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エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情勢情勢情勢情勢にににに関関関関するするするする最近最近最近最近のののの政策動向政策動向政策動向政策動向エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情勢情勢情勢情勢にににに関関関関するするするする最近最近最近最近のののの政策動向政策動向政策動向政策動向
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国国国国のののの節電目標節電目標節電目標節電目標のののの改定改定改定改定国国国国のののの節電目標節電目標節電目標節電目標のののの改定改定改定改定（（（（大飯大飯大飯大飯３３３３，，，，４４４４号機再稼働後号機再稼働後号機再稼働後号機再稼働後））））（（（（大飯大飯大飯大飯３３３３，，，，４４４４号機再稼働後号機再稼働後号機再稼働後号機再稼働後））））

出典：第１０回 エネルギー・環境会議 （平成24年6月22日）「今夏の節電目標の改定方針について（案）」

中部中部中部中部 関西関西関西関西 北陸北陸北陸北陸 中国中国中国中国 四国四国四国四国 九州九州九州九州

現在の

節電目標

▲▲▲▲５５５５％％％％

以上以上以上以上

▲１５％

以上

▲５％

以上

▲５％

以上

▲７％

以上

▲１０％

以上

改定後の

節電目標

▲▲▲▲４４４４％％％％

以上以上以上以上

（（（（定着定着定着定着したしたしたした節電分節電分節電分節電分））））

▲１０％

以上

▲４％

以上

（定着した節電分）

▲３％

以上

（定着した節電分）

▲７％

以上

▲１０％

以上

○大飯原子力発電所大飯原子力発電所大飯原子力発電所大飯原子力発電所３３３３号機号機号機号機のののの再稼働再稼働再稼働再稼働がががが確実確実確実確実となった段階（再起動して発電

が再開され、定格熱出力一定運転となった段階）において「今夏の電力

需給対策について」（第８回 エネルギー・環境会議（平成２４年５月１８日））で決定された

節電目標節電目標節電目標節電目標をををを改定改定改定改定する。

○大飯原子力大飯原子力大飯原子力大飯原子力４４４４号機号機号機号機のののの再稼働再稼働再稼働再稼働に伴う節電目標の改定は、３３３３号機号機号機号機のののの再稼働再稼働再稼働再稼働がががが

確実確実確実確実となったとなったとなったとなった段階段階段階段階をををを目途目途目途目途にそのにそのにそのにその方針方針方針方針をををを固固固固めめめめ、４号機の再稼働が確実と

なった段階で改定する。

これら、数値目標を伴う節電を要請することにより、引き続き、中西日本

全体において、＋３％以上の供給予備率を確保する。
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今夏今夏今夏今夏のののの当社当社当社当社のでんきのでんきのでんきのでんき予報予報予報予報今夏今夏今夏今夏のののの当社当社当社当社のでんきのでんきのでんきのでんき予報予報予報予報(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

２０１２年○月○日の電力需給状況

節電にご協力いただきありがとうございます。

緊急に特段の節電のお願いをする場合は、プレスリリースやホームページでお知らせいたします。

エアコンの控え過ぎによる熱中症などには、十分にご注意ください。

原子力 0万kW

火力 2,188万kW

水力 122万kW

地熱・太陽光 0万kＷ

揚水 399万kＷ

他社受電・融通 68万kW

応援融通 関西電力に90万kW送電

使用率使用率使用率使用率にににに応応応応じじじじメッセージメッセージメッセージメッセージをををを表示表示表示表示しますしますしますします

当日当日当日当日のののの使用率使用率使用率使用率・・・・予備率予備率予備率予備率

予想最大電力予想最大電力予想最大電力予想最大電力・・・・ピークピークピークピーク時供給力時供給力時供給力時供給力

をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします

ピークピークピークピーク時供給力時供給力時供給力時供給力のののの内訳内訳内訳内訳とととと前日供給力前日供給力前日供給力前日供給力とのとのとのとの差差差差

をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします

前日供給力前日供給力前日供給力前日供給力とのとのとのとの差異差異差異差異ピークピークピークピーク時時時時供給力供給力供給力供給力内訳内訳内訳内訳
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今夏今夏今夏今夏のののの当社当社当社当社のでんきのでんきのでんきのでんき予報予報予報予報今夏今夏今夏今夏のののの当社当社当社当社のでんきのでんきのでんきのでんき予報予報予報予報(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

