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新エネルギー基本計画における
原子力の位置づけ
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エネルギー基本計画（2018年）の原子力に関する記述

エネルギー基本計画（2018年）のカーボンコピーになっている



新しいエネルギー基本計画案の原子力に関する記述



新エネルギー基本計画における
電力需要、電源構成
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7出所：資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第48
回会合、資料5）p.69

新エネルギー基本計画の電力需要と電源構成
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新エネルギー基本計画の電力需要と電源構成

出所：資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第48
回会合、資料5）p.69



エネルギー基本計画(2018年）の電力需要と電源構成

出所：経済産業省（2015）「長期エネルギー需給見通し」



エネルギー基本計画(2018年）の省エネ目標

出所：経済産業省（2015）「長期エネルギー需給見通し」

徹底した省エネを
しても増加すると
していた。



11

6.29%の減少

注：右のグラフは「エネルギー白書2021」第214−1−1のデータより。データは、総合エネルギー統計」より作成されている。なお、2016年より統計の
取り方に変更があるため「エネルギー基本計画」（左図）（2018年、ただしこれは2015年の「長期エネルギー需給見通し」に基づいている）とは値が異
なる。

電力需要は増加しなかった
2013年度から着実に
減少
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6.29%の減少

目標は
5.79%減少

新エネルギー基本計画の小さな省エネ目標

注：2013〜19年度は「エネルギー白書2021」第214−1−1のデータに基づく。。同データは「総合エネルギー統計」より作成され
ている。また、資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会
基本政策分科会第48回会合、資料5）p.69に基づき設定。

「省エネの野心的
な深掘り」？？



13出所：資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第48
回会合、資料5）p.69

新エネルギー基本計画の電力需要と電源構成



エネルギー基本計画(2018年）の2030年の電力需要目標

出所：経済産業省（2015）「長期エネルギー需給見通し」



20〜22％？

15出所：エネルギー白書2021, p.134 (https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/pdf/)

原発比率は6.2%
原発は基幹電源でも
ベースロード電源で
もない。

原発の発電量は40年
以上前の水準

再エネ比率は18.1％に



エネルギー基本計画(2018年）の2030年の電力需要目標

出所：経済産業省（2015）「長期エネルギー需給見通し」

21％とすると
約2200億kWh



17出所：資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第48
回会合、資料5）p.69

新エネルギー基本計画の電力需要と電源構成

21％とすると
約2000億kWh



過大な原子力発電目標

•原子力比率 20〜22％を維持

• 仮に総発電電力量を9450億kWhとすると、1985億kWh(21%)必要。

＝ 1989(38基、2944.5万kW）年〜1990（40基、3164.5万kW）年とほ

ぼ同じ。

→ 達成可能か？
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衰退する原子力発電

出所：資源エネルギー庁（2021）「2030年に向けたエネルギー政策の在り方」4月22日（第41回総合資源エネル
ギー調査会基本政策分科会、資料1）p.110に加筆。

実際の再稼働原発は残存原発
3365kWの約3分の1以下（913万kW)
事故前の5分の1
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1）最大限再稼働
2）60年運転
という楽観的想定を置いても、衰
退は避けられない。



衰退する原子力発電

出所：資源エネルギー庁（2021）「2030年に向けたエネルギー政策の在り方」4月22日（第41回総合資源エネル
ギー調査会基本政策分科会、資料1）p.110に加筆。
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？

あと9年で、大部分が再稼働する？
（未申請原発もある）



衰退する原子力発電

出所：資源エネルギー庁（2021）「2030年に向けたエネルギー政策の在り方」4月22日（第41回総合資源エネル
ギー調査会基本政策分科会、資料1）p.110

原子力は衰退産業に
原子力事業から撤退する事業
者が相次ぐ。

→ 衰退産業の維持は、国家
の力でもできない。
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過大な原子力発電目標

•原子力比率 20〜22％を維持

• 仮に総発電電力量を9450億kWhとすると、1985億kWh(21%)必要。

＝ 1989(38基、2944.5万kW）〜1990（40基、3164.5万kW）年の水準

→ 達成可能か？

• 残された原発の大多数を再稼働し、一部は60年運転していないといけな

い。

• 原子力のサプライチェーンが崩壊

→ 不可能
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消極的な省エネ目標、無謀な原子力目標

出所：資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第48
回会合、資料5）p.69



原子力発電の現実

1. 経済事業として成立しない

• 新設 → 発電コスト検証WG（2021年）で高コストが明らかに

• 既設 → 2011年以降のコストのみで高コスト。（60年運転、社会的

費用抜きで。）

2. 後始末事業

3. 再処理事業の破綻

• 技術的に困難

• 経済的に成立しない→必ず破綻

→ 再処理できなければウラン資源量に制約される。
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後始末をめぐる諸課題

