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エネルギー・環境会議（第１３回） 議事録  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

１ 日時： 平成 24 年 9 月 4 日（火）9:45～10:13 

２ 場所： 官邸４階大会議室  

３．出席者：  

議長 古川 元久   国家戦略担当大臣  

  副議長  枝野 幸男   経済産業大臣  

副議長   細野 豪志  環境大臣兼原発事故の収束及び再発防止担当大臣  

             内閣府特命担当大臣（原子力行政）  

      岡田 克也  副総理  

藤村  修  内閣官房長官  

      玄葉 光一郎 外務大臣  

      平野 博文  文部科学大臣  

         郡司  彰  農林水産大臣  

        羽田 雄一郎 国土交通大臣  

     齋藤   勁  内閣官房副長官  

     長浜 博行  内閣官房副長官  

竹歳  誠  内閣官房副長官  

           石田 勝之  内閣府副大臣  

大串 博志  内閣府政務官  

        本多 平直  内閣総理大臣補佐官 

        大畠 章宏  衆議院議員  

 

４．議題： １．国民的議論に関する検証会合の検討結果について 

       ２．エネルギー・環境戦略について 

      ３．その他 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  
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（古川国家戦略担当大臣） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第 13 回「エネルギー・環境会議」を開

会いたします。 

 本日は御多忙の中、御参集をいただき、誠にありがとうございます。 

 本日は党より、大畠議員に御出席をいただいております。 

 それでは、最初に官房長官から御発言をお願いいたします。 

 

（藤村内閣官房長官） 

 13 回目になりましたエネルギー・環境会議において、今日も脱原発依存ということを基

本方針として、中長期的に原子力への依存度を最大限引き下げていく。こういう方向を目

指して、革新的エネルギー・環境戦略の検討を進めてまいりました。 

 ６月 29 日にこの会議において、エネルギー・環境に関する選択肢というものを決定し、

国民の皆さんに議論を進めてきていただいたところでありました。本日はその結果につき

まして、古川大臣から御報告をいただきます。 

 また、８月６日に野田総理から、原発をゼロとする場合にどのような課題があるか等に

ついて、検討の指示が出されました。この検討結果につきましては、枝野大臣から御報告

をいただきます。 

 ９月２日、一昨日に閣僚間においては、このエネルギー・環境問題について、いわゆる

自由討議を行ったところでありました。国民の皆さんの声をしっかり受け止めた上で、政

府として責任を持って戦略を決定するため、この会議において各閣僚、党からの大畠議員

もいらっしゃいます。活発な御論議をいただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 ありがとうございました。 

 それでは、報道関係者の皆様方、御退室をお願いします。 

 

（報道関係者退室） 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 それでは、議事に入ります。 

 まずは議題「１．国民的議論に関する検証会合の検討結果について」であります。 

 私から資料１－２に沿って御説明をいたしますので、資料１－２をごらんください。 

 ２ページ、国民的議論から得られる含意の検証を公正中立に行うため、世論調査やパブ

コメ等の専門家の意見を伺う検証会合をフルオープンで３回にわたり開催をいたしました。 

 ５ページ、今回の各調査の特徴であります。意見聴取会は全国 11 都市に閣僚が出かけ、

約 140 人の意見表明者と約 1,300 名のアンケート提出者からシナリオ支持のロジックを伺



3 

 

