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「原発ゼロ」の成長戦略を
日本はいま、どのようなエネルギーをこれからの社会の基盤としていくのか、政策選択の岐路に
立っています。私たち自然エネルギー財団は、策定が進められている新しい「エネルギー基本計画」
を、次の３つの観点を踏まえたものとすることを求めます。

原発からの脱却を進める
第１は、東京電力福島第一原子力発電所の悲惨な事故と、事故から２年半以上を経過しても、い
まだ収束の目途をたてることができないという現状をしっかりと踏まえることです。これからのエ
ネルギー政策は、何よりも日本と世界に、二度とあのような惨禍と恐怖の体験を強いることのない
ものにしなければなりません。
原発事故以来、数多くの世論調査が行われてきました。
「原発ゼロ」の実現にいたる過程や速度
についての違いはあっても、原発からの脱却という意思は、今日にいたるまで、政治的立場や政党
支持の相違などを超え、国民の多くに共有されています。小泉元総理の発言が、幅広い共感を呼ん
でいるのも、その証です。
「エネルギー基本計画」の改定は、当然、この原点を踏まえるべきです。しかし、改正案を検討
している基本政策分科会に提出されている資料やそこでの議論は、こうした思いとは、大きな乖離
があります。審議会メンバー自体も、原発からの脱却をめざす多数の意思に反する入れ替えが行わ
れました。このようなプロセスで進められている現在の基本計画の策定作業には、そもそも正当性
がないと言わざるをえません。

気候変動の危機に立ち向かう
第２は、年月を追うごとに顕著になっている気候変動の危機を直視することです。2013年９月か
ら公表され始めたIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第５次評価報告書は、気候変動の進
行を明確にしています。そして、ここ数年、日本を含めた世界各地で頻発する異常気象が、何より
も明確に人類が直面する危機の深刻さを告げています。日本のエネルギー政策は、二酸化炭素排出
の大幅な削減をめざすものでなければなりません。

「エネルギー転換」による日本経済の新たな成長をめざす
第３は、原発事故以降のエネルギー問題の克服を、日本経済の新たな成長をめざす契機とするこ
とです。40年前、日本は石油危機に直面しましたが、省エネルギーの推進で危機を乗り越え、その
中から活力のある経済成長を実現してきました。いま、世界の多くの国や地域で、自然エネルギー
の拡大や分散型エネルギーシステムへの転換が驚くべき速度で進んでいます。この流れに合流し、
先導していくことで、日本においても持続可能なエネルギー社会への転換を進め、新しいビジネス
を生み出すことが可能になります。
「エネルギー転換」を進めることこそ、いま、日本に最もふさ
わしい成長戦略なのです。
自然エネルギー財団は、こうした３つの観点を踏まえ、５つの提言をとりまとめました。今後、
この提言を踏まえ、安全で持続可能なエネルギーシステムの実現を願う多くの人々、企業、団体の
皆さんとともに、日本再生に向けた新たな成長戦略をつくりあげる取り組みを進めていきます。
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提言

１
１

「原発ゼロ」を決定し、
「負の遺産」の増加をストップ、
安全なエネルギーへの投資を加速
●高レベル放射性廃棄物や使用済み核燃料の最終処分の見通しは全くついておら
ず、これ以上、将来への「負の遺産」を増やすべきではありません。
●欧州の最新型原発の建設費は日本の２倍。安全対策、事故リスク対策費などを
加味すれば発電単価はkWhあたり17円以上にもなり、原発の「経済性」は全
くなくなります。
●いま重要なのは「原発ゼロ」を決定し、安全なエネルギーへ転換する方針を明
確にすることです。大方針が定まれば、非効率な老朽火力の更新、自然エネル
ギーやコージェネレーションの導入など、原発に替わるエネルギーへの投資を
加速することができます。

放射性廃棄物の処分で行き詰る原発
使用済み核燃料は、各原子力発電所に貯蔵さ
れたのち、青森県六ヶ所村の核燃料サイクル施
設に運び込まれています。国の計画では、再処
理をすることで最終処分の引き延ばしができる
はずでした。しかし、当初の事業申請段階では
1997年に完成予定だった再処理工場が20回もの
延期のすえ、2013年12月現在、完工は未定の状
況で、すでに貯蔵容量は満杯です。

「10万年」という時間
10万年前

ホモサピエンスがアフリカから
ヨーロッパに進出
８万年前
地球温暖化で海面が急上昇
５万年前
クロマニヨン人が登場
３万年前
ネアンデルタール人が絶滅
２万9000年前 鹿児島湾の巨大カルデラ大爆発
１万3000年前 日本列島が大陸から完全分離

仮に再処理がうまくいったとしても、使用済み核燃料と同じくらい高い放射線を発する高レベル
ガラス固化体が発生します。使用済み核燃料やガラス固化体などの高レベル放射性廃棄物の放射能
レベルが、ようやく天然のウラン鉱レベルになるには10万年もかかります。その間、安全に管理し
なければならない最終処分地が、どこにも決まっていません。すでにある廃棄物も処分できない中
で、今後も原発を使い続け、廃棄物を増やしていくのは、全く無責任だと言わざるをえません。

安全対策で発電コストが高騰、経済的メリットを失う原発
原子力発電推進の最大の理由とされてきたのは、その「経済性」でした。福島原発事故後に行わ
れた政府の「コスト等検証委員会」の検討で、原発の発電単価は、それまで言われていた１kWhあ
たり６円というような安価なものではなく、最低９円とされました。
しかし、この試算にも、現在、欧米で建設されているような最新の安全装置を備えた原発にした
場合のコスト上昇は加味されていません。これらの原発の建設費は、政府が試算の根拠としたもの
の２倍以上です。事故リスク対策費や廃炉費用なども、現実に必要となっている金額が考慮されて
いません。こうした要素を加味すれば、原発の発電単価は１kWhあたり17円以上となり、経済性は
全くなくなります（詳細は各論５を参照）
。
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政策転換で、高効率天然ガス発電
や自然エネルギーへの投資を促進
新たに電力事業への参入をめざし、高効率天
然ガス発電所などの建設に意欲を持つ企業は少
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東
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ます（燃料費問題全体については提言３参照）
。
東京電力だけでも、築40年以上の老朽火力は
1000万kW以上あります。しかも東電の発電所
には敷地に余裕があり、まず新たな発電機を設
置してから老朽火力を廃止する「ビルド＆スク
ラップ」が可能です（実際、東電は震災後、夏
までのわずかな期間に、こうした空地に合計
104万kWの緊急設置電源を設置しました）
。
「原発ゼロ」を明確にし、新電力などの新た
な事業者が、こうした敷地も活用して高効率な発電所をつくれるようにすれば、競争的な市場環境
をつくり出して電力制度改革の実効性を高めることにもなり、一石二鳥です。
いま重要なのは、再稼働に固執して老朽火力のリプレースを先送りするのではなく、
「原発ゼロ」
方針を明確に決定し、原発に代わる高効率な天然ガス発電や自然エネルギー、コージェネレーショ
ン、燃料電池などへの投資を加速することなのです。