１１１１時間時間時間時間ごとのごとのごとのごとの需要予想値需要予想値需要予想値需要予想値をおをおをおをお伝伝伝伝えしえしえしえしますますますます

（（（（平日平日平日平日９９９９時時時時～～～～２０２０２０２０時時時時））））

当日実績当日実績当日実績当日実績をををを

６６６６分分分分ごとごとごとごと・・・・１１１１時間時間時間時間ごとにおごとにおごとにおごとにお伝伝伝伝えしますえしますえしますえします
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エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

出典：エネルギー・環境会議決定 （平成24年6月29日）「エネルギー・環境に関する選択肢」より抜粋

（（（（１１１１））））大胆大胆大胆大胆ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー構造構造構造構造のののの改革改革改革改革にににに関関関関するするするする３３３３つのつのつのつの視点視点視点視点

１１１１））））クリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギークリーンエネルギーへのへのへのへの重点重点重点重点シフトシフトシフトシフトとととと成長成長成長成長のののの確保確保確保確保

・2030年の再エネ比率を約２５％～３０％以上に大きく拡大。

・省エネも、2030年までにGDPが２割以上増える見通しの中で、現状レベルから

１割以上削減するという意欲的な目標を掲げる。

２２２２））））需要家主体需要家主体需要家主体需要家主体ののののエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステムエネルギーシステム改革改革改革改革

・多様な主体が参画できる、需要家主体、分散型の新しいエネルギーシステムへの転換

３３３３））））多面的多面的多面的多面的ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境のののの国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献

（（（（２２２２））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの選択選択選択選択をををを行行行行うにうにうにうに当当当当たってたってたってたって重要重要重要重要となるとなるとなるとなる４４４４つのつのつのつの視点視点視点視点

１１１１））））原子力原子力原子力原子力のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと将来将来将来将来リスクリスクリスクリスクのののの低減低減低減低減

２２２２））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー安全保障安全保障安全保障安全保障のののの強化強化強化強化

・エネルギー安全保障やエネルギー源多様化と両立できる形での原発依存度低減の

道筋の具体化

３３３３））））地球温暖化問題解決地球温暖化問題解決地球温暖化問題解決地球温暖化問題解決へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

４４４４））））コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制、、、、空洞化防止空洞化防止空洞化防止空洞化防止

・エネルギーコスト上昇による産業や経済への影響や社会への変革の状況を見極め、

産業や雇用が空洞化する事態は回避する観点から、原発依存度低減の道筋を具体化

すべきではないか。

シナリオシナリオシナリオシナリオをををを検証検証検証検証するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり踏踏踏踏まえるべきまえるべきまえるべきまえるべき視点視点視点視点
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2010201020102010年年年年 ゼロシナリオゼロシナリオゼロシナリオゼロシナリオ １５１５１５１５シナリオシナリオシナリオシナリオ ２０２０２０２０－－－－２５２５２５２５

シナリオシナリオシナリオシナリオ
追加対策前 追加対策後

原子力比率原子力比率原子力比率原子力比率 ２６％

０％

（▲２５％）

００００％％％％

（▲２５％）

１５１５１５１５％％％％

（▲１０％）

２０２０２０２０～～～～２５２５２５２５％％％％（▲５～

▲１％）

再生可能再生可能再生可能再生可能

ｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷﾞ゙゙゙ｰーーー比率比率比率比率

１０％

３０％

（＋２０％）

３５％

（＋２５％）

３０％

（＋２０％）

２５～３０％

(＋１５％～２０％)

