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公益社団法人 札幌消費者協会 「Men‘s倶楽部・社会時事研究」オープン講座

日本の安全保障は大きく分けてエネルギー自給・食料自給・国防面の３つが柱になりますが今、どれ一つ安
心できる状況には無いのが現状です。
今回はその一つである日本のエネルギーについて取り上げます。年初の電力不足では、東京のブラックアウ

トが危機一髪で回避されましたが、今年の冬もまたその状況は続くと言われています。電気料金は電力小売り
自由化前と比べ５割以上アップし、将来は５倍になる可能性も？！
これで生活は成り立って行けるのか、国内の工業生産体制の維持が可能なのか、非常に憂慮されます。
今回この問題について知り、国民みんなが考える切っ掛けとして頂ければと思います。

Men’s倶楽部 オープン社会時事研究 令和4年6月4日（土）
講師： 本間 允秀 ファイナンシャルプランナー（AFP)



本日のあらすじ

1. ＣＯ２削減はなぜ難しいのか
2. エネルギーは、「生活の血液」

3. 日本の脱炭素削減目標とCOP26

4. 再生エネルギーは天候任せの不安
5. 日本の再生エネルギー発電の現状は

6. 政府が今後増やそうとしている洋上風力発電

7. 基本計画には、エネルギーコストの見通しが
具体的に示していない

8. もっと日本にあった自然エネルギーを活用す

べき
9. 日本のエネルギー問題まとめ
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地球温暖化問題に端を発し、温室効果ガス削減問題につな
がっているが、実はSDGｓ「持続可能な開発目標」ともしっ
かり連動している。

SDGｓ１７の目標の７番目が「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」という
のがある。これがCOP２６（気候変動枠組条約締約国会議）で話し合われている

「脱炭素」いわゆる「温室効果ガス削減」の目標を各国が一致して取り組んでい
こうというものだ。

外務省ホームページによると、排出量上位５か国を見ると、①中国９５億７千万
トン②アメリカ４９億２１００万トン③インド２３億７００万トン④ロシア１５億８７０
０万トン⑤日本１０億８千万トンだ。

上記の排出CO2は、上位の中国・インド・アメリカ・ロシア併せて約５５％に対し
て、日本はわずか3％程度だ。そして日本のエネルギー効率は世界のトップクラ
スに位置しており、実質GDP当たりのエネルギー消費量は中国やインドの５分
の１から4分の１に過ぎず、世界が取り組む前から、国を挙げて省エネルギーに

力を入れてきた日本が、こうした中で、他国と同じ削減ペースが求められること
には、若干の違和感があるとは思いませんか？

はじめに
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削減はなぜ難しいのか①

主な理由は二つある。経済成長や人口急増が続く新興国や途上国の多
くでは、ＣＯ２の排出が当面、先進国の削減分を相殺する形で増え続け
る。先進国も化石燃料と縁を切るのは容易でない。使い道は多岐にわた
るからだ。発電だけではない。家庭やビルに熱を供給し、乗り物のエンジ
ンを回し、工業製品の原料にもなっている。

電気は便利で使い勝手がいいが、弱点もある。まず、ためにくい。次に、
足りなくても余っても停電などの問題を引き起こす。お天気まかせの太
陽光や風力の電気が増えていくと、その制御は一段と難しくなる。

そもそも炭素は有害物質ではない。それどころか、炭水化物やたんぱく
質、脂肪などの骨格をなす重要な元素だ。ＣＯ２は植物にとって光合成
に必須である。農業にはCO2は欠かせない。その意味で「脱炭素」という
合言葉は有害物質という誤解を招きかねない面がある。
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削減はなぜ難しいのか②

地球の生態系は、炭素が様々な形に姿を変えながら、自然や生物の中
を循環することにより、微妙なバランスを保ってきた。問題の核心は、
そのバランスが人間の介入で乱された点にあるとされている。

