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要旨
震災によって発生した津波による福島第一原子力発電所の事故により、我が国のエネル
ギー政策は大きな転換期にある。衆議院選挙でも TPP などと並び選挙の焦点であると言わ
れた。しかし、実際には大きな焦点とならなかったが、検討を行うのに十分な情報が国民
に提供できていないことが一つの原因であった。本報告では、原子力発電所の稼働停止に
よる影響、再生可能エネルギー固定価格買取制度による再生可能エネルギー普及及び電力
価格への影響に関して定量的な評価を行った。
その結果、現在の電力ビジネスを前提としたモデルでは、再生可能エネルギー普及によ
って生じる費用負担が再生可能エネルギーの普及を妨げるとの結果を得た。持続可能な再
生可能エネルギーの実現に必要に向けての制度的及び技術的課題を示す。
キーワード：再生可能エネルギー固定価格買取制度、技術モデル

1. はじめに
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災による津波によって生じた福島第一原子力発電所の事
故以降、エネルギー政策は大幅な見直しが求められると同時に国民にとって最大の関心事
となった。2012 年 12 月 16 日に行われた衆議院選挙においても、デフレ対策、TPP、社会
保障などと並び重要な焦点の一つと考えられ、連日エネルギー政策に関する報道がテレビ、
新聞紙上を賑わした。また、脱原発を掲げて選挙を戦う政党も出現した。しかし、選挙結
果を見る限りにおいては、政党間のエネルギー政策の違いが選挙に与えた影響は限定的で
あったと言える。民主党政権の三年間に対する“No”が選挙結果に反映されたのは確かで
あるが、脱原発を掲げた政党が支持を集めたとは言い難い。
図表 1：主要政党の原子力関連政策及び衆院選比例
政党名

自民党

民主党

日本維新の会

（旧）日本未来

みんなの党

の党
エネルギー

10 年以内

2030 年代まで

既存原発は

10 年以内に全

2020 年代に

政策

に電源構

に「原発ゼロ」

2030 年代までに

原発を廃炉とす

原発ゼロを明

成のベスト

を目指す

フェードアウト

る「卒原発」

確に進める

ミックスを
決める
新増設
運転制限

△
言及なし

✘（一部容認）
40 年で廃炉

△

✘

言及なし

✘

10 年で廃炉

40 年廃炉徹
底

比例得票数

16,624,457

9,628,653

12,262,228

3,423,915

5,245,586

得票率

27.6%

15.9%

20.3%

5.6%

8.7%

（出典）各党のエネルギー政策、新増設、運転制限に関しては、森川、週刊ダイヤモンド
（2012 年 12 月 22 日号 68~69 ページ）
図表 2 に示すとおり、衆院選前は脱原発は新聞紙上を賑わせていたが、衆院選後、掲載
件数が減少傾向にある。衆議院後の現在においても原子力をはじめエネルギー政策は我が
国の重要政策であることに変わりはないが、国民の関心は景気、デフレ対策などへ移って
いるとも思える。非常に難解な議論と十分な情報提供がなかったことも、議論の停滞の原
因といえよう。
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図表 2：衆院選前後での各焦点掲載件数

（注）朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞
（出典）富士通総研経済研究所作成
本報告では、漠とした議論を可能な限り定量的に評価し、今後のエネルギー政策議論に
資するものとする。

2. 日本のエネルギー政策を取り巻く環境
日本のエネルギー政策を考える上で、二つ注目すべき点がある。一つは、原子力発電所
の稼働問題である。現在、大飯原子力発電所の 2 基のみが稼働状態であるが、今後何基が
再稼働するかに関しては不透明な状態である。原子力発電所稼働停止は、中東依存度、電
力価格、温室効果ガス排出量など今後のエネルギー政策を考える上で重要な影響を与える。
もう一つは、2012 年 7 月 1 日に導入された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT
1）
」である。これにより、再生可能エネルギーによって発電された電力は固定価格で固定期

間購入されることとなり、事業リスクは大幅に軽減された。固定価格買取制度は既にドイ
ツ、スペインで導入がなされており、再生可能エネルギー普及実現に大きな効果があるこ
とが確認されている。その一方、高い価格で買い取ることによって消費者が負担する賦課
金が問題となっている。
1

FIT: Feed-in-Tariff の略
2

ここでは、以上の二点に関して、可能な限り定量的な評価を行う。

2.1.

