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都市ガス小売全面自由化とは？

□正確には「小売全面自由化」：小売自由化範囲の拡大

＊電 力
2000特別高圧（2000kW以上）26％→
2004高圧（500kW以上）40％→
2005高圧（50kW以上）62％→
2016すべて100％

＊都市ガス
1995年間200万㎥47％→
1999年間100万㎥52％→
2004年間50万 ㎥56％→
2007年間10万㎥63％→
2017すべて100％
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電力・ガスシステム改革の同時進行

* 電力システム改革→ガスシステム改革
2015年：広域系統運用機関の設立
2016年：電力小売の全面自由化
2017年：ガス小売の全面自由化
2020年：発送電分離（法的分離）
2022年：大手ガス3社の導管分離（法的分離）

* エネルギー市場の伸び（内需）
＋・・・天然ガス
０・・・・電力

－・・・石油
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電力システム改革の留意点

* 小売全面自由化の2つの意義
・需用家による自由な選択

・競争によるガバナンス機能の強化
「高い現場力と低い経営力のミスマッチ」問題の克服

* 料金が下がるとは限らない
・自由化＝市場メカニズム＝需給関係

・発電設備が不足する可能性：新電源ミックスの問題点

・当初は低下、徐々に上昇のおそれも

* 発送電分離の制度設計には慎重な姿勢が必要
・海外の教訓は区々：歴史の差→成否の差

1926英「グリーッドシステム」、1927米・北東部「電力プール」
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電力・ガス自由化のゆくえ

□「マクロの微震、ミクロの激震」
・電力：スイッチング比率も卸取引所シェアも3％
・都市ガス：卸取引所が存在しない
・ミクロの企業経営には激震をともなう可能性

■自由化を境に世界が変った
・大津地裁の関西電力高浜原発３・４号機差し止め

→関西電力は「値下げメニュー」を撤回
→中部電力はほっとする

・環境省が狙うカーボン・プライシング
→石炭比率が高い中国電力・北陸電力・J-POWERを

直撃
→原発再稼働後の関西電力には有利に働く
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自由化とエネルギー供給（競争の変化）

□新規参入者（通信等）vs電力

□新規参入者（石油等）vs都市ガス

□電力 vs 電力

□電力 vs 都市ガス

□電力 vs LPガス

□都市ガス vs 都市ガス

□都市ガス vs LPガス

□LPガス vs LPガス



日本政府策定のエネルギーミックス
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億kWh

9,924億kWh※ 9,808億kWh

電源構成

出所：経済産業省（METI）資源エネルギー庁
長期エネルギー需給見通し、エネルギー白書

※2001－2010年の平均電力需要は、上記資料のエネルギー
需要および電灯電力使用量推移を元にDGOが計算。
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電力需要

				【エネルギー白書第214-1-1】電灯電力使用電力量の推移 ハクショ

										（十億kWh） ジュウオク		（億kWh） オク

				年度		電灯		電力計		電灯電力計		電力需要
（電灯電力計×係数） デンリョクジュヨウデントウデンリョクケイケイスウ

				2000		255		603		858		9487.097

						254		590		844		9334.515

						263		599		863		9540.769

						260		599		858		9488.683

						273		620		892		9863.293

				2005		281		637		918		10152.542

						278		649		927		10250.677

						290		670		960		10610.227

						285		640		926		10232.568

						285		612		897		9913.764

				2010		304		627		931		10294.000

				平均値 ヘイキンチ								9924.376

										ソース：エネルギー白書（電力調査統計月報）

										電灯電力計÷電力需要（長期エネルギー見通し）＝ デントウデンリョクケイデンリョクジュヨウチョウキミトオ		11.0562236306073		（係数） ケイスウ





電源構成

				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン		あるべき姿 スガタ				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9808		9808				26.7948		20.5968

		原子力 ゲンシリョク		27%		21%		15%				10.9164		22.5584

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		11%		23%		30%				26.7948		26.4816

		LNG		27%		27%		20%				23.8176		25.5008

		石炭 セキタン		24%		26%		10%				10.9164		2.9424

		石油 セキユ		11%		3%		10%				99.24

		コジェネ		0%		0%		15%

		グラフ用 ヨウ

				2001-2010年平均 ネンヘイキン		政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9,808		9,808

		原子力 ゲンシリョク		2,679		2,060		1,471

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		1,092		2,256		2,942

		LNG		2,679		2,648		1,962

		石炭 セキタン		2,382		2,550		981

		石油 セキユ		1,092		294		981

		コジェネ		0		0		1,471

				9,924		9,808		9,808

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		21%		15%

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		23%		30%

		火力 カリョク		44%		40%

		コジェネ		12%		15%

				100%		100%

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		2059.68		1471.2

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		2255.84		2942.4

		火力 カリョク		4315.52		3923.2

		コジェネ		1176.96		1471.2



グラフ調整のため
12％→11％へ



電源構成
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1次エネルギー構成
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原発

		



原子力

再生可能エネルギー

火力
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原子力 20-22％

原子力 15％

再生エネ 22-24％
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コジェネ 11-12％
（1,190億kWh）

コジェネ 15%
（1,471億kWh）



Price Data

				2013年 ネン		2030年 ネン				2013年 ネン		2030年 ネン

		原子力 ゲンシリョク		0.4		10.5		原子力 ゲンシリョク		0.01444		0.3423

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		8		13.5		再生可能エネルギー サイセイカノウ		0.2888		0.4401

		天然ガス テンネン		24		19		天然ガス テンネン		0.8664		0.6194

		石炭 セキタン		25		25		石炭 セキタン		0.9025		0.815

		石油 セキユ		40		30		石油 セキユ		1.444		0.978

		LPG		3		3		LPG		0.1083		0.0978

				3.61		3.26
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価格見通し
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主要国

		



2030年



		



原子力
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		新規制基準適合性に係る申請状況（2016年2月3日現在） シンキセイキジュンテキゴウセイカカシンセイジョウキョウネンガツニチゲンザイ																														未申請 ミシンセイ

		再稼働申請日 サイカドウシンセイビ		会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		安全審査合格 アンゼンシンサゴウカク		再稼働 サイカドウ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ										会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ

		2013"年"7"月"8"日"		北海道電力 ホッカイドウデンリョク		泊1号 トマゴウ		57.9		加圧水型 カアツスイガタ		32,660						1989		2029		×		1989		2029		0		57.9		東北電力 トウホクデンリョク		女川1号 オナガワゴウ		52.4		沸騰水型 フットウスイガタ		30,834		1984		2024		×		1984		2024				0		52.4

		同 ドウ		同 ドウ		泊2号 トマゴウ		57.9		同 ドウ		33,329						1991		2031		○		1991		2031		57.9		0.0		同 ドウ		女川3号 オナガワ		82.5		同 ドウ		37,257		2002		2042		○		2002		2042				82.5		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		泊3号 トマゴウ		91.2		同 ドウ		40,148						2009		2049		○		2009		2049		91.2		0.0		東京電力 トウキョウデンリョク		福島第2－1号 フクシマダイ		110		同 オナ		30,042		1982		2022		×		1982		2022				0.0		110.0

		同 ドウ		関西電力 カンサイデンリョク		大飯3号 オオイゴウ		118		同 ドウ		33,573						1991		2031		○		1991		2031		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－2号 フクシマダイ		110		同 ドウ		30,713		1984		2024		×		1984		2024				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		大飯4号 オオイゴウ		118		同 ドウ		34,001						1993		2033		○		1993		2033		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－3号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,199		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜3号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,048		42,036		42,401		1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		福島第2－4号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,990		1987		2027		×		1987		2027				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜4号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,199		42,036				1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		柏崎刈羽1号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		31,291		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		四国電力 シコクデンリョク		伊方3号 イカタゴウ		89		同 ドウ		34,669		42,186				1994		2034		○		1994		2034		89.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽2号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		33,117		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		九州電力 キュウシュウデンリョク		川内1号 センダイゴウ		89		同 ドウ		30,864		41,883		42,217		1984		2024		×		1984		2024		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽3号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,182		1993		2033		○		1993		2033				110.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		川内2号 センダイゴウ		89		同 ドウ		31,352		41,883		42,278		1985		2025		×		1985		2025		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽4号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,547		1994		2034		○		1994		2034				110.0		0.0

		2013"年"7"月"12"日"		同 ドウ		玄海3号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		34,394						1994		2034		○		1994		2034		118.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽5号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		32,964		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		玄海4号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		118.0		0.0		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根3号 シマネゴウ		137.3		同 ドウ		未定（2005年着工） ミテイネンチャッコウ		2005		2045		○		2005		2045				137.3		0.0

		2013"年"9"月"27"日"		東京電力 トウキョウデンリョク		柏崎刈羽6号 カシワザキカリワゴウ		135.6		沸騰水型 フットウスイガタ		35,370						1996		2036		○		1996		2036		135.6		0.0		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡5号 ハマオカゴウ		138		同 ドウ		38,353		2005		2045		○		2005		2045				138.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		柏崎刈羽7号 カシワザキカリワゴウ		135.6		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		135.6		0.0		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀1号 シガゴウ		54		同 ドウ		34,151		1993		2033		○		1993		2033				54.0		0.0

		2013"年"12"月"25"日"		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根2号 シマネゴウ		82		同 ドウ		32,540						1989		2029		×		1989		2029		0.0		82.0		関西電力 カンサイデンリョク		大飯1号 オオイゴウ		117.5		加圧水型 カアツスイガタ		28,915		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2013"年"12"月"27"日"		東北電力 トウホクデンリョク		女川2号 オナガワゴウ		82.5		同 ドウ		34,881						1995		2035		○		1995		2035		82.5		0.0		同 ドウ		大飯2号 オオイゴウ		117.5		同 ドウ		29,190		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2014"年"2"月"14"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡4号 ハマオカゴウ		113.7		同 ドウ		34,213						1993		2033		○		1993		2033		113.7		0.0		四国電力 シコクデンリョク		伊方1号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		28,369		1977		2017		×		1977		2017				0.0		56.6

		2014"年"5"月"20"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		東海第二 トウカイダイニ		110		同 ドウ		28,795						1978		2018		×		1978		2018		0.0		110.0		同 ドウ		伊方2号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		30,011		1982		2022		×		1982		2022				0.0		56.6

		2014"年"6"月"10"日"		東北電力 トウホクデンリョク		東通1号 ヒガシツウゴウ		110		同 ドウ		38,687						2005		2045		○		2005		2045		110.0		0.0		九州電力 キュウシュウデンリョク		玄海2号 ゲンカイゴウ		55.9		同 ドウ		29,646		1981		2021		×		1981		2021				0.0		55.9

		2014"年"8"月"12"日"		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀2号 シガゴウ		135.8		同 ドウ		38,777						2006		2046		○		2006		2046		135.8		0.0		合計 ゴウケイ		19基		1858						2005		2045		631.8万kW								631.8		1226.5

		2014"年"12"月"16"日"		電源開発 デンゲンカイハツ		大間 オオマ		138.3		同 ドウ		未定（2008年着工） ミテイネンチャッコウ						2008		2048		○						138.3		0.0																										0.0

		2015"年"3"月"17"日"		関西電力 カンサイデンリョク		美浜3号 ミハマゴウ		82.6		加圧水型 カアツスイガタ		28,095						1976		2016		×		1976		2016		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜1号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,334						1974		2014		×		1974		2014		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜2号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,699						1975		2015		×		1975		2015		0		82.6																										0.0

		2015"年"6"月"16"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡3号 ハマオカゴウ		110		沸騰水型 フットウスイガタ		31,990						1987		2027		×		1987		2027		0		110.0																										0.0

		2015"年"11"月"5"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		敦賀2号 ツルガゴウ		116		加圧水型 カアツスイガタ		31,809						1987		2027		×		1987		2027		0		116.0

		合計 ゴウケイ				26基		2,637.3														1,561.6万kW						1561.6		1075.7																												2030年の残存電源（大間・島根除く）＝ ネンザンゾンデンゲンオオマシマネノゾ		1917.8		万kW マン