「原発ゼロ」を決め、年間約１兆円超のコストを削減
2013年12月現在、日本ではすべての原発が稼働していませんが、原発は動かしていなくても莫大
な維持管理費がかかります。50基の原発の維持管理に要する費用は、年間約7600億円にものぼって
います（2012年度）
。これ以外にも、原発推進のための政策経費として毎年約4500億円の国家財政
支出があります。
「原発ゼロ」をめざす方針を政策決定し、廃炉にしていけば、核燃料費の1800億
円もあわせ、合計約１兆円以上にものぼるこうしたコストを削減していくことができます。

世界での原発ビジネスからの撤退
米国では、2013年だけで５基の運転中原発の停止、９基の計画とりやめが決まりました。建設費
が高騰する新設はもとより、既存の原発も、風力発電や天然ガス発電など効率的な電源が増加し、経
済性が急速に悪化しているのです。この傾向は今後も続き、少なくとも10基が近年中に閉鎖される
といわれています。ブラジルでも、風力発電の伸びが著しく、既存の水力や天然ガス発電とあわせ電
力が賄えるため、2030年までに４基の原発を建設する計画は必要ないと発表されています。
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提言

１
２

自然エネルギーの拡大で、
19兆円の経済投資、
国内企業と地域経済を活性化
●ドイツの太陽光発電の導入費が６年間で３分の１になるなど、自然エネルギー
のコストは急速に低下しています。太陽光発電の発電単価は、2020年には各
国で通常の電気料金と同じになると予測されています。
●日本でも固定価格買取制度の開始後、発電量に占める自然エネルギーの割合が
急速に高まり、導入費も低下してきています。
●2020年度までに電力消費量の20％以上を自然エネルギーで供給することを、
企業や家庭に過度の負担をかけずに実現することが可能です。
●2020年度までの自然エネルギー拡大に要する投資額は19兆円。国内企業と
地域経済の活性化に貢献します。

世界の自然エネルギーの急速な普及とコスト低下
世界の風力発電設備の累計設置量は、2000年から2012年までに16倍になり、太陽光発電は同じ期
間に73倍にも激増しています。この急成長の中で、ドイツでは太陽光発電の導入費が2006年から
2012年までの６年間で３分の１になるなど、自然エネルギーのコストは急速に低下しています。国
際的な金融機関であるシティグループは、2013年10月に公表した報告書で、欧州を中心に、すでに
太陽光発電の価格がグリッドパリティ（通常の電気料金と同じ水準）にまで低下しており、数年の
うちに世界の多くの地域でグリッドパリティに達するとしています。同様の予測はドイツ銀行から
も公表され、まもなく補助金なしで持続的な普及が可能になると見込まれています。

日本でも本格的な普及が開始、コスト低下も
東日本大震災以降、日本における自然エネルギーの普及は加速しています。全発受電量に占める
水力発電以外の自然エネルギー等の割合は、2000年度からの10年間で0.6％から1.1％へと0.5％しか
増大しませんでしたが、震災後の２年間だけで0.5％増え、1.6％になりました。
固定価格買取制度の開始を受けて、2013年度にはさらに加速しており、半年分のデータのみです
が、2.3％に達しています。2013年７月末までに認
定された2361万kWがすべて稼働した場合には、約
4.5％となります。この場合、従来からの水力発電
も含めた自然エネルギー全体の割合は13.4％となり
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ドイツの自然エネルギー賦課金の上昇などを根拠に、日本での企業や家庭での負担増を懸念する
議論もあります。今回、財団が行った試算によれば、コスト低下の傾向を踏まえ、回避可能費用を
適正に設定すれば、2020年度に発電量の20％を供給する程度まで、自然エネルギーの発電設備を導
入することを、家庭や企業に過度の負担をかけずに達成することが可能です。
2020年度の賦課金は約２円/kWhと推計され、これを一家庭あたりの負担額にすると１カ月あた
り約500円程度になりますが、10％程度の省エネで十分に相殺することができます。また、製造業
の生産コストに与える影響は、平均で0.25％程度と見込まれます（詳細は各論２参照）
。省エネや
節電で電気などの燃料使用量削減を進めることとあわせ、過度の負担なしに自然エネルギーの拡大
を進めることは十分に可能なのです。

自然エネルギーの拡大は、国内への投資
メガソーラー建設で中国などの太陽光発電モジュールも使われることをとらえて、
「自然エネル
ギー拡大の経済的な恩恵は海外に流出」という議論も行われています。しかし、専門機関の調査に
よれば、2012年に日本で使用されたモジュールの72％は国産でした。また、モジュールコストは、
太陽光発電のシステムコスト全体の４割程度で、他は工事費などほとんどが国内にとどまる投資で
す。さらに今後、モジュールの割合は、コスト低下にともない小さくなっていきます。
2020年度の自然エネルギー 20％の達成に必要な投資総額は、約19兆円と推計され、その多くが
国内への投資となります。まさに自然エネルギーは、日本経済の新たな成長セクターなのです。
自然エネルギー先進国のドイツでは自然エネルギーの実に５割が、個人や農民によって所有され
ています。日本でも、全国各地で地域の企業や住民が力をあわ
せ出資を募っての設置が進んでいます。自然エネルギーは地域
の資源。その開発によって得られる利益は地元に還元されてこ
そ、自然エネルギーのメリットが最も有効に発揮されるといえ
ます。自然エネルギーの拡大は、地域の資源を活かし、地域経
済の活性化を実現するものでもあるのです。