原子力発電所稼働停止はどんな影響を生じさせるのか？
2.1.1. 原子力発電所稼働停止によるエネルギー安全保障への影響

2012 年 5 月 6 日に北海道電力泊原発 3 号機が定期検査に入り、1970 年以来 42 年ぶりに
原子力発電所によって発電される電気がゼロとなった。その後、夏の電力ピーク対応のた
めに 2012 年 6 月 16 日に大飯原子力発電所 3、4 号機の再稼働が決定されたが、今なおこ
の 2 基以外の原子力発電所は稼働停止状態にある。2013 年 7 月に新たなる原子力安全基準
が示される予定であるが、現実的に何基の原子力発電所が再稼働を認められるかに関して
は現時点においては不透明である。
原発稼働停止によって、今までどのような変化が生じているのかを見ていく。図表 3 は、
震災以降の原子力発電比率と石油、石炭、LNG 火力発電所の発電比率を示している。震災
以降、原子力発電所が定期検査に入るにつれ、発電量に占める原子力発電の比率は低下し
ていった。原子力稼働停止によって不足した電力は、ミドル対応の LNG 火力発電、ピーク
対応の石油火力発電の稼働率を上げて対応していることがわかる。
図表 3：電気事業者（一般・卸）の火力・原子力発電比率の推移
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（出典）資源エネルギー庁資料
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火力発電所の稼働率を上げることは、当然ながら化石燃料の追加的輸入を必要とする。
図表 4 は、震災前の一年間（2010 年 3 月~2011 年 2 月）と震災後の一年間（2011 年 3 月
~2012 年 2 月）
、9 ヶ月（2012 年 3 月~11 月）との比較を行ったものである。すべてが火力
発電所の稼働率引き上げに起因するものではないが、震災直後の一年間で約 4 兆円、直近
の 9 ヶ月で約 4 兆円の追加支払いが生じている。さらに、影響を輸入量と輸入単価とに分
解すると、震災直後の一年間では、価格による輸入額増に 3.9 兆円、輸入量による影響は約
0.1 兆円であった。直近の 9 ヶ月では、輸入量による影響が大きくなっており、直近 9 ヶ月
では価格による影響が約 3.3 兆円であり、量による影響は約 0.8 兆円である。
図表 4：化石燃料輸入変化
（100 万円）
2011 年 3 月～2012 年 2 月*（1 年）
合計

2012 年 3 月～2012 年 11 月**（9 ヶ月）

輸入量

金額変化

輸入量

金額変化

による影響

による影響

合計

による影響

による影響

原油及び粗油

-333,236

2,378,614

2,045,378

-134,883

2,168,698

2,033,815

液化天然ガス

556,449

1,105,150

1,661,599

863,101

1,047,452

1,910,553

石炭

-108,194

424,802

316,608

41,417

67,604

109,021

合計

115,019

3,908,566

4,023,585

769,635

3,283,754

4,053,389

*2010 年 3 月～2011 年 2 月との比較
**2010 年 3 月～2010 年 11 月との比較
（出典）貿易統計より富士通総研経済研究所
日本の貿易収支は 2011 年に赤字に転落した（図表 5）が、火力発電稼働に伴う化石燃料
の輸入増加による化石燃料輸入額増も一因であると言える。2012 年上期で既に 2011 年の
貿易赤字を超過している。
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図表 5：貿易収支
（100 万円）
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2,000,000
0
-2,000,000
-4,000,000
（出典）貿易統計より富士通総研作成
図表 6 は輸入単価の変化を示している。東日本大震災前より、化石燃料価格は上昇傾向
であった。石炭は 2011 年 6 月から価格の伸びは鈍化し、むしろ低下傾向にある。一方、液
化天然ガスに関しては、需給ひっ迫により他のエネルギーよりも高めで推移している。
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図表 6：輸入単価変化
（2010 年 3 月＝1）

（出典）貿易統計より富士通総研作成
図表 7 は、原油及び粗油、液化天然ガスの中東依存度を示す。液化天然ガスは、豪州、
中東など、各地域に広く部分しているため、一つの産出地域に依存せず、様々な国から調
達を行っていた。しかし、今回の震災により予期せぬ LNG 調達が必要となり、中東からの
輸入が急増している。その結果、液化天然ガスの中東依存度が震災前の 20%程度から 30%
程度へと上昇している。
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図表 7：日本の中東依存度

