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はじめに 

本冊子の目的 

化石燃料や原子力発電に依存したエネルギーシステムは、さまざまなリスクに直面して
いる。化石燃料に依存し続ければ、地球の大気環境を悪化させ、気候変動を引き起こす。
と同時に、供給源の海外依存にならざるをえず、世界的な燃料価格の変動リスクにもさら
され続けることになる。また、原子力発電には、過酷事故のリスクがあり、放射性廃棄物
の処分問題は未解決のままである。これらは、社会全体に負の影響やリスクをもたらすも
のだが、電力価格には適切に反映されていない「隠れたコスト」（社会的費用）である。社
会的費用を放置したまま、これらの既存電源に頼りつづけることは、日本のエネルギーシ
ステムを脆弱にしている。 

こうしたエネルギー利用にともなう社会的費用を軽減し、システムの脆弱性を改善する
ことが、とりわけ東京電力福島第一原子力発電事故以降、日本のエネルギー政策上の重要
な課題となっている。 

自然エネルギーは、純国産のエネルギー資源でエネルギー安全保証に資する資源であり、
かつ発電段階で追加的に二酸化炭素(CO2)を排出しない。また、こうしたエネルギー資源の
開発は、国内における関連産業の発展と雇用増大に貢献することが期待されている。 

こうした背景 1のもと、2011 年 8 月、与野党を超えた政治合意の結果として、「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」(以下、FIT 法)が全会一致
で可決された。 

2012 年 7 月に FIT 法が施行されてから、2017 年 6 月末で５年が経過した。FIT 法のも
とで日本の自然エネルギーをめぐるさまざまな状況がどう変わったのか。この冊子は、制
度の成果と課題点、また今後の展望について、その主要な内容をまとめたものである。 
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FIT制度が果たす政策の役割とは何か 

そもそも固定価格買取制度(以下、FIT)はどのような役割を担う制度なのか。ここでは
FIT をふくめ自然エネルギーの普及促進制度の役割を次のように位置づける。すなわち、
普及の初期段階において自然エネルギー電源のコストが高く、また既存電源の社会的費用
が経済的に評価されていない場合、自然エネルギーの経済的メリットは見いだせない。そ
の結果、民間投資は不十分にしか行われず、普及は低迷する。この場合、生産規模が小さ
く、関連産業が未熟で、コストも高止まりする。結果として、普及が実現しない、という
悪循環に陥る。 

こうした悪循環を断ち切るのが自然エネルギーの普及促進制度の役割である。FIT の場
合、政府が電気事業者に対して自然エネルギー電気の調達条件（期間と価格）を定め、そ
の買取を義務付ける。これによって、自然エネルギーに対する投資が回収できないリスク
が低下し、投資が進むことが期待される。さらに関連機器の生産が拡大し、関連産業が発
達し、コストの低減も期待される。 

普及初期段階における政策支援によってコスト低減が実現することにより、特段の政策
支援がなくとも、既存電源に対しても社会的費用を含め市場で競争が可能になることが、
制度実施の結果として期待される。したがって、政策支援によってコストが低減し、市場
での自立化が将来的に可能かどうか、が重要な評価のポイントになる。また政策全体のコ
ストの管理も重要になる。

図 1 自然エネルギー普及政策の役割 
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FIT5年間の結果 

普及効果―自然エネルギー基幹電源化への道が拓かれた 

FIT 法のもとで自然エネルギーは急速に増大した。2016 年度の FIT の買取電力量は 570
億 kWh に達した 2。ただし、この数値には 2012 年度以前に導入された設備のうち FIT 法
の認定設備に移行した設備も含まれる 3。一方、FIT 法認定設備のうち住宅用太陽光発電か
らの電気は一部自家消費されている。この自家消費分が 16 億 kWh あると推計される。こ
れを合わせると 586 億 kWh になり、関東 1 都 6 県の全世帯(約 1,889 万世帯)の年間消費
電力量に匹敵する 4。 

 

図 2 2016 年の FIT 認定設備の発電量(推計)5 

かつて自然エネルギー電力は、開発余力が少ない大規模水力が中心であったため、発電
量は長期低迷傾向にあった。しかし、FIT 法はこの傾向を大きく変えた。2011 年度 9％で
あった自然エネルギー電力の割合が、2016 年度には 15％にまで増加している(図３)。その
結果、自然エネルギーは LNG、石炭に次ぐ第三の電源となっている。FIT 法は、自然エネ
ルギーの基幹電源化にむけた展望を拓いたと評価できる。 

 

図 3 発受電量に占める自然エネルギーの割合推移 6 
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電源別普及―風力発電を除き、高い伸びを示す 