出典：自然エネルギー市民の会

最大の課題は系統接続
日本の自然エネルギー拡大で、最も大きな障害となっているのは系統への接続制限です。電力会
社は上限値を設定し、風力発電などの接続を制限してきました。欧米では、総発電量の20 〜 30%
まで自然エネルギーを導入しても、既存の電力系統に深刻な技術的・実務的問題は生じないとされ、
実際にも導入が進んでいます。連系線の容量も欧州と日本に大きな差はありません。運用方法を変
えれば、大幅な導入が可能になるはずです（詳細は各論３を参照）
。
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提言

１
３

省エネルギー、天然ガス火力効率化、
自然エネルギー拡大で、
現在と将来の燃料費問題を解決
原発再稼働が燃料費問題解決の道ではない
●燃料費負担の増大を軽減するため、原発を再稼働すべきという主張が行われて
います。
●しかし40年前、日本経済はもっと深刻な燃料費問題を省エネで乗り越えました。
●2012年度には省エネですでに約１兆円の燃料費を削減しています。2030年
度までに30％の省エネが可能です。
●原発を再稼働させても、化石燃料依存の電力供給構造のままでは、燃料価格上
昇によって燃料費負担は増大してしまいます。省エネルギー推進と自然エネル
ギーの普及こそ、根本的な燃料費対策です。

燃料費増加の約半分は、化石燃料自体の値上がり
「電気が足りない」という主張に替わって、現在、原発再稼働の最大の根拠になっているのは、
「原
発の代わりに火力発電所の運転を増やしているために、燃料費が増大し、国富が流出している」と
いう議論です。2010年度に3.6兆円だった電力会社の燃料費は、2012年度には７兆円になっており、
「増加のほとんどが原発停止によるもの」というような解説が行われています。しかし、この２年
の間に、LNGの価格が４割も上がるなど、化石燃料の価格自体も上昇していて、増加分の約半分は、
こうした要因によるものです。また、2013年度の増加分には円安の影響が含まれています。

40年前、日本は石油危機という、より深刻な燃料費問題を乗り越えた
％
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危機に直面。1979年には第２次石油危機も起きまし
化石燃料輸入額は、1980年度には47％にまで達しま

輸入額

た。石油価格の急上昇で、日本の総輸入額に占める
した。これは震災後の2012年度の34％を大きく上回
っています。日本経済は危機に直面しましたが、省
エネを進めることで、今日より深刻な燃料費問題を
乗り越えました。

化石燃料輸入額の割合

図3-1

化石燃料輸入額比率

兆円
80

1973年10月、第四次中東戦争の勃発で日本は石油

日本の輸入総額と化石燃料輸入額

現在、直面している燃料費の増加は、中小企業への影響など決して軽視はできません。しかし、
いま、日本が選択すべきなのは、原発再稼働や原発政策の堅持ではなく、省エネとより安全なエネ
ルギーの普及に向けた政策転換なのではないでしょうか。

省エネですでに１兆円を削減、2030年までに30％以上の節電が可能
震災後の省エネはすでに大きな燃料費削減効果を生んでいます。政府は原発の稼働停止分を火力
発電の稼働増加で補ったとすれば、2012年度には3.1兆円の燃料費が増加、という試算を示してい
6

ます。しかし、実際には企業や国民が省エネに取り組

PJ
1,400

最終エネルギー消費

んだ結果、2012年度の火力発電の発電量は、政府の増

■ 2030

1,000

燃料費も約１兆円少なくて済んだのです。
2010年に策定された現在の「エネルギー基本計画」
は、2030年までの電気使用量の削減を全く見込んでい

800
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ませんでした。これまでも経済界の一部からは、日本
うな状態にある、という主張がなされてきました。し

■ 2011

1,200

加推定量より３割（766億kWh）も少なく、その結果、

の企業はもう省エネの余地がない「乾いた雑巾」のよ

■ 2010

0

図3-2

産業

家庭

業務

省エネルギーの可能性の試算結果

かし、震災後の節電の経験はその誤りを明確にしました。
業務・家庭部門にも、工場など産業部門にもまだまだ大きな省エネの可能性があります。今回、
自然エネルギー財団が行った試算では、震災後の削減実績をベースに、今後、省エネの遅れた事業
所の対策を底上げし、高効率な照明や空調器を普及していくことなどにより、2030年度までに30％
以上の電力消費量削減（2010年比）が十分に可能であることが明らかになりました（詳細は各論４
を参照）。こうした省エネを進めれば、さらに燃料費増加を抑制することができます。

省エネと自然エネルギーの拡大こそ、最も根本的な燃料費対策
省エネとともに、根本的な燃料費対策は、自然エネ

表3-1

発電電力量構成の見通し

ルギーの拡大です。風力、太陽光、地熱などバイオマ

2010年度 原子力・ 省エネ・自然エ
実績
火力維持 ネ推進ケース
ケース＊ 2020年度 2030年度

ス以外の自然エネルギーは、そもそも燃料費がかかり
ません。また、石油に代表される化石燃料のように需

原子力

25.0%

25.0%

0.0%

0.0%

給の変動や政治状況、地域紛争などの要因による価格

石炭火力

27.4%

27.4%

15.3%

8.9%

の不安定性とも無縁です。化石燃料が長期的には上昇

天然ガス
火力

28.5%

28.5%

48.5%

42.2%

石油火力

10.7%

10.7%

13.3%

7.7%

自然エネ
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8.4%

8.4%
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41.2%
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億kWh

11,569
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8,100
億kWh

■ 石油

■ 石炭

■ 原子力

原子力・
火力維持

自然エネ・
省エネ推進

傾向にあるのとは反対に、自然エネルギーの設置コス
トは普及にともない低下していきます。
図3-3は、原発と化石燃料に依存していた2010年度
の電力需給構造に戻った場合と、
「原発ゼロ」に舵を
切り、省エネと自然エネルギーを推進した場合の事業