再生エネの電力で水素を作り、石油や石炭の代わりに使えば、ＣＯ２を
一気に減らせる。 課題はやはり割高な製造費用を下げる技術やノウハ
ウの開発だ。 政府はそこに10年間で150兆円の投資を考えている。こ
の費用は国民の負担とならざるを得ない。

政府は、そうした技術革新に成功すれば、「緑の産業革命」の競争で優位
に立てる可能性もあるとしている。

資源小国であり続け、再生エネの立地条件にも恵まれない日本にとって、
脱炭素は厳しい試練だ。 高すぎる削減目標を掲げて国益や競争力を
損なうことは避けつつ、技術革新に取り組み、それを成長につなげる経
済や社会の仕組みを作る。そんな道を切り開いていく知恵が試されて
いるという。
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エネルギーは、「生活の血液」

特に電気が止まると、交通も通信も止まる。まさにインフラの中
のインフラなのだ。

原子力については否定的なことしか言えなくなり、まともな議論すらでき
なくなった。でも、この技術を手放す場合のリスクもある。太陽光や風力に
もデメリットはある。新たなエネルギーシステムへの移行には長い時間が
かかる。その間に日本人が直面するリスクをどうやって最小化するか考え
るべき。現実的で具体的な議論ができない現状は、健全ではない。

日本がエネルギー政策を誤れば取り返しがつかない。大東亜戦争もエネル
ギー確保の途を絶たれたことが大きな発端であった。原子力発電を利用す
るかどうかにかかわらず、今ある原発を安全に廃炉するにも技術と人材が
必要だ。設備を動かし続けて日々の小さなトラブルや予兆を検知し、適切
に対処していくことは技術を向上させることにも繋がる。
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日本の脱炭素削減目標とCOP26①
日本は２０５０年までに温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」に
する目標を掲げた。３０年後というのは一般的には遠い未来
だが、エネルギーインフラを転換するための十分な時間とは言
えない。まして約８年後の２０３０年までの脱炭素４６％削減目
標を達成のためにできることは相当限られる。

「技術で世界をリードする」という言葉の響きはいいが、脱炭素社会への第一
歩は、再生エネルギーのコスト低減だ。いま国民が負担する再生エネ拡充のた
めのコストは事業者負担分も含めると年間約２・４兆円、国民１人当たりでみれ
ば約２万円だ。４人家族であれば年間８万円にもなっている。

脱炭素の流れは、原油価格の値上がりへも大きく影響を与え、世界各国で深刻
さを増している。当面の需給で決まるＬＮＧのスポット価格は一時、昨年１０倍
以上の水準にまで上昇し、アジアの一部の国では石油火力発電を増やしたほ
か、中国も石炭火力の再稼働を進めている。この結果、原油や石炭の価格が上
昇した。「急激な脱炭素化の進展がエネルギー需給の不安定化を招く恐れがあ
る」と指摘している識者の声もある。
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日本の脱炭素削減目標とCOP26②

石炭火力を含む電力・熱部門は、自動
車やトラックなどの運輸や製鉄部門と
並び、温室効果ガスを大量に排出する。
中国は総発電量の６割強、インドは７
割強を石炭火力に依存し、日本も約３
割を頼る。

石炭や天然ガスといった化石燃料か
ら、再生エネ、原子力まで、利用しやす
いエネルギー源は各国・地域で異なる。
自国が置かれた状況を踏まえ、現実的
な対応が望まれる。

日本の第一次エネルギー構成

１１月４日のCOP26声明に日米中やイ

ンドは参加しなかった。合意文書では、
石炭火力の「段階的廃止」との表現が、
土壇場で「段階的削減」に修正された。
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再生エネルギーは天候任せの不安①
脱炭素化に向け、風力や太陽光など再
生可能エネルギー発電を増やしてきた
欧州各国は今年、思わぬ試練に見舞わ
れた。天候不順で風力発電の稼働ペー
スが下がり、ガス火力発電でカバーした
結果、需要が急増したガス価格が年初
から５倍以上に跳ね上がった。