電源別の普及効果をみるとき、単純にそれぞれの導入量を比較するだけでは公平ではな
い。というのも、電源によって発電所の開発期間も異なる上に、資源量も異なるからであ
る。そこで、ここでは FIT 法施行後 (2012 年 7月から 2017年 3月までの 4 年 9 ヶ月) の
普及効果を、FIT法施行前の５年間(2007~11 年度:当時は RPS法 7)とほぼ同じ期間の普及
効果を比較する。その上で、FIT 前の導入量に対して FIT 法施行後の導入量が大きければ、
FIT 法は普及効果を発揮しているとする。 

比較の結果、もっとも普及効果が高かったのは太陽光発電である。FIT 前 5 年間の導入
量が 268 万 kW であったのに対して、FIT 法施行後には 3,350 万 kW が導入された。これ
は前の 5年間の導入量の 12.5倍に達する。しかし、太陽光ほどではないが、その他の電源
(中小水力発電、バイオマス発電、地熱発電)も前の 5 年に比べ、FIT法施行後は 1.6 倍から
7.5 倍の導入量を実現しており、普及効果としては大きいと評価できる。 

唯一、導入量が前の 5 年間に対して小さかったのは風力発電であった。FIT 前の 5 年間
で 101 万 kW が導入されたが、FIT 法施行後の導入量は 79 万 kW にとどまっている。こ
れは、2012 年度から一定規模以上の風力発電に対して環境アセスメントが義務化されたこ
とで開発期間の長期化が影響しているものと考えられる。 

 

表 1 設備導入量の比較（FIT 前５年間と FIT 法施行後）8 

 

2007~11年度の 

新規導入量（万 kW） 

FIT 法施行後 

新規導入量（万 kW） 
導入量比 

(A) (B) B/A 

太陽光 268 3,350 12.5 

風力 101 79 0.8 

地熱 0.2 1.5 7.5 

バイオマス 52 85 1.6 

中小水力（3万 kW未満） 6 21 3.5 
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普及に伴う諸効果 

FIT 法のもとで自然エネルギーが急激に普及していくことで、エネルギー産業・市場、
社会にさまざまな影響をもたらしている。最初に、プラスの効果について述べ、次にいく
つかの問題点について述べる。 

① 発電コストの低下 

自然エネルギーの普及に伴って、発電コストの低下がみられる。とくに導入量が比較的
多い、太陽光発電、陸上風力発電、一般木質バイオマス発電の 3 電源については、程度は
違うものの FIT 法施行から５年経過し、1kWh を発電するのにかかるコスト（発電単価）
の下落がみられる。しかし、発電単価の下落要因はそれぞれの電源で異なる。 

太陽光発電に関しては、規模によらずおおむね 38%単価が下がっている。これは、普及
や競争にともない、太陽電池モジュール等の設備価格や建設工事費の下落がおこり、資本
費が低下していることが大きく寄与している。 

普及が伸び悩む陸上風力発電についても、FIT 導入後、東北地方を中心に風況が良い地
域における導入が進んでいること、また、メンテナンスの改善等により、全体的に設備利
用率が向上している。また、7,500kW 以上の設備では資本費の低下もみられる。これによ
り、29%発電単価が下がっている。 

木質バイオマス発電については、当初想定した 5,000kW 級の発電所よりも発電所の規模
が大規模化している。2016 年 1 年間に導入された設備の平均設備容量は 1.9 万 kW であ
る。これにより、発電所の熱効率は改善し、発電単価は 16%低下していると推計される。 

 

図 4 電源別の発電単価の推計 9 
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② CO2排出削減に貢献 

電力部門(自家用発電含む)は、日本における CO2排出の最大部門であり、全体の CO2排
出量の約 4 割を占めている 10。とくに、福島第一原子力発電所以降、国内の原子力発電の
停止により電力部門からの CO2排出量が一時的に増加した。しかし、省エネの進展に加え
て、FIT 法のもとで自然エネルギーが急速に普及したことにより、2013年度以降、発電に
よる CO2排出量が減少し続けている。 

 

図 5 CO2排出削減に対する自然エネルギー電源の効果 11 

* ここでは FIT 法の影響をみるために 2012 年度を基準年としている。2012 年度の原子力発電の発電量は、159
億 kWh と、すでに多くの原子力発電所が停止している状態である点に注意が必要である。また、省エネによる
削減量は、東日本大震災が起こった 2011 年度が最も大きいが、この図は 2012 年度を起点としているため、
2011 年度分は表現されていない。 

 

FIT 法が施行された 2012 年度を基準(100)として、発電に伴う CO2排出量の推移を見る
と、2015 年度は 9 ポイント下落している。この間、発電量全体は 3 ポイント下落している
ため、残り 6 ポイント分は、電源構成の変化によるものであると考えて良い。 

