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「長期エネルギー需給見通し（案）」に対する意見書 

 

                    ２０１５年（平成２７年）６月１７日 

                             日本弁護士連合会 

 

はじめに 

経済産業省資源エネルギー庁は，２０１５年１月３０日に総合資源エネルギー調査

会基本政策分科会の下に長期エネルギー需給見通し小委員会を設置し，いわゆるエネ

ルギーミックスについて審議してきた。そして，２０１５年６月２日に，資源エネル

ギー庁は，我が国の２０３０年のエネルギー需給及び電源構成についての「長期エネ

ルギー需給見通し（案）」（以下「本見通し案」という。）を公表し，パブリックコメ

ントに付したところである。 

当連合会は，エネルギー政策について多数の意見を公表してきた。本年３月１９日

には，長期エネルギー需給見通しに関する意見書を意見箱に提出し，同年５月１５日

には，長期エネルギー需給見通し骨子（案）に対し，２０３０年の原子力の電源比率

をゼロとし，再生可能エネルギーの大胆な導入目標を設定し，石炭の比率を低減すべ

きとする会長声明を公表したところである。本意見書は，本見通し案について，これ

まで公表した意見を踏まえ，主要な論点について意見を述べるものである。 

 

１ 長期エネルギー需給見通しの法的性格について（本見通し案１ページ） 

(1) 意見の趣旨 

   我が国のエネルギー需給の目標及び目標達成の計画については，エネルギー基

本計画の改定によるべきであり，国の目標でも計画でもなく，閣議決定を経るも

のでもない「長期エネルギー需給見通し」の策定という，あいまいな方策による

べきではない。 

(2) 意見の理由 

本見通し案は，その位置付けについて，「長期エネルギー需給見通しは，エネ

ルギー基本計画を踏まえ，こうしたエネルギー政策の基本的視点である，安全性，

安定供給，経済効率性及び環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で，

政策の基本的な方向性に基づいて施策を講じたときに実現されるであろう将来

のエネルギー需給構造の見通しであり，あるべき姿を示すものである。（中略）

今般の長期エネルギー需給見通しは，エネルギー基本計画を踏まえ，中長期的な

視点から，２０３０年度のエネルギー需給構造の見通しを策定する。」とし，２
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０３０年における原子力比率等の電源構成比の数値を含む具体的な政策目標，エ

ネルギーごとの導入目標や取組等の具体的施策を盛り込んだものである。 

本見通し案は，総合資源エネルギー調査会（経済産業省設置法第１９条）の下

に設けられた基本政策分科会（総合資源エネルギー調査会令第６条）に２０１５

年１月３０日に設置された長期エネルギー需給見通し小委員会において議論さ

れたにとどまり，いわば，経済産業省内部において決定されたものである。 

エネルギー政策基本法の制定前において，資源エネルギー庁総合資源エネルギ

ー調査会の報告に基づいて，長期エネルギー需給見通しが総合エネルギー対策推

進閣僚会議で了承され，閣議決定によることなく，国の中長期的なエネルギー政

策の基本とされてきた。しかしながら，長期エネルギー需給見通しは，その策定

に関する法的根拠はなく，目標でも計画でもないとされ，その法的性格や位置付

けがあいまいで，国会の関与等の十分な民主的策定手続保障もなかったものであ

る。 

２００２年にエネルギー政策基本法が制定され，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のエネルギーの需給に関する基

本的な計画（以下「エネルギー基本計画」という。）において，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及びエネルギーの需給に関し，長期的，