化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料

比率比率比率比率

６３％

７０％

（＋５％）

６５％

（（（（現状程度現状程度現状程度現状程度））））

５５％

（（（（▲▲▲▲１０１０１０１０％）％）％）％）

５０％

（（（（▲▲▲▲１５１５１５１５％）％）％）％）

非化石燃料非化石燃料非化石燃料非化石燃料

比率比率比率比率

３７％

３０％

（▲５％）

３５％

（現状程度）

４５％

（＋１０％）

５０％

（＋１５％）

発電電力量発電電力量発電電力量発電電力量 1.1兆ｋWh

約1兆kWh

（▲１割）

約1兆kWh

（（（（▲▲▲▲１１１１割割割割））））

約1兆kWh

（（（（▲▲▲▲１１１１割割割割））））

約1兆kWh

（（（（▲▲▲▲１１１１割割割割））））

最終最終最終最終ｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷｴﾈﾙｷﾞ゙゙゙ｰーーー

消費消費消費消費

3.9億kl

３.１

（▲7200万kl）

３.０億ｋｌ（▲8500万

kl）

３．１億ｋｌ

（▲7200kl）

３．１億ｋｌ

（▲7200万kl）

温室効果温室効果温室効果温室効果ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

排出量排出量排出量排出量

(1990(1990(1990(1990年比年比年比年比))))

▲0.3％ ▲１６％ ▲２３％ ▲２３％ ▲２５％

※比率は発電電力量に占める割合で記載。括弧内は震災前の2010年からの変化分

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

2030203020302030年年年年におけるにおけるにおけるにおける３３３３つのつのつのつのシナリオシナリオシナリオシナリオ（（（（2010201020102010年年年年とのとのとのとの比較比較比較比較））））

出典：エネルギー・環境会議決定 （平成24年6月29日）「エネルギー・環境に関する選択肢」より抜粋

（前提）現状よりも、

・省エネルギーを進め、エネルギー消費量と電力消費量を減らし、

・原発依存度を減らし、化石燃料依存度を減らし、再生可能エネルギーを最大限引上げ、

・これにより非化石電源の比率を上げ、ＣＯ２排出量を削減する
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エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)

３３３３つのつのつのつのシナリオシナリオシナリオシナリオのののの要点要点要点要点

出典：エネルギー・環境会議決定 （平成24年6月29日）「エネルギー・環境に関する選択肢」より抜粋

シナリオシナリオシナリオシナリオ 特特特特 徴徴徴徴

ゼロシナリオゼロシナリオゼロシナリオゼロシナリオ

・2030 年までのなるべく早期に、原発比率をゼロとする。

・15 シナリオや20～25シナリオよりも、省エネ性能の劣る製品の

販売制限・禁止を含む厳厳厳厳しいしいしいしい規制規制規制規制をををを広範広範広範広範なななな分野分野分野分野にににに課課課課しししし、、、、経済的経済的経済的経済的

負担負担負担負担がががが重重重重くなってでもくなってでもくなってでもくなってでも省省省省エネエネエネエネややややCO2 CO2 CO2 CO2 削減対策削減対策削減対策削減対策をををを行行行行うううう。。。。

・更なる天然ガスシフトを行う。

１５１５１５１５シナリオシナリオシナリオシナリオ

・原子力比率を着実に下げ、2030 年に15％程度とする。

・原子力原子力原子力原子力、、、、再再再再エネエネエネエネ、、、、化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料をををを組合組合組合組合せてせてせてせて活用活用活用活用し、エネルギー情勢や

地球環境を巡る国際情勢、技術革新の変化など様様様様々々々々なななな環境環境環境環境のののの変化変化変化変化

にににに対対対対しししし柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応する。

２０２０２０２０～～～～２５２５２５２５

シナリオシナリオシナリオシナリオ

・緩緩緩緩やかにやかにやかにやかに原発比率原発比率原発比率原発比率をををを低減低減低減低減しししし一定程度維持一定程度維持一定程度維持一定程度維持し、2030 年に20％～

25％程度とする。

・化石燃料依存度低減化石燃料依存度低減化石燃料依存度低減化石燃料依存度低減ととととCO2CO2CO2CO2排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減をををを、、、、よりよりよりより経済的経済的経済的経済的にににに進進進進めるめるめるめる。