電源構成に関して、原子力発電は、2012年度に比較して 2015年度の発電量が 65億 kWh
減少しており、その分 CO2排出増加の要因となっている。他方で、同じ期間に自然エネル
ギーの発電量は 391 億 kWh 増大しており、電力部門における CO2排出削減におおきく貢
献しているといえる。 
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③ メリットオーダー効果による卸電力価格の低下 

自然エネルギーの普及、とりわけ太陽光発電の普及に伴い、近年では昼間の時間帯の卸
電力価格が上がりにくくなっている。図 6 の上段のグラフは、2011 年度と 2016 年度の時
間帯別(30 分単位１日 48 コマ)の平均卸電力価格を示している。2016 年度の価格は 11 年
度に比べて全体的に下がっていることがわかる。この下落は、主に原油価格の下落による
火力発電の燃料費の低下が影響していると考えられる。 

図６の下段のグラフは、2016 年度と 2011 年度の値差を示すものであるが、特に昼間の
時間帯の卸電力価格が大きく下落していることがわかる。これは、急速な太陽光発電の普
及が影響していると考えられる。原理的に卸電力市場では、燃料費等の可変費が安いもの
から並べられていき、需要を満たす最後の発電所の可変費により卸電力価格が形成される。
太陽光発電や風力発電は、可変費がゼロである。これらの電源が大量に発電することで、
可変費の高い火力発電は市場から徐々に押し出されていく。このように可変費ゼロの電源
が増えることで、卸電力市場価格は下落していくのである。これを「メリットオーダー効
果」と呼ぶ。実際にドイツでも自然エネルギーの普及により、卸電電力価格が大きく下が
っている。メリットオーダー効果による卸電力価格の下落は、発電事業者にとっては脅威
かもしれないが、電力消費者にとっては利益になる。 

 
図 6 2011 年度と 16 年度の時間帯別卸電力価格の比較 12  
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④ 着実に成長しつつある自然エネルギー産業 

普及にともなって産業規模も大きくなってきている。2016年の自然エネルギー発電設備
の建設と運転維持に関連して発生する雇用数を推計すると、約 36.5 万人・年に達した（図
7）。この雇用者数には、直接的な建設工事や運転管理業務等のみならず、設備の原材料や
部品、関連機器、サービスを生産するために必要となる雇用も含まれている。 

自然エネルギー電力の雇用数として最大規模は太陽光発電の約 29.9 万人であった。次い
で、木質バイオマス発電では 4.5 万人の雇用規模となった。バイオマス発電は、運転段階
での雇用が大きいことが特徴である。ただし、今後海外からの輸入木質燃料比率が高まる
ことが予想され、国内雇用増加は限定されるかもしれない。 

また今後、資本費の低下により、建設段階での雇用者数が減少する可能性がある。ただ、
運転管理には、継続的に雇用が生まれることから、自然エネルギーの普及に伴い、持続的
に産業規模が維持・拡大すると見込まれる。 

 

図 7 2016 年の電源別雇用数推計値 13 

 

⑤ 多様な主体がエネルギー事業に参加 

FIT 導入前までは、発電事業は電力会社等の大企業が行うもの、という認識が一般的だ
ったかもしれない。しかし、FIT 導入や電力システム改革の進展に伴い、多数の主体が発
電事業に参画するようになっている。 
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第一に発電事業を行う法人数が激増した 14。FIT 導入前(2009 年から 11 年)の電力供給
事業の新設法人数は年間平均 39法人に過ぎなかった。これに対して、FIT 導入後(2012~16
年)の年間新設法人数の平均値は 1,973 法人に達し、導入前の 51 倍になっている。12 年か
らの累積では 9,864法人にのぼる。そのうち、91%が自然エネルギー関連である。 

第二に、企業のみならず、地域・市民レベルでの取り組みも活発化しており、全国で市
民・地域共同発電所に取り組む団体数は、115 団体(2013 年)から 200 団体（2016 年）にほ
ぼ倍増しており、発電所数は 1,028 基にのぼる 15。こうした市民・地域共同発電所は、広
く市民から出資等を集めて、発電所をつくる取り組みであり、実際に出資等の形で参画す
る市民の数はさらに多いであろう。 

第三に、住宅に太陽光発電を設置する家庭も順調に増えてきている。太陽光発電協会に
よると、2016年末までに住宅用太陽光発電を設置した世帯数は、205万件に達したとされ
る 16。これは一戸建ての総数の約 8%に相当する。 