																																																										2030年の残存電源＝ ネンザンゾンデンゲン		2193.4		万kW マン





		※MMBtu/bbl=5.8				JCC		Brent		NBP		JLC※※		HH		JKM				HH
<spot>		NBP
<spot>		JCC

		2006		Jan		56.39		10.70		12.74		6.51		9.10										9.72

				Feb		61.10		10.67		10.21		7.02		7.50										10.53

				Mar		61.05		10.75		8.67		7.12		6.94										10.53

				Apr		61.31		11.70		7.34		6.70		7.33										10.57

				May		66.56		12.32		6.73		6.90		6.41										11.48

				Jun		67.82		11.94		7.00		7.09		6.40										11.69

				Jul		67.97		12.98		7.50		6.84		6.03										11.72

				Aug		71.84		13.09		6.71		7.23		7.07										12.39

				Sep		72.06		11.32		7.35		7.63		5.22										12.42

				Oct		64.45		10.26		9.11		7.20		6.55										11.11

				Nov		59.87		10.22		9.11		7.21		7.88										10.32

				Dec		58.61		10.79		7.87		7.35		7.26										10.11

		2007		Jan		60.58		9.46		5.81		7.10		6.67										10.44

				Feb		55.02		9.97		3.72		6.89		7.56										9.49

				Mar		57.09		10.59		3.91		6.86		7.18										9.84

				Apr		60.89		11.74		3.31		7.09		7.60										10.50

				May		65.82		11.43		4.51		7.22		7.81										11.35

				Jun		67.56		12.07		3.75		7.11		7.59										11.65

				Jul		69.48		12.98		5.85		7.25		6.40										11.98

				Aug		72.25		12.40		5.07		7.70		6.19										12.46

				Sep		71.14		13.00		6.52		7.90		6.07										12.27

				Oct		76.31		13.65		9.47		8.55		7.13										13.16

				Nov		81.25		15.80		10.85		9.14		7.81										14.01

				Dec		90.84		15.58		10.70		9.18		7.15										15.66

		2008		Jan		91.19		16.20		10.79		9.94		7.99						7.99		10.78		15.72

				Feb		92.88		15.72		9.79		10.46		8.57						8.54		9.88		16.01

				Mar		95.43		17.86		10.80		10.92		9.59						9.42		10.73		16.45

				Apr		101.12		18.36		12.02		11.42		10.29						10.18		12.07		17.43

				May		108.02		20.70		11.80		11.63		11.39						11.27		11.88		18.62

				Jun		121.93		22.59		13.37		12.07		12.78						12.69		13.29		21.02

				Jul		131.62		24.36		13.11		12.35		11.37						11.09		13.09		22.69

				Aug		135.15		20.01		10.52		13.25		8.33						8.26		10.56		23.30

				Sep		120.57		17.67		13.63		14.39		7.51						7.63		13.59		20.79

				Oct		102.56		14.00		12.56		14.55		6.75						6.74		12.61		17.68

				Nov		73.69		10.12		9.87		15.06		6.72						6.70		9.89		12.71

				Dec		54.88		7.57		8.52		13.35		5.79						5.83		8.65		9.46

		2009		Jan		43.17		7.90		8.46		12.65		5.11						5.24		8.44		7.44

				Feb		45.29		7.80		6.82		10.85		4.40						4.51		6.90		7.81

				Mar		44.40		7.60		4.58		9.62		4.03						3.96		4.57		7.66

				Apr		47.42		8.93		4.30		8.12		3.58						3.49		4.31		8.18

				May		52.26		9.64		4.27		7.40		3.91						3.83		4.26		9.01

				Jun		59.36		11.90		4.29		7.22		3.94						3.80		4.32		10.23

				Jul		69.91		10.93		3.75		7.50		3.55						3.39		3.71		12.05

				Aug		68.00		12.71		3.67		7.76		3.34						3.15		3.66		11.72

				Sep		73.00		11.78		3.95		8.26		3.28						2.99		3.96		12.59

				Oct		70.18		12.06		5.37		9.14		4.75						4.01		5.34		12.10

				Nov		74.76		13.38		5.12		9.33		4.55						3.68		5.12		12.89

				Dec		79.47		12.97		5.09		9.96		5.35						5.35		5.09		13.70

		2010		Jan		77.68		13.31		5.83		10.25		5.60						5.82		5.86		13.39

				Feb		78.90		12.85		5.37		10.34		5.23						5.33		5.38		13.60

				Mar		76.54		13.76		4.54		10.80		4.30						4.29		4.56		13.20

				Apr		79.87		14.74		4.83		10.81		4.08						4.02		4.86		13.77

				May		84.96		13.33		5.55		11.25		4.16						4.15		5.50		14.65

				Jun		79.67		13.04		6.27		10.47		4.78						4.80		6.23		13.74

				Jul		76.35		12.98		6.92		11.17		4.59						4.63		6.81		13.16

				Aug		74.70		13.30		6.21		11.21		4.22						4.32		6.25		12.88

				Sep		76.04		13.48		6.73		10.99		3.90						3.89		6.70		13.11

				Oct		77.26		14.39		7.50		10.90		3.60						3.43		7.48		13.32

				Nov		82.24		14.85		7.86		11.01		4.06						3.72		7.83		14.18

				Dec		86.22		15.86		9.18		10.93		4.27						4.24		9.14		14.87

		2011		Jan		91.84		16.69		8.84		11.55		4.50						4.49		8.83		15.83

				Feb		95.91		17.97		8.65		12.19		4.03						4.08		8.67		16.54

				Mar		103.06		19.75		9.78		12.56		4.07						3.97		9.84		17.77

				Apr		111.90		21.18		9.74		13.04		4.28						4.24		9.75		19.29

				May		118.70		19.74		9.36		13.55		4.34		13.02				4.31		9.24		20.47

				Jun		114.70		19.59		9.36		14.45		4.52		13.87				4.54		9.35		19.78

				Jul		113.45		20.07		8.88		15.98		4.35		14.16				4.42		9.03		19.56

				Aug		114.63		18.94		8.70		16.37		3.98		15.21				4.05		8.61		19.76

				Sep		110.63		18.99		9.95		16.32		3.85		16.93				3.90		9.92		19.07

				Oct		110.90		18.71		10.20		16.46		3.63		17.29				3.56		10.18		19.12

				Nov		109.41		19.04		9.94		16.83		3.55		17.37				3.22		9.97		18.86

				Dec		114.14		18.59		8.89		16.54		3.25		16.68				3.16		9.01		19.68

		2012		Jan		113.37		19.22		8.42		16.63		2.72		15.18				2.68		8.43		19.55

				Feb		116.35		20.48		9.28		16.39		2.53		14.80				2.51		9.21		20.06

				Mar		121.37		21.45		9.41		16.66		2.30		15.63				2.17		9.39		20.93

				Apr		126.91		20.76		9.35		16.68		2.05		16.60				1.95		9.38		21.88

				May		124.54		19.03		8.79		16.99		2.50		18.11				2.44		8.97		21.47

				Jun		115.38		16.54		8.46		17.22		2.50		16.73				2.45		8.38		19.89

				Jul		102.27		17.66		8.57		17.98		2.96		14.03				2.95		8.61		17.63

				Aug		103.10		19.40		8.86		17.80		2.81		13.19				2.84		8.85		17.78

				Sep		111.52		19.49		9.63		16.74		2.91		12.93				2.84		9.57		19.23

				Oct		115.57		19.22		10.44		15.44		3.50		13.16				3.32		10.42		19.93

				Nov		113.90		18.85		10.65		15.22		3.70		14.35				3.54		10.64		19.64

				Dec		113.07		18.83		10.77		15.70		3.44		16.67				3.34		10.76		19.49

		2013		Jan		111.96		19.32		10.65		16.32		3.36		18.21				3.43		10.65		19.30

				Feb		113.23		20.03		10.30		16.77		3.31		19.11				3.32		10.32		19.52

				Mar		115.64		18.86		10.48		16.42		3.78		16.40				3.82		10.50		19.94

				Apr		111.29		17.82		10.25		16.54		4.16		15.02				4.17		10.26		19.19

				May		106.56		17.77		9.91		16.50		4.08		14.39				4.05		9.91		18.37

				Jun		104.66		17.81		9.84		16.21		3.81		14.85				3.83		9.84		18.04

				Jul		104.70		18.48		9.96		16.32		3.64		15.98				3.62		9.75		18.05

				Aug		107.18		19.00		10.02		15.50		3.41		15.53				3.43		10.00		18.48

				Sep		111.04		19.17		10.48		15.05		3.61		15.46				3.61		10.46		19.14

				Oct		113.50		18.84		11.10		15.16		3.65		16.69				3.67		11.07		19.57

				Nov		112.75		18.60		11.41		15.66		3.65		18.47				3.63		11.40		19.44

				Dec		112.14		19.08		11.60		16.08		4.28		18.84				4.25		11.60		19.33

		2014		Jan		113.52		18.52		10.92		16.57		4.53		18.98				4.67		10.96		19.57

				Feb		110.95		18.74		9.78		16.65		5.17		19.47				5.94		9.80		19.12

				Mar		110.17		18.57		9.44		16.55		4.49		16.55				4.87		9.39		18.99

				Apr		109.49		18.64		8.42		16.80		4.61		14.94				4.63		8.39		18.87

				May		109.18		18.83		7.56		16.36		4.53		13.64				4.55		7.54		18.82

				Jun		110.02		19.29		6.85		16.15		4.59		12.14				4.57		6.85		18.96

				Jul		111.61		18.66		6.50		16.10		4.04		10.81				4.02		6.50		19.24

				Aug		110.53		17.83		7.07		15.87		3.90		11.43				3.88		7.03		19.06

				Sep		106.18		17.01		8.32		15.52		3.93		13.96				3.92		8.29		18.31

				Oct		100.72		15.18		8.75		15.85		3.80		13.89				3.77		8.74		17.37

				Nov		90.81		13.80		8.78		16.30		4.24		10.77				4.11		8.80		15.67

				Dec		78.91		10.91		8.48		15.67		3.49		10.02				3.56		8.46		13.61

		2015		Jan		63.36		8.62		7.07		15.00		2.95		8.86				2.98				10.92

				Feb		49.54		10.12		7.61		13.36		2.76		6.89				2.84				8.54

				Mar		54.78		9.84		7.04		12.25		2.75		7.56				2.80				9.44

				Apr		56.17		10.48		6.77		10.19		2.60		7.09				2.58				9.68

				May		59.37		11.33		6.53		8.82		2.86		7.46				2.84				10.24

				Jun		64.11		10.99		6.64		8.64		2.77		7.37				2.77				11.05

				Jul		63.78		9.82		6.69		8.89		2.80		7.76				2.83				11.00

				Aug		59.04		8.29		6.24		9.10		2.75		7.90				2.76				10.18

				Sep		51.25		8.39		6.30		9.57		2.64		7.09				2.64				8.84

				Oct		47.91		8.51		6.22		9.45		2.38		6.82				2.32				8.26

				Nov		47.50		7.95		5.75		8.99		2.28		7.48				2.08				8.19

				Dec		43.51		6.73		5.29		8.42		2.04		7.17		53.69		1.91				7.50

		2016		Jan				5.56						2.272		5.838





		



