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「エネルギー基本計画」とは？
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エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な
推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画

エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針、長期
的・総合的かつ計画的に講ずべき施策、研究および技術開発の
ための施策、長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要
な事項を定める。

「エネルギー政策基本法」(2004年施行)に基づいて、経済産業大
臣が関係行政機関の長の意見を聴くとともに、「総合資源エネ
ルギー調査会」の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作
成し、閣議の決定する。

エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、エネルギーに関する
施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エ
ネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、
これを変更する。

出所：エネルギー政策基本法より抜粋
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3.11以降の「エネルギー基本計画」の見直し経緯

• 2011年6月:「エネルギー・環境会議」設置

• 2012年7月:「エネルギー・環境に関する選択肢」提示(国民的議論、討論型世論調査など)

• 2012年9月:「革新的エネルギー・環境戦略」決定(2030年代に原発稼働ゼロを目指す)

• 2010年10月～2012年11月：総合資源エネルギー調査会「基本問題委員会」33回開催

• 2013年7月～12月:「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会」13回開催

• 2014年4月：第4次エネルギー基本計画を閣議決定

• 2015年7月: 経産省「長期エネルギー需給見通し」(エネルギーミックス)決定

• 2015年7月：国連に日本の約束草案(2030年温室効果ガス26%削減)を提出

• 2015年12月:パリ協定締結(COP21)、2016年11月：パリ協定発効(COP22)

• 2017年8月～2018年5月： 「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会」7回開催

• 2017年8月～2018年4月：「エネルギー情勢懇談会」9回開催 → 提言(2018年4月)

• 2018年5月: 第5次エネルギー基本計画(案) → パブコメ → 閣議決定へ 3
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経産省「長期エネルギー需給見通し」(2015年6月)
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国連に約束草案(2030年温室効果ガス26削減)を提出した根拠
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原油は8割を中東に依存、天然ガスや石炭、原発に必要なウランもほとんど輸入

したものです。原子力は「国産エネルギー」ではありません。一方、純国産エネ
ルギーは日本の豊富な自然（太陽や風の力）にたくさんあります。
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日本のエネルギー安全保障の指標「エネルギー自給率」

58.1%原子力を含まず 14.9% 6.3% 5.1% 4.2% 4.1% 4.4%

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2017」
一部「エネルギー白書2013」より

たったの6%!
(原子力含まず)

5.6% 6.0%
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日本の電力供給構造の推移

6出典：電気事業便覧、電力調査統計などからISEP作成

自然エネルギーの発電量の比率は10%前後で停滞してきたが、15%程度まで増加(2016年度)
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COP21「パリ協定」採択・発効の意義
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• 自然エネルギーを主役に！
• 実現性の乏しい原発とCCSに頼らない。

• 地域主導・住民参加のボトムアップで自然
エネルギー100%を目指す。

• さらに野心的な気候変動対策の目標を示し
行動を！

COP21で表明された数々の団体、自治体や企業
などのイニシアチブにより自然エネルギー100%へ
の動きは世界中で大きなうねりとなっている。

ISEP声明:「自然エネルギーが『パリの希
望の灯』となった」
：

• 世界各地から1000人近く集まったパリ市を含
む自治体のリーダーが2050年までに80%の
CO2排出削減や長期目標として100%自然エネ
ルギーを目指すことを宣言した。

• グーグルやIKEAを始め53もの国際企業も自然
エネルギー100%の実現をすでに目指している。

• 地熱資源が豊富な欧米やアフリカ諸国36カ国

が「世界地熱連合」を設立して、先進国と途
上国が共同で地熱開発に取り組むなど、多く
の国際的な自然エネルギー関連のイニシアチ
ブが立ち上がっている。

「パリ協定」の概要
• 気温上昇1.5℃未満を視野に入れ2℃未満の上昇

に止める
• 1.5℃、2℃未満の長期目標に向けて、国別の排

出削減や適応の行動を5年ごとに評価し見直す
サイクルを織り込み、各国が国内措置を実施

• 途上国が技術移転、能力構築を通じ、排出削減
や適応の行動を進め、そのための資金を今まで
以上に確保する道を開いた
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世界の風力発電と太陽光発電の推移
• 2017年末までに世界の太陽光発電の設備容量が4億kWに達し、原子力発電を超えた
• 太陽光発電の年間導入量が約1億kW、風力発電が約5000万kWと合計1億5000万kW
で過去最高に