＊

2020、2030年度共通

用発電の燃料費総額を2020年度と2030年度で比較した
ものです。原発を3・11前と同じように稼働させたと

兆円
7

しても、化石燃料価格の上昇によって、2020年度の時

6

点で、燃料費総額は2010年度を大きく上回ってしまい
ます。2030年度になっても燃料費総額は減少しません。
一方、省エネ・自然エネ推進ケースでは、原発を稼働

5
4
3
2
1

省エネの推進、自然エネルギーの普及によって、年を
経るごとに大きくなっていきます。

自然エネ・
省エネ推進

ていた2010年度を下回ります。２つのケースの差は、

原子力・
火力維持

0

ースとほぼ同額になり、2030年度には、原発が稼働し

201０年度
実績

させなくても、2020年度の時点で原子力・火力維持ケ

■ 天然ガス

2020年度

図3-3

2030年度

燃料費総額の試算

長期的視点に立てば、原発再稼働は、燃料費問題の根本対策にはなりえません。いまこそ、需要
と供給の両面において「エネルギー転換」を進めるべきなのです。
7

提言

１
４

「原発＋石炭」から「自然エネルギー
＋天然ガス」への転換で、自給率を
向上、二酸化炭素の削減を進める
●化石燃料の中東依存度の高さを理由に、エネルギーリスク回避の観点から、
「原
発を今後も基幹電源とすべき」という主張が行われています。しかし、日本が
避けるべきエネルギーリスクで最大のものは、再度の原発事故です。
●中東依存度の高い石油の用途の中で発電は１割強。一方、火力発電の中で石油
火力の割合は70年代の５分の１です。中東依存度の高さは原発推進の理由に
なりません。
●豊富な国内資源である自然エネルギーの拡大こそ、自給率を高め、エネルギー
リスクを回避する最も確実な道です。気候変動のリスクを避けるための二酸化
炭素の削減も原発に依存せずに進めることが可能です。

再度の原発事故こそ、絶対に避けるべきエネルギーリスク
政府の「エネルギー基本計画」についての検討では、
「エネルギー安全保障」を理由とした原発
推進の議論が行われています。2013年７月に施行された原発の新規制基準は、航空機事故やテロな
どに対する対策を要求しているものの、実際には、上空からの攻撃には「ほとんど無力」と指摘さ
れています。コアキャッチャーや自動冷却水注入装置など、欧米や中国の新しい原発の安全対策の
基準も満たしていません。日本のエネルギー利用において最も重要なことは、二度と原発事故を繰
り返さないことであり、エネルギー安全保障の議論は、この基本認識にたって行われる必要があり
ます。

中東依存度が高い原油（石油）の火力発電割合は70年代の５分の1
日本が輸入している原油の中東依存度は83％と
いう高水準ですが、石油は、自動車燃料、化学用原
は１割程度にすぎません。一方、火力発電の中での
は12％まで低下していました。震災後の2012年度に
18％まで増加しましたが、かつての５分の１程度で
す。

■ 石油等
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低下させていくことが可能です。石油火力は、火力

■ 石炭

80

る天然ガスの中東依存度は29％にとどまっており、
今後北米のシェールガスなどの輸入によりさらに

■ 天然ガス

1970

反対に、火力発電の中で構成比が高まってきてい

構成比

石油火力の割合は1973年度の91％から、2010年度に

火力発電量対

料、鉱工業など幅広い用途に使われており、発電用

％
100

火力発電における燃料別構成

発電の中で最も発電単価が高く、経済的観点からも今後、拡大される電源ではありません。原油の
中東依存度の高さは、原発を推進する理由になるものではないのです。
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省エネルギー推進と自然エネルギー拡大こそ、自給率向上の道
「日本は資源がないから原子力に頼るしかない」という意見があります。しかし、原子力燃料の
ウランは100％輸入です。
「使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを使うことができるから」と
いう理屈で、国や電力業界は原子力を「準国産エネルギー」と呼んできました。しかし、再処理政
策はすでに破綻しています。また、巨大化してきた原発は、福島第一原発事故だけでなく、中越沖
地震の際の柏崎刈羽原発などの事例でも示されたように、いったん停止すれば一気に大量の電源が
失われる事態に発展します。巨大で不安定な原発に電力供給を頼ってきたことが、エネルギー確保
の不安定性を高め、石油や天然ガスの輸入を急増させなければいけない現状を招いているのです。
日本の技術が生む省エネルギーと自然エネルギーこそが「純国産エネルギー」資源であり、エネ
ルギー自給率の向上につながる道です。ドイツには、日本の10倍近くも太陽光発電が導入されてい
ますが、日本の太陽エネルギーのポテンシャルは、ドイツの1.3倍と推計されています。海岸線が
長く、風力エネルギーの賦存量もドイツよりずっと豊富です。また日本は、世界第３位の地熱資源
を有しています。天然ガスの調達先の多様化とあわせ、省エネルギーと自然エネルギーの拡大によ
って、自給率を高めエネルギー安全保障の強化を進めることができます。

原発に依存しない二酸化炭素削減は可能
以前から原発推進のもうひとつの根拠になってい
るのは、地球温暖化対策です。しかし、日本では二

億ton-CO2
6

酸化炭素（CO2）削減を原発に依存する方針にした

5

ために、キャップ&トレード制度や環境税などの根

4

本的な対策の導入が先送りされ、原発が地震、故障

3

などで停止するたびに排出量が増加するという事態
を繰り返してきたのです。
しかも、図4-1で見たように、原発推進でCO2削

図4-2

4-2）。石炭火力からの排出量が、石油火力の減少分
加要因になったのです。今回の「エネルギー基本計

この高効率石炭火力も、CO2の排出係数は、最近の
天然ガス火力発電の２倍以上もあるものです（図
4-3）。
財団の試算によれば、原発に依存しなくても、省
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エネと自然エネルギーの拡大、天然ガス発電への更
新で、2020年度に発電部門のCO2排出量を2012年度
より40％も削減することが可能です（図4-2）
。
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の排出係数が際だって高い石炭火力を増やしてきた
ため、1990年度から2010年度までに全国の発電所か

■ 石油
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減を唱えるのとは裏腹に、火力発電の中では、CO2
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提言

１
５

分散型電力システムへの転換で、
需要者が中心となる
自律型エネルギー社会へ
●東日本大震災が明らかにした大規模集中型電力システムの脆弱性を克服するた
め、分散型電力システムへの転換が必要です。
●分散型発電とIT技術の急速な進歩が、効率的で災害に強いマイクログリッドの
構築を可能にし、新たなエネルギービジネスの場をつくり出しつつあります。
●燃料電池や太陽光発電の普及は、電力の需要者が供給者ともなる「プロシュー
マ—」を大量につくり出し、エネルギービジネスの姿を変えていきます。

