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要旨 

 私たちは、「4E＋S」の要請を実現したエネルギー社会を築いていきたい。従来の「3E

＋S」の視点からは省エネばかりが語られてきた。しかし、省エネは安全性・エネルギー安

全保障・環境というエネルギー問題を根本的に解決するものではない。また、省エネには、

「我慢（Endurance）」を強いるという負の側面もある。これから先、私たちが進めていか

なくてはならないのは、省エネという手法にいつまでも甘んじていることではなく、本格

的に再生可能エネルギーを普及させることで「4E＋S」の社会を実現することだ。 

 しかし、再生可能エネルギーにも弱点はあるし、現在の FIT制度にも問題はある。こう

した弱点や FIT制度の問題を解決することは「4E＋S」の社会を実現するには必須だ。そ

こで、私たちは、こうした問題を解決することができる制度として、独自にアクティブ・

コミット制度を考えた。この制度ならば、FIT 制度の問題を解決し、再生可能エネルギー

の普及を拡大できる。これから先は、国民一人一人が「4E＋S」の社会を実現する主体だ。 
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第 1．課題設定～私たちの問題関心～ 

 

「4E＋S」の視点 

私たちは、「エネルギー大国日本」を目指す。すなわち、現在のエネルギー不安から自立

した社会だ。現在の日本には様々なエネルギー問題がある。一般的に「3E＋S」と称され

るように、安全性（Security）、エネルギー安全保障（Energy Security）、環境（Environment）、

経済効率性（Economic Efficiency）、の要請を実現したエネルギー社会が必要だとされて

いるi。こうした社会を実現するための手段として用いられているのが省エネである。しか

し、省エネでいいのかii。 

 省エネは、安全性・エネルギー安全保障・環境といったエネルギー問題を根本的に解決

するものではない。たしかに、省エネという手法は、電力利用を抑制することである程度

は問題解決に貢献した。しかし、いくら電気を節約しても、発電所の事故のリスクが下が

るわけではない。どれほどエネルギー資源を抑制しても、火力発電に依存している限り資

源の対外依存の状況は変わらない。同様に、火力発電を利用する限り温室効果ガスは排出

され、地球温暖化問題は解決されない。こうした問題の根本的解決を図るならば、再生可

能エネルギーの力が必要だ。いつまでも省エネという手法に甘んじているわけにはいかな

い。 

 さらに、省エネという手法には害悪もある。すなわち、「我慢」だ。私たちは、節電とい

う呼びかけのもと、「暑くても我慢」「寒くても我慢」「暗くても我慢」と我慢の省エネを強

いられている。発電所の事故の不安、資源依存の不安、環境悪化の不安、こうした不安か

ら電力利用を我慢している人は多いはずだ。しかし、もしこうした不安が解消されたなら

ば、電力利用を我慢する必要はあるのか。再生可能エネルギーで国内の電力を賄うことが

できるならば、こうした不安も払拭され過度に我慢を強いられる必要はない。 

 そこで、私たちはエネルギー問題の要請を実現した社会、「エネルギー大国日本」を目指

した政策提言を行っていく。その際に、政策立案の視座とするのが「3E＋S」の視点に、

新たに上述した我慢（Endurance）の Eを加えた「4E＋S」の視点である（図 1）。この「4E

＋S」の視点のもと、安全性が確保され、エネルギー資源の対外依存状況は克服され、環境

問題の緩和にも貢献し、低コストで電力供給を行い、さらに我慢の節電を必要としないエ

ネルギー社会を実現していきたい。そのために必要なのは再生可能エネルギーの普及政策

だ。 
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図 1 「4E＋1」によるエネルギー社会の実現 

 

 

 第 2章（本論～私たちの考え方～（分析編））では、なぜ「4E＋S」の要請を実現した社

会を形成していくためには、再生可能エネルギーが必要なのか、論じていきたい。その上

で、第 3章（提言～私たちの主張～）では、現行の再生可能エネルギー普及政策である FIT

制度の問題点を指摘し、それらを改善する制度を提案する。 
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第 2．本論～私たちの考え方～（分析編） 

 私たちの社会は、エネルギー問題の解決において省エネという手法に頼りすぎていない

だろうか。エネルギー問題の本質的な解決のためには再生可能エネルギーが不可欠である。

それにもかかわらず、これから先も省エネという手法に甘んじているわけにはいかない。 

では、なぜ省エネという手法ではなく再生可能エネルギーが必要なのか。その必要性を

「4E＋S」の視座から独自の視点で論じていきたい。「4E＋S」の視座から論じた際に、私

たちが省エネではなく再生可能エネルギーが必要だとする理由は、①省エネは安全性・エ

ネルギー安全保障・環境というエネルギー問題の根本的な解決にはならないから、また②

我慢を強いられる生きにくい省エネ社会を脱さなくてはならないから、というものである。

しかし、他方で、③再生可能エネルギーは発電コストが高いという経済効率性の問題を解

決しなければならないことも重要な点だ。 

 

