
エネルギーと資源 1

日本の現在のエネルギー概要

日本国内のエネルギー資源は限られてお
り、しかもその需要は非常に大きいため、エ
ネルギー供給の約 80パーセントを海外の資
源に頼らざるをえません。石油は輸入エネル
ギー全体の中で最大部分を占めており、日本
以上に石油を輸入しているのはアメリカのみ
です。

2001年には、石油は全エネルギー供給の
49.4パーセントを占め、続いて石炭が 19.1
パーセント、天然ガス（LNG）13.1パーセント、
核燃料 12.6パーセント、水力・地熱エネル

ギー 3.5パーセント、その他（「新エネルギー」
を含む）が 2.3パーセントとなっていました。
1975年にはエネルギー供給全体における石油
の割合は 73.4パーセントでしたが、その後石
油への依存は次第に弱まり、一方核燃料と天
然ガスの比重が高まりました。2001年に「天
然資源とエネルギー」諮問委員会がまとめた
エネルギー供給に関する長期予測では、2010
年における日本のエネルギー資源の内訳は、
石油 45.0パーセント、石炭 21.9パーセント、
核燃料 15.0パーセント、天然ガス 13.2パー
セント、水力その他 5.0パーセントとなって
います。

グローバルな環境問題を背景とした省エネルギーと
新エネルギー源

石油化学コンビナート
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地球温暖化防止と新エネルギー

「温室効果」ないし「地球温暖化」は、主
として石油や石炭等の化石燃料の燃焼によ
り二酸化炭素の排出量が増大した結果であ
り、現在地球規模の深刻な問題となっていま
す。1997年末に「気候変動枠組み条約・第
3回締約国会議（COP3）」が京都で開催され
ました。この会議で採択された「京都議定
書」は日本では 2002年に批准されましたが、
2003年末現在、なお批准した国が必要最低
数に達していないため、発効していません。
温室効果ガスの排出を削減するテクノロ

ジーや設備が求められている中、核燃料と天
然エネルギー源の将来性に自ずから関心が
集まっています。原子力発電は二酸化炭素を
排出しませんが、原子力産業は、発電所建設
地や使用済み核燃料の貯蔵施設を確保する
にあたり、ますます多くの困難に直面してい
ます。そのため、天然エネルギー資源の積極
的な開発が強く望まれていますが、これらの
新エネルギー技術の普及については多くの
問題があります。
早くも 1974年に通商産業省（現・経済産

業省）は、エネルギー危機に対処し環境汚染
のない社会を建設することを目的として、新
エネルギー技術開発を狙った「サンシャイン
計画」を発表しました。1993年にこの計画
は根本的に見直され、「ニューサンシャイン
計画」が生まれましたが、その目的は、新技
術の開発を通じて持続可能な成長を実現し、
同時にエネルギーと環境問題を解決すると
いうものです。現在この計画が力点を置いて
いるのが、二酸化炭素の排出を削減する技術
開発と（これにより日本は COP3の排出削減
目標を達成することが期待されます）、リサ
イクルなど環境関連分野の産業を育成する
技術開発の二分野です。
新エネルギー源の開発を妨げている一つ

の要素は、コストです。経産省によれば、家
庭用太陽発電のコストは、通常の電気代より
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1973年と 79年の石油危機（オイル・ショッ
ク）直後の時期を除き、日本のエネルギー消
費は確実に増大してきました。石油危機から
数十年たった現在、工業におけるエネルギー
消費量はかなり一定していますが、住宅や商
業用、旅客・貨物輸送用の消費量は、景気動
向にかかわらず増加傾向にあります。2001年
のエネルギー消費の内訳は、工業部門 46パー
セント、住宅・商業部門 29パーセント、運
輸部門 25パーセントとなっています。

1980年代の末以降、インドネシアや中国
などのアジア諸国からの石油輸入量が減少し
たため、日本はこれまで以上に中東産の石油
に依存するようになり、現在は輸入石油全体
の 90パーセント前後を占めるようになって
います。 エネルギー需要は世界的に、とり
わけアジアにおいて増大し続けており、石油
は今後も世界で最も重要なエネルギー源であ
り続けると思われます。原油埋蔵量は一部の
産地では低下しており、その中で依然として
豊富な産油量を誇る中東地域に世界はますま
す依存を強めています。
日本はすでに中東に約 90パーセントの石

油を頼っており、また石油以外のエネルギー
源のほとんどを輸入でまかなっていることか
ら、エネルギー供給の構造は他の工業国以上
に脆弱であることは明らかです。この条件の
もと、安定供給を確保し、エネルギー・リス
クを抑えることは、日本のエネルギー政策に
とって決定的な問題であり続けるでしょう。
エネルギー・リスクを抑えて非常時に備える
ため、日本は、石油備蓄、多様な資源の独自
開発、産油国との協力関係増進といった諸策
を実施しています。

2002年に日本政府は総合的なエネルギー
政策の促進を図って、エネルギー政策基本法
を成立させました。この法律は、「安定供給
の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」
というエネルギー政策の基本方針を明らかに
するとともに、エネルギーの需給に関する施
策を計画的、長期的、総合的に推進していく
ための「エネルギー基本計画」の策定を義務
づけています。