災害に屈しない、強靭な分散型エネルギーシステムへの転換
東日本大震災によって、原発だけでなく多くの大規模火力発電所が被災し、東京電力だけでも、
瞬時に2100万kWの発電能力が失われました。大規模発電所から長距離の送電線を経由して遠隔地
の消費地まで電力を送るという従来からのエネルギーシステムの脆弱性は、2012年にハリケーンサ
ンディが襲ったニューヨークでも明らかになりました。
震災直後には、コージェネレーション設備を備えた六本木ヒルズが、自らの電力を確保したばか
りでなく、東京電力にも電力供給を行ったことが注目を集めました。同様に米国でも、燃料電池や
マイクログリッドを導入していた大学キャンパスや研究機関が、サンディによる停電が広範囲に広
がる中でも、その機能を維持できたことが話題になりました。
日本は地震活動の活性期に入ったと指摘され、また、気候変動の進展で台風や豪雨などの災害の

デンマークにおける1985年から2009年への発電施設の立地変化

かつて少数の大規模発電所に依存してきたデンマークの電力供給システムは、1980年代から大き
く変わりました。コージェネレーションと風力発電の開発が促進され、特に90年代には、投資が大
きく進んで全国で施設数が増加。今日では自然エネルギーが中心で、分散型のエネルギー供給システ
ムが実現しているのです。
10

出典：Danish Energy Agency

増加も予測されています。米国では送電網へのテロ攻撃による広域的な機能喪失への懸念も増加し
ています。これらのリスクを低減し、強靭な電力システムにしていくため、分散型エネルギーを拡
大していく必要があります。

ITと電力の融合が、高効率なエネルギーシステムを実現
分散型エネルギーシステムは、効率性を高めるうえでも重要です。需要地で発電する分散型発電
は送電ロスがほとんどないという大きなメリットがあります。また、ITとの融合が需要マネジメン
トや需要に即応した分散型発電の柔軟な運転を可能とし、エネルギー効率をさらに向上させます。
いま、ITを活用したエネルギーシステムとして注目されているのは、VPP（バーチャルパワープ
ラント）と呼ばれるものです。これは区域内に分散的に設置されている小規模発電設備（コジェネ、
太陽光発電、小水力など様々）をネットワークで結んで、あたかも一つの発電所のように運転管理
をするとともに、需要側のマネジメントも含め需給バランスを実現するシステムです。たとえば、
ミュンヘン市では、市の電力会社がシーメンス社とともに、風力、太陽光、バイオガスなどの自然
エネルギー発電とコジェネ施設を結ぶVPPプロジェクトを開始しています。

「プロシューマ—」がエネルギービジネスと社会を変える
分散型エネルギー供給は、既存のエネルギービジネスを変える動きとしても注目されています。
燃料電池や太陽光発電の普及は、電力を消費するだけでなく生産する「プロシューマー」を大量に
生み出しつつあります。日本では特に東日本大震災後、その普及に拍車がかかっており、多くのハ
ウスメーカーが、住宅の省エネ性能の向上とあわせ、太陽光発電、燃料電池、蓄電池を装備したエ
ネルギー自立型の住宅を販売しはじめました。
これらの分散型発電設備の導入は、災害時における電力確保を一つの目的としていますが、さら
にその背景には、自らの生活や企業活動の基盤となる電力を、既存の系統や電力会社に依存するの
ではなく、自分の力で確保したいという意識の拡大があります。
「プロシューマー」の拡大は、電
力制度改革の進展とあわせ、地域独占の大規模な少数の電力会社がコントロールしてきた電力ビジ
ネスの姿を大きく変えていく可能性を秘めているといえます。

「消費者は、電力会社を必要としないことに気づき始めている」
米国でも始まった「エネルギー大転換」
「消費者は、自分たちが電力会社を必要としないことに気づき始めている」全米最大の独立発電事
業者NRGのCEO、デイビッド・クレインが2013年３月にした発言は、いまアメリカの電力業界で
起きている大きな変化を象徴しています。NRGは、電力会社に対して電力を卸売りする事業者で、
その発電能力は 4700万kW。これは日本の関西電力と中国電力を合わせた規模とほぼ同じです。
クレインは、
「携帯電話が固定電話を追い越すのに要した程度の期間」で、消費者が自分で発電す
る太陽光発電や燃料電池などが、電力会社を時代遅れなものにしてしまうだろう、と言います。そし
て、実際にNRGのビジネスとして、電力会社を飛び越し、直接、消費者に太陽光発電を提供するサ
ービスを開始したのです。プライスウォーターハウスクーパースが電力会社のCEOに対して毎年行
っている調査でも、北米電力会社の９割以上が、分散型電源の進展が、大規模な電力会社が支配する
市場の姿を大きく変えると予測しています。分散型電源とIT技術の発展は「エネルギー大転換」を起
こしつつあるのです。
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各論

１
１

自然エネルギー拡大の可能性

自然エネルギーは、世界各地で急速に拡大しているが、日本では、依然として「価格が高い」
、
「不
安定」、
「力不足」などの批判がある。
『エネルギー基本計画

３つの論点』
（自然エネルギー財団

2013年９月）で明らかにしたとおり、先進的に自然エネルギーの導入を進めてきた国や地域では、
すでに電力供給量の２割から４割を占めるなど、基幹電源としての役割を確実に果たしており、こ
れらの批判が的外れで時代遅れのものになっていることを立証している。
日本においても、2012年の固定価格買取制度の開始以降、太陽光発電を中心に本格的な拡大が始
まっている。本論では、
買取制度開始前に国の省庁などが行ってきた導入量の想定を概観したあと、
制度開始以降の動向の確認を行う。さらに、内外での価格低下の動きを把握することによって、今
後の自然エネルギーの拡大可能性を展望する。

１

2020年までの導入想定の比較

2012年度に、経済産業省、環境省、および国家戦略室において、図1-1に示すとおり、様々な将
来シナリオに基づく将来の自然エネルギー導入量の推計が行われた。
環境省の低位シナリオが最も低い導入量を示しているが、これは2010年に「再生可能エネルギー
の全量買取に関するプロジェクトチーム」が取りまとめた数値を用いているためである。このプロ
億kWh
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ジェクトチームで検討された買取制度は、現在の固定価格買取制度とは大きく異なり、太陽光発電
以外の電源の買い取り条件が悪かった。したがって、過少推計の可能性が高い。中位シナリオおよ
び高位シナリオでは、それぞれ1694億kWh、1983億kWh（発電量に占める割合では、17％、20％）
程度とされている。
経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本問題委員会で示された数値では、シナリオによる幅
がもっと小さく、
1700億kWhから1842億kWh（17 〜 19％）程度の間である。国家戦略室エネルギー・
環境会議はこれら両省の検討結果を踏まえた数値（17 〜 20％）を採用していることがわかる。
以上のように、各シナリオに基づく導入量を総括すると、2020年の自然エネルギーの発電量は、環
境省の低位シナリオを除けば、約1700億kWhから2000億kWh程度の幅で収まっていることがわかる。