以上のように多数の企業、市民が担い手となって、発電設備を設置し、発電事業を担え
るようになった。これは、設備そのものの分散化のみならず、主体の分散化・多様化が進
んだといえる。 

追加的費用負担と電力単価への影響 

上記のように政策効果がさまざま上がっている一方で、追加的な費用負担も電力消費者
にもたらされている。このとき注意しなければならないのは、何をもって「負担」とする
かである。しばしば自然エネルギーの電気の買取費用額をもって「負担」と表現されるこ
ともあるが、これはミスリーディングである。そもそも自然エネルギーでなくても電力の
調達には費用がかかる。買取費用額の中でどの部分が追加的な費用負担なのかを明確にす
る必要がある。 

FIT 法における追加的費用とは何か。それは、自然エネルギー電気の買取費用と、通常
の電気の調達費用(回避可能費用)との差額分 17である。この差額分は、電力消費者から徴
収された賦課金をもとに補填されている。この補填分を交付金と呼ぶ。賦課金額と交付金
額は原理的には等しいため、以下賦課金と呼ぶ 18。 

賦課金額は、2013 年度の 0.3 兆円から 16 年度には 1.4 兆円と急激に増えている。この
主要な要因は次の 2 つである。第一に、FIT によって買い取られる電力量が増えたことで
買取費用が増えたためである。第二は、この期間に原油価格が下落し、火力発電の燃料価
格が低下したために、これに連動して回避可能費用単価が低下したことである。上述のよ
うに、賦課金額は買取費用から回避可能費用を先引いたものであるため、回避可能費用の
低下が、賦課金額を増加させる結果となったのである。 
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いずれにしても、FIT 法にともなう追加的費用負担が増え続けているのは確かであり、
みだりにこの費用負担が増えないことが望ましい。そのためには、後述のように適切な制
度の管理と、発電コストの低減に向けた最大限の努力が求められる。 

 

図 8 FIT 法における交付金額と回避可能費用の推移 19 

FIT による追加的費用に関する議論のなかで見落とされやすいのは、電力単価には FIT
以外にも大きな影響を与える別の要因があるということである。ここで電力単価とは、
1kWh の電気を発電し、送配電し、販売するのにかかる費用のことと定義する。これには、
自社で保有する発電所のコストに加えて、他社から電力を調達するのにかかる購入費用、
送配電費用や販売や事務管理費用、租税が含まれる。なお、電気料金にはこれに加えて、
電力会社の利益（あるいは損失）が含まれる。 

 

図 9 電力大手 10 社（旧一般電気事業者）の加重平均電力単価 20  
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図 9 に示すように、2016 年度の電力大手 10 社（旧一般電気事業者）の電力単価は、賦
課金の上昇にもかかわらず、FIT 法導入前の 2011 年度とほぼ同水準であった。これは、
「発電・電力調達費用」が大幅に減少したためであり、化石燃料価格の下落に加えて、自
然エネルギーの普及による火力発電の発電量の減少の結果、燃料費が減少し、賦課金の増
大を相殺したためと考えられる。 

実際に、電力単価に与える影響は、賦課金の変化よりも火力発電の燃料費の変化のほう
が大きい。電力大手 10社の火力発電費は 2013年度に 8.9 兆円と最高値に達したが、2016
年度には 4.4 兆円となり、4.5 兆円下落した。これにより火力発電費用は、電力単価を 4.8
円/kWh 下落させている。 

しばしば、電気料金を議論する際に、賦課金の上昇のみが懸念されがちである。しかし
ながら、以上のように化石燃料価格の変動のほうが、はるかに大きい影響を電気料金に与
えていることは留意すべきである。 

このことが意味するところは、化石燃料価格が再び高騰すれば、賦課金をはるかに超え
る影響がもたらされる、ということである。その際、自然エネルギーは、電力単価の急上
昇を緩和する役割を果たす。なぜなら、自然エネルギー電源が発電した分、購入しなけれ
ばならない火力発電用の燃料費が節約されるからである。 

地域との共生に関する課題 

FIT 法により太陽光発電を中心に導入が進んでいるが、一方で開発による自然環境への
影響や事業の進め方等をめぐって、地域の住民や自治体とのトラブルも増えている。太陽
光発電に関するトラブルの理由として、自然景観や歴史的景観への影響の懸念、森林伐採
等による土砂流出や水害の誘発といった防災面の懸念、生活環境への影響の懸念、自然保
護への懸念などがあるとされている 21。 

問題の背景 

地域トラブルが発生する本質的な問題は、日本の土地利用制度が、「緩やかで硬直的」と
評価されるように、一方では保安林や農地での開発制限のような硬直的な規制が行われな
がら、他方では、環境への影響に十分な配慮を行わない開発も許される緩い規制制度とな
っている点にある。 