原発事故を経験した世代の宿題―安全性（Security）の視座― 

 安全性の観点から見て、甚大な被害をもたらす原発事故は避けたいものである。電力は

私たちの暮らしに欠かせない。その電力を供給する発電所が安全であることは必要不可欠

だ。しかし、3.11 の原発事故は原子力発電所の安全性に疑問符を投げかけた。原発事故は

放射能を大気中にまき散らし健康へ悪影響をもたらす。また、廃炉や賠償の費用総額も莫

大なものだ。こうした事態を避けるためにも、安全性に配慮したエネルギー政策が必要で

ある。 

 原発事故を経験した私たち世代はこの安全性の重要さをよく認識している。図 2 を見て

いただきたいiii。原子力のイメージに対する世論調査によると、「危険」「不安」など否定的

な回答をする者の割合は高い。それに対して、「安心」「安全」など肯定的な回答をする者

の割合は極めて低い。国民にとって、原子力は安全なものでなく危険なものであるという

ことは共通認識のようだ。特に、2010年から 2011年かけて否定的なイメージを持つ者の

割合が増加したことは、原発事故によりその安全性が疑われるようになったことを示して

いると考えられる。 
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図 2 原子力に対する世論のイメージ （一般財団法人原子力文化財団ホームページより筆者作成） 

 

 

 原子力利用に対する国民の態度も否定的だ。図 3 を見ていただきたいiv。「今後日本は原

子力発電をどのように利用していけばいいと思うか」という問いに対して、原子力発電を

震災以前の状況に戻すべきもしくは増加させるべきと答えた者の割合は 10.1％である。そ

れに対して、原子力発電を徐々に廃止すべきもしくは即時廃止すべきと答えた者の割合は

64.0％である。国民の大半は原子力発電の利用を支持していない。 

 

図 3 原子力利用に対する世論の態度 （一般財団法人原子力文化財団ホームページより筆者作成） 

 

 

 発電所の安全性問題を解決するのは、再生可能エネルギーである。省エネはあくまで電

気の利用を抑制するものにすぎない。たしかに、原発利用を控えた分を省エネで賄うこと
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は可能かもしれない。しかし、省エネそのものが甚大な事故のリスクを軽減して電気を生

み出すわけではない。それに対して、再生可能エネルギーは、電気を生み出すことは可能

であり、かつ大気中に放射能をまき散らすような甚大な事故を引き起こすことはない。安

全性の根本的な解決を図るには、省エネという手法ではなく再生可能エネルギーの利用が

必要である。原発事故を経験した私たち世代は、この安全性の確保という宿題に真剣に取

り組んでいかなくてはならない。 

 

貿易の安定性―エネルギー安全保障（Energy Security）の視座― 

 エネルギー安全保障の観点から見て、国内のエネルギー自給率を高めていくことは重要

だ。エネルギー資源の輸入が途絶えてしまえば、国内の火力発電所は機能しない。そうな

ると、国内に電力が供給されなくなる。電力が供給されなければ、病院、インフラ、学校、

工場など社会の基盤は瓦解し、国民の生活は立ち行かなくなる。こうした最悪の状況を避

けるためにも、エネルギー自給率を高めていかなくてはならない。 

 エネルギーの安定供給のためには、資源の輸入先の国家が安定していることが不可欠だ。

政情不安や政権崩壊、戦争などによって貿易が断ち切れることがあってはならない。では、

実際には日本はどのような国からどれほどエネルギー資源を輸入しているのか。 

 日本において、火力発電のための資源は主に石油、LNG（液化天然ガス）、石炭の 3 つ

である。その輸入先、輸入量、輸入割合の関係を示しているのが、図 4～図 6 のバブルチ

ャートであるv。縦軸は、輸入先の破綻国家指数を示している。この数値が高くなるほど、

その国家は破綻国家に近いことを表している。破綻国家指数が高い国ほど、政治的に不安

定であり、安定した輸入先とはいえない。横軸は、資源の輸入量を示している。バブルの

大きさは、日本の資源輸入における当該国の割合である。バブルの大きさが大きいほど、

日本はその国への資源の依存度が高いことを示している。 

 

図 4 石油輸入における貿易の安定性 （The Fund for Peaceホームページおよび「エネルギー白書

2016」より筆者作成） 
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図 5  LNG（液化天然ガス）輸入における貿易の安定性 The Fund for Peaceホームページおよび「エ

ネルギー白書 2016」より筆者作成） 

 

 

図 6 石炭輸入における貿易の安定性 （The Fund for Peaceホームページおよび「エネルギー白書

2016」より筆者作成） 

 

 

石油および LNG の輸入先の国家は安定しているわけではない。日本の破綻国家指数は

35.1 である。エネルギー資源の安定供給を望むならば、できるだけ同程度の数値の国家か

ら輸入したいものだ。しかしながら、石油と LNG の輸入先国家の破綻国家指数はほとん

どが 40以上である。輸入先を多様化している点は望ましいが、安定供給のためにはより安

定した輸入先であって欲しいものである。 

石炭輸入においても課題は残る。石炭輸入においては、高い割合を輸入している先の国

家の破綻国家指数は低く、安定していることは望ましい。しかしながら、その資源の輸入

をほとんど一国に依存していることは問題だ。その国家に対する日本の脆弱性を高めるこ



9 

 

とになり、国家間の関係が断ち切れることのリスクを大きくしているからである。 

 以上のようなエネルギー安全保障の問題を解決するのは、再生可能エネルギーが最適だ。

たしかに、省エネは電力利用を抑えることで資源の節約を可能にする。しかし、資源を節

約したところで火力発電に頼っている限り、対外的に資源を依存し続けなくてはならない。

資源を対外的に依存していることは安定供給の点から見て問題である。それに対して、自

然の力を資源とする再生可能エネルギーは、国内で資源の調達が可能であり、対外的に資

源を依存する必要がなくなる。それゆえに、エネルギーの安定供給の実現も可能である。

エネルギー安全保障の根本的な問題を解決するためには、省エネという手法ではなく再生

可能エネルギーの利用が必要だ。貿易の安定性に着目するとその重要性がよく分かる。 

 