日本の一次エネルギー供
給（2001年現在）
注記：ケース 1は現在の省エネ施
策が継続した場合の数値、ケース
2は需給に関し最大限効果的な施
策が実施された場合の数値
出典：エネルギー研究会『長期的
なエネルギー供給のための展望』
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も 3倍から 4倍の高額になります。また風力
発電は、石油を燃料とする火力発電の 2倍か
ら 3倍のコストがかかります。さらに、持続
的で安定したエネルギー供給の面から見た場
合も、新エネルギーは問題があります。しか
し太陽発電の分野では、近年、民間の研究開
発において大きな進歩が見られ、太陽発電設
備の価格は低下しました。住宅所有者に対す
る設備取り付けの補助金といった施策の実施
もあり、太陽発電技術の一般住宅への普及が
進んでいます。またよく知られているように、
地方公共団体は、太陽・風力発電やゴミ焼却
による発電を進める公共的な設備を積極的に
導入しています。
新エネルギー源の開発におけるもう一つの

戦略的な技術は、液体水素燃料電池です。こ
の燃料電池は広く応用がきき、その最も注目
すべき利用法としては自動車の動力源があり
ます。日本のいくつかの企業はすでに燃料電
池で動く自動車を生産していますが、まだ市
場にあまり出回ってはいません。この分野の
総合的な戦略の一環として、日本政府は燃料
電池の技術開発を促進するとともに、公害の
ない燃料電池自動車の実用化のため、液体水
素を生産、貯蔵、供給するための技術とイン
フラの開発を奨励しています。
「天然資源とエネルギー」諮問委員会は、

2010年までに国内エネルギー供給の 1.6パー
セントを新エネルギー源（地熱を除く）でま
かなうことを目標に定めました。1996年にお
いてその値は約 1パーセントでした。

核エネルギーの現状

現在なお、新エネルギーの供給を安定的で
大規模なものにするのは困難である中で、石
油の代替エネルギーとして、また二酸化炭素
を排出しないエネルギーとして、核エネル
ギーが重要な役割を果たさざるをえません。
政府は、運転中の安全確保を前提として、原
子力発電を国の主要な電力源として推進して
います。

2003年 7月現在、稼働中の 52の商用原子

炉は合わせて 4,574万キロワットを発電し、
電力全体の約 3分の 1を供給しました。同時
期、さらに 4つの原子炉が建設中で、8つの
原子炉が建設開始前の計画準備段階にあり
ました。民間の電力会社が原子炉のすべてを
所有、運転しています。しかし 1990年代半
ば以降、国内で原発関連の事故が相次ぎ、核
エネルギーの安全性に対する人々の信頼感
が大きく揺らいだことで、新たに原発を建設
する試みは困難なものとなっています。
ウラン燃料を用いる「軽水炉」と呼ばれ

るタイプの原発を稼動させていけば、およ
そ 60年以内に世界の天然ウランの現在の埋
蔵量は枯渇すると予想されています。このこ
とから日本は、使用済み核燃料を再処理して
プルトニウムとウランの混合酸化物（MOX）
燃料を生成し、軽水炉の利用に充てるとい
う、プルトニウム・サーマル（プルサーマル）
利用計画を推進しています。2000年に設立
された原子力発電環境整備機構（NUMO）は、
原子力発電で生じた高レベル放射性廃棄物
の処理を進めています。NUMOの業務内容
は、放射性廃棄物の処分に関する調査研究の
実施、処分場の調査・選定、処分施設の建設・
運営・管理、廃棄物の最終処分の実施となっ
ています。

エネルギー産業における 
規制緩和

近年、日本のエネルギー政策においては、
規制緩和が着実に進んでいます。石油関連業
に関して見れば、原油を輸入しガソリンや軽
油、燃料に精製するのは、以前はほとんど製
油業が独占していましたが、1996年 4月以降、
安全な貯蔵と品質管理という一定の基準を
満たせば、どの企業でも原油の輸入ができる
ようになりました。1998年 4月には、ガソ
リンスタンドのセルフサービス方式が自由
化されました。また一連の規制緩和政策の一
環として、2002年 1月には需給バランスに

代替燃料
天然ガスで走る自動車の燃
料補給スタンド
© Toyota Motor Corporation



対する規制が取り払われ、非常時の情報収集
に関する新しいシステムも導入されました。
こうした規制緩和施策により、日本国内の石
油産業は合併や系列化を通じた再編を進めて
います。
規制緩和は電気分野でも進んでいます。

電気事業法改正の結果、1995年 12月以降、
電力の発電・供給市場に競争原理が導入され
ました。1996年に電力卸売りが自由化され、
電力会社以外の会社も自家発電した電力を電
力会社に売ることができるようになりまし

た。2000年 3月には電気の小売も部分的に認
められ、電力会社以外の会社が電気を大量販
売できるようになりました。
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ソーラーシステムの利用
この住宅は屋根に太陽発
電パネルを設置している
© Sekisui House, Ltd.


