資源のない⽇本、
将来のエネルギーの姿に関する
シンポウム in 仙台
今考える!! 未来のエネルギー

経済産業省
資源エネルギ
政策統括調整官

⼩澤 典明 ⽒
本⽇の開催地である宮城
県は 東⽇本⼤震災での被
災経験をうけて 災害に強
いまちづくり エネルギ

政策の

てい

安定供給に向けたまちづく

さて エネルギ

りを進めていると伺
る
要は 安全性を⼤前提とし
を安

たうえで 低コストで 環
境に優しいエネルギ

定的に供給することであ
る 国は 将来世代も視野
昨今

エネル

に⼊れてこれに取り組む⽅
針である

⼋代 英輝 ⽒
たため 電⼒が⾜りない

いては値段を規制する政策を
と

という結果にな

た また 電

ニ

気は貯めることができないの

タ
ンに住んでおり ⼤停電を経

で 電⼒の消費量に合わせて

クのマンハ

験した 電源を失うことで

発電所の発電量を変化させ

課題とな

いだため 送電網整備の投資

メリカが電⼒の⾃由化を急

⼤停電の原因の⼀つに ア

も 少なくてもいけない 発電

恐れがある 発電量が多くて

崩れてしまうと 停電を招く

必要がある そのバランスが

て 需要と供給を⼀致させる

その解決に向けて 再⽣可

が遅れたことがある 結局

原⼦⼒

ている 国は
能エネルギ

もバランスが重要である
構成の実
現を⽬指して 取り組んで

とれたエネルギ
まいる考えである

私たちの⽣活がいかに電気

整備等が整

事が伺える

クオリテ

の⾼い電気である

をみると 数が少ない事から

停電時間及び回数の国際⽐較

を進める⼀⽅で ⼩売りにつ

アメリカは発電の⾃由化

した

に⽀えられているかを実感

ている⽇本は

需給のバランス 送電網の

私が住んでいる地域の復旧

感した

どれだけの混乱に陥るか 体

ヨ

⼆〇〇三年⼋⽉当時

元裁判官・国際弁護⼠

LNG⽯ 炭 等 の そ れ ぞ れ の
特性を活かし バランスの

構造のアンバランス

〜海外と⽇本の電気のクオリティについて〜

⽇本は、電⼒供給における

⾃給率を上昇させる

ト

べきである。是か⾮か

てコストは下げられる

のデメリ

ある ドイツでは再⽣エネルギ

の実⽤化プ

の賦課⾦が増⼤して問題にな

いる 再⽣エネルギ

クトでは 過去に様々⾏わ

の無駄遣いである

れたが失敗が続いた これは税⾦

ロジ

て

トは国⺠の負担が増⼤することで

再⽣可能エネルギ

反対派の主張

よ

滞が懸念されるが ⽣産効率化に

右される コストが⾼く普及の停

学的リスクがあり その情勢に左

しているからである 中東は地政

にあるのは 中東など海外に依存

ことである 今 ⾃給率が低い状態

はエネルギ

割合を⼤幅に増加させる

のメリ

再⽣可能エネルギーの

再⽣可能エネルギ

賛成派の主張

模擬公開ディベート

福島⼯業⾼等専⾨学校⽣２名

サポーター
名越 幸⽣先⽣
東北学院中学校・⾼等学校 教諭

てコストが下が

を⼤幅に増やす必要はない

のコス

増を回避する事が重要である

⾃給

率を⾼める事で 将来的なコスト

の割合を増加させエネルギ

供給できる 再⽣可能エネルギ

りした際にコスト増を抑え電⼒を

ト削減で 将来化⽯燃料が値上が

ると 再⽣可能エネルギ

電気料⾦の⾼騰に関して⽐較す

賛成派の反論

ギ

と 現段階では再⽣可能エネル

⺠負担が増⼤することを考える

ると⾔うが 具体性に⽋ける 国

⽣産効率化によ

れば問題はない 将来的に設備の

油等は中東以外の地域から輸⼊す

給 環 境 問 題 安 全 性 ﹂で あ る 原

重 要 な こ と は﹁ コ ス ト 安 定 供

反対派の反論

ディベータ―
東北学院⾼校⽣３名

4

には三⽇⽬の夜までかかり

ギ

「国際的にみる⽇本のエネルギー」

26

発電コストの増⼤が⼤きな

基調講演

平成 年 ⽉に新しい
﹁ エネルギ 基本計画﹂が閣議決定され
昨年7⽉には
﹁ ⻑期エネルギ 需給⾒通し
︵エネルギ ミ クス︶が取りまとめられました
経済産業省資源エネルギ 庁では ⽇本におけるエネルギ の現状や将来の姿について
さまざまな地域の住⺠の⽅々を対象に 化⽯エネルギ や再⽣可能エネルギ
原⼦⼒等のエネルギ ミ クスに対して ご理解を深めていただくために講演会を開催いたしました