気候変動問題のグローバル構造―環境（Environment）の視座― 

 環境の観点から見て、温室効果ガスを排出しない発電源の確保は重要だ。気候変動は、

生態系、海面上昇、食料生産、健康被害、など多様な問題を引き起こす。こうした問題が

生じている原因は、二酸化炭素など温室効果ガスの排出によるものである。この気候変動

問題を解決するためにも、温室効果ガスを排出する発電源である火力発電からの脱却が必

要とされている。 

 気候変動問題はグローバルな問題であり、その実態が目に見えにくい。二酸化炭素を排

出しても、それによって悪影響を受けていることはあまり感じない。また、気候や大気は

ボーダレスな事象であり、誰が誰に影響を与えているのか分かりにくい。 

 気候変動問題の倫理的側面から見てみると、二酸化炭素の排出削減の必要性が分かる。

図 7は、気候変動問題のグローバル構造を表しているvi。縦軸は、当該国家の一人当たりの

二酸化炭素排出量である。横軸は、当該国家の気候変動脆弱性指数を示しており、その数

値が高いほど気候変動問題から悪影響を受ける度合いが高いことを表している。この 2 つ

の変数には 1％水準で統計的に優位な負の相関が見られる。すなわち、気候変動の悪影響

を受ける国家ほど一人当たりの二酸化炭素排出量は少なく、他方で、気候変動の悪影響を

受ける度合いが低い国家ほど一人当たりの二酸化炭素排出量は多くなっている。 

 こうした分析から見ると、被害と加害の不一致が生じていことが分かる。二酸化炭素を

排出し気候変動を悪化させている国家は、気候変動問題から悪影響をあまり受けていない。

実際に悪影響を受けている国家は二酸化炭素の排出量が少ない国家である。図 7 における

赤丸は日本の立場を示している。日本は一人当たりの二酸化炭素排出量が多いが、気候変

動問題から悪影響をあまり受けていない。倫理的に見ると、自国の行いが自国ではなく何

もしていない他国に悪影響を及ぼしている点は問題だ。 
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図 7 気候変動のグローバル構造 （ND-GAINホームページおよび国際エネルギー機関の“Key World 

Energy Statistics 2016”より筆者作成） 

 

  

気候変動問題を解決するには、二酸化炭素の排出を削減しなくてはならず、その役割を

担う主体は再生可能エネルギーであるべきだ。たしかに、省エネという手法は、二酸化炭

素の排出を抑えて気候変動問題の解決に貢献しうる。しかし、そればかりに頼るわけには

いかない。いくら電力利用を抑制しても、火力発電が主体である構造が変わらなければ二

酸化炭素は排出される。それに対して、再生可能エネルギーは、そもそも温室効果ガスを

排出しない。そのため、気候変動問題を悪化させることはない。気候変動問題の根本的な

解決のためには、省エネではなく再生可能エネルギーによる解決が重要である。気候変動

問題のグローバル構造に目を背け続けるわけにはいかない。 

 

再生可能エネルギーの弱点―経済効率性（Economic Efficiency）の視座― 

 経済効率性の観点から見ると、電気料金や発電コストを抑える必要がある。電力消費者

としては安い電力を購入したい。また、企業からすると、生産単位あたりの電力コストは

できるだけ小さいものにしたい。電力消費者の費用負担を軽減するためにも、企業が競争

力を維持するためにも、低コストの発電は重要である。 

 省エネという手法はこの点では優れている。電気をできるだけ使わないことで、電気料

金を安くすることができる。また、効率的に電気を利用することで、生産単位当たりの電

力コストを低く抑えることも可能である。経済効率性の観点では、省エネという手法は優

相関係数 -0.474441427
標本数 137
自由度 135
t値 -6.262174466
p値 0.0000000047
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等生である。 

 再生可能エネルギーは、経済効率性においては原子力および石炭や LNG 火力に対して

コスト面では劣位におかれている。これが再生可能エネルギーの弱点である。図 8 を見て

いただきたいvii。これは、2014年時点でのそれぞれの電源の発電コストを示している。原

子力は黄色、火力は赤、再生可能エネルギーは緑で表している。原子力は 10.1 円/kwh と

最も発電コストは低く、火力発電の大半を占める石炭火力と LNG火力もそれぞれ 12.3円

/kwh、13.7 円/kwh と発電コストは低い。それに対して、再生可能エネルギーの発電コス

トは高い。例えば、地熱は 16.9円/kwh、陸上風力は 21.6円/kwh、メガ太陽光は 24.2円/kwh、

住宅太陽光は 29.4 円/kwh である。こうした発電コストの問題を解決することは再生可能

エネルギーの普及には不可欠だ。この発電コストという再生可能エネルギーの弱点を克服

していかなくてはならない。 

 

図 8 2014年時の電源別の発電コスト （「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等

の検証に関する報告」より筆者作成） 

 

 

省エネの禍害―我慢（Endurance）の視座― 

 我慢の観点から見ると、日常生活において我慢せずに電力を使えることが重要である。

電力はもともと私たちの生活の利便性を高めるものであり、社会を明るくするものである。

しかし、節電や省エネという言葉のもと、エアコンの使用を控えたり、多少部屋が暗くて

も我慢したり、イルミネーションも自粛するといったことがあるのが現状だ。個人的な経

験では、高校生の頃、夏の暑い日に省エネのためにエアコンの利用が控えられ、あまり授

業に集中できなかったことを覚えている。我慢しない電力利用は重要だ。 

過度な省エネ行動は、我慢の域を超えて、さらなる害悪をもたらしうる。図 9 は我慢の

省エネ行動と、熱中症搬送者数の推移を表したものであるviii。震災が起きた 2011 年には

大々的に省エネ・節電が呼びかけられた。この年の夏（7～9月）の熱中症搬送者数は 5万

1369 人であった。それに対して、震災から 3年後の 2014年夏（7～9月）の搬送者数は 3
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万 5414 人と少ない。こうした変動と連動するかのように、人々の我慢の省エネ行動も変