出典：ISEP「2017年、太陽光発電はついに原子力発電を抜き去った」
http://www.isep.or.jp/archives/library/10685 8

http://www.isep.or.jp/archives/library/10685


環境エネルギー政策研究所

経産省「長期エネルギー需給見通し」(2015年6月)
原発比率20～22%、再エネ比率22～24%の問題点

出典：長期エネルギー需給見通し小委員会（第8回)資料

低すぎる
省エネルギー目標：
3割減を目指すべき

原発比率目標の
非実現性：
原発比率は
20%から0%へ

低すぎる再生可能エネルギーの導入目標：
再エネ比率は24%から44%以上へ

高過ぎる石炭比率：
26%から0%へ

太陽光：1億kWへ
風力：3600万kWへ
地熱：155万ｋW
バイオマス：728万kW
水力：4931万kW
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経産省のエネルギーミックス(2030年度)
火力発電の効率化および非化石電源の目標
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出典：電力基本政策小委員会(第3回)資料

非化石電源比率(再生可能エネ
ルギーおよび原子力)について
2030年度までに44%以上を目
指す

電気事業低炭素社会協議会
(2016年2月8日設立)

非化石電源(再エネ＋原発) ＝ 44%？

石炭火力の新設問題
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再生可能エネルギーの導入目標
欧州では意欲的な目標を各国で掲げて導入が進んでいる

2030年目標
最大24%

• 主な欧州各国の自然エネルギー導入比率はすでに20%以上に。
• 主な欧州各国の自然エネルギーの2020年時点の導入目標は30%以上
• 日本の2030年の自然エネルギー目標は22～24% (ドイツは50%)

27%

39%

26%

52%

40%

31%

出所：EurObserv’ERデータ等よりISEP作成
11
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図：ドイツの再生可能エネルギー発電量

■EEG法が2000年より施行され、自然エネルギー比率が2017年には約33%に達している
■発電量に占める自然エネルギーの割合を2050年には80%にすることを目標に。

ドイツの固定価格買取制度(FIT制度)：
EEG法(再生可能エネルギー法)の成果と目標

雇用効果：38万(2012年)

太陽光：12.5万人
風力：11.8万人
バイオマス：12.9万人

Energiewende

発電量RE比率
2050年 80%
2035年 55-60%
2030年 50%
2025年 40-45%
2020年 35%

RE発電比率
33.1%
VRE比率
22.2%
原発比率
11.6%

目標値

エネルギー転換

EEG法(FIT)
2014年実績：
FIT賦課金総額：223億ユーロ
CO2削減量：1.5億トン
輸入化石燃料削減額：82億ユーロ、
設備投資額：188億ユーロ
事業による売上高：141億ユーロ
輸出売上高：100億ユーロ(2013年)

12
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(1)
2030年のエネルギーミックス達成と2050年の複数シナリオ
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(2)2030年
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(3)2030年
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(4)2050年
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(5)2050年
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第5次エネルギー基本計画(案)の内容(6)2050年
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ドイツの長期気候変動政策目標～Energiewende～

19出所：https://energytransition.org/

ドイツの温室効果ガス排出削減:2050年までに80削減(1990年比)
Climate Action Plan 2050(Nov. 2016)Energy Concept(Sep. 2010)

電力消費量
80%自然エネルギー

エネルギー消費50%削減
60%自然エネルギー

https://energytransition.org/
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「3E＋S」とは？ 真の「S＋3E」を目指す

どうする？これからの日本のエネルギー http://ene-rev.org/
出所: eシフト http://e-shift.org/

S(Safety): 安全
E(Environment): 環境
E(Economic Efficiency): 経済効率性
E(Energy Security): エネルギー安全保障

http://ene-rev.org/
http://e-shift.org/
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日本でも進み始めたデカップリング

21出典：ISEP「自然エネルギー白書2017」

2011年度以降の日本国内の各種指標の推移(2010年度=100)
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9.8% 10.5%10.1%11.0%12.5%
14.5%

4.8%
0.6%
0.2%
1.7%
1.7%
5.8%

1.7%

2016年度

14.8%

日本国内の自然エネルギー(発電量)と原発の比率の推移

22出所：資源エネルギー庁データよりISEP調査

• 2016年度の自然エネルギーの比率は14.8%
• 太陽光発電の比率が約5%となり、VRE比率が5.4%に

2017年速報15.6%
太陽光5.7%,VRE6.3%
原発2.8%
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エネルギー基本計画の見直し
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http://ene-rev.org/