（出典）貿易統計より富士通総研作成
ここまでは、震災以降の我が国の電源構成及び貿易収支への影響を見てきた。以下では、
今後の電源構成がどのように推移するかに関しては、新たな原子力安全基準 2013 年が 7 月
に策定されて以降、何基の原子力発電所がいつ再稼働へ向かうのかによって大きく異なる。
ここでは、１）再稼働無2、２）再稼働3の二つのシナリオに関して、シミュレーションを実
施し、今後の電源構成に関して評価を行った。
図表 8 がシミュレーション結果であり、2030 年の電源構成を示している。2030 年に関
して、再稼働がない場合には、LNG 火力発電の割合が約半分（49.4%）にまで増加し、石
炭火力に関しては現状と同程度（29.0%）を維持することとなる。再生可能エネルギーに関
しては、風力発電所の価格低下により、風況のいい地点での風力発電所、中小水力などに
より大規模水力を含めて 21.5%を供給する。再稼働を行うケースでは 2030 年時点でも 10%
は原子量発電所により供給が可能であり、再稼働を行わない場合、不足する電力に関して
は LNG 火力と石油火力で代替することとなるが、再稼働無ケースと比較するとその割合は
低い。つまり、再稼働がない場合には、さらにエネルギー自給率は低下することとなり、
エネルギー安全保障上の不安定性は増大することとなる。

2
3

このまま全ての既存の原子力発電が再稼働せず、廃炉に向かうと仮定。
全ての原子力発電所が再稼働に向かう。ただし、新規での原子力発電所は行わない。
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図表 8：原子力発電所再稼働の有無による電源構成への影響

2010

2030

2011

再稼働無

再稼働

石炭

25.0%

25.0%

29.0%

25.9%

石油

7.5%

14.4%

0.0%

0.0%

LNG

29.3%

39.5%

49.4%

44.1%

原子力

28.6%

10.7%

0.0%

10.0%

8.5%

9.0%

8.9%

8.9%

中小水力

2.3%

1.6%

太陽光

0.6%

0.7%

1.5%

2.0%

陸上風力

8.0%

6.6%

地熱

0.3%

0.2%

21.5%

19.9%

水力（既設）

洋上風力

1.1%

1.4%

再エネ

（出典）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成。2010、2011 年データは電気
事業連合会（2012）
。
（注 1）全発電量に占めるシェア
（注 2）再稼働無、再稼働の両ケースとも、原子力発電所の新規建設は考慮しておらず
（注 3）再エネには水力を含む
2.1.2. 原子力発電所稼働停止による経済的影響
今後も原子力発電所が停止状態が続く場合の電力価格、経済への影響および温室効果ガ
ス排出量への影響に関して世界モデルを用いたシミュレーションを行い、経済及び電力価
格への影響を評価した。本シミュレーションではすべての原子力発電所が停止状態になる
と仮定した場合の影響評価を行っているが、ここで考慮する原子力発電所を停止すること
にともなう費用負担は、１）まだ使える原子力発電所を稼動させない費用、２）不足する
電力を供給するための費用の二つである。原子力発電と他の電源との発電費用の差のみで
はなく、まだ使える原子力発電所という資本を活用しないことによる費用負担も考慮する
必要がある4。
シミュレーションの手法としては、富士通総研経済研究所作成の世界動学一般均衡モデ
ル（発電部門技術バンドル付）を用い、すべての原子力発電所の稼動停止による電力価格
への影響を計算した。その結果、2012 年時点で電力価格が 19.4％上昇することが明らかに

4

ただし、ここでは震災によって生じる賠償費用、今後の安全対策などの費用に関しては考
慮していない。
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なった。
この電力料金の上昇はわが国経済にどういった影響を与えるのかに関しても検討を加え
た。図表 9 は電力価格上昇による 2012 年におけるわが国経済への影響を示しているが、
GDP は 0.9%低下するとの計算結果となった。これは GDP に占めるシェアが最も高い消費
の低迷（1.1%減）が最大の原因であり、消費の低迷が企業収益を圧迫し、国内の投資活動
も停滞する（2.9%減）
。他方、輸出は 3.6%の増加となったが、国内市場の縮小により製品
の海外輸出の圧力が増大する結果である。
図表 9：原子力発電所すべてが稼動停止した場合のわが国経済への影響（2012 年）
（％）

2012 年
変化率
消費

-1.1%

投資

-2.9%

政府

-0.6%

輸出

3.6%

輸入

-0.7%

GDP

-0.9%

（注）ベースラインからの乖離を示す
米国の割安なガスを使って生産する LNG を輸入できれば、調達費5を 3～4 割下げられる
可能性があるとの指摘もある（日経 2012 年 12 月 19 日朝刊社説）
。仮に、2011 年 12 月～
2012 年 11 月の一年間の輸入量（LNG)をベースに 3 割価格が低下した場合、約 1.8 兆円の
輸入額減となる。ガスを安価で調達できることによって、どの程度原子力発電所の稼働停
止による影響を軽減できるかに関して動学一般均衡モデルを用いて評価を行った。シミュ
レーションは、原子力発電所がすべて稼働停止する場合（原子力停止）と、原子力発電所
はすべて停止しているが 2013 年にガス価格が 30%低下する場合（＋ガス価格 30%減）の
二つのシミュレーションを実施した。図表 10 は電力価格への影響を示しているが、約 3%
程度の電力価格上昇を抑えることが可能となる。