JCC

HH

JLC※※

NBP

Brent



				HH		JCC		JLC		JKM

				9.10		6.51		9.72

				7.50		7.02		10.53

				6.94		7.12		10.53

				7.33		6.70		10.57

				6.41		6.90		11.48

		2006		6.40		7.09		11.69

				6.03		6.84		11.72

				7.07		7.23		12.39

				5.22		7.63		12.42

				6.55		7.20		11.11

				7.88		7.21		10.32

				7.26		7.35		10.11

				6.67		10.44		7.10

				7.56		9.49		6.89

				7.18		9.84		6.86

				7.60		10.50		7.09

				7.81		11.35		7.22

		2007		7.59		11.65		7.11

				6.40		11.98		7.25

				6.19		12.46		7.70

				6.07		12.27		7.90

				7.13		13.16		8.55

				7.81		14.01		9.14

				7.15		15.66		9.18

				7.99		15.72		9.94

				8.54		16.01		10.46

				9.42		16.45		10.92

				10.18		17.43		11.42

				11.27		18.62		11.63

		2008		12.69		21.02		12.07

				11.09		22.69		12.35

				8.26		23.30		13.25

				7.63		20.79		14.39

				6.74		17.68		14.55

				6.70		12.71		15.06

				5.83		9.46		13.35

				5.11		7.44		12.65

				4.40		7.81		10.85

				4.03		7.66		9.62

				3.58		8.18		8.12

				3.91		9.01		7.40

		2009		3.94		10.23		7.22

				3.55		12.05		7.50

				3.34		11.72		7.76

				3.28		12.59		8.26

				4.75		12.10		9.14

				4.55		12.89		9.33

				5.35		13.70		9.96

				5.82		13.39		10.25

				5.33		13.60		10.34

				4.29		13.20		10.80

				4.02		13.77		10.81

				4.15		14.65		11.25

		2010		4.80		13.74		10.47

				4.63		13.16		11.17

				4.32		12.88		11.21

				3.89		13.11		10.99

				3.43		13.32		10.90

				3.72		14.18		11.01

				4.24		14.87		10.93

				4.49		15.83		11.55

				4.08		16.54		12.19

				3.97		17.77		12.56

				4.24		19.29		13.04

				4.31		20.47		13.55		13.02

		2011		4.54		19.78		14.45		13.87

				4.42		19.56		15.98		14.16

				4.05		19.76		16.37		15.21

				3.90		19.07		16.32		16.93

				3.56		19.12		16.46		17.29

				3.22		18.86		16.83		17.37

				3.16		19.68		16.54		16.68

				2.68		19.55		16.63		15.18

				2.51		20.06		16.39		14.80

				2.17		20.93		16.66		15.63

				1.95		21.88		16.68		16.60

				2.44		21.47		16.99		18.11

		2012		2.45		19.89		17.22		16.73

				2.95		17.63		17.98		14.03

				2.84		17.78		17.80		13.19

				2.84		19.23		16.74		12.93

				3.32		19.93		15.44		13.16

				3.54		19.64		15.22		14.35

				3.34		19.49		15.70		16.67

				3.43		19.30		16.32		18.21

				3.32		19.52		16.77		19.11

				3.82		19.94		16.42		16.40

				4.17		19.19		16.54		15.02

		2013		4.05		18.37		16.50		14.39

				3.83		18.04		16.21		14.85

				3.62		18.05		16.32		15.98

				3.43		18.48		15.50		15.53

				3.61		19.14		15.05		15.46

				3.67		19.57		15.16		16.69

				3.63		19.44		15.66		18.47

				4.25		19.33		16.08		18.84

				4.672		19.57		16.57		18.98

				5.944		19.12		16.65		19.47

				4.873		18.99		16.55		16.55

				4.631		18.87		16.80		14.94

				4.555		18.82		16.36		13.64

		2014		4.570		18.96		16.15		12.14

				4.022		19.24		16.10		10.81

				3.883		19.06		15.87		11.43

				3.923		18.31		15.52		13.96

				3.775		17.37		15.85		13.89

				4.115		15.67		16.30		10.77

				3.555		13.61		15.67		10.02

				2.980		10.92		15.00		8.86

				2.842		8.54		13.36		6.89

				2.801		9.44		12.25		7.56

				2.581		9.68		10.19		7.09

				2.841		10.24		8.82		7.46

		2015		2.770		11.05		8.64		7.37

				2.829		11.00		8.89		7.76

				2.763		10.18		9.10		7.90

				2.644		8.84		9.57		7.09

				2.315		8.26		9.45		6.82

				2.075		8.19		8.99		7.48

				1.907		7.50		8.42		7.17

		2016		2.272						5.838

		IEA見通し ミトオ

				原油価格
（ドル／バーレル） ゲンユカカク		天然ガス
（ドル／MMBtu） テンネン		JLC
（ドル／MMBtu）

		2014		97		4.4		16.2

		2020		80		4.7		11.0

		2030		113		6.2		13.0

		2040		128		7.5		14.1

		原油価格 ゲンユカカク

				2010		2015※		2020		2030		2040

		IEA WEO2015 （実質） ジッシツ				54		80		113		128		レファレンスケース

		IEEJ（実質） ジッシツ				54		75		100		125		レファレンスケース

		IEEJ（名目） メイモク				105		84		137		209		レファレンスケース

		EIA		83				97		119		141		レファレンスケース

		天然ガス（日本） テンネンニホン

		IEA				2014		2020		2030		2040

		IEEJ				16.2		11.0		13.0		14.1

		IEEJ（実質） ジッシツ				16.3		10.7		12.8		14.1

		IEEJ（名目） メイモク				16.3		12.0		17.6		23.6
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				石炭		石油		天然ガス		原子力		水力		その他

		日本		27.4		8.8		27.4		26		7.4		3.1

		アメリカ		45.8		1.1		23.4		19.3		6		4.4

		中国		77.6		0.3		2		1.7		17		1.4

		インド		68		2.8		12.3		2.7		11.9		2.3

		ロシア		16		0.9		50.2		16.4		16.1		0.4

		ドイツ		44		1.3		14		22.6		3.3		14.8

		フランス		4.7		1		4.2		75.9		11		3.2

		ブラジル		2.2		3.1		7.1		2.8		78.2		6.6

		世界計		40.6		4.6		22.2		12.9		16		3.7
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億kl

3.61億kl
3.26億kl

日本政府策定の新エネルギーミックス

1次エネルギー供給

出所：METI 資源エネルギー庁
長期エネルギー需給見通し

・年率1.7％の経済成長

・対策前比13％の省エネルギー


Graph1

		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2030年		2030年		2030年		2030年		2030年		2030年
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0.01444

0.2888

0.8664

0.9025

1.444

0.1083

0.3423

0.4401

0.6194

0.815

0.978

0.0978



電力需要

				【エネルギー白書第214-1-1】電灯電力使用電力量の推移 ハクショ

										（十億kWh） ジュウオク		（億kWh） オク

				年度		電灯		電力計		電灯電力計		電力需要
（電灯電力計×係数） デンリョクジュヨウデントウデンリョクケイケイスウ

				2000		255		603		858		9487.097

						254		590		844		9334.515

						263		599		863		9540.769

						260		599		858		9488.683

						273		620		892		9863.293

				2005		281		637		918		10152.542

						278		649		927		10250.677

						290		670		960		10610.227

						285		640		926		10232.568

						285		612		897		9913.764

				2010		304		627		931		10294.000

				平均値 ヘイキンチ								9924.376

										ソース：エネルギー白書（電力調査統計月報）

										電灯電力計÷電力需要（長期エネルギー見通し）＝ デントウデンリョクケイデンリョクジュヨウチョウキミトオ		11.0562236306073		（係数） ケイスウ





電源構成

				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン		あるべき姿 スガタ				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9808		9808				26.7948		20.5968

		原子力 ゲンシリョク		27%		21%		15%				10.9164		22.5584

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		11%		23%		30%				26.7948		26.4816

		LNG		27%		27%		20%				23.8176		25.5008

		石炭 セキタン		24%		26%		10%				10.9164		2.9424

		石油 セキユ		11%		3%		10%				99.24

		コジェネ		0%		0%		15%

		グラフ用 ヨウ

				2001-2010年平均 ネンヘイキン		政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9,808		9,808

		原子力 ゲンシリョク		2,679		2,060		1,471

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		1,092		2,256		2,942

		LNG		2,679		2,648		1,962

		石炭 セキタン		2,382		2,550		981

		石油 セキユ		1,092		294		981

		コジェネ		0		0		1,471

				9,924		9,808		9,808

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		21%		15%

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		23%		30%

		火力 カリョク		44%		40%

		コジェネ		12%		15%

				100%		100%

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		2059.68		1471.2

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		2255.84		2942.4

		火力 カリョク		4315.52		3923.2

		コジェネ		1176.96		1471.2



グラフ調整のため
12％→11％へ



電源構成

		



電力需要



1次エネルギー構成
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原発

		



原子力

再生可能エネルギー

火力

コジェネ

原子力 20-22％

原子力 15％

再生エネ 22-24％

再生エネ 30％
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コジェネ 15%
（1,471億kWh）



Price Data

				2013年 ネン		2030年 ネン				2013年 ネン		2030年 ネン

		原子力 ゲンシリョク		0.4		10.5		原子力 ゲンシリョク		0.01444		0.3423

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		8		13.5		再生可能エネルギー サイセイカノウ		0.2888		0.4401

		天然ガス テンネン		24		19		天然ガス テンネン		0.8664		0.6194

		石炭 セキタン		25		25		石炭 セキタン		0.9025		0.815

		石油 セキユ		40		30		石油 セキユ		1.444		0.978

		LPG		3		3		LPG		0.1083		0.0978

				3.61		3.26
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		新規制基準適合性に係る申請状況（2016年2月3日現在） シンキセイキジュンテキゴウセイカカシンセイジョウキョウネンガツニチゲンザイ																														未申請 ミシンセイ

		再稼働申請日 サイカドウシンセイビ		会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		安全審査合格 アンゼンシンサゴウカク		再稼働 サイカドウ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ										会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ

		2013"年"7"月"8"日"		北海道電力 ホッカイドウデンリョク		泊1号 トマゴウ		57.9		加圧水型 カアツスイガタ		32,660						1989		2029		×		1989		2029		0		57.9		東北電力 トウホクデンリョク		女川1号 オナガワゴウ		52.4		沸騰水型 フットウスイガタ		30,834		1984		2024		×		1984		2024				0		52.4

		同 ドウ		同 ドウ		泊2号 トマゴウ		57.9		同 ドウ		33,329						1991		2031		○		1991		2031		57.9		0.0		同 ドウ		女川3号 オナガワ		82.5		同 ドウ		37,257		2002		2042		○		2002		2042				82.5		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		泊3号 トマゴウ		91.2		同 ドウ		40,148						2009		2049		○		2009		2049		91.2		0.0		東京電力 トウキョウデンリョク		福島第2－1号 フクシマダイ		110		同 オナ		30,042		1982		2022		×		1982		2022				0.0		110.0

		同 ドウ		関西電力 カンサイデンリョク		大飯3号 オオイゴウ		118		同 ドウ		33,573						1991		2031		○		1991		2031		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－2号 フクシマダイ		110		同 ドウ		30,713		1984		2024		×		1984		2024				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		大飯4号 オオイゴウ		118		同 ドウ		34,001						1993		2033		○		1993		2033		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－3号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,199		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜3号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,048		42,036		42,401		1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		福島第2－4号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,990		1987		2027		×		1987		2027				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜4号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,199		42,036				1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		柏崎刈羽1号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		31,291		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		四国電力 シコクデンリョク		伊方3号 イカタゴウ		89		同 ドウ		34,669		42,186				1994		2034		○		1994		2034		89.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽2号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		33,117		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		九州電力 キュウシュウデンリョク		川内1号 センダイゴウ		89		同 ドウ		30,864		41,883		42,217		1984		2024		×		1984		2024		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽3号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,182		1993		2033		○		1993		2033				110.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		川内2号 センダイゴウ		89		同 ドウ		31,352		41,883		42,278		1985		2025		×		1985		2025		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽4号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,547		1994		2034		○		1994		2034				110.0		0.0

		2013"年"7"月"12"日"		同 ドウ		玄海3号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		34,394						1994		2034		○		1994		2034		118.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽5号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		32,964		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		玄海4号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		118.0		0.0		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根3号 シマネゴウ		137.3		同 ドウ		未定（2005年着工） ミテイネンチャッコウ		2005		2045		○		2005		2045				137.3		0.0

		2013"年"9"月"27"日"		東京電力 トウキョウデンリョク		柏崎刈羽6号 カシワザキカリワゴウ		135.6		沸騰水型 フットウスイガタ		35,370						1996		2036		○		1996		2036		135.6		0.0		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡5号 ハマオカゴウ		138		同 ドウ		38,353		2005		2045		○		2005		2045				138.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		柏崎刈羽7号 カシワザキカリワゴウ		135.6		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		135.6		0.0		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀1号 シガゴウ		54		同 ドウ		34,151		1993		2033		○		1993		2033				54.0		0.0