英国では８月以降、高騰した天然ガスの
調達コストを料金に転嫁できずに不採算となった電気・ガスの小売業者２０社
が経営破綻に追い込まれ、２４万戸が契約切り替えを強いられた。天候に左右
されやすい再生エネの弱点が露呈した。

北海道石狩市の石狩湾新港地域の風景が一変した。 用地が比較的安く確保
でき、風も安定して吹く。風力発電設備が相次いで設置され、出力は計６万キ
ロ・ワットに達した。複数の太陽光発電も稼働中だ。海上では、２３年の稼働開
始を目指し、近く計１１万キロ・ワットの洋上風力の建設も始まる。完成後は、巨
大な風車が沖合に１４基立ち並ぶ見通しだ。
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再生エネルギーは天候任せの不安②
課題も多い。コスト負担ものしかかる。 石狩湾新港で稼働を目指す洋上風力
は、政府が再生エネルギー拡大の「切り札」と位置づけている。設置に適した場
所が少なくなっている陸上風力や太陽光に比べて、導入の余地は大きいとみ
ている。

２０５０年の洋上風力の導入を計画の４５００万キロ・ワットと想定すると、地域
間の送電網の容量を約１９００万キロ・ワット分増強する必要がある。全国の電
力供給を調整する「電力広域的運営推進機関」の試算だ。必要な投資額は最大
４・８兆円に上る。電力会社任せにすれば、電気料金の大幅な値上げにつなが
る可能性が高い。

日本の電気代はすでに国際的に高い水準にある。米国が１キロ・ワット時あた
り約１４円なのに対し、日本は約２倍の約２８円だ。原子力発電所の運転停止で
火力発電所用の燃料費がかさみ、再生エネの拡大によってＦＩＴの費用も膨ら
んだ。その結果、日本の産業部門は国際競争面で非常に不利な状況下にあり、
それらに対する政策も必要だ。将来のコスト増は不可避とも言え、脱炭素に向
けて国民・産業界はさらなる負担増に耐えられるのかが懸念される。
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日本の再生エネルギー発電の現状①

２０１０年と２０
２０年を比較す
ると、水力を除
く再生可能エネ
ルギー発電は、
約２％から太陽
光を中心に、約
１３％へと６倍
以上拡大した。
水力を含めると
２０２０年の再エ
ネ発電は２１％
を超えた。
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日本の再生エネルギー発電の現状②

国土が狭く、平地が少ない日本、実は太
陽光発電導入量では、中国に次いでい
まや日本が世界第２位となっており発
電容量は５６GW（１GWは１００万ｋｗで

あり、原発５６基分に相当する）まで拡大
している。３位はアメリカ、４位はドイツ
である。

しかし実際の稼働率は日中の６時間且つ天候の影響もあり年間１３％前後だ。
また、１kwhの電力を得るのに何ｇのＣＯ２を排出したか世界の状況を比べて見
ると、水力を中心としているノルウェイの１３gに対し、太陽光発電導入量４位ま

での国はすべて世界の上位にあり、中国７２０ｇ・日本５３４ｇ・アメリカ４４０ｇ・
ドイツ４７２ｇで、ノルウェイ排出量の３４～５５倍前後になっている。

太陽光発電が稼働していない時間帯の電力は、火力発電等でカバーしなけれ
ばならないため、現状では結局CO2排出削減には、あまり貢献できていないと
も言える。
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政府が増やす計画の洋上風力発電①

コストの高い洋上風力を太
陽光発電並みに増やしてい
くということは、今後の家
庭の電気料金は一体どう
なっていくのかが心配だ。

太陽光パネルの価格はど
んどん下がってきているが、
洋上風力は陸上風力に比
較してさらに高いのが現状
で、直近の入札価格では1ｋ
ｗｈあたり29円となってい
る。
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政府が増やす計画の洋上風力発電②
政府はこれを、コスト目標としては9円以下に下げていく目標を定めているが、
本当にそこまでのレベルにまで引き下げられるのかは相当疑問がある。FIT制
度の中で29円に引っ張られてその価格で多くの業者が認定されると、太陽光
発電単価の二の舞になり、中々単価は下がっていかないという危惧もある。