BP Energy Statistics によると、2011 年の日本の LNG 価格は 14.73US$/million Btu で
あるのに対して、
米国の天然ガス価格は 4.01US$/million Btu である。米国から日本へ LNG
として輸出するには、追加的に 7US$/million Btu 程度の費用を要する。仮に現状の価格の
ままで米国で天然ガス調達が可能であると仮定すれば、25％程度の調達価格の低減は可能
である。しかし、今後、米国から海外へのガスの輸出が増加した場合には、米国内の天然
ガス価格が上昇する可能性もあることに留意が必要。
5
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図表 10：電力価格の変化(%)

（注）ベースラインからの乖離（％）を示す
（出典）富士通総研経済研究所
原子力発電所の稼働停止による高い電力価格が原因によって国内産業の収益性が低下し、
その結果国内への投資活動が停滞する。ガスを安価に安定的に確保することにより、0.7%
程度、国内投資の低下を抑制できる。
図表 11：国内投資変化(%)

（注）ベースラインからの乖離（％）を示す
（出典）富士通総研経済研究所
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安定的にかつ安価に LNG を確保することは、原子力発電所に関して不透明である現在に
おいては、エネルギー安全保障上有益な対策である。しかし、LNG の確保のみで原子力発
電所が稼働停止状態にある影響をすべてオフセットできるわけではないことには留意する
必要がある。
2.1.3. 原子力発電所なしでの CO2 削減は可能か？
震災以前は、原子力発電所の稼働率を上げ、新設を行うことが温室効果ガス削減と経済
成長の両立実現において中心的対策であった。しかし、新規での原子力発電所建設のみな
らず、既存の原子力発電所がいつどの程度再稼働することさえ見通すことさえ非常に難し
い。そういった現状を念頭に置いた上で、ここでは、ある一定の仮定に基づき 2020 年まで
を見据えて、温室効果ガス削減を達成するための電源構成に関して明らかにする。
ここでは発電部門にのみ注目し、2020 年までに 1990 年比 25％削減を達成すると仮定す
る。原子力発電所に関しては、以下の 2 つのケースを想定した。
１）再稼働無：原子力発電所の再稼働を行わない。新規での原子力発電所の建設は行わな
い。
２）再稼働：新規での原子力発電所の建設は行わない。稼働開始後 40 年が経った発電所に
関しては稼働停止。
図表 12 は、各シナリオの電源構成を示す。2020 年の再稼働無と再稼働では非常に大き
な差が生じる。再稼働無シナリオに注目すると、温室効果ガス削減を、１）低炭素化（石
炭・石油→LNG）
、２）再生可能エネルギー拡充の両方によって達成している。低炭素化に
ついては、LNG 火力を大幅に引き上げ、石炭火力発電の縮小、石油火力発電の全廃との結
果を得た。ここではコスト最小化により計算を行っているため、現実的には、電源の多様
性の観点から石油火力を全廃することは考えにくいことに注意が必要である。再生可能エ
ネルギーに関しては、10.5％から 30.1％と大幅に増加が必要である。
既存の水力発電が 8.4%
供給するため、既存水力以外の再生可能エネルギーで 21.7%供給する必要がある。
再稼働シナリオと再稼働無シナリオの大きな違いは、2020 年時点で再稼働シナリオでは
原子力によって 19.7%供給を行うため、温室効果ガス削減のために必要な再生可能エネル
ギーのシェアは 21.0％と再稼働無シナリオより 9.9％そのシェアは低い。2011 年の再生可
能エネルギーのシェアが 10.4％であることを考えると、再稼働無の場合の温室効果ガス削
減には、再生可能エネルギーに関して積極的な対策を採る必要がある。温室効果ガス削減
において原子力の再稼働問題を考える上で注目すべき点は、LNG 火力の役割である。再稼
働無ケースでは LNG 火力のシェアは 2011 年の 39.5％から 2020 年には 62.8％へと大幅に
増加させる必要がある。石炭火力が 2011 年の 25.0％から 2020 年の 7.1％に低下している
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ことを合わせて考えると、温室効果ガス削減策としての LNG 火力へのシフトは大きな役割
を担うと思われる。しかし、再稼働がない場合には温室効果ガス削減のために LNG への集
中が必要となり、単一の化石燃料への依存はエネルギー安全保障上の不安定性を増す可能
性がある。
図表 12：温室効果ガス削減と電源構成

2010

2020

2011

再稼働無

再稼働

石炭

25.0%

25.0%

7.1%

13.2%

石油

7.5%

14.4%

0.0%

0.0%

LNG

29.3%

39.5%

62.8%

46.1%

原子力

28.6%

10.7%

0.0%

19.7%

8.5%

9.0%

8.4%

8.4%

中小水力

4.2%

2.9%

太陽光

1.9%

0.8%

1.6%

0.0%

10.5%

8.1%

バイオマス

2.2%

0.4%

地熱

1.4%

0.3%

30.1%

21.0%

水力

洋上風力
陸上風力

1.1%

1.4%

再エネ

（出典）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成。2010、2011 年データは電気
事業連合会（2012）
。
（注 1）全発電量に占めるシェア
（注 2）再稼働無、再稼働の両ケースとも、原子力発電所の新規建設は考慮しておらず
（注 3）再エネには水力を含む
2.2.