		2013"年"12"月"25"日"		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根2号 シマネゴウ		82		同 ドウ		32,540						1989		2029		×		1989		2029		0.0		82.0		関西電力 カンサイデンリョク		大飯1号 オオイゴウ		117.5		加圧水型 カアツスイガタ		28,915		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2013"年"12"月"27"日"		東北電力 トウホクデンリョク		女川2号 オナガワゴウ		82.5		同 ドウ		34,881						1995		2035		○		1995		2035		82.5		0.0		同 ドウ		大飯2号 オオイゴウ		117.5		同 ドウ		29,190		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2014"年"2"月"14"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡4号 ハマオカゴウ		113.7		同 ドウ		34,213						1993		2033		○		1993		2033		113.7		0.0		四国電力 シコクデンリョク		伊方1号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		28,369		1977		2017		×		1977		2017				0.0		56.6

		2014"年"5"月"20"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		東海第二 トウカイダイニ		110		同 ドウ		28,795						1978		2018		×		1978		2018		0.0		110.0		同 ドウ		伊方2号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		30,011		1982		2022		×		1982		2022				0.0		56.6

		2014"年"6"月"10"日"		東北電力 トウホクデンリョク		東通1号 ヒガシツウゴウ		110		同 ドウ		38,687						2005		2045		○		2005		2045		110.0		0.0		九州電力 キュウシュウデンリョク		玄海2号 ゲンカイゴウ		55.9		同 ドウ		29,646		1981		2021		×		1981		2021				0.0		55.9

		2014"年"8"月"12"日"		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀2号 シガゴウ		135.8		同 ドウ		38,777						2006		2046		○		2006		2046		135.8		0.0		合計 ゴウケイ		19基		1858						2005		2045		631.8万kW								631.8		1226.5

		2014"年"12"月"16"日"		電源開発 デンゲンカイハツ		大間 オオマ		138.3		同 ドウ		未定（2008年着工） ミテイネンチャッコウ						2008		2048		○						138.3		0.0																										0.0

		2015"年"3"月"17"日"		関西電力 カンサイデンリョク		美浜3号 ミハマゴウ		82.6		加圧水型 カアツスイガタ		28,095						1976		2016		×		1976		2016		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜1号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,334						1974		2014		×		1974		2014		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜2号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,699						1975		2015		×		1975		2015		0		82.6																										0.0

		2015"年"6"月"16"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡3号 ハマオカゴウ		110		沸騰水型 フットウスイガタ		31,990						1987		2027		×		1987		2027		0		110.0																										0.0

		2015"年"11"月"5"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		敦賀2号 ツルガゴウ		116		加圧水型 カアツスイガタ		31,809						1987		2027		×		1987		2027		0		116.0

		合計 ゴウケイ				26基		2,637.3														1,561.6万kW						1561.6		1075.7																												2030年の残存電源（大間・島根除く）＝ ネンザンゾンデンゲンオオマシマネノゾ		1917.8		万kW マン