いました。 

 パブリック・コメントでは、約 9 万件の意見が幅広く寄せられました。 

 新たな世論調査であります討論型世論調査では、電話調査を行った 7,000人の中から 300

人弱の方に一泊二日の討論に御参加いただき、討論過程での意見の推移を把握しました。  

 このほか、58 の民間団体が主催する説明会への政府職員の派遣や、マスコミやウェブサ

イトでの世論調査の把握も丁寧に行いました。 

 6 ページ、各シナリオの支持率についてであります。紫が示すゼロシナリオはマスメデ

ィアの調査では３～５割となりました。討論型世論調査では討論を経て、支持が５割まで

上昇しました。意見聴取会／パブコメでは７～９割の支持でした。団体では NGO や消費者

団体が支持をしております。 

 ７ページ、黄緑色が示す 15 シナリオにつきましては、マスメディアでは３～５割となり

ました。討論型世論調査ではどの段階でも２割弱となりました。15 シナリオの支持者の中

には、原発ゼロを目指す、ある程度利用、見極めが必要という３種類の意見があることは

右下のグラフからもわかります。 

 ８ページ、赤色で示される 20～25 シナリオでは、いずれの調査でも支持率は１割程度で

した。経済団体や原発立地自治体が支持しています。 

 ９ページ、青色で示される、その他やわからない、という意見を見ますと、マスメディ

アの調査も１割と高く、検証会合では３つの選択肢が選びにくかったのでは、との指摘も

ありました。討論型世論調査では、最初は迷っていた人がゼロシナリオに流れる傾向が見

られました。原発立地自治体では、原発の位置づけや核燃料サイクル政策に対する国の姿

勢の明確化を求めております。 

 10 ページ、男女比率については棒グラフの下段に示された女性が上段の男性に比べて、

青色で示すゼロシナリオの支持が多い傾向が示されました。 

 11 ページ、年齢別の傾向につきましては、それぞれのグラフの最下段の緑に示されると

おり、他の世代と比べると 20 代や 10 代以下の若年層は原発維持の比率が多い結果となり

ました。 

 12 ページ、検証会合では、以上の分析を踏まえて、幾つかの含意を導いております。 

 まず、含意の１つ目は、イメージ図の左半分が示しており、尐なくとも国民の過半は原

発に依存しない社会にしたいという方向性を共有しているという点であります。 

 含意の２つ目は、イメージ図の右半分が示しており、2030 年ゼロシナリオ以外を支持し

ている国民が半分程度であり、いつゼロにするかというスピード感、またはその実現可能

性については意見が分かれる。あるいは、まだ定まっていないようであります。 

 13 ページ、含意の３つ目であります。原発をゼロにすべきという７万 7,000 通のパブコ

メの意見や毎週行われている再稼働反対デモの背景には、政府に対する不信と原発への不

安があり、これを解消するのが最優先であると言えます。 

 14 ページ、これはパブコメや意見聴取会で出された各シナリオを支持する理由を示した



4 

 

ものであります。これをシナリオごとに整理して、11 の論点を抽出した次の 15 ページを

ごらんください。 

 青の見出しで示したゼロシナリオの支持者は、原発の安全、核廃棄物の問題、倫理性を

重視しています。 

 黄緑の見出しで示した 15 シナリオの支持者は、安全対策の可能性にも関心を寄せていま

す。 

 オレンジの見出しで示した 20～25 シナリオの支持者は、経済影響を懸念しています。 

 16 ページ、各シナリオの支持者が信頼する情報源を示した上の図からは、いずれのシナ

リオでも政府の情報に対する信頼度は低くなっております。 

 17 ページ、今回の調査では、国民としては個別の方策よりも社会像やビジョンを議論し

たいという意見が多く見られました。 

 18 ページ、検証会合が導いた含意の 4 つ目であります。意見が異なっている解消を解消

するための対応として、原子力への懸念、再エネ・省エネの実現可能性に応え、どのよう

な社会を目指すのかを明らかにすることが重要とまとめております。各調査で明らかにな

った、さきに申し上げました 11 の論点につきましては、戦略決定を通じて回答を行い、国

民的議論を継続していくことが求められていくことが考えられております。 

 19 ページ、検証会合では戦略策定に向けて、国民的議論が指し示すものとして、まず第

1 点目として、大きな方向性として、尐なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実

現を望んでいる。 

 一方で、そのスピード感や実現可能性の意見は分かれている。 

 パブコメなど原発ゼロの意思を示す国民の数が多い背景には、原子力政策に対する不信

や原発への不安が大きいこと。 

 また、政府はそうした懸念に対して、現実的な解を提示していくこと。 

 ５番目として、大きな方向性に関する方針を示す一方、反対する意見、論点に対する回

答を用意しながら戦略を提案すること。 

 ６点目として、提案した戦略についても対話を進め、丁寧に検証を行い、戦略そのもの

を国民とともに進め、改良していくこと。これが示されました。 

 私からの御説明は、以上でございます。 

 それでは、この国民的議論に関する検証会合の検討結果につきまして、御質問、御意見

等があれば、お受けさせていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 

（質問特に無し） 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 ありがとうございます。 

 それでは、こうした国民の声をしっかりと受け止めた上で、次回のエネルギー・環境会
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議におきまして、政府として責任を持って戦略を決定してまいりたいと考えております。 