再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）の功罪

原子力発電所の今後が不透明である現状において再生可能エネルギーは、エネルギー安
全保障及び温室効果ガス削減においてその役割は高まっていく。2012 年 7 月に当時の民主
党は、再生可能エネルギーの普及を後押しすることを目的に再生可能エネルギーによって
発電された電力を固定価格で固定期間買い取ることによって再生可能エネルギー発電事業
の事業リスクを軽減する制度として再生可能エネルギー固定価格買取制度を導入した。固
定価格買取制度は再生可能エネルギーエネルギー普及の効果と同時に、電力価格への影響
の両面がある。
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2012 年度の買取価格及び買取期間に関しては示されているが、今後の制度に不透明性が
高い。ここでは、一例として今後買取価格が毎年度 5％低下すると仮定し、再生可能エネル
ギーの普及及び電力価格増の家計負担に関して定量評価を行う。本シミュレーションでは、
電力網間の連系線の設備容量に関しては考慮しているが、各電力網内での電力網内の送電
容量に関しては考慮していない。そのため、実際には再生可能エネルギーを建設する場合
に必要となる送電網の整備が十分でない可能性も十分に考えられる6。
FIT による再生可能エネルギー普及による家計への影響を見ていく。2020 年で 820 円/
月の費用負担となる（図表 13）
。2017 年以降は費用負担の伸びは低下していく。その理由
としては、買取価格の低下及び再エネの普及が一段落すると見込まれることがあげられる。
図表 13 FIT による再エネシェア及び家庭電気料金負担

（注 1）賦課金に関して、家庭と産業の区分をしていない
（注 2）エネルギー多消費産業への減免処置を考慮していない
（出典）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成
2.2.1. より効率手的なの FIT 制度への提言
今回、
FIT に関しては、
再生可能エネルギー普及に関しては効果があることが証明できた。

6

事実、カナダのオンタリオ州では、電力網の容量不足が予想され、多数の小規模案件の契
約を取り消す事態も発生した。
http://www.canrea.ca/site/2011/04/ontarios-renewable-power-transition-under-threat/
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2020 年で 820 円/月を家計7にとって重いと感じるか、軽いと感じるかは人によって受け止
め方は様々であると思われるが、この電力価格の上昇は家庭にとって決して軽微なものと
は言えない。
FIT は、
再生可能エネルギーに関連する価格の動向などによりその経済効率性が大きく異
なる。我が国では、調達価格等算定委員会の意見を参考に、毎年度ごとに買取価格が見直
される予定だが、日本に先んじて FIT 制度を導入していた欧州諸国が重ねてきた試行錯誤
の経験から学ぶことも重要と考えられる。ドイツにおいては、発電事業者が発電関連費用
の情報を提供する義務を負う。その情報に基づいて環境省が案を作成し、議会の審議を経
て買取価格の調整を決定している。しかし、2009 年、2010 年には太陽光発電の費用逓減に
買取価格が追い付かず、急速な太陽光発電導入が進んだ。その結果、再生可能エネルギー
買取賦課金は、1.16 ユーロセント/kWh（2008 年）から 3.53 ユーロセント/kWh（2011 年）
と急速に上昇した。太陽光発電については、買取価格が高く賦課金への影響が大きいこと
や、費用の低下ペースが速いことから、費用や設置容量の推移のタイムリーな把握と買取
価格への反映が重要である。スペインや英国など、FIT を数年運用した後、制度改定や見直
しに伴って四半期ごとの太陽光発電の買取価格調整を導入または導入決定をした国もあり、
我が国にとっても参考となるだろう。また、一つの再生可能エネルギー技術の中でも、規
模や立地などの条件の違いが費用に及ぼす影響は、モニタリングにおいて注目すべき点で
ある。
FIT 導入時点では条件の違いとそれに応じた買取価格がさほど細かく区分されていな
いが、モニタリングの結果に基づきさらに細分化する必要を見極めるべきである。
我が国での FIT 導入は再生可能エネルギー普及に向けた大きな進展であるが、導入後の
制度運用の成否はモニタリングと買取価格調整に大きく左右される。必要以上の負担によ
る制度への信頼の喪失を避けるためには、再生可能エネルギー関連費用の動向を可能な限
り詳細に把握できるモニタリングを実施し、その結果を買取価格に遅滞なく反映する体制
を早急に我が国に確立する必要がある。
現在の FIT の買取価格の見直しは一年に一回のペースで行われており、また価格の見直
しは年度開始直前に決定されるため、再生可能エネルギー事業者にとって、実際に計画か
ら発電までの期間（リードタイム）が長い再生可能エネルギーの事業リスクが増大し、比
較的リードタイムの短い再生可能エネルギーへの投資が集中する結果となる。再生可能エ
ネルギーの導入量に応じた買取価格の調整を行い、複数年に及んだ買取価格の目安を示す
必要がある
例えば、ドイツでは、2012 年 10 月以降については、毎年 250 万～350 万 kW の（太陽
光発電）新規設備容量を目標ラインに設定し、過去 3 か月間の導入実績を年率換算し、導