																																																										2030年の残存電源＝ ネンザンゾンデンゲン		2193.4		万kW マン





		※MMBtu/bbl=5.8				JCC		Brent		NBP		JLC※※		HH		JKM				HH
<spot>		NBP
<spot>		JCC

		2006		Jan		56.39		10.70		12.74		6.51		9.10										9.72

				Feb		61.10		10.67		10.21		7.02		7.50										10.53

				Mar		61.05		10.75		8.67		7.12		6.94										10.53

				Apr		61.31		11.70		7.34		6.70		7.33										10.57

				May		66.56		12.32		6.73		6.90		6.41										11.48

				Jun		67.82		11.94		7.00		7.09		6.40										11.69

				Jul		67.97		12.98		7.50		6.84		6.03										11.72

				Aug		71.84		13.09		6.71		7.23		7.07										12.39

				Sep		72.06		11.32		7.35		7.63		5.22										12.42

				Oct		64.45		10.26		9.11		7.20		6.55										11.11

				Nov		59.87		10.22		9.11		7.21		7.88										10.32

				Dec		58.61		10.79		7.87		7.35		7.26										10.11

		2007		Jan		60.58		9.46		5.81		7.10		6.67										10.44

				Feb		55.02		9.97		3.72		6.89		7.56										9.49

				Mar		57.09		10.59		3.91		6.86		7.18										9.84

				Apr		60.89		11.74		3.31		7.09		7.60										10.50

				May		65.82		11.43		4.51		7.22		7.81										11.35

				Jun		67.56		12.07		3.75		7.11		7.59										11.65

				Jul		69.48		12.98		5.85		7.25		6.40										11.98

				Aug		72.25		12.40		5.07		7.70		6.19										12.46

				Sep		71.14		13.00		6.52		7.90		6.07										12.27

				Oct		76.31		13.65		9.47		8.55		7.13										13.16

				Nov		81.25		15.80		10.85		9.14		7.81										14.01

				Dec		90.84		15.58		10.70		9.18		7.15										15.66

		2008		Jan		91.19		16.20		10.79		9.94		7.99						7.99		10.78		15.72

				Feb		92.88		15.72		9.79		10.46		8.57						8.54		9.88		16.01

				Mar		95.43		17.86		10.80		10.92		9.59						9.42		10.73		16.45

				Apr		101.12		18.36		12.02		11.42		10.29						10.18		12.07		17.43

				May		108.02		20.70		11.80		11.63		11.39						11.27		11.88		18.62

				Jun		121.93		22.59		13.37		12.07		12.78						12.69		13.29		21.02

				Jul		131.62		24.36		13.11		12.35		11.37						11.09		13.09		22.69

				Aug		135.15		20.01		10.52		13.25		8.33						8.26		10.56		23.30

				Sep		120.57		17.67		13.63		14.39		7.51						7.63		13.59		20.79

				Oct		102.56		14.00		12.56		14.55		6.75						6.74		12.61		17.68

				Nov		73.69		10.12		9.87		15.06		6.72						6.70		9.89		12.71

				Dec		54.88		7.57		8.52		13.35		5.79						5.83		8.65		9.46

		2009		Jan		43.17		7.90		8.46		12.65		5.11						5.24		8.44		7.44

				Feb		45.29		7.80		6.82		10.85		4.40						4.51		6.90		7.81

				Mar		44.40		7.60		4.58		9.62		4.03						3.96		4.57		7.66

				Apr		47.42		8.93		4.30		8.12		3.58						3.49		4.31		8.18

				May		52.26		9.64		4.27		7.40		3.91						3.83		4.26		9.01

				Jun		59.36		11.90		4.29		7.22		3.94						3.80		4.32		10.23

				Jul		69.91		10.93		3.75		7.50		3.55						3.39		3.71		12.05

				Aug		68.00		12.71		3.67		7.76		3.34						3.15		3.66		11.72

				Sep		73.00		11.78		3.95		8.26		3.28						2.99		3.96		12.59

				Oct		70.18		12.06		5.37		9.14		4.75						4.01		5.34		12.10

				Nov		74.76		13.38		5.12		9.33		4.55						3.68		5.12		12.89

				Dec		79.47		12.97		5.09		9.96		5.35						5.35		5.09		13.70

		2010		Jan		77.68		13.31		5.83		10.25		5.60						5.82		5.86		13.39

				Feb		78.90		12.85		5.37		10.34		5.23						5.33		5.38		13.60

				Mar		76.54		13.76		4.54		10.80		4.30						4.29		4.56		13.20

				Apr		79.87		14.74		4.83		10.81		4.08						4.02		4.86		13.77

				May		84.96		13.33		5.55		11.25		4.16						4.15		5.50		14.65

				Jun		79.67		13.04		6.27		10.47		4.78						4.80		6.23		13.74

				Jul		76.35		12.98		6.92		11.17		4.59						4.63		6.81		13.16

				Aug		74.70		13.30		6.21		11.21		4.22						4.32		6.25		12.88

				Sep		76.04		13.48		6.73		10.99		3.90						3.89		6.70		13.11

				Oct		77.26		14.39		7.50		10.90		3.60						3.43		7.48		13.32

				Nov		82.24		14.85		7.86		11.01		4.06						3.72		7.83		14.18

				Dec		86.22		15.86		9.18		10.93		4.27						4.24		9.14		14.87

		2011		Jan		91.84		16.69		8.84		11.55		4.50						4.49		8.83		15.83

				Feb		95.91		17.97		8.65		12.19		4.03						4.08		8.67		16.54

				Mar		103.06		19.75		9.78		12.56		4.07						3.97		9.84		17.77

				Apr		111.90		21.18		9.74		13.04		4.28						4.24		9.75		19.29

				May		118.70		19.74		9.36		13.55		4.34		13.02				4.31		9.24		20.47

				Jun		114.70		19.59		9.36		14.45		4.52		13.87				4.54		9.35		19.78

				Jul		113.45		20.07		8.88		15.98		4.35		14.16				4.42		9.03		19.56

				Aug		114.63		18.94		8.70		16.37		3.98		15.21				4.05		8.61		19.76

				Sep		110.63		18.99		9.95		16.32		3.85		16.93				3.90		9.92		19.07

				Oct		110.90		18.71		10.20		16.46		3.63		17.29				3.56		10.18		19.12

				Nov		109.41		19.04		9.94		16.83		3.55		17.37				3.22		9.97		18.86

				Dec		114.14		18.59		8.89		16.54		3.25		16.68				3.16		9.01		19.68

		2012		Jan		113.37		19.22		8.42		16.63		2.72		15.18				2.68		8.43		19.55

				Feb		116.35		20.48		9.28		16.39		2.53		14.80				2.51		9.21		20.06

				Mar		121.37		21.45		9.41		16.66		2.30		15.63				2.17		9.39		20.93

				Apr		126.91		20.76		9.35		16.68		2.05		16.60				1.95		9.38		21.88

				May		124.54		19.03		8.79		16.99		2.50		18.11				2.44		8.97		21.47

				Jun		115.38		16.54		8.46		17.22		2.50		16.73				2.45		8.38		19.89

				Jul		102.27		17.66		8.57		17.98		2.96		14.03				2.95		8.61		17.63

				Aug		103.10		19.40		8.86		17.80		2.81		13.19				2.84		8.85		17.78

				Sep		111.52		19.49		9.63		16.74		2.91		12.93				2.84		9.57		19.23

				Oct		115.57		19.22		10.44		15.44		3.50		13.16				3.32		10.42		19.93

				Nov		113.90		18.85		10.65		15.22		3.70		14.35				3.54		10.64		19.64

				Dec		113.07		18.83		10.77		15.70		3.44		16.67				3.34		10.76		19.49

		2013		Jan		111.96		19.32		10.65		16.32		3.36		18.21				3.43		10.65		19.30

				Feb		113.23		20.03		10.30		16.77		3.31		19.11				3.32		10.32		19.52

				Mar		115.64		18.86		10.48		16.42		3.78		16.40				3.82		10.50		19.94

				Apr		111.29		17.82		10.25		16.54		4.16		15.02				4.17		10.26		19.19

				May		106.56		17.77		9.91		16.50		4.08		14.39				4.05		9.91		18.37

				Jun		104.66		17.81		9.84		16.21		3.81		14.85				3.83		9.84		18.04

				Jul		104.70		18.48		9.96		16.32		3.64		15.98				3.62		9.75		18.05

				Aug		107.18		19.00		10.02		15.50		3.41		15.53				3.43		10.00		18.48

				Sep		111.04		19.17		10.48		15.05		3.61		15.46				3.61		10.46		19.14

				Oct		113.50		18.84		11.10		15.16		3.65		16.69				3.67		11.07		19.57

				Nov		112.75		18.60		11.41		15.66		3.65		18.47				3.63		11.40		19.44

				Dec		112.14		19.08		11.60		16.08		4.28		18.84				4.25		11.60		19.33

		2014		Jan		113.52		18.52		10.92		16.57		4.53		18.98				4.67		10.96		19.57

				Feb		110.95		18.74		9.78		16.65		5.17		19.47				5.94		9.80		19.12

				Mar		110.17		18.57		9.44		16.55		4.49		16.55				4.87		9.39		18.99

				Apr		109.49		18.64		8.42		16.80		4.61		14.94				4.63		8.39		18.87

				May		109.18		18.83		7.56		16.36		4.53		13.64				4.55		7.54		18.82

				Jun		110.02		19.29		6.85		16.15		4.59		12.14				4.57		6.85		18.96

				Jul		111.61		18.66		6.50		16.10		4.04		10.81				4.02		6.50		19.24

				Aug		110.53		17.83		7.07		15.87		3.90		11.43				3.88		7.03		19.06

				Sep		106.18		17.01		8.32		15.52		3.93		13.96				3.92		8.29		18.31

				Oct		100.72		15.18		8.75		15.85		3.80		13.89				3.77		8.74		17.37

				Nov		90.81		13.80		8.78		16.30		4.24		10.77				4.11		8.80		15.67

				Dec		78.91		10.91		8.48		15.67		3.49		10.02				3.56		8.46		13.61

		2015		Jan		63.36		8.62		7.07		15.00		2.95		8.86				2.98				10.92

				Feb		49.54		10.12		7.61		13.36		2.76		6.89				2.84				8.54

				Mar		54.78		9.84		7.04		12.25		2.75		7.56				2.80				9.44

				Apr		56.17		10.48		6.77		10.19		2.60		7.09				2.58				9.68

				May		59.37		11.33		6.53		8.82		2.86		7.46				2.84				10.24

				Jun		64.11		10.99		6.64		8.64		2.77		7.37				2.77				11.05

				Jul		63.78		9.82		6.69		8.89		2.80		7.76				2.83				11.00

				Aug		59.04		8.29		6.24		9.10		2.75		7.90				2.76				10.18

				Sep		51.25		8.39		6.30		9.57		2.64		7.09				2.64				8.84

				Oct		47.91		8.51		6.22		9.45		2.38		6.82				2.32				8.26

				Nov		47.50		7.95		5.75		8.99		2.28		7.48				2.08				8.19

				Dec		43.51		6.73		5.29		8.42		2.04		7.17		53.69		1.91				7.50

		2016		Jan				5.56						2.272		5.838
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				HH		JCC		JLC		JKM

				9.10		6.51		9.72

				7.50		7.02		10.53

				6.94		7.12		10.53

				7.33		6.70		10.57

				6.41		6.90		11.48

		2006		6.40		7.09		11.69

				6.03		6.84		11.72

				7.07		7.23		12.39

				5.22		7.63		12.42

				6.55		7.20		11.11

				7.88		7.21		10.32

				7.26		7.35		10.11

				6.67		10.44		7.10

				7.56		9.49		6.89

				7.18		9.84		6.86

				7.60		10.50		7.09

				7.81		11.35		7.22

		2007		7.59		11.65		7.11

				6.40		11.98		7.25

				6.19		12.46		7.70

				6.07		12.27		7.90

				7.13		13.16		8.55

				7.81		14.01		9.14

				7.15		15.66		9.18

				7.99		15.72		9.94

				8.54		16.01		10.46

				9.42		16.45		10.92

				10.18		17.43		11.42

				11.27		18.62		11.63

		2008		12.69		21.02		12.07

				11.09		22.69		12.35

				8.26		23.30		13.25

				7.63		20.79		14.39

				6.74		17.68		14.55

				6.70		12.71		15.06

				5.83		9.46		13.35

				5.11		7.44		12.65

				4.40		7.81		10.85

				4.03		7.66		9.62

				3.58		8.18		8.12

				3.91		9.01		7.40

		2009		3.94		10.23		7.22

				3.55		12.05		7.50

				3.34		11.72		7.76

				3.28		12.59		8.26

				4.75		12.10		9.14

				4.55		12.89		9.33

				5.35		13.70		9.96

				5.82		13.39		10.25

				5.33		13.60		10.34

				4.29		13.20		10.80

				4.02		13.77		10.81

				4.15		14.65		11.25

		2010		4.80		13.74		10.47

				4.63		13.16		11.17

				4.32		12.88		11.21

				3.89		13.11		10.99

				3.43		13.32		10.90

				3.72		14.18		11.01

				4.24		14.87		10.93

				4.49		15.83		11.55

				4.08		16.54		12.19

				3.97		17.77		12.56

				4.24		19.29		13.04

				4.31		20.47		13.55		13.02

		2011		4.54		19.78		14.45		13.87

				4.42		19.56		15.98		14.16

				4.05		19.76		16.37		15.21

				3.90		19.07		16.32		16.93

				3.56		19.12		16.46		17.29

				3.22		18.86		16.83		17.37

				3.16		19.68		16.54		16.68

				2.68		19.55		16.63		15.18

				2.51		20.06		16.39		14.80

				2.17		20.93		16.66		15.63

				1.95		21.88		16.68		16.60

				2.44		21.47		16.99		18.11

		2012		2.45		19.89		17.22		16.73

				2.95		17.63		17.98		14.03

				2.84		17.78		17.80		13.19

				2.84		19.23		16.74		12.93

				3.32		19.93		15.44		13.16

				3.54		19.64		15.22		14.35

				3.34		19.49		15.70		16.67

				3.43		19.30		16.32		18.21

				3.32		19.52		16.77		19.11

				3.82		19.94		16.42		16.40

				4.17		19.19		16.54		15.02

		2013		4.05		18.37		16.50		14.39

				3.83		18.04		16.21		14.85

				3.62		18.05		16.32		15.98

				3.43		18.48		15.50		15.53

				3.61		19.14		15.05		15.46

				3.67		19.57		15.16		16.69

				3.63		19.44		15.66		18.47

				4.25		19.33		16.08		18.84

				4.672		19.57		16.57		18.98

				5.944		19.12		16.65		19.47

				4.873		18.99		16.55		16.55

				4.631		18.87		16.80		14.94

				4.555		18.82		16.36		13.64

		2014		4.570		18.96		16.15		12.14

				4.022		19.24		16.10		10.81

				3.883		19.06		15.87		11.43

				3.923		18.31		15.52		13.96

				3.775		17.37		15.85		13.89

				4.115		15.67		16.30		10.77

				3.555		13.61		15.67		10.02

				2.980		10.92		15.00		8.86

				2.842		8.54		13.36		6.89

				2.801		9.44		12.25		7.56

				2.581		9.68		10.19		7.09

				2.841		10.24		8.82		7.46

		2015		2.770		11.05		8.64		7.37

				2.829		11.00		8.89		7.76

				2.763		10.18		9.10		7.90

				2.644		8.84		9.57		7.09

				2.315		8.26		9.45		6.82

				2.075		8.19		8.99		7.48

				1.907		7.50		8.42		7.17

		2016		2.272						5.838

		IEA見通し ミトオ

				原油価格
（ドル／バーレル） ゲンユカカク		天然ガス
（ドル／MMBtu） テンネン		JLC
（ドル／MMBtu）

		2014		97		4.4		16.2

		2020		80		4.7		11.0

		2030		113		6.2		13.0

		2040		128		7.5		14.1

		原油価格 ゲンユカカク

				2010		2015※		2020		2030		2040

		IEA WEO2015 （実質） ジッシツ				54		80		113		128		レファレンスケース

		IEEJ（実質） ジッシツ				54		75		100		125		レファレンスケース

		IEEJ（名目） メイモク				105		84		137		209		レファレンスケース

		EIA		83				97		119		141		レファレンスケース

		天然ガス（日本） テンネンニホン

		IEA				2014		2020		2030		2040

		IEEJ				16.2		11.0		13.0		14.1

		IEEJ（実質） ジッシツ				16.3		10.7		12.8		14.1

		IEEJ（名目） メイモク				16.3		12.0		17.6		23.6
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				石炭		石油		天然ガス		原子力		水力		その他

		日本		27.4		8.8		27.4		26		7.4		3.1

		アメリカ		45.8		1.1		23.4		19.3		6		4.4

		中国		77.6		0.3		2		1.7		17		1.4

		インド		68		2.8		12.3		2.7		11.9		2.3

		ロシア		16		0.9		50.2		16.4		16.1		0.4

		ドイツ		44		1.3		14		22.6		3.3		14.8

		フランス		4.7		1		4.2		75.9		11		3.2

		ブラジル		2.2		3.1		7.1		2.8		78.2		6.6

		世界計		40.6		4.6		22.2		12.9		16		3.7





		



石炭

石油

天然ガス

原子力

水力

その他
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日本政府の電源ミックスの問題点

・政府決定の2030年の電源構成
原子力：20～22％、
再生エネ：22～24％

（水力9％、地熱1％、バイオ4％、太陽光7％、風力2％）、
火力：56％（LNG27％、石炭26％、石油3％）
コジェネ1190億kWh（11～12％）

・二重の意味で公約違反
（1）「原発依存度を可能な限り低減する」に反する

「40年廃炉」ではなく「60年廃炉」を事実上原則化
（2）「再生エネルギーを最大限導入する」に反する

2009年の麻生内閣方針（2020年に再生エネ電源20％）より後退

今回の環境省試算（中位で再生エネ30％強）と大きく齟齬

・原子力15％、再生30％、火力40％、 コジェネ15％とすべき



10

エネルギー・環境政策の長期的課題

・矛盾する二つの閣議決定

電源ミックス2030年「56％火力」⇔

地球温暖化対策2050年GHG80％削減」

50年を語らない経産省vs30年を語らない環境省

・50年からのバックキャスト

CCSの準備を本格化する必要

二国間クレジットを推進するべき



11

柏崎刈羽原発問題から始まる激動

□新潟県知事選挙のインパクト
・2016.7鹿児島県知事選と2016.10新潟県知事選の違い
・2014.2東京都知事選挙と2016.10新潟県知事選挙の違い
・原油価格低落と「凧揚げ地帯」方式

■東京電力による柏崎刈羽原発再稼働はありえない
・福島第1廃炉国民負担の前提は東電の徹底的なリストラ
・新総合特別事業計画の生命線は柏崎刈羽原発の再稼働
・東電の手では再稼働しない→東北電力＋日本原電？
・東電は火力発電所も売却する
・それでも、東電はネットワーク／小売会社として生き残れる
・卸電力取引所への「玉出し」
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エネルギー価格動向ドル／MMBtu※