化している。2011 年の世論調査では、「震災前の夏よりもエアコンを利用する時間を減ら

した」と答える者の割合は 65％であり、「震災前の夏よりもエアコンの温度を上げた」と

答える者の割合は 69％と、我慢の省エネ行動をした者の割合は高い。それに対して、2014

年の世論調査では、それぞれ 44％と 34％に下がっており、我慢の省エネ行動をしている

者の割合は低下した。我慢の省エネ行動が熱中症を引き起こしている可能性が指摘できる。

また、熱中症搬送者数を増加させる別の要因として平均気温が考えられるが、夏の平均気

温が 23.5℃と 2014年よりも 0.2ポイント高かった 2008年の搬送者数は 2万 3071人とむ

しろ少ない。必ずしも平均気温の変動が搬送者数の増加をもたらすとは言い切れない。こ

うしたことから、暑くてもエアコンの利用を控えるといった我慢の省エネ行動が熱中症を

引き起こしていると考えられる。 

 

図 9 熱中症搬送者数と我慢の省エネ行動の推移 （消防庁ホームページ、電力中央研究所「家庭にお

ける 2011～14 年夏の節電の実態－東日本大震災以降の定点調査－」、気象庁ホームページより筆者作

成） 

 

 

 節電や省エネは、我慢や辛抱を人々の生活に強いるものである。図 10は、節電に対する

2011 年時の世論を表しているix。図 10 によると、「節電のためと思って時には我慢や辛抱

もした」という問いに対して、「そう思う」「ややそう思う」と答えた者の割合が 54％であ

り、「そう思わない」「あまりそう思わない」と答えた者の割合である 28％を上回っている。

節電や省エネという言葉の聞こえはいいものだが、実際には苦労が強いられていることが

分かる。 
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図 10 2011年時の節電に対する世論 （電力中央研究所「家庭における 2011～14年夏の節電の実態

－東日本大震災以降の定点調査－」より筆者作成） 

 

 

 我慢の観点からすると、電気利用を人々に我慢させることは望ましくない。放射能不安

のため、資源依存のため、環境問題のため、と人々は我慢の省エネ行動を起こしている。

しかし、それでは日々の生活の利便性を向上させる電力の本来の役割とは逆の方向に進ん

でいる。また、我慢の省エネ行動によって熱中症のリスクを向上させる側面もある。省エ

ネという手法では解決できないのが我慢の問題だ。しかし、再生可能エネルギーで電力を

賄うことができれば、原発不安、資源不安、環境不安の理由により過度な節電や省エネを

する必要がなくなる。我慢の視点から、省エネの禍害に目を向けたとき、再生可能エネル

ギーの普及が必要なことがよく分かる。 

 

なぜ省エネではなく再生可能エネルギーか？―「4E＋S」の分析の答え― 

 以上、「4E＋S」の視点から、省エネと再生可能エネルギーについて論じてきた。その結

果を示したのが図 11である。私たちが、この先の社会において省エネに甘んじることなく

再生可能エネルギーが必要だと考える理由は、①安全性・エネルギー安全保障・環境の観

点において、省エネは根本的な解決を実現できるものではないからである。また、②我慢

の観点においては、省エネは人々の生活に辛抱を強いるものであり、生活の利便性を低下

させるものでもあるため、省エネという手法を脱さなくてはならないからである。再生可

能エネルギーならば、安全保障・エネルギー安全保障・環境・我慢といった 4 つの観点で

は、省エネの問題を克服できる。本気で「4E＋S」を実現するならば、省エネという手法

にいつまでも甘んじているわけにはいかない。しかし、③経済効率性の観点では、再生可

能エネルギーは発電コストが高いという問題を抱える。「4E＋S」を実現するには再生可能

エネルギーの普及が不可欠だ。ただし、再生可能エネルギーの経済効率性における問題を

解決しなくてはならない。 
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図 11 「4E＋S」の視座から見たエネルギー社会の在り方  
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第 3．提言～私たちの主張～ 

 前章で論じたように、再生可能エネルギーの普及は「4E＋S」実現のためには必要だ。

というのも、①省エネは安全性・エネルギー安全保障・環境というエネルギー問題を根本

的に解決しないから、②省エネは国民に我慢や辛抱の負担を押し付けるからである。現在

の日本には、再生可能エネルギー普及制度として、FIT 制度（固定価格買取制度）が導入

されている。しかし、この FIT制度には 3つの問題がある。この 3つの問題を解決しなけ

れば、再生可能エネルギーの本格的な普及は程遠い。ましては、「4E＋S」の実現は夢のま

た夢だ。そこで、私たちは、FIT制度の抱える 3つの問題を解決し、国民の力で「4E＋S」

を実現できる制度として独自にアクティブ・コミット制度を提案したい。 

 