1. 原発再稼働を止め、早期原発ゼロを明
記すること。核燃料サイクルを断念す
ること。

2. 原発と石炭火力発電をベースロード電
源とする考え方をやめ、再エネを優先
電源とすること。

3. 原発の費用を託送料金に上乗せする計
画をやめ、送配電網の公有化を進める
こと。

4. 石炭火力発電所の新増設をストップす
ること。

5. 炭素税など炭素の価格付けを政策に入
れ、パリ協定を推進すること。

6. エネルギー基本計画見直しプロセスに
おいて市民参加の機会を確保し、意見
を反映すること。

呼びかけ： eシフト、グリーン連合、CAN-Japan

http://ene-rev.org/
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ISEP エネルギー基本計画への意見
「エネルギーコンセプト」の抜本的転換を

24

• 自然エネルギー・省エネルギー・地域主導を「三本柱」へ

• 省エネルギーの深掘りとトリプル・デカップリング（切り離し
戦略）を

• 自然エネルギーを基幹エネルギーに位置づけインフラ整備を

• 地域主導・分散ネットワーク型エネルギーとデジタル化への大
転換へ

• 「3.11福島第一原発事故」の教訓を踏まえた現実的な脱原発
• パリ協定に基づき自然エネルギー100%への転換を目指すべき
• 情報公開と国民参加の開かれた議論の場が必要

エネルギー基本計画への意見 −「エネルギーコンセプト」の抜本的転換を
https://www.isep.or.jp/archives/library/10895

https://www.isep.or.jp/archives/library/10895
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自然エネルギー100%プラットフォーム
国内キャンペーン

日本語Webサイト http://go100re.jp/
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世界100%自然エネルギープラット
フォームと連携して、
日本国内での自然エネルギー100%プ
ラットフォームは、CAN-Japanが運営
(事務局：環境エネルギー政策研究所・
気候ネットワーク)

参加方法：
• 自然エネルギー100%を宣言する

• 自然エネルギー100%に取り組む団
体(自治体、企業、NGO、教育機関
等)

• 登録の審査項目(目標年、対象分野、
範囲、方法、進捗把握)

• 賛同団体になる
• 活動を支持する団体を登録

• まわりに広める
• 勉強会をひらく
• 上映会をひらく
• 視察する

100%RE宣言団体(2017年11月現在)：
自治体：福島県、長野県、宝塚市
教育機関：千葉商科大学
企業：大川印刷 ほか

http://go100re.jp/
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映画「おだやかな革命」
～自然エネルギーによる地域再生の物語

秋田県にかほ市

福島県会津・飯館村

岐阜県郡上市

岡山県西粟倉村

サポーターズクラブ
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パワーシフト・キャンペーン
～自然エネルギーを重視する電力会社を選ぼう～

パワーシフト・キャンペーンが重視する点
1. 電源構成や環境負荷、などの情報を一般消費者にわかりやすく開示していること

2. 再生可能エネルギーの発電設備（FITをふくむ）からの調達を中心とすること

3. 原子力発電所や石炭火力発電所からの調達はしないこと（常時バックアップ分は除く）

4. 地域や市民による再生可能エネルギー発電設備を重視している

5. 大手電力会社と資本関係がないこと（子会社や主要株主でない）

今後、必要に応じてアップデート

パワーシフト宣言！http://power-shift.org

http://power-shift.org/
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自然エネルギー100%を目指すには

28

• 気候変動のリスクを知る。
• 原発の制約とリスクを知る。
• 化石燃料の制約を知る。
• 自然エネルギーの可能性を知る。
• 省エネルギーのメリットを知る。

知ること

考えること

• 持続可能な社会について考える。
• 次世代のことを考える。
• 未来のエネルギーのビジョンを考える。
• 省エネルギーの方法を考える。
• 自然エネルギーの増やし方を考える。
• エネルギーを選び方を考える。

参加すること

実行すること

• セミナーやシンポジウムに参加する。
• NGOのサポータや会員になる。
• ボランティア活動に参加する。
• 地域の活動に参加する。
• 選挙などを通じて政治に参加する。

• 省エネルギーを実践する。
• CO2排出量を8割減らす。
• 自然エネルギーを選択する。
• 自然エネルギーを導入する。
• 消費者として企業を選ぶ。
• 政党や政治家を選ぶ。
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