洋上風力が盛んな欧州北海地域は、風の吹き方に
季節的な変動が比較的少ないのに比べ、日本の場
合、冬場は欧州とそん色はあまりないが、６～９月
の夏場はかなり風が弱まる。その関係で設備稼働
率において欧州５５％に対し、日本は約３５％と、
２０％もの差がある。

そうしたどうしても超えられない壁があり、年間を通じて風力発電の収益性を考
えると、どうしても1kwhあたり、7円から9円高い買取価格を確保せねば、欧州並
みの利益率は確保できないという状況にある。
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第６次エネルギー基本計画に示され
ていないコスト見通し①

産業用電力料金比較 エネルギー白書から転載

（２０１８年度）
（２０１９年度 日独比較）

2030年には再生可能エネルギー中心
に温室効果ガスの削減目標を46％まで

上積みすることになっているが、太陽光
発電にも限界があり、それをコストの高
い洋上風力を中心に増やしていくとなる
と、間違いなく電力料金が上がることが
予想される。

特に日本の産業用電力料金は、OECD主

要国の中で最も高い状況になっている。
２０１８年時点での日本は１ｋｗｈあたり１
６．１円だ。それに近いドイツが１４．４円と
なっている。

大差がないように見えるが、実はドイツの場合、電力多消費産業については、電気税とか再
エネ賦課金、洋上風力電力網賦課金であるとか、再エネ電力をネットワークに乗せるための
託送料金とか、そういったものが大幅に減免されている。その為、企業が負担している電気
料金は１ｋｗｈあたり６～７．４円となり、日本の大企業が負担している１６円とは大きな差が
ある。
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第６次エネルギー基本計画に示され
ていないコスト見通し②

欧州は温室効果ガス削減面で非常に野心的な目標を立てて
いて、環境先進国であるイメージがメディアを通して非常に
流布されている。欧州がその方向で頑張っていることは事実
だが、他方で自国の産業を保護する面では、極めてしたたか
にやっているということであって、表向きの電気料金とは違
い、コアになるような産業にはしっかり減免された料金を適
用している。

脱炭素化に向け、進むということは不可避的にコストも上昇するわけで、ドイツ
はそういうコストを相当、家庭部門が負っていて、産業部門はしっかり守られる
体制を構築している。では日本が同じように家庭に負担を寄せて、産業部門の
コストを減免することができるかというと、非常に難しいと言える。しかし今後
の流れを考えると、方向性としては、そうしたことも避けて通れないのではない
かと危惧される。
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第６次エネルギー基本計画に示され
ていないコスト見通し③

日本が欧州から学ぶべき点というのは、温暖化のレベルだけを学ぶのではなく、
日本の国情に合わせて、国内に基幹産業を残す対策も、しっかり考えていく必要
があるのではないかと思う。このようなことは様々なデータを、しっかり掘り下
げてみていかなければわからない点でもある。

2050年のカーボンニュートラルを迎えたときに、その辺の対策もなく、高く
なった電力コストを受けることになると、間違いなく日本の製造業は疲弊し、
益々長期的な研究開発投資にお金が回らなくなり、世界から完全に取り残され
る懸念がある。
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もっと日本にあった自然エネルギー
を活用すべき①

日本の1次エネルギーの自給率を見ると、かつて1960年代には国内炭の活用な

どもあり５８．１％であったが、コストの安い輸入炭、石油、天然ガスなどの利用
が増えるに従って、一時９．２％まで低下したが、原発が増えてきた関係で2000
年には２０．３％まで回復した。

しかし、2011年3月の福島原発事故を機に国内の原発がすべて止まり、2014年に
は史上最低の6.3％にまで落ち込んだ。2019年では再生可能エネルギーなどの
増加も寄与し、現在１２．１％にまで回復してきた。