現行の再生可能エネルギー普及制度―FIT制度の 3つの問題― 

FIT 制度とは、再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が一定の価格で買い取る

ことを国が約束した制度である。この電力会社が買い取る費用を、電気を利用している消

費者から賦課金という形で徴収するx。市場原理のもとでは火力や原子力よりも発電コスト

の高い再生可能エネルギーは駆逐されてしまう。そこで、政府が電力会社に一定の期間、

一定の価格で再生可能エネルギーを買い取ることを義務付けることで、再生可能エネルギ

ーの普及を可能にする。 

しかし、FIT 制度は再生可能エネルギーの普及に貢献しうるが、3 つの問題がある。す

なわち、⑴FIT 制度には再生可能エネルギーの発電コストを低減させるインセンティブを

与える仕組みがない、⑵固定価格で一定期間買い取るため国民の負担を高める、⑶賦課金

を電気使用量に応じて一律に徴収するものであり国民の意思を反映させることができない、

というものである。 

 

発電コスト低減インセンティブを奪う仕組み―FIT制度の問題⑴― 

 FIT 制度の第 1 の問題は、FIT 制度は再生可能エネルギーの発電コストを低減させるイ

ンセンティブを与えないことだ。すなわち、再生可能エネルギー発電業者は、一定価格で

確実に電力会社に電気を買い取ってもらうことが可能であるため、他の再生可能エネルギ

ー発電業者よりも安く電気を供給するインセンティブが働かない。再生可能エネルギー発

電業者間で価格競争が起こらないのである。 

 図 12は、再生可能エネルギー発電業者に発電コストを低減のインセンティブを与えない

FIT 制度の仕組みを表している。電力会社は、一定額で再生可能エネルギーの電気を購入

しなければならないが、その購入分に応じて国民から徴収した賦課金で補助される。再生

可能エネルギー電力の購入分を賦課金で補助されるならば、電力会社からすると、電力価

格の安さを意識して再生可能エネルギー発電業者から電気を買い取る必要がない。そのた

め、再生可能エネルギー発電業者は、電力会社に他の再生可能エネルギー発電業者よりも

安く電気を提供する必要がない。それゆえに、再生可能エネルギーの発電コストを低減さ
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せるインセンティブが働かなくなっている。再生可能エネルギー発電業者間に価格競争が

生じないことが問題だ。こうした、FIT 制度の発電コスト削減のインセンティブを奪う仕

組みを改善しなくてはならない。 

 

図 12発電コスト低減のインセンティブが働かない FIT制度の仕組み 

 

 

国民負担を高める不合理な仕組み―FIT制度の問題⑵― 

 FIT制度の第 2の問題は、国民負担を高める仕組みになっていることだ。FIT制度では、

一定期間において一定価格で再生可能エネルギーを購入することを電力会社に約束させる。

そのため、再生可能エネルギーの発電コストが低下しても、高い価格で電力会社は買い取

らなくてはならない。再生可能エネルギーの電力を電力会社が高い価格で買い取るという

ことは、それだけ電力会社への補助金が必要となり、その補助金のもととなっている国民

からの賦課金の負担を増加させることになる。 

 実際に、再生可能エネルギーの発電コスト低下にもかかわらず、賦課金負担が増加する

という問題が生じることは予測できる。図 13は、経済産業省の発電コスト検証ワーキング

グループによる再生可能エネルギーの発電コストの予測であるxi。2014 年に比べて 2030

年には、陸上風力および太陽光において、大幅な発電コストの低下が見込まれている。2030

年の陸上風力の発電コストは 13.6 円/kwh、メガ太陽光は 12.7 円/kwh、住宅太陽光は 12.5

円/kwhである。これらは、原子力（2030年時に 10.3 円/kwh）や石炭火力（2030年時に

12.9 円/kwh）、LNG火力（2030年時に 13.4円/kwh）と発電コストはほぼ変わらない水準

である。 
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図 13 再生可能エネルギーの発電コスト低下見込み （「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する

発電コスト等の検証に関する報告」より筆者作成） 

 

 

こうした、再生可能エネルギーの発電コスト低下に応じて、国民の負担は低下していく

ことが望ましい。しかし、発電コストの低下を十分に反映させることができずに賦課金額

を提示する現在の FIT制度のままでは、国民負担は低下するどころか、かえって増加する

ことが予測される。環境省の試算では、再生可能エネルギーの拡大量を高位ケース、中位

ケース、低位ケースに分けて、家庭が月に負担する賦課金の推移を予測しているxii。2030

年の時点においては、低位のケースでは家庭の賦課金負担額は 353円、中位のケースでは

603円、高位のケースでは 886円と、どのケースにおいても現在より増加している。2030

年には再生可能エネルギーの発電コスト低下が見込まれているにもかかわらず、家庭の賦

課金負担が増加するという不合理な仕組みは改善しなければならない。 
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図 14 家庭の賦課金負担の予測 （環境省「平成 25年度 2050年再生可能エネルギー等分散型エネル

ギー普及可能性検証検討報告書」より引用） 

 

 

国民の意思を反映できない閉鎖的な仕組み―FIT制度の問題⑶― 

 FIT 制度の第 3 の問題は、国民の意思を反映させることができないことである。FIT 制

度では、再生可能エネルギー普及に対して国民が貢献できることは、電気使用量に応じて

支払われる賦課金という形だけだ。再生可能エネルギーの普及に貢献したいからといって、

電気の購入先を再生可能エネルギーにすることはできない。火力や原子力よりも再生可能

エネルギーの電気を多く購入するということもできない。 

 エネルギー利用に対する国民の意思は、再生可能エネルギーを活用すべき、というもの

である。図 15 は、エネルギー利用に対する国民の意思を表しているxiii。「今後日本はどの

ようなエネルギーを利用・活用していけばいいと思うか」という問いに対して、再生可能

エネルギーと答える者の割合は高い。それに対して、火力および原子力と答える者の割合

は低い。また、2010年時の世論に対して 2011 年では、再生可能エネルギーと答える者の

割合は増加し、原子力の割合は低下した。このことは、原発事故を経験した私たち世代は、

原子力に代わるエネルギーとして再生可能エネルギーに期待していることを示していると

考えられる。 

  