２

加速する自然エネルギーの導入

東日本大震災以降、自然エネルギーの導入は加速している。水力発電を除く自然エネルギー等の
発電量は、2000年度から2010年度までの10年間で発電量に占める割合が0.6％から1.1％と0.5％しか
増大しなかった。しかし東日本大震災以降、とりわけ2012年７月に固定価格買取制度が開始されて
から、急速に割合が増大し、わずか２年間で発電量に占める割合が0.5％増え、1.6％になった。そ
の伸びは2013年度にはさらに加速している。４月から９月までの半年分のデータによる暫定的な分
析であるが、その割合は2.3％に達している。
一方で、固定価格買取制度が導入されて13カ月経た2013年７月末までの設備認定容量は、2361万
kWに達し、そのうち太陽光発電が2207万kWと圧倒的な割合を占めている。仮に、これらの認定設備
がすべて発電を開始するとすれば、その年間発電量は約245億kWhになると推計される。これは、ち
ょうど福島第一原子力発電所全体の2010年度の発電量に匹敵し、発受電量に占める自然エネルギー
の割合（水力発電を除く）を4.5％まで高める効果がある。
このように大きな効果をもたらす固定価格買取制度だが、この制度のもとで、日本は自然エネル
ギーをどのように拡大していくことができるだろうか。先行事例として、2000年から本格的に固定
価格買取制度を導入しているドイツの事例を見る。1999年のドイツでは、自然エネルギー電力が電
力消費量全体に占める割合は5.4％であった。2000年に制度を導入して以降、自然エネルギー電力
は着実に増加し、13年目の2012年には22.9％にまで達した（図1-2）
。10年余で、５％台だった自然
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エネルギー電力の割合を４倍に増大させたのである。ドイツの事例は、固定価格買取制度など政策
を効果的に展開することで、かなりのスピードで自然エネルギー電力を普及させることが可能であ
ることを示している。

３

低下し続ける自然エネルギーコスト

世界的に風力発電の発電単価は十分に低下してきていて、欧州や米国では、すでに化石燃料と同
等程度かそれ以下にまでなっている。たとえば、米国エネルギー庁の報告書によれば、2012年の米
国内の風力発電単価は、１kWhあたり約６セントになっている。他方で、日本では、１kWhあたり
世界的にみても高コストとなっている。逆に言えば、
9.9円から17.3円（2010年）と試算されていて1、
日本の風力発電市場はまだ十分な成長余力があり、市場が拡大するなかでさらなるコスト削減の可
能性があるといえる。
次に、太陽光発電に目を向けると、世界的に急速なコスト低下が起きている。特に太陽光発電が
大きく普及している国では、
その低下が急激である。太陽光発電の導入量が世界１位のドイツでは、
その導入費は、2007年から60 〜 70％下落していて、2012年には1300 〜 2400ユーロ（17 〜 31万円）
/kWと大きく低下している（図1-3）
。
日本と導入量がほぼ同程度のアメリカでもコストの着実な下落がみられ、2012年には、2007年比
で約35％程度下落している（図1-3）。さらに、全米でも太陽光発電が普及しているカリフォルニア
州の最新データでは、2013年上半期の導入コストは、前年に比べて10 〜 15％減少している2。
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日米独における太陽光発電の導入費の推移（2007年のコストを100とする）

国内でのコスト低下状況
日本でも固定価格買取制度の開始以降、建設までのリードタイムが短い太陽光発電が急速に導入
されており、それにともなってコストが低下している。住宅用の太陽光発電は、余剰電力の買取価
格の引き上げが行われた2009年度第４四半期（2010年１〜３月）あたりから急速に低下しており、
当時１kWあたり61.4万円だったのが、2013年度第２四半期（2013年７〜９月）には、１kWあたり
1
2

14

エネルギー・環境会議コスト等検証委員会「コスト等検証委員会報告書」，2011年
Barbose, et al. Tracking the Sun VI: A Historical Summary of the Installed Price of Photovoltaics in the United States
from 1998 to 2012. LBNL., 2013.
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2013年度上半期数値は、自然エネルギー財団アンケート調査に基づく数値。

非住宅用太陽光発電の導入費の推移

41.7万円にまでなっている（図1-4）
。
非住宅用太陽光発電も固定価格買取制度が導入されて以降、急速なコスト低下が起きている。
2005年度から2006年度では１kWあたり70 〜 80万円していた太陽光発電が2012年度には43.7万円/
kWに下がった。さらに当財団のアンケート調査から固定価格買取制度開始以降、2012年７月から
2013年度上半期に稼働した太陽光発電の導入費は平均して36 〜 37万円/kWに低下していることが
わかっている。さらに、メガソーラーに限定すれば、平均30万円/kWで建設されている。
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４

今後の予測

太陽光発電は、今後も劇的なコスト低下が世界的に予測されており、近い将来、太陽光発電の発
電単価は、世界各地で電気料金を下回る可能性が高い。ドイツ銀行が2013年７月に出したレポート
では、18カ月以内に、世界の太陽光発電市場の４分の３が、ほとんど、あるいは全く補助金なしに
経済的に持続可能になると予測している3。ドイツ銀行の予測は、太陽光電池モジュールの価格が１
ワットあたり60 〜 70セントで、導入コストは1000 〜 1200ドル/kWであることを想定している。こ
の導入コストを前提にすれば、発電単価は10 〜 20セント/kWhになり、多くの国で電気料金を下回
ってくる4。
シティグループが2013年10月に発表したレポートによると、太陽電池モジュールのコストは、
2008年以降、累積生産量が２倍になるごとにコストが40％低下していて、急激なコスト低下がみら
現在１ワット１ドルである太陽光発電モジュールのコストが、
れる5。このコスト低下傾向が進めば、
2020年には、25セント/ワットにまで低下する可能性があるとしている。この場合、太陽光の導入
コストは、650 〜 1,120ドル/kW程度になり、電気料金を大きく下回る可能性がある。
日本国内でも太陽光発電の市場が拡大していくなかで、世界的な導入コストの低下の流れを引き
込みつつ、国内での事業者の技術革新を促していくことで、近い将来に日本でも電気料金以下にま
で太陽光発電の発電単価が下がることが予想される。