また、国の環境影響評価制度も、風力発電に対しては、より環境負荷の大きい火力発電
と比較しても厳しい規模要件を設定しながら、太陽光発電はどのような規模のものも対象
外にしている。 
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ドイツなど自然エネルギー導入の先進国では、厳格な土地利用計画制度の中に、自然エ
ネルギー発電設備を円滑に導入するための「開発可能エリア」の設定などの仕組みが組み
込まれている。自然環境の保全と開発の促進が両立する「厳しいが柔軟な」土地利用制度
になっていないことが、自然エネルギー発電設備の立地にともなうトラブルの発生の背景
にある。 

対応の方向性 

地域におけるトラブルの発生に対応して、国や自治体において、いくつかの実践的な措
置も取られ始めている。第一に、国は、2017年 4 月に施行された改正 FIT 法で、適切な事
業実施を確保する仕組みとして、電源別の「事業計画策定ガイドライン」を示し、開発に
あたり地域の自治体や住民との適切なコミュニケーションと地域住民への配慮を求めてい
る。これはあくまで推奨事項であり、地域への配慮を欠いた開発を止めるには不十分であ
るが、事業者の認定情報を公表する仕組みを設けるとともに、事業開始前の審査、事業実
施中の点検・保守、事業終了後の設備撤去等の遵守事項に違反した場合、事業の改善命令
や認定取消を可能としている｡ 

第二に、自治体側でも、景観条例やアセス条例、設置ガイドライン等の制定などを通じ
て、地域に配慮した開発へと誘導する取り組みが開始されている。こうした取り組みを今
後広げていく上では、自然エネルギー事業者に住民との合意形成を促し、事業者が予め配
慮すべき地区や事項を理解でき、計画的かつ地域との調和的な導入を促すものであること
が望ましい 22。 
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制度運用上の課題 

これまで５年間の FIT法の結果について、端的に述べてきた。以下では、この 5 年間に
おける制度の運用上の大きな問題を 3 点指摘したい。 

費用負担を増大させた設備認定ルール 

当初、調達価格が確定するのは、設備認定時点か、接続申込時点かどちらか遅い時点と
されており、運転開始期限について何の規定もなかった。このため、事業計画が未成熟な
段階でも、調達価格のみを確定させておく誘因がはたらいた。この結果、調達価格が変更
される直前のタイミングで大量の駆込が発生し、発電単価が低下したにもかかわらず、古
い調達価格が維持された「未稼働案件」が大量に発生し、制度の不安定化をもたらした。 

それに加えて、バブル的な市場拡大は、コスト低減という視点からも問題がある。そも
そも事業者が自らの利潤最大化を目指すために、調達価格変更前に駆け込むことは自然な
行為である。しかし、事業者が高い調達価格に群がり、バブルが発生してしまうと、関連
資材や人材の需給が逼迫し、短期的に建設コストが上昇する、あるいはコストが低下しに
くくなるなど全体の最適化にはならない可能性がある。 

このため、国は 2014年からさまざまな対策を導入してきた。2015 年 4月から太陽光発
電について、調達価格の決定時点を接続契約時に変更した。また接続契約後一定期間以内
に接続工事費用の支払い、また契約予定日前の運転開始が求められるようになった。これ
により、調達価格が確定する時点と運転開始までの期間に一定のひも付けがされるように
なった。さらに 2017 年 4 月から施行されている改正 FIT 法では、この仕組みを太陽光発
電以外の他の電源にも適用するようにし、あらたに太陽光発電(2016 年８月以降の接続契
約分)については、事業計画認定から一定期間以内に運転開始することを規定した。これに
より、適切な事業計画と送配電会社との接続契約など調達価格を確保するための条件は厳
しくなり、調達価格の低下直前に駆込で認定をとることは難しくなっている。 

ただし、改正 FIT 法においても駆込はおこりうる。接続契約の取得にかかる期間がある
程度把握でき、また調達価格の変更時点も予見可能であれば、駆込は可能だからである。
特に数年先の調達価格まで設定される電源では予見可能性は高い。このため、駆込が起き
ない、あるいは駆込がおきても問題とならない制度設計が求められる。 
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負の影響が大きい無制限無補償の出力抑制ルール 

当初の FIT法施行規則（6 条 6項）では、30 日の出力抑制を行っても需給バランスが取
れないと見込まれる場合は、接続契約を拒否することができる規定になっていた。この規
定をもとに、国は、法施行後わずか半年で、北海道電力管内について 30日を超えた出力抑
制の可能性が見込まれるとした。この場合、北海道電力は新規の接続契約を拒否できるよ
うになる。これに対して、国は、2013 年度から当該管内については 30 日を超えた無制限
かつ無補償の出力抑制ができる仕組みを追加した。 