日経新聞（2013 年 3 月 30 日朝刊）によると、2013 年 5 月の標準家庭の電力料金の月額
は、北海道（6,626 円）
、東北（6,862 円）
、東京（7,636 円）、中部（7,304 円）、北陸（6,682
円）
、関西（7,381 円程度）
、中国（7,397 円）
、四国（6,944 円）
、九州（6,953 円程度）、沖
縄（7,936 円）
。
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入量がその範囲にとどまっていれば月 1％の逓減率を適用する。それを下回っている場合は
逓減率を下げ、上回っている場合は逓減率を据え置くという新しい措置を導入した。さら
に、太陽光の設備容量が 5,200 万 kW になった場合で買取制度をやめ、自由市場へと移行
することも同時に決めた（梶山、2012）
。
図表 14 は今回のシミュレーションによる再生可能エネルギーに占める各再生可能エネル
ギー技術の発電量シェア
（2020 年）と実際に FIT 認定を受けたものとの比較を示している。
シミュレーションでは、風力発電が中心的役割を担っており、2020 年時点で再生可能エネ
ルギーのうち 50.7%を占める。太陽光（21.3%）、中小水力（13.6%）が続く。しかし、現
実に固定価格買取制度の認定を受けたものは、ほぼ太陽光（80%）である。太陽光発電の固
定価格買取制度の買取価格（税込）は他の再生可能エネルギーと比して高く、42 円/kWh
であり、シミュレーションで想定した以上の賦課金負担となる可能性がある。このシミュ
レーションと今の認定状況との違いとしては、①リードタイムの違い、②ノウハウ、③規
制等によるものと思われる。リードタイムに関しては、一般的に風力は 3 年、地熱は 10 年
といわれており、太陽光の数か月とは大きな違いが存在する。風力発電、地熱などには非
常に高い専門性が必要である。中小水力に関しては、水利権などの障壁もあり、ポテンシ
ャルはあっても実現が難しい場合が存在する。
図表 14：シミュレーションと現実のギャップ
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2.2.2. 送電網広域運用による再エネ普及促進
我が国では送電線は各電力会社が所有し、電力会社間での電力融通に関しては、連系線
が存在するがその容量は大きいものではない。この連系線による融通の限界が、再生可能
エネルギーの特色である地域への偏在により、十分に活用できない原因となっている。
では、この分断された送電網が再エネ普及にどの程度の影響を有しているのかを見てい
く。先ほど行った FIT の評価は現在の電力網を前提とした場合であるが、連系線の容量不
足による再生可能エネルギー普及への影響を見るために、再生可能エネルギー十分に活用
できるように連系線の容量を拡大する場合との比較を行った。言い換えれば、日本の電力
網が一つであると仮定しているともいえる。連系強化によって同じ FIT でも、2020 年時点
で現在の電力網を前提とした場合の 23.5%から 27.0%へと上昇する。これは、連系線強化
すれば再生可能エネルギーの拡大が容易になることを示していると同時に、同量の再生可
能エネルギーの導入を実現するのに FIT の買取価格をより低く抑えることができる、つま
り電力価格の上昇を低く抑えることできることを示している。
図表 15：系統強化による再エネ普及への効果