平成29年2⽉1９⽇（⽇） 会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台 ホール２１Ｃ＋Ｄ

コ

ネ タ

︵ 遠藤さん ⽯井さん︶

デ

川⽥ 愛美 ⽒

トで明

みにくい状態である 固定価格

ですが コストが⾼く導⼊が進

ギ の導⼊を推進していく⽅針

上げるために再⽣可能エネル

⼩澤 国は エネルギ ⾃給率を

な説明を粘り強く継続し 皆さ

ても認識しており 今後も丁寧

安 意⾒があることは政府とし

る 再稼働については 様々な不

策が新設・強化されたものであ

アクシデント対策 ⾃然災害対

準と⽐較して テロ対策 シビア

歩することで エネルギ の選

きたいと思う 今後の技術が進

ルギ 技術の開発に貢献してい

を活かして 将来は新しいエネ

遠藤 私は 現在学んでいる分野

んが エネルギ に対して⾮常

⼋代 登壇者の⾼校⽣のみなさ

り⽅を考えていく必要がある

い社会のためのエネルギ のあ

針である

んとの対話を積み重ねていく⽅

たエネルギ

構成

択肢が増えて バランスのとれ

的な考え⽅をできることに驚き

に広い視野を持 ていて 中⽴

スト 環境への配慮など よりよ

ギ の安定供給 安全性 発電コ

︶
の導⼊によ
FIT
り 再⽣可能エネルギ の設備

容量は急速に伸びてきた⼀⽅

使 ていくことだと思う

買い取り制度
︵

で 国⺠の皆様にご負担してい

可能エネルギ の導⼊を進める

遠藤 模擬デ ベ トでは 再⽣

の中で電気は安

状 私たちの⽣活

安が⼤きい 現

あ たが まだ不

構成の中では 原⼦⼒の話が

川⽥ ⼆〇三〇年に⽬指す電源

軽減する努⼒を進める

の決定⽅法を⾒直すなど 負担

度を改正し その中で買取価格

に 平成⼆⼗九年四⽉以降は制

いる この負担を抑制するため

の軽減につなが てくれば良い

きていますから それらが不安

以降 様々な情報開⽰も進んで

た対策とな ている また 事故

る可能性があることを前提とし

したが 新基準では事故が起き

という前提に⽴ た規制基準で

は起こらない﹂

は﹁ 原発の事故

のは納得 以前

を持つ⼈が多い

⼒について不安

したので 原⼦

⼦⼒発電所の⼤きな事故を経験

⼋代 震災によ

⽯井 今後は ⽇本でも再⽣可能

ると思う

いくが必要があ

く組み合わせて

ルギ

エネルギ 源と 再⽣可能エネ

⼒も⼊ てくると思う 既存の

その選択肢のなかにやはり原⼦

ネルギ 構成を補うためには

茶野⽊ ⽇本の現状の脆弱なエ

る

まることを期待す

ルギ

⾃給率が⾼

になること エネ

野をもつ必要性を感じた

う エネルギ について広い視

恥ずかしくない選択ができるよ

いた 我々も 次の世代のために
て福島第⼀原

ために コスト⾯の問題につい

定的に供給され

ただいている賦課⾦も上昇して

て 深く考える機会にな た ⽇

ている中で 本当

め ⽇本のエネルギ は様々な
国に⽀えられている
再⽣可能エネルギ のコスト

原⼦⼒発電の必要性について

本の再⽣可能エネルギ のコス

エネルギ の導⼊が進んでいく

と思 た 私たちの選択は 私た

とをうま

トは 海外と⽐較してどのよう
にな ているのか

⼀キロワ トあたり⼗五万円ほ

備費の場合 ⽇本は海外よりも

る太陽光発電を導⼊する際の設

あり 原⼦⼒規制

の確保が⼤前提で

再稼働に当た てはその安全性

置付けている 原⼦⼒発電所の

⼒は⽋かせない電源であると位

排出
安定供給 コスト削減 CO2
量の抑制を実現するために原⼦

⼤事なのは それ

ありますが ⼀番

ト・デ メ リ

う どのエネルギ にもメリ

ギ 源に頼る必要が有ると思い

せられた 今後は 様々なエネル

ことを勉強しましたし 考えさ

て エネルギ について多くの

鈴⽊ シンポジウム参加を通じ

る 我々⼤⼈の世代も エネル

きた発電所はこの先も残り続け

佐々⽊ 我々の世代が投資して

通じて考えさせら

のシンポジウムを

だろうかと 今回

ギ のあり⽅はどのようなもの

の世代にと てよりよいエネル

ることだと思いますので 将来

ちの⼦供・孫の世代にも影響す

ど⾼くな ている 今後はコス

委員会が新規制基

を共有し理解した

⼩澤 国としては エネルギ の

トが下が てくる

準に基づき審査を

上でエネルギ を

佐々⽊ 近年急速に増加してい

り 価格差が縮⼩

と予想されてお

ている 新規

れた
すると期待されて

⾏

トが

いる

制基準は従来の基

将来のエネルギ について

と思う

︵タレント・ＴＶレポ タ ︶

構成ついて

名越 ⽇本は⾃国で賄えるエネル
ギ が少ないので オイルシ
クのようなリスクを避けるため
にも エネルギ 構成が重要な論
点とな た ⼀⽅で
コスト⾯も 要因が
ベ

多岐にわたること
がデ
らかにな た

構成は重要な戦略とな

佐々⽊ 電⼒安定供給のために エ
ネルギ
りますが それは⾃国のエネル
ギ の有無によ て異なる アメ
リカ イギリスなど 国内で化⽯燃
構成に占める化⽯燃料の割

料を採取できる国ではエネル
ギ

合が⾼くな ている ⽇本のエネ
⾃給率は六％まで低下し

東各国からの輸⼊が⼤部分を占

を増やしたためである ⽯油は中

ている これは化⽯燃料の輸⼊量

ルギ

に必要なのか
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︵ 鈴⽊さん 茶野⽊さん︶
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︵東北学院中学校・⾼等学校 教諭︶

名越 幸⽣ ⽒

︵経済産業省 資源エネルギ 政策統括調整官︶

⼩澤 典明 ⽒

︵⼀般財団法⼈⽇本エネルギ 経済研究所 研究主幹︶
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︵元裁判官・国際弁護⼠︶
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［今、考える！未来のエネルギー］
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