• 次世代は、永久に「負の遺産」処理を行うことが運命づけられた。

1）福島原発事故処理

• 膨大な放射性廃棄物、汚染廃棄物、除去土壌（1Fサイト内、サイト外）

• 賠償、救済

• 「ふるさと喪失」→ 回復、再生

2）廃炉、放射性廃棄物処分

• 廃炉（20〜30年） → 放射性廃棄物処分

• 様々な放射性廃棄物 （低レベル〜高レベル：ほとんど処分されていない）

3）再処理事業からの撤退

• 2022年度六カ所再処理工場運転開始？？（2062年に終了、その後40年かけて廃炉、その
後、放射性廃棄物処分[少なくともさらに数十年〜数万年])

※ 1960年代から続く200年計画。→日本社会の重荷。
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後始末の例：1Fでどの程度の放射性廃棄物がでるのか

出所：日本原子力学会（2020）「国際標準からみた廃棄物管理─廃棄物検討分科会中間報告─」7月、p.19
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福島原発事故は、これまで考えられてきた量を大きく
こえる放射性廃棄物をうみ出した

電気事業連合会(2007)「原子力発電施設廃止措置費用の過不足について（補足資料）」
総合資源エネルギー調査会電気事業分科会第6回原子力の発電投資環境整備小委員会資
料3



「再エネも必要、原子力も必要」は
現実的か？
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エネルギー基本計画の考え方

• 3E＋S

• Energy Security エネルギー安全保障

• Economy 経済効率性

• Environment 環境適合性

• Safety 安全性

•「バランス良いエネルギー構成」

＝「再エネも必要、原子力も必要」？？？

29

パーフェクトなエネルギーであ
れば
民間事業者に任せておけば急増
するはず。

→原発はいずれも満たさない



再エネ100％は社会が選択できる
〜IPCC SR15における排出経路の評価

• 再生可能エネルギー

• 1次エネルギーに占める再エネの割合は2050年に38〜88％に達する。

• バイオマス、風力、太陽光、水力の割合は、経路によって異なる。

• 原子力

• 絶対量・シェアともに増えるモデル、絶対量・シェアともに減少するシナリオがある。

• 「社会的選好によって、原子力の将来的な展開が制約されうる」ためである。

出所：IPCC (2018), Global Warming of 1.5 ℃, p.131

• つまり、数多くのモデルを評価したIPCC SR15の記述に基づけば

脱原発シナリオと気候変動対策は両立しうる。原子力発電量・シェアは、社会が選択でき
る。

※ IPCCは評価していないが、原子力は、資源制約（ウラン資源）があるので、いずれ

再エネ100％に移行しなければならない。
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原子力とCO2排出削減(1)

• 最も高コスト
• 世界のエネルギー関連のCO2排出量50％削減のために12億kW必要。そのた
めには4兆ドル（＝400兆円）の追加投資が必要。

• 原子力は次世代技術になると、コストが上がる。（ネガティブラーニング）

※ 再エネは逆。（次世代技術になるとコストが下がる）

• 再エネと原子力は、電力システムの最適化のあり方が違い、矛盾す
る。
• 再エネ＝小規模分散：

• 原子力＝大規模集中：リードタイムの長い発電所の建設、大規模集中電源を
ベースロードとして使用。安全規制、セキュリティ、放射性廃棄物管理・処
分、災害や外的攻撃への対処。→高コスト化
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原子力とCO2排出削減(2)

•原子力発電と再エネのCO2排出削減への影響

• 世界123カ国、25年間のデータ分析により判明。

1）原子力発電量の多さは、CO2排出削減に影響を与えない。

2）再生可能エネルギー導入量の多さは、CO2排出削減に影響を与える。

•原子力発電と再エネの利用は相互に矛盾する

1) 原子力発電に熱心な国は、再エネ導入量が少ない。

2) 再エネに熱心な国は、原子力発電が少ない。

Benjamin K. Sovacool, Patrick Schmid, Andy Stirling, Goetz Walter and Gordon MacKerron (2020), 

“Differences in carbon emissions reduction between countries pursuing renewable electricity versus 

nuclear power” Nature Energy, Vol.5 928-935
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いずれか、あるいは組み合わせ
1）省エネを強化する
2）再エネを増加させる。

強化部分

政府の
再エネ目標

とりうる強化シナリオ例

注：「エネルギー白書2021」第214−1−1のデータおよび資源エネルギー庁（2021)「2030年におけるエネルギー需給の見通し参考資料」8月4日（総合
資源エネルギー調査会基本政策分科会第48回会合、資料5）p.69等より筆者作成。



まとめ
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まとめ：グランドデザインの見直しが必要

1. 新エネルギー基本計画は、現時点で非現実的で達成不可能である。

2. 原子力発電は維持できない。

• 原子力は廃止を基本とすることが必要

＝ 再エネ目標の増加、省エネ目標量の増加 → RE100％

3. 環境保全のためにインフラ、社会システムを作り替える(→投資）。

• インフラ、社会システムの作り替え

→ 省エネルギー：「消費」ではなく「投資」行動を変える

→ 再生可能エネルギーへの投資

→ 系統の入れ替え

• 民間投資＋社会資本投資

• エネルギーシステム、環境政策、土地利用規制（＝規制の強化）等システムそのものの
入れ替え
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