（出典）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成
なぜこのように連系線強化で再エネの普及が進むのかに関して、詳細な検討を行うため
に風力発電の導入量を都道府県別でみてみる。図表 16 は、現在の電力網を前提とした場合
と連系線強化を可能とした場合の、主要都道府県別で建設される風力発電の発電容量を示
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している。連系線強化による影響が顕著なのは北海道である。北海道は、非常に風況がよ
く風力発電のポテンシャルは非常に高い。しかし、北海道の風力発電のポテンシャルを活
用するには、北海道内での電力消費は少なく、このポテンシャルを有効活用するには、北
海道に風力発電所を建設し、電力大量消費地である関東まで送電する必要がある。しかし、
現在の現在の北海道と本州間の連系線（北本連系線）の容量は非常に低いため、北海道か
ら関東に十分な送電ができない。そのため、現在の送電網では、北海道での風力発電の活
用は限定的なものとなる。
図表 16：主要都道府別系統強化による風力発電所建設への影響（2020 年）
（GW）

（出典）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成
では、北本連系線を強化すれば北海道の風力のポテンシャルを余すことなく活用できる
のかといえば、実は他にも課題が存在する。連系線強化した場合に、北海道のどこに風力
発電が導入されるのか、その可能性のある地域を地図上にプロットしたものが図表 17 であ
る。これを見ればわかるように、連系線のみならず北海道内の送電網の整備も必要である
ことがわかる。
「地域間連系線等の強化に関するマスタープラン中間報告書」
（2012 年 4 月）
において算出されている北海道の送電網整備に要する費用は 7,000 億円である。その算出
は北海道に風力 187 万 kW、太陽光 90 万 kW が導入された場合を前提にしている。今回の
連系線強化を前提としたシミュレーションで算出された風力発電を活用するには、その送
電網整備に要する費用は膨大なものとなる。その結果、FIT による費用負担に電力網整備の
費用負担が追加され、大幅な電力価格の上昇を招きかねない。再生可能エネルギーはどの
地点に建設を行うかによって稼働率は大きく異なる。また同時に、どの地点に建設するか
によってそれに付随する費用も大きく異なる。実際に風力発電を建設するには、建設現場
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までの道路の建設、近くの送電線までの電線の建設が必要である。さらに、電力網内での
送電網の整備、電力網間の連系線の整備までを含めてコスト計算をする必要がある。単純
に風況がいいという理由だけで建設するのでは、トータルで見た場合に非常に高い費用負
担となる可能性がある。

図表 17：送電網と再エネ普及

（注）JMRT モデルを用いて、富士通総研経済研究所作成。送電網は、日本スーパーマッ
プ株式会社の SuperBaseMap 25000
環境省の実施した「再生可能エネルギーポテンシャル調査」からも、日本には十分な再
生可能エネルギーのポテンシャルが存在していることが確認されているが、現実社会では
様々な参入障壁が存在するために、有効的に活用されていない。日本の電力市場は 10 に分
断されており、また各電力網間の連系線は脆弱なため、電力網間での電力融通はあまりな
されてこなかった。そのため、どの地点に建設するかによって実際に発電される電力量は
大きく異なるという自然エネルギーでは、既存の送電網では、各電力網内に建設された再
生可能エネルギーしか活用できないこととなる。既に示したように、風力発電を例にする
と、北海道は非常に風況がいいが、北海道と本州を結ぶ連系線（北本連系線）の容量が低
くいため、最大の電力需要者である関東地域への送電が不可能である。その結果、風況条
件のいい北海道の風力発電ポテンシャルを有効に活用できない。

18

また、送電網へのアクセスも全ての人に対して平等かつ解放される必要がある。
「電気事
業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の第五条において電力会
社は申請のあった接続に対して接続義務を有すると規定されている。しかし、接続を拒否
できる例外事項があり、その適用条件も定性的であるため、再生可能エネルギ―事業者に
とっては参入断念の大きな要因になりかねない。送電網への接続に関しても全ての事業者
に対して平等に認めることによって、はじめて参加者が増え、日本各地で実証実験が行わ
れているスマートシティなどの新たなるビジネス機会の創出が期待できる。
以上の問題点を解決するには、日本全体での系統の効率化を目指す広域系統運用機関の
早期の設立を確実に進める必要がある。これによって、再生可能エネルギーの導入をより
費用効率的に行えると同時に、各電力会社が個別で電力需要を満たす必要がなくなり、安
定供給に必要な発電容量の軽減につながる。同時に、地域間での電力融通を行うことが容
易となり、今回の震災で生じたような計画停電を回避することが可能となる。