９割近くを海外に依存していて、イザというときには日本の国が立ち行かなくな
るような状況を続けていて良いのかも考えなくてはいけない。ノルウェーのエネ
ルギー自給率は水力中心で７００％を超えており、日本は世界の先進国最低のレ
ベルの自立性だということを認識すべき。
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もっと日本にあった自然エネルギー
を活用すべき②
太陽光や風力、また海外かの輸入を前
提とした水素やアンモニウムを利用した
火力発電を中心に考えているようだが、
それでは自給率は一向に変わらない。
もっと国土に適合したエネルギーの活用
を考えなければ日本の将来性はない。

「水力発電が日本を救う」（元国交省河川局長竹村公太郎著）を読むと、今あるダ
ムで年間2兆円超の電力を増やせるという。今のダムは60年前の法律で水位を

半分にしておかなければならない。今の気象予測能力は格段に精緻になってい
る中で、このような規制は必要なく、これを満タンに変更し、例えば高さ100mの
ダムを110mにするだけで、発電能力は倍増する。かさ上げコストは新たなダム
を造ることを考えるより、ごく1部の費用で可能だという。
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もっと日本にあった自然エネルギー
を活用すべき③
また、全国にある砂防ダムや農業用水ダムなどの横にバイ
パスをつけ発電機を設置する。落差10mほど確保すれば、
一つのダムで200戸分の電力が生まれる。このような適地
は全国に2万カ所以上あり、すべてを開発すれば1400万ｋ
ｗ（原発14基分に相当）になるという。

更に極小のマイクロ発電がある。小さなせせらぎや田畑の
用水路は田舎に行けばたくさんあるが、１ｍ位の落差があ
れば、そこに冷蔵庫の大きさ程度の発電装置をつけること
で、農家1戸分の電力が賄える。水力発電全体のコストは１
ｋｗあたり11円程度であり、太陽光の24円、風力の21.5円
と比べても安上がりで、景観も壊さない。

日本列島の中でこんなに豊かなエネルギーがあるのにそ
れを一切無視して、それで膨大なお金を払って外国から石
油を入れたり、中国から太陽光パネルを買ってきたりと矛
盾に満ちたことをやっているわけだ。
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もっと日本にあった自然エネルギー
を活用すべき④

海にも無尽蔵のエネルギーがあるが、そ
れらは現在あまり活用されていない。
IHIが進めているは水中浮遊式海流発

電システムは、海流の力で発電するシス
テムだ。そのほか波力発電や深層海水を
利用する海洋温度差発電もある。

このように、水力や海洋エネルギーを利
用すれば、運転コストは非常に安く、国
内自然資源でエネルギー全部が手に入
る可能性があり、エネルギー自給率では
全く心配がなくなる可能性を秘めてい
る。
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日本のエネルギー問題のまとめ
現在、地球における、空気の７８.

１％が窒素・２０．９％が酸素・残
り１％中にアルゴンや二酸化炭
素を始め、１０の成分が含まれ
ており、その中で二酸化炭素は
僅か０．０４％だ。

地球が誕生して４６億年、誕生時は空気中の主成分が二酸化炭素であったが、
やがて地球が冷えるにつれ、二酸化炭素は海に溶けて石灰石となり海底に沈
む。光合成を行う生物が増え、二酸化炭素を吸い込んで酸素を放出すること
で、二酸化炭素が徐々に減少し、今の状況に至っている。

一方で二酸化炭素がなくなると、植物も育たなくなり、食糧確保の問題が出て
くる。二酸化炭素が、本当に地球の温暖化に影響を与えているという科学的
根拠は証明されてはいないが、世界の潮流に日本が逆らうことは、あまり得
策とは言えず、日本は日本の国情に合った国益に沿う独自の考え方で付き
合っていくことが大切なのではないか。

ご清聴ありがとうございました
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