この仕組はその後、制度化された。すなわち、「接続可能量（現在、30 日等出力制御枠）」
が設定され、それを超えた接続が見込まれる電力会社については、指定電気事業者として、
無制限無補償の出力抑制を要求できるようになった。2017 年現在、東京電力、中部電力、
関西電力以外の 7 つの電力会社が指定電気事業者に指定されている。 

しかし、無制限無補償の制度運用は、以下の 2つの問題をはらんでいる。 

第一に、無制限無補償の対象になった地域での新規の電源開発は極めてリスクが高いも
のとなり、資金調達にも影響が出る。結果として、優良な資源があっても開発にブレーキ
がかかるか、資金調達コストが高くなる。 

第二に、接続可能量以上の接続は無制限かつ無補償で抑制ができるために、電力会社に
は、出力抑制をなるべく抑えようとするインセンティブよりも、接続可能量をなるべく低
く設定するインセンティブが働く。本来であれば、系統運用者として、自然変動電源の予
測精度を高め、抑制回避のための投資を促すことが求められるが、その逆のインセンティ
ブが働いている。 

これらの問題を解決するためには、出力抑制に対して無制限無補償とするのではなく、
太陽光発電や風力発電の出力抑制を調整力の一つと位置づけて、有償で出力抑制を行い、
調整力の有効活用を目指すことが重要である。具体的には、太陽光や風力発電の出力抑制
を調整力として市場で取引可能にすることで有償かつより柔軟な活用が可能になると期待
される。既に欧州の英国やデンマーク、スペイン、アメリカの ERCOT、NYISO、MISO と
いった送電管理区域で、市場を活用した太陽光や風力発電の出力抑制が実施されている 23。  
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詳細分析が求められる調達価格算定 

電源ごとの調達価格は、調達価格等算定委員会において議論される。しかし、その議論
の土台は、資本費あるいは運転維持費の平均値や中央値で議論され、費用構成の内訳につ
いては踏み込まない。そのため、どのような要因でコストが変化しているのかがつかめな
い。例えば、資本費は、１）機器関連費用、２）工事費、３）開発経費、に大別される。機
器関連費用の妥当性や予測については、本来的に国際価格との見合いで議論・検証できる
し、工事費については、人件費・資材価格等の統計資料により妥当な金額かどうかは査定
が可能だ。 

とりわけ、改正 FIT 法においては、長期価格目標の設定や数年先の調達価格等の算定が
求められるようになってきている。これまでのように、資本費や運転維持費の総額のみで
将来的な費用予測は極めて難しいため、上記の費用項目別の詳細分析が欠かせない。 

さらに、分析にあたっては、業界団体へのヒアリングのみならず、第三者機関（研究機
関）等に、各電源別の現状の発電コストや将来の可能性について調査をさせ、当該調査も
参考資料とすべきである。実際に、ドイツでは、法改正の前に各電源の市場動向やコスト
動向について、第三者機関に調査させて、その調査報告書をもとに、制度の設計や価格の
設定等を行ってきた。 
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今後の展望：賦課金の見通し 

以上、FIT 施行 5 年間の成果と課題について述べてきた。最後に今後の自然エネルギー
普及の最大の課題の１つである将来の追加的費用負担について、その見通しを示す。FIT 法
施行後 5 年で急速に賦課金が増加していることを根拠に、自然エネルギーの拡大そのもの
に対する否定的な意見も見られる。 

しかし、前述したように、賦課金の変化だけをみても「木を見て森を見ず」である。2011
年度以降の電力単価の分析で示したように、火力発電の燃料価格の変化の方が、賦課金の
変化よりも、電力単価に大きな影響をもたらしているからである。また、火力発電の燃料
価格の変化は、回避可能費用という形で、賦課金自体の額に影響を与える。 

自然エネルギーの増加による将来の電力単価への影響をみるためには、賦課金単価に加
えて、発電・電力調達単価（すなわち、卸電力価格）の動向も見なければならない。ここで
は 2030 年度の賦課金単価と卸電力価格を推計する。そのため、日本全体を対象とする簡易
的な需給モデルを構築し、2030 年度の各電源の設備容量等の想定をおいて、シミュレーシ
ョンを行い、短期限界費用価格形成原理に基づいて、卸電力価格を推計した。ただし、今
回のシミュレーションでは地域間連系線の制約は考えていない。 

推計の前提 

推計にあたっては、今後の化石燃料価格の推移と、自然エネルギー導入量について、そ
れぞれ2つのシナリオを想定し、その組み合わせにより以下の4つのシナリオを設定した。 