3
4
5
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PERRY SIOSHANSI,“Deutsche Bank Says Solar is Approaching Grid Parity”, Sep.5, 2013. Breaking Media, Inc.（URL:
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10ユーロセント/kWhを超えている。OECD/IEA, Electricity Information 2013 Edition, 2013.
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各論

１
２

固定価格買取制度と費用負担

自然エネルギーの普及に対する懸念の一つとしてあげられるのは、その費用負担が今後どの程度
になるか、という点である。2012年７月から日本でも固定価格買取制度が開始された。自然エネル
ギーの買い取りにかかった費用は電力会社が負担するのではなく、追加負担分については電気料金
に付加される形になり、電気料金の中で自然エネルギーのコストが明示されるようになった。本論
では、先行国であるドイツの状況を検証するとともに、日本では今後どの程度の負担になるのか推
計を行った。

１

ドイツの状況をどう見るか

ドイツの電気料金上昇には、電力調達・発電費用の上昇も要因
ドイツの状況については、
「自然エネルギーの拡大によって電気料金が上昇している」という報
道がなされることがある。まず、注意しなければならないのは、上昇の原因は自然エネルギーの賦
課金だけではなく、燃料価格の上昇にともなう電力調達・発電費用自体も大幅に上昇していたとい
う点である。過去からの電気料金上昇の中身を分析してみると、2006年から2009年にかけて電力調
達・発電費用が大きく上昇していて、2012年までの上昇幅は１kWhあたり3.1ユーロセントであった。
自然エネルギー促進の賦課金の上昇は2010年ころから始まり、2006年比で１kWhあたり2.4ユーロ
セント上昇した。
ユーロセント/kWh（2010年価値）
9
8
7

送配電関連費用

6

電力調達・発電費用
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賦課金上昇の背景
では、賦課金の上昇はどのようにして生じているのだろうか。ドイツでは、2014年の自然エネル
ギーの買い取りのための促進賦課金が１kWhあたり6.24ユーロセント（7.5円）と発表され、2013年
17

の5.27ユーロセントから約１ユーロセントも上昇した。ドイツの家庭用の電気料金は、26.3ユーロ
セント/kWh（31.6円）6であるので、電気料金の24％が自然エネルギーの促進賦課金になっている。
しかし、ドイツの自然エネルギー産業の連合体である「ドイツ自然エネルギー連盟」
（BEE）の
分析7によると、固定価格買取制度による本来の負担額は2.54ユーロセントにすぎず、2013年の2.39
ユーロセントからの上昇額はわずか0.16ユーロセントである。様々なコストが賦課金にのせられて
いるのが上昇の原因だが（図2-2）
、中でも次の２つが賦課金を押し上げている要因だという。
１）第１は、電力多消費産業への減免措置によって、ほかの賦課金負担者がしわ寄せを受けている
ことである。ドイツ国内の消費電力量は約5200億kWhだが、そのうち賦課金の負担は自家発電
事業者には課せられておらず、電力購入者に課せられている。そのため、ドイツの電力購入量
約4800億kWh分が賦課金の対象になる。しかし、そのうち約1000億kWhを消費している電力多
消費企業は賦課金を減免されていて、残りの約3800億kWhを使用する消費者が、賦課金のほと
んどを負担している。国内電力消費量の３割を消費している企業が賦課金を減免され、残り７
割を消費する家庭や企業が多くを負担しているのである。こうした仕組みのために、BEEによ
れば、2014年の賦課金が1.26ユーロセント/kWh上がっているとされる。
２）第２は、卸電力の価格下落が、相対的に自然エネルギーの費用負担分を大きくしていることで
ある。発送電が分離されているドイツでは、
送電会社に自然エネルギーの買い取り義務がある。
送電会社は買い取った自然エネルギーを卸電力市場で販売する。賦課金は、買い取り金額から
卸売市場での販売による収入を差し引いた額をもとに計算される。近年、卸電力価格が下落し
ているため、卸電力市場で電気を販売しても送電会社の収入が増えず、その分、賦課金を高く
設定しないと、買い取り費用が賄えなくなってきているのである。
卸電力価格の下落の要因の一つは、欧州排出量取引制度（EU-ETS）における排出権価格が
急落し、それにともなって、化石燃料の価格が安くなっているためとされる。また、自然エネ
ルギーの増大にともなって、その他の電力への需要が減ったために、価格が安くなるという効
果も加わっている。実際に、2012年の賦課金算定に用いられた卸電力価格（先物ベースロード
価格）は、5.12ユーロセント/kWhであったのに対して、今回の賦課金算定に用いられた価格は、
4.15ユーロセント/kWhと１ユーロセント/kWh以上下落している8。BEEは、こうした卸電力価格
ユーロセント/kWh
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OECD/IEA, Electricity Information（2013 Edition），p.338, 2013.
BEE: Bundesverband Erneuerbare Energie e.V., The EEG Surcharge for 2014, 2013.
50hertz, amprion, Tennet, and TRANSNET BW, PROGNOSE DER EEG-UMLAGE 2014 NACH AUSGLMECHV
Prognosekonzept und Berechnung der Ubertragungsnetzbetreiber, 2013 など。

の下落によって賦課金が1.47ユーロセント/kWh上昇していると分析している。
このように、卸売電力価格の下落は、現在のところ、自然エネルギー促進賦課金の上昇の一因と
なり、電力料金の上昇をもたらしている。一方、本論の冒頭で見たように、近年の電力料金上昇の
最大の要因は、電力調達・発電費用自体の上昇であった。今後は、卸電力価格の下落が、電力調達・
発電費用を下落させ、電気料金全体としての上昇は限定的でゆるやかなものとなる可能性があると
の指摘もされている。