総合的かつ計画的に講ずべき施策等（同条第２項）を定めることとされた。エネ

ルギー基本計画は，閣議決定の上，国会への報告が義務付けられている。 

２０１４年４月に閣議決定された第４次エネルギー基本計画では，福島第一原

発事故を踏まえて，「原発依存度を可能な限り低減させる」とされたが，その比

率は示されず，再生可能エネルギーや石炭の比率も定められていなかった。本見

通し案は，いわば，エネルギー基本計画の改定によることなく，エネルギー政策

の基本方針，エネルギー需給及び電源構成の内容，その実現のための対策・施策

を具体的に定めようとするものである。 

今日においても，長期エネルギー需給見通しの策定には法的根拠はなく，その

性格は不明確で，閣議決定を経ることもなく，国会への報告もない。かかる長期

エネルギー需給見通しによって，国のエネルギー政策の根幹を定めることは，エ

ネルギー政策の策定手続について定めたエネルギー政策基本法の趣旨に反する

ものである。 

我が国の将来のエネルギー需給の目標及び目標達成の計画については，エネル

ギー基本計画の改定によって行うべきであり，目標でも計画でもない「長期エネ

ルギー需給見通し」の策定という，あいまいで法的根拠を欠く方策によるべきで
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はない。 

 

２ 「長期エネルギー需給見通し策定の基本方針」（同１ページ）について 

(1) 意見の趣旨 

   エネルギー源の選択においては，その安全性，供給安定性，環境への負荷の少

なさに加え，発電の運転時のコストのみならず，安全対策費用，廃棄物の 終的

な処理・処分費用などコストの全体を評価すべきである。また，我が国のエネル

ギー需給の将来像は，中長期的な時間枠で，原子力からの脱却及び化石燃料，と

りわけ石炭火力からの脱却に向け，将来のあるべき社会像とともに議論されるべ

きである。 

(2) 意見の理由 

電気エネルギー及び熱エネルギーを生み出すエネルギー源は様々にあるが，エ

ネルギー源の選択においては，その安全性，供給安定性，環境への負荷の少なさ

に加え，コストについては，発電の運転時のコストのみならず，安全対策費用，

廃棄物の 終的な処理・処分費用や事故の損害賠償費用，核燃料サイクル費用な

どコストの全体を評価すべきである。 

また，将来のエネルギー構造の選択においては，我が国の社会の将来像も見据

え，今日のエネルギー需給にかかる現状の諸制度を固定化して将来のエネルギー

構造を結論付けるのではなく，地域社会の持続可能な発展や社会構造の変革を見

通した選択がなされなければならない。 

とりわけ，２０３０年のエネルギー需給のあるべき姿を検討するにおいては，

福島第一原発事故による被害，近年の再生可能エネルギーの飛躍的拡大，電力自

由化の進展などを踏まえ，原子力依存からの脱却，総輸入額の３割にも及ぶ化石

燃料の海外依存度の低減及び気候変動の悪影響の 小化のために，化石燃料，と

りわけ石炭火力からの脱却等が中長期的な時間枠で図られていくべきであり，将

来のあるべき社会像とともに議論されるべきである。 

しかしながら，本見通し案は，総合資源エネルギー調査会においてのみ審議さ

れてきたもので，現状から２０３０年までの経路についての検討や２０３０年以

降のあるべき姿について言及がない。その上で，過大な需要予測の下に原子力及

び石炭火力をベースロード電源とする過去のエネルギー需給構造における基本

方針を２０３０年に延長し，電力料金を現在よりも引き下げるとして再生可能エ

ネルギーの導入を抑制する供給構造を策定したものであって，将来の需給見通し

についての本来のあるべき姿とはいえない。 
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３ 「エネルギー需要及び一次エネルギー供給構造」について（同４ページ） 