 それでは、次に８月６日に野田総理より、原発をゼロとする場合にどのような課題があ

るかについて、関係閣僚に対して検討の指示がございました。これにつきまして、枝野経

済産業大臣から御説明をお願いいたします。 

 

（枝野経済産業大臣） 

 お手元の検討事項について、資料２をごらんください。 

 ２枚めくっていただきますと、課題がまず全体像として示されています。一般的に言わ

れている代替エネルギーであるとか、そういったことの前に、短期的に解決をしなければ

ならない問題から順番に書いております。 

 次のページ以下で個別にお話を申し上げていきます。 

 １つは、使用済核燃料の問題でございます。現在の核燃料サイクルの概略図を書いてお

りますが、左の方にございますとおり、各原子力発電所にあります使用済み燃料プールは

管理容量２万トンのところを１万 4,000 トンが既に埋まっています。そして、六ヶ所再処

理工場には、再処理をして核燃料サイクルに回していくという前提で 2,900 トンが貯蔵を

されております。 

 1 枚めくっていただきますと、これまでの核燃料サイクルの歴史がございますが、基本

的に青森県に中間貯蔵をお願いしているのは、核燃料サイクルの中で再処理をするに当た

って中間貯蔵をするということでございまして、青森を最終処分地にしないということと、

再処理事業を前提に引き受けていただいているというのが歴史でございます。 

 なお、核燃料サイクルの意義でございますが、もう一度使えるということに加えて、低

線量の放射性廃棄物は出てくるのですけれども、高レベルの放射性廃棄物の量の体積が小

さくなる。あるいは潜在的有害度である 1,000 年後の有害度、つまり半減期がものすごく

極端に短くなるという、こういう利点が再処理をすることにあるということでございます。 

 この問題について、しっかりと対応をいたしませんと、使用済みの核燃料を貯めるとこ

ろがなくなってしまうということが生じて、中長期的なビジョンは別として、即時、原発

を使えなくなってしまうということにつながってしまう可能性があるということでござい

まして、これについてはしっかりと、政府、国が責任を持って、使用済核燃料の問題等に

ついて対応していくということを示して、理解を求めていく必要があるということでござ

います。 

 次に、中長期的と短期、両面での問題として、電力需給の問題がございます。もう既に

御承知のことだと思いますが、即時に原発が全部止まりますと、供給量の約３割が喪失い

たします。現在、火力で最大限置き換えていますけれども、これが年間約３兆円、電気料

金の２割に当たる燃料費がかかるということになり、なおかつ、それでも節電をお願いし

ているという状況でございます。 

 ちなみにこれは原発が一定程度あるなしにかかわらず、ホルムズ情勢の緊迫などで油価



6 

 

が高騰すれば更に大変であり、いずれにしろ、我が国の抱えている脆弱性の問題がござい

ます。したがって、即時、供給量の３割が喪失し、年間３兆円の燃料費増を継続していく

ことはなかなか困難であり、即時ゼロということにならないような対応が必要であるとい

うことになります。 

 次に温室効果ガスの効果については、細野さん。 

 

（細野環境大臣） 

 ８ページの部分ですが、温室効果ガスの削減につきましては、政府としては 2020 年、条

件を付けながら 25％という目標を掲げております。それが原発が減るごとにどうなるかを

示したのが右側のグラフでございます。例えば、発電電力量に占める原発比率が 14％とい

うことになりますと、温室効果ガス排出量は－７％、更に原発比率０％の場合、2020 年に

なりますと、温室効果ガス排出量は 90 年比で０％となりますので、これに森林吸収源と

CDM という海外の部分も足すとは言いながらも、25％という当初掲げておりました目標は

極めて厳しい状況にあるということであります。 

 2030 年に向けて、さらなる努力をするということは、勿論可能ではございますけれども、

そのことによりまして、国際的には相当野心度が低いという非難を受ける可能性があると

いうことでございます。 

 