  



19 

 

図 15 エネルギー利用における国民の意思 （一般財団法人原子力文化財団ホームページより筆者作

成） 

 

 

このような国民の再生可能エネルギーへの期待や、エネルギー利用に対する態度の変化

を反映させることは重要だ。しかし、現在の FIT制度ではそれができない。国民がどれほ

ど再生可能エネルギーから電気を購入したくても購入できない。国民が再生可能エネルギ

ーは重要だと認識していても、その意思は自らの電力利用に反映されない。こうした、FIT

制度の閉鎖的な仕組みは改善しなくてはならない。 

 

FIT制度の問題を解決―アクティブ・コミット制度― 

 以上のように、現在の FIT制度には 3つの問題がある。すなわち、現在の FIT制度では、

⑴再生可能エネルギー発電業者間に競争が生じないため発電コストを低減させるインセン

ティブが働かない、⑵再生可能エネルギーの発電コスト低下を国民の負担に反映できない

ため国民負担が不合理に増大する、⑶国民のエネルギー利用の意思が反映されない、とい

うことである。第 1 の問題については、前章で論じたように、再生可能エネルギーの弱点

は発電コストが高いことにあるが、本格的に再生可能エネルギーを普及するためにはその

解決を促すような制度でなければならない。第 2 の問題については、再生可能エネルギー

の普及において国民の協力は必要だが、その負担が不合理に拡大するようなことがあって

はならない。第 3 の問題については、国民が再生可能エネルギーの必要性を認識している

にもかかわらず、そうした国民の意思が反映されない制度であってはならない。私たちの

提言するアクティブ・コミット制度はこうした問題の解決を可能にする（図 16）。 
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図 16  FIT制度とアクティブ・コミット制度の比較 

 

 

 私たちの提言するアクティブ・コミット制度では、FIT 制度の 3 つの問題を次のように

解決する（図 17）。まず、①政府は国民（電力消費者）に対して、再生可能エネルギーの

最低限の買い取り割合を義務づける。国民が一定量の再生可能エネルギーを購入しなけれ

ばならないのならば、電力会社は一定量の再生可能エネルギーの電気を発電業者から買い

取らなければならない。それにより、再生可能エネルギーの普及見込みは高まる。 

次に、②国民は自由に電力会社（小売り）を選ぶことができるようにする。それにより、

電力会社は自社の電気を購入してもらうためには安く電気を提供する必要が生じる。また、

電力会社は一定量の再生可能エネルギーの電力を発電業者から買い取らなくてはならない。

そこで、電力会社は、電気料金を安く設定するために、低価格で電気を提供する再生可能

エネルギー発電業者から電気を買い取るインセンティブが働く。そうすると、再生可能エ

ネルギー発電業者は電力会社に電気を買い取ってもらうためには、他の再生可能エネルギ

ー発電業者よりも安く電力を提供しなくてはならなくなる。ここで、再生可能エネルギー

発電業者間に価格競争が生じる。そのため、再生可能エネルギー発電業者には発電コスト

低減のインセンティブが働く。これにより、FIT制度の第 1の問題は解決する。 

また、③政府は国民に再生可能エネルギーの最低買い取り割合を義務付けるが、再生可

能エネルギーの発電コスト低下に応じてその買い取り割合の義務を増やす。例えば、電気

の 30％分は再生可能エネルギーの電気にすると義務づけていたが、発電コストが低下すれ

ば、義務付けの割合も 40％にするなど拡大させる。こうして、国民負担を増大させること

なく再生可能エネルギーの普及拡大を可能にする。これにより、FIT 制度の第 2 の問題は

解決する。 

最後に、④電力会社は国民に対して電力購入のプランを提示するように促す。政府は国

民に最低限の再生可能エネルギー購入割合を義務付けるが、国民は自分の意思によってそ

れ以上に再生可能エネルギーを購入することは可能である。例えば、再生可能エネルギー

買い取り割合義務が 30％だったとしても、国民は自らに意思によってその割合を 40％や

50％と引き上げることができる。そのために、電力会社は、国民に対して「再生可能エネ

ルギー30％で○○円」「再生可能エネルギー40％で××円」など多様なプランを提示する。

こうすることで、国民の意思を反映させることができる。これにより、FIT 制度の第 3 の

問題は解決する。 

 

《FIT制度》 《アクティブ・コミット制度》
発電コスト低減インセン

ティブ

消費者負担

国民意思の反映

なし ある

上昇 維持

しない する
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図 17 アクティブ・コミット制度の仕組み 

 

 