 (1) 意見の趣旨 

   本見通し案における２０３０年の 終エネルギー需給量は，過大なマクロフレ

ーム想定に基づき需要を大きく想定し，省エネルギー量を過小に見積もったもの

である。エネルギー需要及び省エネルギー量を適正に想定することによって，エ

ネルギー消費量及びエネルギー起源の二酸化炭素排出量のより大きな削減が可

能である。 

(2) 意見の理由 

我が国の人口は減少が予測されており，先進国経済においては経済のサービス

化が進み，エネルギー多消費産業である素材製造業は徐々に縮小し，高齢化が進

み，物質生産や車の輸送も減少していく傾向にある。しかしながら，本見通し案

では，省エネルギー対策がとられない場合の２０３０年の 終エネルギー消費量

は３億２６００万ｋｌとし，省エネルギー量は５０３０万ｋｌにとどまっている。

これは，マクロフレームの想定において，２０３０年の粗鋼生産量をリーマンシ

ョック前の２００７年の生産レベルである１．２億トンと見込み，オフィスや商

業ビルなどの業務床面積が飛躍的に増大し，貨物輸送量がＧＤＰに比例して増加

するとするなど，過大に需要を見込み，省エネルギー量を過小に見積もったもの

である。  

こうした一次エネルギー需給の見通しの上に，エネルギー起源の二酸化炭素排

出量は２０１３年比２１．９％減という低い水準にとどまっているが，エネルギ

ー需要と省エネルギー量や電源構成を適正に想定することによって，より高いエ

ネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減することができる。 

 

４ 「電源構成」について（同５ページ） 

 (1) 意見の趣旨 

   原子力に依存することなく，エネルギー自給率を高め，二酸化炭素排出をより

削減していくために，再生可能エネルギーを拡大し，石炭火力から脱却していく

電源構成案を策定すべきである。再生可能エネルギー及び化石燃料の経済性は中

長期的視点で評価すべきである。 

 (2) 意見の理由 

原子力に依存することなく，エネルギー自給率を高め，二酸化炭素排出削減の

ために，再生可能エネルギーを拡大し，石炭火力から脱却していく電源構成の見
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通しを策定すべきである。再生可能エネルギー及び化石燃料の経済性は中長期的

視点で評価すべきである。 

本見通し案における２０３０年の電源構成における，原子力２０から２２％，

石炭２６％という割合は，福島第一原発事故前１０年間の平均（原子力２７％，

石炭２４％）から基本的に変化しておらず，石炭はむしろ増加している。原子力

の２０から２２％までという割合は，既存の原発に設置許可済みの原発３基を全

て稼働させ，更にこれらを６０年に延長することを前提としたものであって，「可

能な限り低減させる」としたエネルギー基本計画にも反するだけでなく，実現可

能性に欠けるものである。 

このような電源構成は，原子力・石炭と大型水力及び地熱を「ベースロード電

源」と位置付け，「過去の国際水準」を基に，これらで２０３０年においても電

力供給の約６割を賄うこと，原子力を国産電源として，一次エネルギーの自給率

を２５％程度に高めることを前提に導かれたものである。しかし，ベースロード

電源とされたもののうち，大型水力は将来的な拡大が見込めず，地熱の開発はこ

れからであり，結局は，原子力と石炭火力を重要なベースロード電源とするもの

である。  

世界で気候変動への取組が急務となっている中，欧米先進国は石炭火力からの

脱却と，従来型の大規模の「ベースロード電源」の考え方から，再生可能エネル

ギー電力を飛躍的に拡大させ，気象予測やＩＴ技術を活用して，その 大限の利

用を中核とする電源構成の考え方へと大きく転換している。 

また，コストにおいても，再生可能エネルギーのコストは近年，急速に低減し

ており，今後，更に低減が見込まれているが，化石燃料コストは将来的に上昇し，

気候変動への対応コストも増加が見込まれている。原子力は現在の規制基準では

安全性が確保されない上，事故のリスクや核燃料廃棄物の処理処分コストなど将

来的なコストは更に増加する。 

しかしながら，本見通し案は，再生可能エネルギーのうち，太陽光と風力は自

然条件によって出力が大きく変動するとし，原発の 大限の稼働を前提とした系

統連系の下で導入可能量を限定して算定し，電力料金を現状よりも引き下げるこ

とを基本方針に掲げて，再生可能エネルギーの割合を２２から２４％までにとど

めたものである。 

２０３０年以降については何も述べられていないが，大規模電源を基盤とする

政策を２０３０年まで継続することは，その後も，そこからの脱却が困難となる

ものであって，根本的に見直すべきである。 
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５ 「省エネルギー」について（同８ページ） 