・原子力及び原子力行政に対する国民の強固な信認が前提。

・原子力発電の新設、更新が必要。
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○以下のプロセスを踏み、政府は責任ある選択を８月を目途に行い、政策を具体化する。

７７７７月月月月：：：：国民的議論国民的議論国民的議論国民的議論

・政府は、客観的かつ具体的な情報提供を行い、国民同士が意見交換を行い議論を深める

機会を提供し、国民各層の意見を丁寧に把握する。

①エネルギー・環境の選択肢に関する情報情報情報情報データベースデータベースデータベースデータベースのののの整備整備整備整備（７月上旬）

②エネルギー・環境の選択肢に関する意見聴取会意見聴取会意見聴取会意見聴取会 （７月１４日～８月上旬）

③エネルギー・環境に関するパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントのののの募集募集募集募集（７月２日～７月末）

④エネルギー・環境の選択肢に関する討論型世論調査討論型世論調査討論型世論調査討論型世論調査 （８月上旬）

８８８８月月月月：：：：革新的革新的革新的革新的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境戦略決定環境戦略決定環境戦略決定環境戦略決定

・３つのシナリオに関する国民的議論を経て、８月にエネルギー・環境の大きな方向を

定める革新的エネルギー環境戦略を決定し、エネルギーミックスの大枠と2020年、

2030年の温室効果ガスの国内排出量等を示す。

速速速速やかにやかにやかにやかに：：：：計画計画計画計画、、、、年末年末年末年末までまでまでまで：：：：大綱大綱大綱大綱のののの策定策定策定策定

・８月に決定するエネルギー・環境戦略を受け、速やかにエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー基本計画基本計画基本計画基本計画を定める。

・年内に、原子力政策大綱や地球温暖化対策、グリーン政策大綱をまとめる。

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境環境環境環境にににに関関関関するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)

国民的国民的国民的国民的なななな議論議論議論議論のののの展開展開展開展開とととと戦略戦略戦略戦略のののの決定決定決定決定

出典：エネルギー・環境会議決定 （平成24年6月29日）「エネルギー・環境に関する選択肢」より抜粋
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エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける競争競争競争競争エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける競争競争競争競争

ごごごご家庭等家庭等家庭等家庭等
工場工場工場工場・・・・ビルビルビルビル等等等等

ガスガスガスガス会社会社会社会社

・・・・ガスガスガスガス

・・・・エネファームエネファームエネファームエネファーム等等等等

・・・・ガスガスガスガス

おおおお客客客客さまさまさまさま自身自身自身自身によるによるによるによる発電発電発電発電

・・・・太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電

おおおお客客客客さまさまさまさま自身自身自身自身によるによるによるによる発電発電発電発電

・・・・自家発電設備自家発電設備自家発電設備自家発電設備のののの導入導入導入導入

石油会社石油会社石油会社石油会社

各電力会社各電力会社各電力会社各電力会社によるによるによるによる間接的競争間接的競争間接的競争間接的競争

（（（（料金引料金引料金引料金引きききき下下下下げげげげ等等等等））））

・・・・石油石油石油石油・・・・石油石油石油石油

新電力新電力新電力新電力

・・・・電気電気電気電気

・・・・ガスガスガスガス

（（（（導管導管導管導管））））

中部電力中部電力中部電力中部電力グループグループグループグループ

・・・・電気電気電気電気 ・・・・電気電気電気電気

・・・・ｵﾝｻｲﾄｴﾈﾙｷｵﾝｻｲﾄｴﾈﾙｷｵﾝｻｲﾄｴﾈﾙｷｵﾝｻｲﾄｴﾈﾙｷﾞ゙゙゙ｰｻｰﾋｰｻｰﾋｰｻｰﾋｰｻｰﾋﾞ゙゙゙

ｽｽｽｽ

・・・・ガスガスガスガス

（（（（ローリーローリーローリーローリー輸送輸送輸送輸送））））