化石燃料の価格の想定については、IEAの World Energy Outlook 2016 を参考に 2通り
設定した。一つは、”New Policies Scenario”であり、化石燃料価格としては中位シナリオで
ある。もう一つは脱炭素化をすすめる”450 Scenario”であり、化石燃料に対する需要が減退
し、価格上昇が抑えらえる燃料価格低位シナリオである。 

表 2 賦課金と卸電力価格の推計シナリオ 

 
自然エネルギー想定 

長期エネ見通し 2015 普及促進・コスト低減 

化石燃料 
価格の想定 

IEA WEO2016 New 
Policies Scenario 自然エネ低位・燃料価格中 自然エネ高位・燃料価格中 

IEA WEO2016 450 
Scenario 自然エネ低位・燃料価格低 自然エネ高位・燃料価格低 
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自然エネルギーの想定は 2 通り設定した。第一に、2015 年の長期エネルギー需給見通し
を前提としつつ、直近の FIT の設備認定量も参照しつつ自然エネルギーの導入見通しを定
めた自然エネルギー低位シナリオである。このシナリオでは、2030 年度の自然エネルギー
発電量は、全体の 25％になる。 

第二に、コストの低減をしながら自然エネルギーの普及をさらに進めた場合の想定であ
る（自然エネルギー高位シナリオ）。特に太陽光発電と風力発電については開発余力が大き
いことから、太陽光発電協会と日本風力発電協会の目標値を採用した。他方で、一般木質
バイオマスについては、国内外の資源制約等を考慮して導入量の管理を行うことを想定し
た。このシナリオでは、2030年度の自然エネルギー発電量は、全体の 34％になる。 

表 3 シナリオの前提条件 

シナリオ名 自然エネ低位シナリオ 自然エネ高位シナリオ 

2030 年度 
自然エネ発電量（比率） 

2,625億 kWh 
(25％) 

3,648億 kWh 
(34％) 

導入量の想定 2015 年の長期エネルギー需給
見通しを前提とする。ただ
し、すでに認定容量が見通し
を超過しているものについて
は超過値を採用。 

太陽光・風力については、各業界
団体が示している 2030年度の目標
数値を採用した。 
その他電源については、エネルギ
ー需給見通しの値を採用。 

10kW 以上太陽光：2016 年度までの設備認定分のうち、稼働する設
備量を 5,000万 kW とおいた。 
一般木質バイオマス: 2017 年 3月に 632万 kW の駆込認定があった
とされているが、国内の資源量と海外からの輸入可能量を勘案し
200万 kWのみが運転開始すると仮定した。既存分も合わせて、
2030 年度の値を 798万 kWとした。 

調達価格の想定 太陽光・陸上風力は長期価格
目標に向けて調達価格を段階
的に引き下げる。 
その他電源は最新の価格を維
持。 

太陽光・陸上風力は長期価格目標
に向けて調達価格を段階的に引き
下げる。 
一般木質バイオマス：石炭混焼を
前提とした価格に引き下げ。認定
は量的に管理する。 
未利用木質バイオマス：熱電併給
を前提とした価格に引き下げ。 
その他電源についても定率で調達
価格を引き下げる。 

2030 年度の総発電量 長期エネルギー需給見通し 2015 の発電量想定と同一とした。 
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推計結果 

 
図 10 賦課金と卸電力価格（実績と推計） 

 

（１） 化石燃料価格低位での２シナリオ 

化石燃料価格が低位で、自然エネ低位（25％）のシナリオの場合、2030年度の卸電力価
格は 12.5 円/kWh と推計された。自然エネルギーの買取費用は 2030 年度に約 4.3 兆円と
なり、回避可能費用が約 1.8 兆円と推計された。買取費用と回避可能費用の差額が約 2.5兆
円で、この部分が賦課金となる。賦課金単価は、3.2 円/kWh となる。賦課金単価と卸電力
価格をあわせた合計金額は、15.7 円/kWh となる。 

一方、化石燃料低位・自然エネ高位(34%) シナリオの場合、太陽光・風力の増大により、
メリットオーダー効果がより強く働くため、2030 年度の卸電力価格は低位シナリオよりも
低く、10.8 円/kWh と推計された。このとき、自然エネルギーの買取費用は、2030 年度に
約 5.8 兆円となり、回避可能費用が約 2.4 兆円と推計された。その差額である賦課金が約
3.4 兆円で、賦課金単価は 4.2 円/kWh となる。賦課金単価は、自然エネ低位シナリオより
も約 1 円/kWh 高くなるものの、賦課金単価と卸電力価格をあわせた合計金額は、15.0 円
/kWh となり、自然エネ低位シナリオよりもやや安くなる。  
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（２） 化石燃料価格中位での２シナリオ 