 (1) 意見の趣旨 

エネルギー消費量及び二酸化炭素の排出を削減させつつ経済成長を実現して

いくことは可能であり，産業部門を含む各部門での省エネルギー対策を強化すべ

きである。 

 (2) 意見の理由 

エネルギー消費を削減することで，化石燃料の輸入額を減少させ，二酸化炭素

の排出量を削減することができる。エネルギー消費量及び二酸化炭素の排出を削

減させつつ経済成長を実現していくことが可能であることは，既に欧州諸国で実

証されている。 

   本見通し案における省エネルギー対策量は約５０００万ｋｌにとどまってい

るが，総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会には，一部

の委員から事務局試算の３倍の省エネルギーが可能との試算が提出され，他にも

大きな省エネルギー可能性を指摘する報告が多数ある。 

   化石燃料を燃焼させて電気を得る場合，投入されたエネルギーの約６割が廃熱

となる。利用されずに捨てられている熱を，比較的低温で利用されている給湯や

暖房などに利用していくことでも，エネルギー消費量を削減することができる。

しかしながら，本見通し案では，エネルギー需給問題を電力需給の問題としてと

らえるのみで，熱の利用に焦点を当てていない。 

   また，「日本の約束草案（政府原案）」における温室効果ガス削減目標積み上げ

の基礎となった対策・施策では，エネルギー消費量が 大の産業部門での省エネ

ルギー量が特に小さく，産業部門の対策を抜本的に強化すべきである。そして，

建物の断熱性能の強化，工場や家庭の設備・機器の効率の向上等によって省エネ

ルギー・省電力を一層推進し，火力発電の高効率化を進め，需給両面でエネルギ

ー消費量自体を削減していくことが重要である。 

 

６ 「再生可能エネルギー」について（同９ページ） 

(1) 意見の趣旨 

本見通し案における２０３０年の総発電電力量における再生可能エネルギー

比率（２２から２４％）を，より大胆に，高く設定すべきである。 

(2) 意見の理由 

本見通し案における２０３０年の総発電電力量における再生可能エネルギー
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比率を２２から２４％までから，より大胆に，高く設定すべきである。 

太陽光，風力，バイオマス，地熱，小水力などの再生可能エネルギーは，安全

性に優れ，ライフサイクルにおける二酸化炭素の排出量が少ない国産エネルギー

源である。再生可能エネルギーは，太陽光発電など現状では他のエネルギー源よ

り発電コストが高いものもある。しかし，近年，世界で再生可能エネルギーの導

入が飛躍的に拡大し，コストも急速に大きく低下してきている。固定価格買取制

度の導入により，規模の経済の効果により設備費用が低下してきており，中長期

的にはさらに発電コストの低減を図っていくことができる。 

また，我が国は世界的にも再生可能エネルギーの賦存量の豊富な国であり，国

際情勢にも左右されず，石炭や石油などの化石燃料の輸入による国富の海外流失

を削減できる。さらに，再生可能エネルギーは大都市ではなく地方に地域分散型

で存在し，その地域における利用の拡大は地方経済の活性化にも資するものであ

る。 

風力と太陽光発電に関しては，気象状況の変化によって供給量が変動すること

をデメリットとして，不安定性が強調されてきたが，既に海外諸国では，系統の

運用エリアをより広域化し，給電指令所と個々の発電源が双方向通信システムに

よって結ばれ，気象予測技術の向上も相まって，給電指令所が発電量をリアルタ

イムで把握しつつ，遠隔操作によって電力引取量（給電量）を調整する体制によ

って，安定的な系統運用が可能になっている。 

環境省の調査報告書においても，２０１５年４月に，２０３０年に再生可能エ

ネルギーの電源比率を３０％から４０％以上とすることが可能であるとされて

いる。エネルギーミックスを策定するに当たっても，再生可能エネルギーの大胆

な高い目標を定め，再生可能エネルギーを中核とする持続可能なエネルギー供給

の実現を目指していくべきである。 

 