※ MMBtu／バーレル＝5.800で計算
※※ JLC＝日本輸入LNG平均CIF価格 出所：ICE、EIA、財務省通関統計


Graph1

		2006		2006		2006		2006		2006

				7.5037		7.0197063595		10.2056878889		10.6708812261

				6.9441904762		7.1206226077		8.6722366957		10.7492816092

				7.3316470588		6.7031331825		7.3426824737		11.7025862069

				6.4089473684		6.8999571715		6.7268676364		12.3229064039

				6.3976363636		7.0870216162		6.997774		11.9369905956

				6.0274705882		6.8441232569		7.50032835		12.9764890282

				7.0674285714		7.2325503419		6.7079281364		13.0852011494

				5.2229473684		7.6331247007		7.35138305		11.319137931

				6.54945		7.202021922		9.1074271364		10.2617554859

				7.88145		7.2075448745		9.1095920909		10.2225705329

				7.2599444444		7.3543631451		7.8727802632		10.7937931034

		2007		2007		2007		2007		2007

				7.5586111111		6.89288224		3.7176826		9.9722222222

				7.1768		6.8631080824		3.9060017727		10.5918495298

				7.6049444444		7.0862207822		3.3105962		11.7406130268

				7.8101		7.2195065364		4.5108647273		11.4275862069

				7.5935263158		7.1127765695		3.7529719524		12.069137931

				6.3975454545		7.2543890185		5.8523802727		12.9764890282

				6.193		7.6980266528		5.0734485909		12.4027298851

				6.0696111111		7.9047484115		6.5234202632		12.9971264368

				7.132952381		8.5501277252		9.4708954545		13.6545977011

				7.80595		9.1354284697		10.8503075952		15.7973354232

				7.1503888889		9.1825050104		10.7042580556		15.5772413793

		2008		2008		2008		2008		2008

				8.5724210526		10.457502045		9.786009		15.72

				9.5880555556		10.9226541196		10.8011804211		17.8550287356

				10.2881090909		11.4219105787		12.0238826667		18.3603448276

				11.3943		11.6257487114		11.7974577368		20.6992163009

				12.7845714286		12.0712002228		13.37255175		22.59

				11.3673809524		12.3470180624		13.1116115455		24.363362069

				8.3331052632		13.2471258385		10.5228848421		20.0117241379

				7.5075		14.3856322798		13.6342965238		17.6652037618

				6.75475		14.5472040411		12.5565425455		14.0043103448

				6.719125		15.0557269838		9.87067565		10.1216475096

				5.79255		13.35		8.5150486667		7.5699712644

		2009		2009		2009		2009		2009

				4.4024444444		10.85		6.8218843684		7.8

				4.0266		9.6154135298		4.5753688095		7.6

				3.5796315789		8.1190115825		4.2974647368		8.93

				3.9142105263		7.4		4.2653624444		9.64

				3.9414		7.22		4.2932393333		11.9

				3.5492		7.5		3.7517668636		10.93

				3.3374210526		7.76		3.6719396842		12.71

				3.284		8.26		3.954800619		11.78

				4.7522		9.14		5.3672548143		12.06

				4.5513529412		9.33		5.115876185		13.38

				5.3457619048		9.96		5.0947039773		12.97

		2010		2010		2010		2010		2010

				5.2267		10.3416663429		5.36756998		12.848362069

				4.3010869565		10.7994262754		4.541240387		13.7612443778

				4.0837272727		10.8098923898		4.8328253682		14.744200627

				4.162952381		11.25		5.5509751333		13.3305418719

				4.7837727273		10.47		6.2670100864		13.0380094044

				4.5943636364		11.1672923172		6.9160634045		12.9751567398

				4.2178181818		11.2061524204		6.2060025682		13.301645768

				3.8986818182		10.9855359007		6.72710085		13.4781347962

				3.5996190476		10.8972919812		7.5040626048		14.3935139573

				4.0565454545		11.01		7.8572477318		14.8547021944

				4.273173913		10.93		9.1801278522		15.8648425787

		2011		2011		2011		2011		2011

				4.02755		12.1857505298		8.650478785		17.9671551724

				4.0692173913		12.5611555386		9.7781754304		19.7455772114

				4.2783333333		13.0409134739		9.739957619		21.1807060755

				4.3444090909		13.55		9.3591586909		19.744200627

				4.5160454545		14.4508574591		9.3599822136		19.5948275862

				4.3512380952		15.98		8.8819879048		20.0698686371

				3.9835652174		16.37		8.6987481261		18.9416041979

				3.8531818182		16.32		9.9533951455		18.9876175549

				3.63		16.4642409523		10.2025334762		18.7054187192

				3.5532727273		16.8328346096		9.9440981045		19.0445924765

				3.2458636364		16.5353293919		8.8892410045		18.5912225705

		2012		2012		2012		2012		2012

				2.5334761905		16.3882989456		9.2755549476		20.4750410509

				2.2955909091		16.6636122852		9.4148747727		21.4528213166

				2.0501428571		16.6754046828		9.3497673429		20.7581280788

				2.4966521739		16.9854948853		8.7930659522		19.0313343328

				2.4982380952		17.2186251252		8.4633649571		16.5393267652

				2.9602727273		17.9821530464		8.5699305455		17.6576802508

				2.8052173913		17.8		8.8579784		19.3957271364

				2.9118		16.735716453		9.63309536		19.4930172414

				3.4995652174		15.44		10.4448172478		19.2215142429

				3.6971363636		15.2226653425		10.6475871045		18.8547805643

				3.4394761905		15.7		10.7705911476		18.8257799672

		2013		2013		2013		2013		2013

				3.30615		16.77		10.30495754		20.0262931034

				3.7775238095		16.4183324705		10.4795146476		18.8596059113

				4.1611818182		16.537727561		10.2468406591		17.823354232

				4.0753478261		16.5041563331		9.9076934957		17.7713643178

				3.8062		16.2138548723		9.83951036		17.8079310345

				3.6433913043		16.322468117		9.9627552087		18.4791604198

				3.4126818182		15.5010265341		10.0182604682		19.0035266458

				3.612		15.05		10.4812519048		19.1740558292

				3.6543043478		15.1596879377		11.096518713		18.8443028486

				3.6519047619		15.66		11.4070475095		18.5975369458

				4.2847727273		16.08		11.5990537727		19.082523511

		2014		2014		2014		2014		2014

				5.16535		16.65		9.780060665		18.7390517241

				4.4858571429		16.55		9.4369445952		18.5735632184

				4.6144545455		16.8		8.4190085909		18.6365987461

				4.5296818182		16.36		7.5595601818		18.8253918495

				4.5938095238		16.15		6.8534105524		19.289819376

				4.0413043478		16.1		6.4965749174		18.6622938531

				3.9014285714		15.87		7.0653764429		17.828817734

				3.9273181818		15.52		8.3246236409		17.0105015674

				3.7984782609		15.85		8.7536900783		15.1783358321

				4.24055		16.3		8.784534395		13.7996551724

				3.4939130435		15.67		8.4792677565		10.9117691154

		2015		2015		2015		2015		2015

				2.7574		13.3560952071		7.6149991621		10.1225862069

				2.7469090909		12.246295858		7.0403658088		9.8358934169

				2.5968636364		10.19		6.7725659404		10.4759404389

				2.8574285714		8.8234112341		6.5317314972		11.3300492611

				2.7692272727		8.6419830953		6.6374653935		10.99169279

				2.8046086957		8.893789534		6.6865738367		9.8224887556

				2.7534761905		9.1016178901		6.2375812112		8.2941707718

				2.6396363636		9.5669396615		6.3013856179		8.3898902821

				2.3835454545		9.4473438746		6.2224144969		8.5142633229

				2.279047619		8.99		5.7539486444		7.9540229885

				2.0428695652		8.4193851223		5.2885539794		6.7257121439

		2016		2016		2016		2016		2016



JCC

HH

JLC※※

NBP
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9.095

6.5126756297

12.7401

10.7032758621

6.6741

7.1036282384

5.8078902857

9.4615987461

7.9883157895

9.94

10.7918496

16.1985893417

5.1116842105

12.6459520851

8.4578390476

7.9

5.602

10.2512554909

5.8253214905

13.305090312

4.4974285714

11.5531399548

8.8370734333

16.6857142857

2.7188636364

16.63

8.4248854227

19.2163009404

3.3593913043

16.3187261165

10.6465742217

19.321814093

4.5286521739

16.57

10.9184655261

18.5209145427

2.9458181818

15

7.0730044402

8.6162225705

5.5573891626



電力需要

				【エネルギー白書第214-1-1】電灯電力使用電力量の推移 ハクショ

										（十億kWh） ジュウオク		（億kWh） オク

				年度		電灯		電力計		電灯電力計		電力需要
（電灯電力計×係数） デンリョクジュヨウデントウデンリョクケイケイスウ

				2000		255		603		858		9487.097

						254		590		844		9334.515

						263		599		863		9540.769

						260		599		858		9488.683

						273		620		892		9863.293

				2005		281		637		918		10152.542

						278		649		927		10250.677

						290		670		960		10610.227

						285		640		926		10232.568

						285		612		897		9913.764

				2010		304		627		931		10294.000

				平均値 ヘイキンチ								9924.376

										ソース：エネルギー白書（電力調査統計月報）

										電灯電力計÷電力需要（長期エネルギー見通し）＝ デントウデンリョクケイデンリョクジュヨウチョウキミトオ		11.0562236306073		（係数） ケイスウ





電源構成

				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン		あるべき姿 スガタ				2001－10年平均 ネンヘイキン		2030年 ネン

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9808		9808				26.7948		20.5968

		原子力 ゲンシリョク		27%		21%		15%				10.9164		22.5584

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		11%		23%		30%				26.7948		26.4816

		LNG		27%		27%		20%				23.8176		25.5008

		石炭 セキタン		24%		26%		10%				10.9164		2.9424

		石油 セキユ		11%		3%		10%				99.24

		コジェネ		0%		0%		15%

		グラフ用 ヨウ

				2001-2010年平均 ネンヘイキン		政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9,924		9,808		9,808

		原子力 ゲンシリョク		2,679		2,060		1,471

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		1,092		2,256		2,942

		LNG		2,679		2,648		1,962

		石炭 セキタン		2,382		2,550		981

		石油 セキユ		1,092		294		981

		コジェネ		0		0		1,471

				9,924		9,808		9,808

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		21%		15%

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		23%		30%

		火力 カリョク		44%		40%

		コジェネ		12%		15%

				100%		100%

				政府決定の2030年の電源構成 セイフケッテイネンデンゲンコウセイ		あるべき姿 スガタ

		電力需要 デンリョクジュヨウ		9808		9808

		原子力 ゲンシリョク		2059.68		1471.2

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		2255.84		2942.4

		火力 カリョク		4315.52		3923.2

		コジェネ		1176.96		1471.2



グラフ調整のため
12％→11％へ



電源構成

		



電力需要



1次エネルギー構成

		



原子力

再生可能エネルギー

LNG

石炭

石油

原子力 20-22％

原子力20-22％

再生エネ 22-24％

再生エネ 22-24％

LNG 27％

LNG 27％

石炭24％

石炭 26％

石油 12％

石油 3％



原発

		



原子力

再生可能エネルギー

火力

コジェネ

原子力 20-22％

原子力 15％

再生エネ 22-24％

再生エネ 30％

火力 44-45％

火力 40％

コジェネ 11-12％
（1,190億kWh）

コジェネ 15%
（1,471億kWh）



Price Data

				2013年 ネン		2030年 ネン				2013年 ネン		2030年 ネン

		原子力 ゲンシリョク		0.4		10.5		原子力 ゲンシリョク		0.01444		0.3423

		再生可能エネルギー サイセイカノウ		8		13.5		再生可能エネルギー サイセイカノウ		0.2888		0.4401

		天然ガス テンネン		24		19		天然ガス テンネン		0.8664		0.6194

		石炭 セキタン		25		25		石炭 セキタン		0.9025		0.815

		石油 セキユ		40		30		石油 セキユ		1.444		0.978

		LPG		3		3		LPG		0.1083		0.0978

				3.61		3.26





Price Data

		



原子力

再生可能エネルギー

天然ガス

石炭

石油

LPG

1次エネルギー構成



価格見通し

		



2013年



主要国

		



2030年



		



原子力

再生可能エネルギー

天然ガス

石炭

石油

LPG

原子力 0.4％

原子力 10-11％

再生エネ 8％

再生エネ 13-14％

天然ガス 24％

天然ガス 19％

石炭 25％

石炭 25％

石油 40％

石油 30%

LGP 3%

LPG 3%



		新規制基準適合性に係る申請状況（2016年2月3日現在） シンキセイキジュンテキゴウセイカカシンセイジョウキョウネンガツニチゲンザイ																														未申請 ミシンセイ

		再稼働申請日 サイカドウシンセイビ		会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		安全審査合格 アンゼンシンサゴウカク		再稼働 サイカドウ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ										会社名 カイシャメイ		原子炉 ゲンシロ		出力（万kW） シュツリョクマン		タイプ		運転開始 ウンテンカイシ		運開 ウンカイ		廃炉 ハイロ		2030年末
稼働状況 ネンマツカドウジョウキョウ

		2013"年"7"月"8"日"		北海道電力 ホッカイドウデンリョク		泊1号 トマゴウ		57.9		加圧水型 カアツスイガタ		32,660						1989		2029		×		1989		2029		0		57.9		東北電力 トウホクデンリョク		女川1号 オナガワゴウ		52.4		沸騰水型 フットウスイガタ		30,834		1984		2024		×		1984		2024				0		52.4