国民の力で「4E＋S」を実現する―国民参加のアクティブ・コミット制度― 

 私たちは、冒頭で「エネルギー大国日本」を作り出したいと述べた。すなわち、「4E＋S」

の要請を実現した社会だ。今までは、政府が「3E＋S」の視点からエネルギー問題を解決

するエネルギー・ミックスを考えてきた。しかし、これからの時代は違う。私たち国民レ

ベルでエネルギー・ミックスを考えていく時代だ。 

 アクティブ・コミット制度は、国民の力で「4E＋S」の要請を実現した社会を作り出す

ことを可能にする。すなわち、国民が積極的に「4E＋S」の実現にコミットするのだ。例

えば、安全性（Security）に重点を置く電力消費者 A は、原子力の割合が少なく再生可能

エネルギーの割合が多い電力プランで電気を購入すればいい。そうすれば、安全性に貢献

できる。エネルギー安全保障（Energy Security）に重点を置く電力消費者 B は、火力の

割合が少なく再生可能エネルギーの割合が多い電力プランで電気を購入すればいい。そう

すれば、エネルギー資源の対外依存問題の解消に貢献できる。環境（Environment）に重

点を置く電力消費者 Cは、火力の割合が少なく再生可能エネルギーの割合が多い電力プラ

ンで電気を購入すればいい。そうすれば、気候変動問題の解決に貢献できる。経済効率性

（Economic Efficiency）に重点を置く電力消費者 Dは、再生可能エネルギーを含む最も安

い電力価格を提示した電力会社から電気を購入すればいい。こうした消費行動そのものが、

さらに発電コストを低下させるインセンティブを高める。我慢（Endurance）に重点を置

く電力消費者 Eは、再生可能エネルギーの割合が多い電力プランで電気を購入すればいい。

そうすれば、罪悪感なく、我慢せずに電気を利用することができる（図 18）。 
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図 18 国民が実現する「4E＋S」の社会 

 

 

 こうした国民の行動によって、「エネルギー大国日本」を目指す。この先の時代に日本の

エネルギー政策の行く末を担うのは私たち国民だ。私たち国民一人一人の意思で、「4E＋S」

の要請を実現した社会をつくりあげていくことは可能だ。国民が実現する「4E＋S」の社

会である。 

  

【電力消費者】 【価値意識】 【目的】 【プラン(例）】 【貢献】 ⇒ 【エネルギー・ミックス】

国民の意思と力で「4E
＋S」の要請を実現し
た社会（エネルギー大

国日本）

⇒

原子力割合少/再エネ
割合大のプラン

再エネ割合大のプラン

安い電気プラン

再エネ割合大のプラン

原発事故再発防止

エネルギー自給率の向
上

気候変動問題の緩和

発電コスト低下の促進

辛抱しない電気利用の
実現

再エネ割合大のプラン

A

B

C

D

E

安全性（Security)

エネルギー安全保障
（Energy Security）

環境（Environment）

経済効率性（Economic
Efficiency）

我慢（Endurance)

放射能をまき散らす原発事故はもう起こしては
ならない。そのためにも、他の電源から電気を

購入したい。
これ以上、資源を対外的に依存し続けるのは危
険だ。国内でエネルギーを自給できる電源から

購入したい。

地球環境問題は深刻だ。より環境に配慮した電
源から電気を購入したい。

電気の経済的負担は抑えたい。そのためにも、
安い電気を購入する。

安全性、資源、環境、これらを配慮して我慢し続
けるのは嫌だ。罪悪感を感じない電源から購入

したい。
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結び 

 私たちは、「エネルギー大国日本」、すなわち「4E＋S」の要請を実現した社会を築き上

げ、将来にわたって残していきたい。これまでは、「3E＋S」の視点のみでしかエネルギー

政策は語られてこなかった。それにより、省エネを絶対視しすぎていなかっただろうか。

省エネには、我慢を強いるという側面がある。省エネによって、生活の利便性を高めるた

めの電気本来の魅力が失われていることもある。エネルギー政策を考える際には、4 つ目

の E、「我慢（Endurance）」の視点も必要だ。また、省エネは安全性・エネルギー安全保

障・環境といった問題の根本的な解決はしない。本気でこうした問題を解決するならば、

省エネという手法に甘んじ続けるわけにはいかない。そこで重要なのは、再生可能エネル

ギーだ。再生可能エネルギーならば、我慢の省エネを強いることはないし、エネルギー問

題の根本的解決も可能である。しかし、再生可能エネルギーには、発電コストが高いとい

う経済効率性上の問題があった。 

 私たちは、省エネに頼り続けるのではなく、本格的に再生可能エネルギーの普及が必要

だと考えている。そのための制度が必要だ。現在の日本には、再生可能エネルギーの普及

制度として FIT制度がある。しかし、この FIT制度には、①再生可能エネルギーの発電コ

スト低減のインセンティブが働かない、②国民の負担が不合理に増加する、③国民の意思

が反映されない、という問題があった。特に、①については、再生可能エネルギーの経済

効率性の弱点を克服する取り組みは必須だ。 

私たちは、以上 3つの FIT制度の問題を解決する制度としてアクティブ・コミット制度

を提言した。このアクティブ・コミット制度ならば、再生可能エネルギーの経済効率性の

弱点も含め、FIT 制度の問題を解決できる。すなわち、再生可能エネルギーの購入割合を

国民に義務付けることで再生可能エネルギーの普及を確実にしつつ、①発電コストの低下、

②国民負担の維持、③国民の意思の反映を通して、さらに再生可能エネルギーの普及を促

進することが可能になる。このアクティブ・コミット制度によって、再生可能エネルギー

が普及し、「4E＋S」の要請を実現した社会は間近だ。また、この制度は、制度自体の仕組

みだけで機械的に再生可能エネルギーを普及するだけではない。アクティブ・コミット制

度は、国民の意思を反映させることが可能だ。それにより、国民一人一人は積極的に「4E

＋S」の要請を実現した社会を築き上げていくことにコミットできる。理想のエネルギー社

会を築き上げていく主体は国民一人一人だ。私たちは、「エネルギー大国日本」をつくりあ

げていく。 
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脚注 

                                                   
i 経済産業省ホームページ

（http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/energy_policy/energy2014/seisaku/index.html） 
ii 省エネには利用方法の工夫（節電など）以外に技術的改善や効率化も含まれるが、こうした技術的改