７ 「化石エネルギー」について（同１０ページ） 

(1) 意見の趣旨 

総発電電力量に対する石炭の割合（２６％程度）は大幅に削減し，天然ガスを

拡大すべきである。 

 (2) 意見の理由 

本見通し案では，総発電電力量に対する石炭の割合を２６％程度としているが，

これを大幅に削減し，天然ガスを拡大すべきである。 

二酸化炭素排出削減は国際的な課題であり，欧米諸国では石炭火力発電を削減
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し，天然ガス及び再生可能エネルギーに転換している。我が国は２０１２年４月

に２０５０年に８０％削減することを閣議決定しており，２０５０年に向けて，

この長期目標と整合的に排出削減を実行していかなければならない。日本のエネ

ルギー起源二酸化炭素の約４割は火力発電からの排出であり，その中でも石炭火

力発電は天然ガス火力の約２倍の二酸化炭素を排出することから，石炭火力発電

からの脱却が急務となっている。 

しかるに，エネルギー基本計画で石炭は原子力発電とともに重要なベースロー

ド電源と位置付けられ，本見通し案では石炭の割合を２０３０年の総発電電力量

の２６％程度としている。これは２０１０年の水準であり，２０３０年において

も石炭を減少させないというものである。しかも，既に福島第一原発事故後には

２０００万ｋＷにも及ぶ石炭火力発電所の新規建設計画が立ち上がっており，こ

れらが稼働すれば，我が国の二酸化炭素の長期的な排出増加構造を固定させるこ

とになる。さらに，石炭とともにベースロード電源に位置付けている原子力が想

定どおり稼働しない場合には，石炭火力発電で代替され，より高まることも懸念

される。 

「日本の約束草案（政府原案）」に列記されている火力発電に関する対策は，

いずれも石炭火力発電に関するもので，石炭火力発電に偏重した対策・施策とな

っているが，そもそも石炭から脱却し，天然ガスにシフトするとともに，経年の

天然ガス火力発電の高効率化が図られるべきである。 

 

８ 「原子力」について（同１０ページ） 

(1) 意見の趣旨 

原子力に依存しないエネルギーミックス及び地球温暖化目標を定めるべきで

ある。２０３０年の原子力の割合（２０から２２％程度）は，既設原発の稼働年

を６０年に延長することを前提とするものであり，「原発依存を可能な限り低減

する」としたエネルギー基本計画と矛盾し，改正原子炉等規制法の稼働年の原則

に反するものであり，実現可能性もない。地球温暖化対策としても不適切である。 

(2) 意見の理由 

本見通し案における２０３０年の総発電電力量に占める原子力の割合（２０か

ら２２％程度）は，福島第一原発事故前の過去１０年間平均の総発電量（自家発

電を含む。）に対する原発の割合（２７％）に照らしても，「原発依存を可能な限

り低減する」としたエネルギー基本計画と矛盾する。また，既設原発に加え，建

設許可が出されている３原発を含め，稼働年を６０年に延長することを前提とし
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たもので，原子炉等規制法の改正によって原発の稼働年を原則４０年とした原子