		同 ドウ		同 ドウ		泊2号 トマゴウ		57.9		同 ドウ		33,329						1991		2031		○		1991		2031		57.9		0.0		同 ドウ		女川3号 オナガワ		82.5		同 ドウ		37,257		2002		2042		○		2002		2042				82.5		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		泊3号 トマゴウ		91.2		同 ドウ		40,148						2009		2049		○		2009		2049		91.2		0.0		東京電力 トウキョウデンリョク		福島第2－1号 フクシマダイ		110		同 オナ		30,042		1982		2022		×		1982		2022				0.0		110.0

		同 ドウ		関西電力 カンサイデンリョク		大飯3号 オオイゴウ		118		同 ドウ		33,573						1991		2031		○		1991		2031		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－2号 フクシマダイ		110		同 ドウ		30,713		1984		2024		×		1984		2024				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		大飯4号 オオイゴウ		118		同 ドウ		34,001						1993		2033		○		1993		2033		118.0		0.0		同 ドウ		福島第2－3号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,199		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜3号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,048		42,036		42,401		1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		福島第2－4号 フクシマダイ		110		同 ドウ		31,990		1987		2027		×		1987		2027				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜4号 タカハマゴウ		87		同 ドウ		31,199		42,036				1985		2025		×		1985		2025		0.0		87.0		同 ドウ		柏崎刈羽1号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		31,291		1985		2025		×		1985		2025				0.0		110.0

		同 ドウ		四国電力 シコクデンリョク		伊方3号 イカタゴウ		89		同 ドウ		34,669		42,186				1994		2034		○		1994		2034		89.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽2号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		33,117		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		九州電力 キュウシュウデンリョク		川内1号 センダイゴウ		89		同 ドウ		30,864		41,883		42,217		1984		2024		×		1984		2024		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽3号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,182		1993		2033		○		1993		2033				110.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		川内2号 センダイゴウ		89		同 ドウ		31,352		41,883		42,278		1985		2025		×		1985		2025		0.0		89.0		同 ドウ		柏崎刈羽4号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		34,547		1994		2034		○		1994		2034				110.0		0.0

		2013"年"7"月"12"日"		同 ドウ		玄海3号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		34,394						1994		2034		○		1994		2034		118.0		0.0		同 ドウ		柏崎刈羽5号 カシワザキカリワ		110		同 ドウ		32,964		1990		2030		×		1990		2030				0.0		110.0

		同 ドウ		同 ドウ		玄海4号 ゲンカイゴウ		118		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		118.0		0.0		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根3号 シマネゴウ		137.3		同 ドウ		未定（2005年着工） ミテイネンチャッコウ		2005		2045		○		2005		2045				137.3		0.0

		2013"年"9"月"27"日"		東京電力 トウキョウデンリョク		柏崎刈羽6号 カシワザキカリワゴウ		135.6		沸騰水型 フットウスイガタ		35,370						1996		2036		○		1996		2036		135.6		0.0		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡5号 ハマオカゴウ		138		同 ドウ		38,353		2005		2045		○		2005		2045				138.0		0.0

		同 ドウ		同 ドウ		柏崎刈羽7号 カシワザキカリワゴウ		135.6		同 ドウ		35,612						1997		2037		○		1997		2037		135.6		0.0		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀1号 シガゴウ		54		同 ドウ		34,151		1993		2033		○		1993		2033				54.0		0.0

		2013"年"12"月"25"日"		中国電力 チュウゴクデンリョク		島根2号 シマネゴウ		82		同 ドウ		32,540						1989		2029		×		1989		2029		0.0		82.0		関西電力 カンサイデンリョク		大飯1号 オオイゴウ		117.5		加圧水型 カアツスイガタ		28,915		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2013"年"12"月"27"日"		東北電力 トウホクデンリョク		女川2号 オナガワゴウ		82.5		同 ドウ		34,881						1995		2035		○		1995		2035		82.5		0.0		同 ドウ		大飯2号 オオイゴウ		117.5		同 ドウ		29,190		1979		2019		×		1979		2019				0.0		117.5

		2014"年"2"月"14"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡4号 ハマオカゴウ		113.7		同 ドウ		34,213						1993		2033		○		1993		2033		113.7		0.0		四国電力 シコクデンリョク		伊方1号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		28,369		1977		2017		×		1977		2017				0.0		56.6

		2014"年"5"月"20"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		東海第二 トウカイダイニ		110		同 ドウ		28,795						1978		2018		×		1978		2018		0.0		110.0		同 ドウ		伊方2号 イカタゴウ		56.6		同 ドウ		30,011		1982		2022		×		1982		2022				0.0		56.6

		2014"年"6"月"10"日"		東北電力 トウホクデンリョク		東通1号 ヒガシツウゴウ		110		同 ドウ		38,687						2005		2045		○		2005		2045		110.0		0.0		九州電力 キュウシュウデンリョク		玄海2号 ゲンカイゴウ		55.9		同 ドウ		29,646		1981		2021		×		1981		2021				0.0		55.9

		2014"年"8"月"12"日"		北陸電力 ホクリクデンリョク		志賀2号 シガゴウ		135.8		同 ドウ		38,777						2006		2046		○		2006		2046		135.8		0.0		合計 ゴウケイ		19基		1858						2005		2045		631.8万kW								631.8		1226.5

		2014"年"12"月"16"日"		電源開発 デンゲンカイハツ		大間 オオマ		138.3		同 ドウ		未定（2008年着工） ミテイネンチャッコウ						2008		2048		○						138.3		0.0																										0.0

		2015"年"3"月"17"日"		関西電力 カンサイデンリョク		美浜3号 ミハマゴウ		82.6		加圧水型 カアツスイガタ		28,095						1976		2016		×		1976		2016		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜1号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,334						1974		2014		×		1974		2014		0		82.6																										0.0

		同 ドウ		同 ドウ		高浜2号 タカハマゴウ		82.6		同 ドウ		27,699						1975		2015		×		1975		2015		0		82.6																										0.0

		2015"年"6"月"16"日"		中部電力 チュウブデンリョク		浜岡3号 ハマオカゴウ		110		沸騰水型 フットウスイガタ		31,990						1987		2027		×		1987		2027		0		110.0																										0.0

		2015"年"11"月"5"日"		日本原子力発電 ニホンゲンシリョクハツデン		敦賀2号 ツルガゴウ		116		加圧水型 カアツスイガタ		31,809						1987		2027		×		1987		2027		0		116.0

		合計 ゴウケイ				26基		2,637.3														1,561.6万kW						1561.6		1075.7																												2030年の残存電源（大間・島根除く）＝ ネンザンゾンデンゲンオオマシマネノゾ		1917.8		万kW マン