化石燃料価格が上昇していく場合における２つのシナリオである。このとき、自然エネ
低位(25%) シナリオの場合、2030 年度の卸電力価格は 14.5 円/kWh と推計されたのに対
して、自然エネ高位(34%) シナリオの場合、12.3 円/kWhと推計された。このように自然
エネ高位シナリオの方が、卸電力価格が低くなるのは、自然エネルギー導入量がより大き
く、メリットオーダー効果はさらに大きく効いてくるためである。 

賦課金単価については、化石燃料価格の上昇によって回避可能費用が増大し、自然エネ
低位・高位のどちらにおいても、化石燃料低位シナリオの場合より下がっている。自然エ
ネ低位シナリオの場合、2.8 円/kWh、自然エネ高位シナリオの場合、3.8円/kWh となった。 

賦課金単価と卸電力価格の合計金額は、自然エネ低位シナリオが 17.3円、自然エネ高位
シナリオが 16.1 円となり、ここでも自然エネルギー導入割合の高いシナリオの方が、合計
金額が小さくなっている。 

 

推計結果の総括 

今回のシナリオ分析の結果からわかる重要な知見は、第一に、単に賦課金の大小を議論
するだけでは、不十分である、ということである。自然エネルギーの普及が卸電力価格に
与える影響などを総合的に評価する必要がある。 

今回の試算結果では、化石燃料価格が低位、中位どちらの場合においても、自然エネル
ギー導入割合の大きいシナリオの方が、賦課金単価は高くても、卸電力単価との合計金額
は小さくなっている。 

第二に、メリットオーダー効果による卸電力価格の下落は、化石燃料価格が上昇すれば
それだけ大きくなるということである。これは、自然エネルギーが化石燃料価格上昇に対
するリスクヘッジの機能を有していることを意味しており、海外から輸入する化石燃料に
大きく依存している日本においては、自然エネルギーの導入拡大が電力価格の安定化など
に、極めて重要な意義をもつことを示していると考えられる。 

第三に、自然エネルギーのコスト低減が重要であるということである。自然エネ高位シ
ナリオは、メリットオーダー効果により、卸電力価格を引き下げ、賦課金を合わせてもト
ータルの費用としては自然エネ低位シナリオよりも低くなっている。しかし、こうした結
果を得るためには、メリットオーダー効果に加えて、自然エネルギーのコスト低減をすす
めることが必要である。 
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おわりに 

化石燃料や原子力依存からの脱却を図っていくためには、国内に豊富な資源がある自然
エネルギー資源を開発し、基幹電源にすることが経済・社会的に合理的な選択である。FIT
法は、自然エネルギーの初期の普及段階を支える制度としては成功したといってよい。そ
の結果、太陽光、陸上風力、一般木質バイオマスについては発電コストの下落が見られ、
関連産業も発展しつつある。 

他方で、世界では太陽光発電、風力発電を中心にコストの下落が著しく、既存の電源に
対する価格競争力を獲得してきている。それに比べると、日本の自然エネルギーの発電コ
ストは依然として高い。当財団で行った太陽光発電と風力発電のコストに関する研究 24で
は、主に国内の施工関連のコスト高がその大きな要因になっていることがわかってきた。
したがって、事業者が効率的な施工を実施できるよう、建設業者の努力を引き出すことが
重要である。合わせて、施工に関連して、不要・過剰な規制がないかどうか、綿密な調査
が必要である。 

一方、FIT 制度の運用に関しては、適切に行われてきたとはいえない部分があった。結
果として、賦課金の負担増大や普及制約をもたらしている。これまでに述べたように、改
正された FIT 法は制度運用上の課題に対処するために設計されているが、適切・厳格に運
用しなければ、その効果が発揮されない。また、依然としていくつか課題が残されている
ため、それらに対する対処が必要だ。特に制度運用上として重要なのは、自然エネルギー
に対する投資を損なわせないことと同時に、そのためにかける政策的な追加的費用を適切
に管理していくことである。この 2 つの政策課題をいかに両立させていくかが、政策担当
者の重要な課題となる。また、自然エネルギーは、小規模分散型のエネルギー資源である
がゆえに、地域社会との共生は重要な課題である。自治体や地域住民と協力した事業運営
が望ましい。 

自然エネルギーのコスト低減とさらなる普及の促進を実現できれば、賦課金の見通しで
示したように、化石燃料価格の変動リスクを緩和しながら、卸電力価格を引き下げ、トー
タルの電力単価の上昇を抑えることが可能である。社会的費用の低減も合わせて、国全体
の利益を向上することができる。 
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