善や効率化の省エネも否定するのかという反論が考えられる。これに対して、私たちは、技術的改善や

効率化の省エネを否定しているわけではなく、利用方法の工夫（我慢の節電など）には問題があるので

はないかと考えている。グループでの話し合いにおいて、「省エネのために学校でエアコンを消して授

業を行っていたが集中できなかった」「テレビで夜間の節電によって熱中症になり病院に搬送された事

例が紹介されていたがそれは問題だと思った」「あまりにも省エネが宣伝されイルミネーションを自粛

するなど社会が暗くなっている気がした」「経済を活性化させるためにはもっと気兼ねなく電力を使っ

た方がいいのではないか」という日常生活から生まれた問題意識が出た。こうした問題意識から、省エ

ネには我慢という問題があると考えた。また、環境・エネルギー安全保障・安全性などの課題を省エネ

は根本的に解決するわけではない。そのため、「省エネをやっているからいいや」といつまでも思うの

ではなく、再生可能エネルギーの本格的な普及が必要ではないかと考えた。そこで、再生可能エネルギ

ーの普及制度である FIT制度に着目し、その制度をどのように改善すればより良い社会になるのかを考

えて政策研究を行った。 
iii 一般財団法人原子力文化財団ホームページより筆者作成

（http://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/survey_pickup.html）。質問は「あなたは「原子力」という言

葉を聞いたときに、どのようなイメージを思い浮かべますか」というもの。その回答項目のなかから、

「危険」「安全」「安心」「不安」の項目から図を作成した。 
iv 同上。質問は「今後日本は、どのようなエネルギーを利用・活用していけばよいと思いますか」とい

うもの。回答項目は、「原子力発電を増やしていくべきだ」「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維

持していくべきだ」「原子力発電をしばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」「原子力発電は即

時、廃止すべきだ」「その他」「わからない」「あてはまるものはない」の 7つ。ここでは、前者 2つを

否定的な態度、次の 2つを肯定的な態度、最後の 3つをその他として 3つに分類した。 
v 資源の輸入量および割合は「エネルギー白書 2016」から 2014年度の数値を利用した

（http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2016html/2-1-3.html）。破綻国家指数は、The Fund 

for Peaceがホームページ上で公表している 2016年度の数値を利用した

（http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016）。 
vi 一人当たりの二酸化炭素排出は、国際エネルギー機関(International Energy Agency)の“Key World 

Energy Statistics 2016”において記載されている 2014年の各国の数値を利用した

（https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf）。気候変動脆弱性

指数は、The Notre Dame Global Adaptation Indexがホームページ上で公表している 2014年の数値を

利用した（http://index.gain.org/ranking/vulnerability）。この数値は 0～1の値をとり、1に近いほど

気候変動問題から悪影響を受ける度合いが高いことを示している。 
vii 経済産業省、発電コスト検証ワーキンググループ「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電

コスト等の検証に関する報告」

（http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/pdf/c

ost_wg_01.pdf） 
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viii 消防庁ホームページに掲載されている熱中症搬送員数のデータ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html）、電力中央研究の「家庭における 2011～14

年夏の節電の実態－東日本大震災以降の定点調査－」

（http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/Y14014.html）、気象庁ホームページに掲載さ

れている過去の気象データ

（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662）、よ

り図式化した。 
ix 電力中央研究所「家庭における 2011～14年夏の節電の実態－東日本大震災以降の定点調査－」

（http://criepi.denken.or.jp/jp/kenkikaku/report/detail/Y14014.html）より筆者作成。「節電のためと

思って時には我慢や辛抱もした」という問いに対して、回答項目は「そう思う」「ややそう思う」「そう

思わない」「あまりそう思わない」「どちらともいえない」の 5つ。ここでは、「そう思う」「ややそう思

う」および「そう思わない」「あまりそう思わない」をそれぞれ一括りにし、「どちらともいえない」を

そのまま残し、3つに分類して図を作成した。 
x FIT 制度の概要については、資源エネルギー庁「再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック 

2016年度版」

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2016_fit.pdf）を参考に

した。 
xi 経済産業省、発電コスト検証ワーキンググループ「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電

コスト等の検証に関する報告」

（http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/pdf/c

ost_wg_01.pdf）。 
xii 環境省「平成 25年度 2050年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討報告書」

（https://www.env.go.jp/earth/report/h26-01/）。 
xiii 一般財団法人原子力文化財団ホームページより筆者作成

（http://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/survey_pickup.html）。「今後日本は、どのようなエネルギーを

利用・活用していけばよいと思いますか」という問いに対して、回答項目は「石炭火力発電」「石油火

力発電」「天然ガス火力発電」「原子力発電」「水力発電」「地熱発電」「風力発電」「太陽光発電」「廃棄

物発電」「バイオマス発電」「その他」「あてはまるものはない」の 12個。そのうち、「石炭火力発電」「石

油火力発電」「天然ガス火力発電」の回答割合の平均をとって「火力」とし、「水力発電」「地熱発電」「風

力発電」「太陽光発電」「バイオマス発電」の回答割合の平均をとって「再エネ」とした。したがって、

図においては「原子力」「火力」「再エネ」に 3分類した。 