力に関する新規制基準にも反し，実現可能性がない。原子力に依存しないエネル

ギーミックス及び地球温暖化目標を定めるべきである。  

２０１４年に改定されたエネルギー基本計画においても，その冒頭で，「震災

前に描いてきたエネルギー戦略は白紙から見直す。原発依存を可能な限り低減す

る。東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された方々の心の痛みにしっかり

と向き合い，寄り添い，福島の復興・再生を全力で成し遂げる。ここが，エネル

ギー政策を再構築するための出発点であることは言を俟たない。２０１１年３月

１１日に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故は，我が国

の社会に対して甚大な被害を与えた。政府及び原子力事業者は，いわゆる「安全

神話」に陥り，十分な過酷事故への対応ができず，このような悲惨な事態を防ぐ

ことができなかったことへの深い反省を一時たりとも放念してはならない。」と

しているところである。福島第一原発事故による放射能被ばくの不安の中で，い

まだ１２万人余の人々が避難生活を余儀なくされており，廃炉の道筋すら見えて

いない。国民も原子力依存からの脱却を求めているところは，世論調査の示すと

ころである。 

原子力発電は，ウラン採掘，廃棄物処理，核拡散など，通常の稼働プロセスに

おいても放射能汚染のリスクが大きいエネルギー源である。 

また，福島第一原発事故のような過酷事故時だけでなく，点検漏れ等により頻

繁に運転が停止され，２０００年以降の稼働率は６０％から７０％で推移して 

きたように，安定したエネルギー供給源であるとはいえない。 

原子力発電は 終的な処理処分，損害賠償，核燃料サイクルなどの費用が膨大

であり，判明している費用だけでも既に火力発電よりも安価であるとはいえない

が， 終処分の方法も定まっていないなど，将来的なコストはさらに増加する。

将来的なエネルギー需給構造の策定において，このような原子力発電に依存する

ことを前提とすべきでない。 

また，原子力発電とともに石炭火力発電がベースロード電源とされており，現

実性のない原発依存のエネルギー見通しの下で，原発が稼働しない場合は石炭火

力発電の稼働が増加し，二酸化炭素の排出増加をもたらすことが懸念される。こ

のような原発依存の電源構成は，温暖化対策としても不適切である。 

   

９ 「長期エネルギー需給見通しの定期的な見直し」について（同１１ページ） 

(1) 意見の趣旨 
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エネルギー基本計画の改定に合わせて長期エネルギー需給見通しを見直すと

しているが，２０３０年の一次エネルギー及び電源構成にかかる目標やその実現

に向けた対策・施策は，本来，閣議決定によるエネルギー基本計画によって定め

るべきであり，長期エネルギー需給見通しの改定によるべきではない。 

(2) 意見の理由 

２０３０年のエネルギー政策は，我が国と国民生活の将来像に極めて重大な影

響を持ち，２０３０年に向けてのみならず，その後の姿にも関わる問題であり，

広く国民の選択に委ねられるべきものである。 

本見通し案は，資源エネルギー庁主導による原子力推進の立場の関係者が多数

を占める審議会で，選択肢としてではなく，福島第一原発事故前と基本的に変わ

らないエネルギーミックス案を定め，これについてパブリックコメントで意見を

求めるに過ぎないものであって，気候変動の観点からの検討も，国民の意思決定

への参加も不十分である。 

２０１２年に行われた革新的エネルギー・環境戦略の策定においては，総合資

源エネルギー調査会の構成は，国民世論の意見をより反映させたもので，会議の

状況もインターネットで同時配信され，政府から国民に対し，２０２０年，２０

３０年の原子力比率等についての選択肢を示し，討論型世論調査も取り入れるな

ど，国民の関心を高め，その意見を反映させる工夫がなされた。その結果，２０

３０年代に原発をゼロにするとの戦略的エネルギー・環境政策が策定された。 

これに対し，今回は，資源エネルギー庁の従来の委員会の中の，経済界，原子

力推進の立場からの委員が大多数を占める小委員会で，会議状況のインターネッ

トでの配信やインターネット上の国民参加もなく，結論ありきの議論の結果をパ

ブリックコメントに付したものといわざるを得ない。小委員会には意見箱が設け

られていたが，意見箱に寄せられた意見が資料として配布されるにとどまる。 

本見通し案も，選択肢を示して国民に選択を求めるものではなく，原子力依存

の維持を前提とする旧来型の結論と同様の長期エネルギー需給見通しとこれに

基づく温室効果ガスの算定結果をパブリックコメントに付したに過ぎない。 

本見通し案では，かかる長期エネルギー需給見通しについて，「エネルギー基

本計画の検討に合わせて，必要に応じて見直す」としているが，本来，２０３０

年のエネルギー需給見通しの策定に当たっての基本方針，２０３０年の一次エネ

ルギー及び電源構成にかかる目標やその実現に向けた対策・施策は，閣議決定に

よるエネルギー基本計画によって定めるべきであり，今後も，長期エネルギー需

給見通しをエネルギー基本計画とは別個の，独立のものとして存続させることは，
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エネルギー政策基本法制定前の法的性格があいまいな長期エネルギー需給見通

しをなし崩し的にエネルギー基本計画の上位に置く考え方であって，エネルギー

基本政策に反するものである。 

 

 