（枝野経済産業大臣） 

 行ったり来たりをして申し訳ないのですが、次に９ページの核燃料サイクルの話は日米

関係にも影響をする可能性があるテーマでございます。日本だけが核兵器保有国以外で唯

一、濃縮再処理の技術を含むフルセットの核燃料サイクルの保有をしております。再処理

が認められているのは、再処理をした燃料が原子力発電所で利用されるということが前提

となって、プルトニウムという核兵器に転用できるものをつくり出し、所有することが許

されているということでありますので、この再処理あるいは核燃サイクルの問題について

は、こうした国際社会とのコミュニケーションを、青森とのコミュニケーション同様、し

っかりと取りながら進めていかないといけないということになってまいります。 

 10 ページ、化石燃料調達における地政学的リスクや交渉条件の悪化ということは、今更

触れるまでもないことだろうかと思います。 

 次に、一般的に再生可能エネルギーがどれくらい入るのか。どのくらいコストがかかる

のかという問題については、11 ページ以下で書いてございます。現状 2010 年の再生可能

エネルギーの量と比率、一番右の現行エネルギー基本計画の 2030 年の目標に対して、15

シナリオやゼロシナリオは更に大変意欲的な数字になっております。 

 これらについての詳細を、個別具体的には余り申し上げませんが、例えば既存の強度の

ある屋根に太陽光発電をつけるということについては、導入可能な一戸建ては 1,200 万戸

ということでありますので、計画的にやっていけば実現可能であり、なおかつ、それに毎
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年 40 万戸程度の新築があり、建替えた分については太陽光発電をつけていくということで

あれば、更に積み増しができるということが、太陽光の戸建てについて書いております。 

 風力についてはそれなりの見込みがありますが、これについては風況のよい地域の送電

網が弱いということがございますので、送電網の問題を解決しなければ、導入がなかなか

計画どおりには進んでいかないということを書いております。 

 この風力の３の辺りの農地法や環境アセスメントについては、次の地熱は温泉との関係

がございますが、規制あるいは地元同意ということをどれくらいとっていけるのかという

ことが問題になっていくということを書いております。 

 16 ページには、それぞれの再生可能エネルギーがどれくらいの量で、どれくらいの規模

を持つのかということについてお示しをしているところでございます。 

 こうしたことを尐し整理したところが 17 ページ以下に書いてあります。お示しをしてき

た 15 シナリオと 20～25 シナリオは、省エネについての導入目標が共通しておりまして、

これについては相当なリアリティがあると、総合資源エネルギー調査会の方で議論をされ

ていましたが、ゼロシナリオということになると右側にありますような、さらなる強度な

規制で省エネを求めていかなければならないことが書いてあります。 

 19 ページ、これらは、一定の仮定の上での経済に与える影響について、お示しをしてい

るところでございます。いずれにしても、現在想定されている将来の GDP にマイナスの影

響を与える可能性があるということや、電気代、光熱費等にそのままダイレクトに影響を

与えるということが書いてありますので、これらの国民的な負担をどう分担をしていける

のか。あるいは負担をしていただけるのかということについて、国民的なコミュニケーシ

ョンをしっかりとっていく必要があるということでございます。 

 そうしたことに加えて、尐し定性的な話なので、なかなか具体的な資料になっておりま

せんが、３ページに戻っていただきますと、原子力安全を支える技術と人材を原発ゼロに

していく、減らしていくということの中で、しっかり確保していくことは、不可逆的な影

響が出得る可能性のある課題でありますので、いずれにしても、すぐに対応をしていかな

ければならないということでございます。 

 追加的国民負担ということで、今日の資料の中には、個別にはなかなか影響もあります

ので付けておりませんが、原発立地地域には原発の従来の立地交付金、あるいは原発検査

などで大変な雇用を抱えていますので、こうしたことに対して、どういった手当を負って

いくのかということについて、しっかりとしたビジョンを示しながら進めていかなければ、

理解は得られないだろう。こうした課題をしっかりと対応しながら進めていく必要がある

ということでございます。 

 以上です。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等があれば、お受けしたい

と思います。 

 大畠先生、どうぞ。 

 