																																																										2030年の残存電源＝ ネンザンゾンデンゲン		2193.4		万kW マン





		※MMBtu/bbl=5.8				JCC		Brent		NBP		JLC※※		HH		JKM				HH
<spot>		NBP
<spot>		JCC

		2006		Jan		56.39		10.70		12.74		6.51		9.10										9.72

				Feb		61.10		10.67		10.21		7.02		7.50										10.53

				Mar		61.05		10.75		8.67		7.12		6.94										10.53

				Apr		61.31		11.70		7.34		6.70		7.33										10.57

				May		66.56		12.32		6.73		6.90		6.41										11.48

				Jun		67.82		11.94		7.00		7.09		6.40										11.69

				Jul		67.97		12.98		7.50		6.84		6.03										11.72

				Aug		71.84		13.09		6.71		7.23		7.07										12.39

				Sep		72.06		11.32		7.35		7.63		5.22										12.42

				Oct		64.45		10.26		9.11		7.20		6.55										11.11

				Nov		59.87		10.22		9.11		7.21		7.88										10.32

				Dec		58.61		10.79		7.87		7.35		7.26										10.11

		2007		Jan		60.58		9.46		5.81		7.10		6.67										10.44

				Feb		55.02		9.97		3.72		6.89		7.56										9.49

				Mar		57.09		10.59		3.91		6.86		7.18										9.84

				Apr		60.89		11.74		3.31		7.09		7.60										10.50

				May		65.82		11.43		4.51		7.22		7.81										11.35

				Jun		67.56		12.07		3.75		7.11		7.59										11.65

				Jul		69.48		12.98		5.85		7.25		6.40										11.98

				Aug		72.25		12.40		5.07		7.70		6.19										12.46

				Sep		71.14		13.00		6.52		7.90		6.07										12.27

				Oct		76.31		13.65		9.47		8.55		7.13										13.16

				Nov		81.25		15.80		10.85		9.14		7.81										14.01

				Dec		90.84		15.58		10.70		9.18		7.15										15.66

		2008		Jan		91.19		16.20		10.79		9.94		7.99						7.99		10.78		15.72

				Feb		92.88		15.72		9.79		10.46		8.57						8.54		9.88		16.01

				Mar		95.43		17.86		10.80		10.92		9.59						9.42		10.73		16.45

				Apr		101.12		18.36		12.02		11.42		10.29						10.18		12.07		17.43

				May		108.02		20.70		11.80		11.63		11.39						11.27		11.88		18.62

				Jun		121.93		22.59		13.37		12.07		12.78						12.69		13.29		21.02

				Jul		131.62		24.36		13.11		12.35		11.37						11.09		13.09		22.69

				Aug		135.15		20.01		10.52		13.25		8.33						8.26		10.56		23.30

				Sep		120.57		17.67		13.63		14.39		7.51						7.63		13.59		20.79

				Oct		102.56		14.00		12.56		14.55		6.75						6.74		12.61		17.68

				Nov		73.69		10.12		9.87		15.06		6.72						6.70		9.89		12.71

				Dec		54.88		7.57		8.52		13.35		5.79						5.83		8.65		9.46

		2009		Jan		43.17		7.90		8.46		12.65		5.11						5.24		8.44		7.44

				Feb		45.29		7.80		6.82		10.85		4.40						4.51		6.90		7.81

				Mar		44.40		7.60		4.58		9.62		4.03						3.96		4.57		7.66

				Apr		47.42		8.93		4.30		8.12		3.58						3.49		4.31		8.18

				May		52.26		9.64		4.27		7.40		3.91						3.83		4.26		9.01

				Jun		59.36		11.90		4.29		7.22		3.94						3.80		4.32		10.23

				Jul		69.91		10.93		3.75		7.50		3.55						3.39		3.71		12.05

				Aug		68.00		12.71		3.67		7.76		3.34						3.15		3.66		11.72

				Sep		73.00		11.78		3.95		8.26		3.28						2.99		3.96		12.59

				Oct		70.18		12.06		5.37		9.14		4.75						4.01		5.34		12.10

				Nov		74.76		13.38		5.12		9.33		4.55						3.68		5.12		12.89

				Dec		79.47		12.97		5.09		9.96		5.35						5.35		5.09		13.70

		2010		Jan		77.68		13.31		5.83		10.25		5.60						5.82		5.86		13.39

				Feb		78.90		12.85		5.37		10.34		5.23						5.33		5.38		13.60

				Mar		76.54		13.76		4.54		10.80		4.30						4.29		4.56		13.20

				Apr		79.87		14.74		4.83		10.81		4.08						4.02		4.86		13.77

				May		84.96		13.33		5.55		11.25		4.16						4.15		5.50		14.65

				Jun		79.67		13.04		6.27		10.47		4.78						4.80		6.23		13.74

				Jul		76.35		12.98		6.92		11.17		4.59						4.63		6.81		13.16

				Aug		74.70		13.30		6.21		11.21		4.22						4.32		6.25		12.88

				Sep		76.04		13.48		6.73		10.99		3.90						3.89		6.70		13.11

				Oct		77.26		14.39		7.50		10.90		3.60						3.43		7.48		13.32

				Nov		82.24		14.85		7.86		11.01		4.06						3.72		7.83		14.18

				Dec		86.22		15.86		9.18		10.93		4.27						4.24		9.14		14.87

		2011		Jan		91.84		16.69		8.84		11.55		4.50						4.49		8.83		15.83

				Feb		95.91		17.97		8.65		12.19		4.03						4.08		8.67		16.54

				Mar		103.06		19.75		9.78		12.56		4.07						3.97		9.84		17.77

				Apr		111.90		21.18		9.74		13.04		4.28						4.24		9.75		19.29

				May		118.70		19.74		9.36		13.55		4.34		13.02				4.31		9.24		20.47

				Jun		114.70		19.59		9.36		14.45		4.52		13.87				4.54		9.35		19.78

				Jul		113.45		20.07		8.88		15.98		4.35		14.16				4.42		9.03		19.56

				Aug		114.63		18.94		8.70		16.37		3.98		15.21				4.05		8.61		19.76

				Sep		110.63		18.99		9.95		16.32		3.85		16.93				3.90		9.92		19.07

				Oct		110.90		18.71		10.20		16.46		3.63		17.29				3.56		10.18		19.12

				Nov		109.41		19.04		9.94		16.83		3.55		17.37				3.22		9.97		18.86

				Dec		114.14		18.59		8.89		16.54		3.25		16.68				3.16		9.01		19.68

		2012		Jan		113.37		19.22		8.42		16.63		2.72		15.18				2.68		8.43		19.55

				Feb		116.35		20.48		9.28		16.39		2.53		14.80				2.51		9.21		20.06

				Mar		121.37		21.45		9.41		16.66		2.30		15.63				2.17		9.39		20.93

				Apr		126.91		20.76		9.35		16.68		2.05		16.60				1.95		9.38		21.88

				May		124.54		19.03		8.79		16.99		2.50		18.11				2.44		8.97		21.47

				Jun		115.38		16.54		8.46		17.22		2.50		16.73				2.45		8.38		19.89

				Jul		102.27		17.66		8.57		17.98		2.96		14.03				2.95		8.61		17.63

				Aug		103.10		19.40		8.86		17.80		2.81		13.19				2.84		8.85		17.78

				Sep		111.52		19.49		9.63		16.74		2.91		12.93				2.84		9.57		19.23

				Oct		115.57		19.22		10.44		15.44		3.50		13.16				3.32		10.42		19.93

				Nov		113.90		18.85		10.65		15.22		3.70		14.35				3.54		10.64		19.64

				Dec		113.07		18.83		10.77		15.70		3.44		16.67				3.34		10.76		19.49

		2013		Jan		111.96		19.32		10.65		16.32		3.36		18.21				3.43		10.65		19.30

				Feb		113.23		20.03		10.30		16.77		3.31		19.11				3.32		10.32		19.52

				Mar		115.64		18.86		10.48		16.42		3.78		16.40				3.82		10.50		19.94

				Apr		111.29		17.82		10.25		16.54		4.16		15.02				4.17		10.26		19.19

				May		106.56		17.77		9.91		16.50		4.08		14.39				4.05		9.91		18.37

				Jun		104.66		17.81		9.84		16.21		3.81		14.85				3.83		9.84		18.04

				Jul		104.70		18.48		9.96		16.32		3.64		15.98				3.62		9.75		18.05

				Aug		107.18		19.00		10.02		15.50		3.41		15.53				3.43		10.00		18.48

				Sep		111.04		19.17		10.48		15.05		3.61		15.46				3.61		10.46		19.14

				Oct		113.50		18.84		11.10		15.16		3.65		16.69				3.67		11.07		19.57

				Nov		112.75		18.60		11.41		15.66		3.65		18.47				3.63		11.40		19.44

				Dec		112.14		19.08		11.60		16.08		4.28		18.84				4.25		11.60		19.33

		2014		Jan		113.52		18.52		10.92		16.57		4.53		18.98				4.67		10.96		19.57

				Feb		110.95		18.74		9.78		16.65		5.17		19.47				5.94		9.80		19.12

				Mar		110.17		18.57		9.44		16.55		4.49		16.55				4.87		9.39		18.99

				Apr		109.49		18.64		8.42		16.80		4.61		14.94				4.63		8.39		18.87

				May		109.18		18.83		7.56		16.36		4.53		13.64				4.55		7.54		18.82

				Jun		110.02		19.29		6.85		16.15		4.59		12.14				4.57		6.85		18.96

				Jul		111.61		18.66		6.50		16.10		4.04		10.81				4.02		6.50		19.24

				Aug		110.53		17.83		7.07		15.87		3.90		11.43				3.88		7.03		19.06

				Sep		106.18		17.01		8.32		15.52		3.93		13.96				3.92		8.29		18.31

				Oct		100.72		15.18		8.75		15.85		3.80		13.89				3.77		8.74		17.37

				Nov		90.81		13.80		8.78		16.30		4.24		10.77				4.11		8.80		15.67

				Dec		78.91		10.91		8.48		15.67		3.49		10.02				3.56		8.46		13.61

		2015		Jan		63.36		8.62		7.07		15.00		2.95		8.86				2.98				10.92

				Feb		49.54		10.12		7.61		13.36		2.76		6.89				2.84				8.54

				Mar		54.78		9.84		7.04		12.25		2.75		7.56				2.80				9.44

				Apr		56.17		10.48		6.77		10.19		2.60		7.09				2.58				9.68

				May		59.37		11.33		6.53		8.82		2.86		7.46				2.84				10.24

				Jun		64.11		10.99		6.64		8.64		2.77		7.37				2.77				11.05

				Jul		63.78		9.82		6.69		8.89		2.80		7.76				2.83				11.00

				Aug		59.04		8.29		6.24		9.10		2.75		7.90				2.76				10.18

				Sep		51.25		8.39		6.30		9.57		2.64		7.09				2.64				8.84

				Oct		47.91		8.51		6.22		9.45		2.38		6.82				2.32				8.26

				Nov		47.50		7.95		5.75		8.99		2.28		7.48				2.08				8.19

				Dec		43.51		6.73		5.29		8.42		2.04		7.17		53.69		1.91				7.50

		2016		Jan				5.56						2.272		5.838





		



JCC

HH

JLC※※

NBP
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				HH		JCC		JLC		JKM

				9.10		6.51		9.72

				7.50		7.02		10.53

				6.94		7.12		10.53

				7.33		6.70		10.57

				6.41		6.90		11.48

		2006		6.40		7.09		11.69

				6.03		6.84		11.72

				7.07		7.23		12.39

				5.22		7.63		12.42

				6.55		7.20		11.11

				7.88		7.21		10.32

				7.26		7.35		10.11

				6.67		10.44		7.10

				7.56		9.49		6.89

				7.18		9.84		6.86

				7.60		10.50		7.09

				7.81		11.35		7.22

		2007		7.59		11.65		7.11

				6.40		11.98		7.25

				6.19		12.46		7.70

				6.07		12.27		7.90

				7.13		13.16		8.55

				7.81		14.01		9.14

				7.15		15.66		9.18

				7.99		15.72		9.94

				8.54		16.01		10.46

				9.42		16.45		10.92

				10.18		17.43		11.42

				11.27		18.62		11.63

		2008		12.69		21.02		12.07

				11.09		22.69		12.35

				8.26		23.30		13.25

				7.63		20.79		14.39

				6.74		17.68		14.55

				6.70		12.71		15.06

				5.83		9.46		13.35

				5.11		7.44		12.65

				4.40		7.81		10.85

				4.03		7.66		9.62

				3.58		8.18		8.12

				3.91		9.01		7.40

		2009		3.94		10.23		7.22

				3.55		12.05		7.50

				3.34		11.72		7.76

				3.28		12.59		8.26

				4.75		12.10		9.14

				4.55		12.89		9.33

				5.35		13.70		9.96

				5.82		13.39		10.25

				5.33		13.60		10.34

				4.29		13.20		10.80

				4.02		13.77		10.81

				4.15		14.65		11.25

		2010		4.80		13.74		10.47

				4.63		13.16		11.17

				4.32		12.88		11.21

				3.89		13.11		10.99

				3.43		13.32		10.90

				3.72		14.18		11.01

				4.24		14.87		10.93

				4.49		15.83		11.55

				4.08		16.54		12.19

				3.97		17.77		12.56

				4.24		19.29		13.04

				4.31		20.47		13.55		13.02

		2011		4.54		19.78		14.45		13.87

				4.42		19.56		15.98		14.16

				4.05		19.76		16.37		15.21

				3.90		19.07		16.32		16.93

				3.56		19.12		16.46		17.29

				3.22		18.86		16.83		17.37

				3.16		19.68		16.54		16.68

				2.68		19.55		16.63		15.18

				2.51		20.06		16.39		14.80

				2.17		20.93		16.66		15.63

				1.95		21.88		16.68		16.60

				2.44		21.47		16.99		18.11

		2012		2.45		19.89		17.22		16.73

				2.95		17.63		17.98		14.03

				2.84		17.78		17.80		13.19

				2.84		19.23		16.74		12.93

				3.32		19.93		15.44		13.16

				3.54		19.64		15.22		14.35

				3.34		19.49		15.70		16.67

				3.43		19.30		16.32		18.21

				3.32		19.52		16.77		19.11

				3.82		19.94		16.42		16.40

				4.17		19.19		16.54		15.02

		2013		4.05		18.37		16.50		14.39

				3.83		18.04		16.21		14.85

				3.62		18.05		16.32		15.98

				3.43		18.48		15.50		15.53

				3.61		19.14		15.05		15.46

				3.67		19.57		15.16		16.69

				3.63		19.44		15.66		18.47

				4.25		19.33		16.08		18.84

				4.672		19.57		16.57		18.98

				5.944		19.12		16.65		19.47

				4.873		18.99		16.55		16.55

				4.631		18.87		16.80		14.94

				4.555		18.82		16.36		13.64

		2014		4.570		18.96		16.15		12.14

				4.022		19.24		16.10		10.81

				3.883		19.06		15.87		11.43

				3.923		18.31		15.52		13.96

				3.775		17.37		15.85		13.89

				4.115		15.67		16.30		10.77

				3.555		13.61		15.67		10.02

				2.980		10.92		15.00		8.86

				2.842		8.54		13.36		6.89

				2.801		9.44		12.25		7.56

				2.581		9.68		10.19		7.09

				2.841		10.24		8.82		7.46

		2015		2.770		11.05		8.64		7.37

				2.829		11.00		8.89		7.76

				2.763		10.18		9.10		7.90

				2.644		8.84		9.57		7.09

				2.315		8.26		9.45		6.82

				2.075		8.19		8.99		7.48

				1.907		7.50		8.42		7.17

		2016		2.272						5.838

		IEA見通し ミトオ

				原油価格
（ドル／バーレル） ゲンユカカク		天然ガス
（ドル／MMBtu） テンネン		JLC
（ドル／MMBtu）

		2014		97		4.4		16.2

		2020		80		4.7		11.0

		2030		113		6.2		13.0

		2040		128		7.5		14.1

		原油価格 ゲンユカカク

				2010		2015※		2020		2030		2040

		IEA WEO2015 （実質） ジッシツ				54		80		113		128		レファレンスケース

		IEEJ（実質） ジッシツ				54		75		100		125		レファレンスケース

		IEEJ（名目） メイモク				105		84		137		209		レファレンスケース

		EIA		83				97		119		141		レファレンスケース

		天然ガス（日本） テンネンニホン

		IEA				2014		2020		2030		2040

		IEEJ				16.2		11.0		13.0		14.1

		IEEJ（実質） ジッシツ				16.3		10.7		12.8		14.1

		IEEJ（名目） メイモク				16.3		12.0		17.6		23.6
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IEA WEO2015 （実質）

IEEJ（実質）



				石炭		石油		天然ガス		原子力		水力		その他

		日本		27.4		8.8		27.4		26		7.4		3.1

		アメリカ		45.8		1.1		23.4		19.3		6		4.4

		中国		77.6		0.3		2		1.7		17		1.4

		インド		68		2.8		12.3		2.7		11.9		2.3

		ロシア		16		0.9		50.2		16.4		16.1		0.4

		ドイツ		44		1.3		14		22.6		3.3		14.8

		フランス		4.7		1		4.2		75.9		11		3.2

		ブラジル		2.2		3.1		7.1		2.8		78.2		6.6

		世界計		40.6		4.6		22.2		12.9		16		3.7
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