3. おわりに
震災以降、原子力発電所か再生可能エネルギーかという二者択一的な感情による議論に
終始した。その結果、十分な判断材料が提供なされなかったため今回の衆議院選挙におい
てエネルギー政策は政党判断の要因となりえなかった。しかし、エネルギー政策が我が国
の持続的成長を考える上で重要な政策であるのには変わらない。
本報告では、現在エネルギー政策を考える上で重要な、原子力発電所の再稼働問題及び
再生可能固定価格買取制度を取り上げ、エネルギー政策上の影響・便益に関して詳細な技
術モデルを活用し定量評価を行った。現在、ほとんどの原子力発電所が稼働停止状態にあ
り、不足する電力は LNG を中心とした火力発電所によって補われている。稼働停止の状況
が続くと、火力発電所中心とした電源構成となり、ただでさえ低いエネルギー自給率の一
層の低下、中東依存度の上昇、温室効果ガス排出量の増加となる。このような状況におい
て再生可能エネルギーの普及は重要であることに異論はないであろう。既に我が国は再生
可能エネルギー固定価格買取制度を導入したが、本研究では、再生可能エネルギー普及に
は効果的である一方、賦課金が無視できないレベルにまで上昇すると指摘した。現在進む
電力システム改革による小売り自由化によって競争が激しくなることで電力価格が下がる
との意見もあるが、各国の経験、研究を見るに、価格低下に関しては一定の効果もありう
るが、賦課金をオフセットするレベルではない。今後、持続的に再生可能エネルギーの普
及を目指すには、連系線の強化も含め広域での系統運用を行い、再生可能エネルギーの全
体最適化を実現し、経済効率的な再生可能エネルギーの普及を進める必要がある。これに
より、固定価格買取制度の買取価格を下げることが可能となる。
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【参考】JMRT モデル概要
本調査研究では、
弊社が TIMES8を活用し我が国のエネルギーシステムを再現した技術モ
デル（JMRT(Japan Multi-Regional Transmission)モデル）を活用した。TIMES は、IEA、
IRENA などの国際機関及び欧州委員会などにおいて長期エネルギーシナリオの作成に用
いられているなど、世界中の研究機関で活用されている。
化石燃料を中心に据えた考え方をベースにしたモデルでは、今後拡大が期待される再生
可能エネルギー及び発電の分散化を十分に評価できない。再生可能エネルギーは、火力発
電所などとは異なり自然を相手にするため、どこに建設をするのかによって資本費（電力
網までの電線整備費用、主要道路までの道路建設費用など）
、稼働率（風力の場合には風速）
、
利用可能量が大きく異なる。各再生可能エネルギーを単純にひとつの技術（同じ資本価格、
同じ稼働率など）と仮定してシミュレーションを実施した場合には、現実からかい離した
結果を算出する可能性がある。
このため、本調査研究では GIS（Geological Information System：地図情報システム）
上のデータを 1 ㎢メッシュで活用し、各メッシュのデータに関して資本コスト、稼働率等
を算出し、再生可能エネルギーの地域性を考慮する9（図表 A-1）
。さらには、各メッシュ単
位で、実際の再生可能エネルギー建設に必要な送電線・道路建設費用、洋上風力の場合に
は水深データからの土台建設費用も考慮した（図表 A-2）ポテンシャルデータがメッシュレ
ベルで把握できない再生可能エネルギーに関しては、都道府県単位で検討を行う。
ポテンシャルデータは、環境省再生可能エネルギーポテンシャル調査（平成 22 年度）を参
照する。対象とする再生可能エネルギーは、１）太陽光、２）風力（陸上・洋上）、３）地
熱、４）バイオマス、５）中小水力とする。
また本モデルでは、日本の電力網を 10 に分け、電力網間の系統容量に関しても考慮して
いる。さらに、電力の周波数も 50Hz と 60Hz の二種類を想定している（図表 A-3）
。
多くのモデルは、一年を一タイムスライスとしてとらえているが、電力に関しては一日
に置いてもピーク、ミドル、ボトムがあり、また一年においても春夏秋冬と季節によって
電力需要は大きく異なる。本モデルは、一日を三つにスライス【昼間（8～13 時、16～23
時）
、ピーク（14～15 時）
、夜間（0～7 時）】
、一年を四つのスライス【春（3～6 月）
、夏（7
～9 月）
、秋（10～12 月）
、冬（1～2 月）】に分類した。
既存の発電所に関しては図表 A-4 に示すように、実際のデータを入力している。

TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System)は、技術積み上げの型のボトムアッ
プモデルである。エネルギー供給・需要プロセスや時間スライスの設定、地域を多地域に
分類することが可能であるなど、詳細なモデリングが可能。
9 GIS を活用することにより、各メッシュデータの緯度経度情報より、電力網への距離（＝
発電所を建設する際の電力グリッド整備費用）、主要道路への距離（＝道路整備費用）
、洋
上風力の場合には水深（＝追加建設コスト）の把握が可能である。
8
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図表 A-1:再エネ GIS 情報

（出典）環境省再エネポテンシャル調査より富士通総研作成
図表 A-2: GIS を活用した稼働率及び建設費用評価（例：風力発電）

（出典）富士通総研
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図表 A-3:連系線

図表 A-4:既存発電所
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