（大畠衆議院議員） 

 党のエネルギー・環境調査会が現在も開催されていますが、党の検討状況について、報

告をさせていただきたいと思います。 

 去年の 10 月からエネルギーPT を開催して、ずっと詰めてまいりまして、一応最終まと

めが終わりまして、それをエネルギー・環境調査会の設置に伴って、その内容を報告をし

て、それに加えての最終討論をしています。 

 原子力だけについて特化して申し上げますと、今日の調査会の中でも原発ゼロ社会を目

指してということで、１つ目、40 年運転制限制を厳格に適用する。２つ目、原子力規制委

員会の安全確認を得たもののみ再稼働とする。この２つはエネルギーPT で確認をして、全

体で確認をしたものですが、それに加えて、いろいろと論議がありまして、新設・増設は

どうするのかということですが、これについては原発の新設・増設は行わない。こういう

ことを加えて、３つの方針というものを示して、今、論議をしています。 

 今、申し上げた３つのことを原則といたしまして、なお、建設中の大間、島根について

は、既設プラントとして取り扱ってはという意見が出ていることも併せて申し上げます。  

 更に、国際情勢が非常に流動的でありますから、エネルギー基本法に従って３年に一度

見直すというのは当然でありますが、不断の見直しが必要。こういう話で現在、論議が進

んでいるということを報告させていただきます。 

 なお、９月７日金曜日の政調役員会で最終的には内容を固めて、政府の方に結果を申し

入れる。こういう日程で今週中に党としての見解をまとめていきますが、10 人いれば 10

人のエネルギー論があって、100 人いれば 100 人のエネルギー論がありますので、一つに

まとめるのは難儀をしているのが実態であります。 

 したがって、枝野さんのところも非常に御苦労をされておりますが、最終的には政調会

長のところで基本的な柱をまとめて、それを政府の責任ある方と話をして、最終的には政

府が決定をするというような意見も出ている。こういう中間的な報告だけをさせていただ

きます。 

 以上です。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 ありがとうございました。 

 ほかに御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 玄葉大臣、どうぞ。 
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（玄葉外務大臣） 

 先般私が提示した問題は大事でもあると思いますので、引き続きコミュニケーションを

関係閣僚でとっていただければと思います。中身はあえて申し上げません。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 副総理、どうぞ。 

 

（岡田副総理） 

 今の大畠さんのお話の中で、不断の見直しという話がありましたが、それはさっき言っ

た３本柱についても不断に見直すという趣旨ですか。 

 

（大畠衆議院議員） 

 趣旨かどうかはわかりませんが、議論になったのは、私たちの内部で役員会ですが、中

東のシリア問題などがかなり深刻な紛争になったときに、果たして、今、考えている、エ

ネルギーを考える基盤が大きく変化をするわけですね。 

 

（岡田副総理） 

 イラン。 

 

（大畠衆議院議員） 

 イランとかね。原油価格が変動したり、そういう大きな変化があったときには、エネル

ギー政策を検討している基盤が変わるから、やはりその時は見直すことが必要ではないか

ということです。 

 

（岡田副総理） 

 先ほど言われた３本柱は、ある意味では中長期的な考え方の問題で、今おっしゃった現

下のいろいろな国際情勢は短期的な問題ですから、不断に見直すという形にしなくともよ

いのではないか。不断の見直しという言い方だと、『原則』を打ち出しにもかかわらず、そ

れが非常にいい加減というか、必要以上に弱くなるような感がある。例えば５年後見直し

とか 10 年後見直しとか、そういう形にすることは考えられないですか。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 どうぞ。 

 

（大畠衆議院議員） 
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 そのことについては、実は事務局提案として、先ほどの議論の中に入っていましたが、

2015 年、３年後に相対的に状況を見定めて、改めて方向性を決めるということも出してい

ます。ただ、これについては結論の先送りになるではないかということで、かなりの議論

も出ておりまして、最終的にはまだですが、今、私が申し上げたのは原則論で、岡田先生

の話については 2015 年に一つの３年後に全体的に見直してはどうかと。こういう話で、今、

事務局では話をしているということです。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

副総理、どうぞ。 

 

（岡田副総理） 

 イメージが違って、原則はきちんと決めて、しかし、未来永劫ではなくて、どこかで冷

静に見直しますよと。例えば福島の原発の最終的な問題がきちんと解決し、あるいは除染

のめどがつくような、それは５年後なのか、あるいはもう尐し先なのかというのは一つの

判断ですが、どこかで見直す余地がありますよということだけ言っておく。原則はきちん

と決めるというようなことが考えられないかなと思うんです。 

 

（古川国家戦略担当大臣） 

 ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。皆様から御意見をいただきましたが、そうした御意見も踏ま

えて、党ともしっかり連携をとった上で、次回のエネルギー・環境会議におきまして、革

新的エネルギー・環境戦略の案をお示ししたいと思いますので、皆様の御協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、これをもちまして、エネルギー・環境会議第 13 回会合を終了させていただき

ます。 

 なお、今回の配布資料は公開とさせていただきます。また、会議の内容は後ほど私から

ブリーフィングをさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（了） 