揺るがないドイツ国民の支持
2013年９月のドイツ総選挙では、自然エネルギー賦課金の負担感をどのように軽減するかがあら
ゆる政党間で議論され、電気税の減税や課徴金の減免措置範囲の縮小などによる電気料金の上昇を
抑制する政策が提案、議論された。
ドイツの固定価格買取制度には、上述のように電力多消費産業に賦課金を免除し、その分が他の
消費者に上乗せされるという仕組みもあり、ドイツ消費者団体が2013年７月に実施したアンケート
調査によると、回答者の62％が「大手企業は賦課金を免除されるべきでない」と回答するなど、具
体的なエネルギー施策の進め方に関しては批判的な意見もある9。全般的にうまく実施されているか
どうかという質問には、40％が肯定的に、48％が否定的に回答し、意見が分かれている。
しかし、重要なことは、脱原発と自然エネルギーの推進という政策目標に対しては、82％の消費
者が支持を表明している、という点である。この点に関しては、総選挙の直後に行われた世論調査
でも、回答者の80％以上が自然エネルギーで100％供給されるエネルギーシステムへの転換を支持
したと報じられている10。つまり、賦課金の費用分担に関しては議論があるものの、エネルギー転
換という大きな政策目標については、圧倒的に支持があるといえる。

ドイツの電気料金の最近の動向
ドイツ第５位の電力小売会社EWEは、2013年11月上旬に、約90万世帯の家庭に対して、電気料金
を引き下げると発表した。引き下げが可能になった理由として、同社は電気の卸売価格が下落してき
たことと送配電費用の下落をあげている。
また、自然エネルギー賦課金の上昇にもかかわらず、小売料金の値上げを計画しているのは、ドイ
ツにある約1000社の電気小売会社の５分の１にとどまる、とも報じられている。
こうした動向について、ドイツ国内では、自然エネルギーの増加にともなう卸売価格の下落が、タ
イムラグをもって小売価格の下落に反映されてきたという指摘がなされている。

２

日本の自然エネルギー賦課金の将来推計

日本では、自然エネルギーの普及にともない、賦課金の上昇はどのようになっていくのだろうか。
ドイツの賦課金が上昇した要因として、①賦課金の減免措置をエネルギー多消費産業に対して行う
ことによる他消費者へのしわ寄せ、②卸電力価格の下落による相対的な賦課金の上昇、の２点をあ
げた。
このうち①については、日本の固定価格買取制度では、上昇が生じない仕組みになっている。日
9
10

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.,“Zwei Jahre Energiewende: Was sagen die Verbraucher?”.
Deutsche Welle, 18.10. 2013,“Survey finds Germans want shift to renewables”,2013.
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本でもエネルギー多消費事業者に対する賦課金の減免措置を行っているが、減免分について他の消
費者へのしわ寄せにならないよう、エネルギー対策特別会計の予算を使って補填しているからであ
る。これは日本の制度の長所といえる。
②については、日本ではいまだ発送電分離がなされず、また排出量取引制度も導入されていない
など、固定価格買取制度の周辺環境が大きく異なるため、ドイツとの比較による議論が困難である。
教訓を得るとすれば、化石燃料への相応の課税や二酸化炭素排出に対する規制が導入され、化石燃
料の価格の適正化が図られる必要があるという点である。
それでは、日本の自然エネルギー賦課金は、将来どのように変化すると考えられるだろうか。財
団では、今回独自に2020年度の負担額について推計を行った。推計を行うためには、①自然エネル
ギーの発電量、②自然エネルギー発電電力の買取価格、③火力の燃料費等から回避可能費用単価、
のそれぞれについて今後の想定が必要になる。そこで、できる限り既存の調査や報告で広く用いら
れているデータを用いて想定を行い、推計を行った。用いた調査および推計の方法は以下のとおり
である。
①2020年までの導入量の設定：2020年の導入量は、各論１で述べた国がこれまで行ってきた導入想
定のうち、環境省（2012）
「2013年以降の対策・施策に関する報告書（地球温暖化対策の選択肢
の原案について）
」の自然エネルギー導入の高位シナリオの発電設備の設備容量の数値を採用し
た。この場合、2020年度の自然エネルギーの発電量は、大規模水力をのぞいて年間約1800億kWh
になる（大規模水力を合わせると、合計で約2100億kWhになる）
。
②自然エネルギー電力のコストおよび買取価格想定：OECD/IEA（2011a）における各自然エネル
ギー電源別の習熟率を用いて、各電源の普及に伴う費用の下落を予測した11。ただし太陽光発電
については、OECD/IEA（2011b）にある太陽電池モジュールの過去の習熟率19.3％を用いて、こ
れが国内のシステム全体のコストにも当てはまるとした12。こうした前提に基づいて、自然エネ
ルギー電源のコスト低下を反映して買取価格を推定した。これに加えて、2015年度はプレミアム
買取期間の終了にともない、５％追加的に買取価格を引き下げている（図2-3）
。それ以外の政策
的判断に基づく買取価格の設定は行っていない。
③回避可能費用の想定：IEAにおける日本の石油、天然ガスの輸入燃料価格（2011年米国ドル貨幣
価値）の見通し13を参照し、天然ガス火力の熱効率の上昇を踏まえて、発電燃料単価を計算した。
回避可能費用の範囲について、今回は燃料費削減効果しかみていない。本来であれば、自然エネ
ルギーの普及が進むにつれて、火力の発電設備が代替されていくが、今回はこの削減費用を見込
んでいない。また、自然エネルギーが普及し、火力の燃料を代替していくことで、地球温暖化対
策を進めるためにかかるコストも節約される。この節約分についてもここでは見込んでいない。
そのため、今回試算する回避可能費用は過小評価されていることに留意されたい。
回避可能費用の計算方法には２つある。第１は国際標準的に使われている限界費用ベースの回
避可能費用を基礎とする方法である。その場合、電力会社は、経済合理性に基づいて、自然エネ
ルギー電力の購入の際には、価格の高い石油火力の燃料から優先的に削減していくと仮定する。
このため、石油火力の燃料費が最初に削減され、続いて天然ガス火力の燃料費が削減されていく
と仮定する。第２に、日本だけでのみ使われている平均費用をベースとした回避可能費用計算方
11
12
13

20

OECD/IEA, World Energy Outlook 2011, 2011a.
OECD/IEA, Deploying Renewables 2011, 2011b.
OECD/IEA, World Energy Outlook 2012, 2012.
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法である。これは、すべての電源の燃料費を中心とした運転経費を平均した数値を回避可能費用
とするものである。この計算方法は実態と大きく乖離しており、回避可能費用が過小評価されて
しまう傾向がある14。
本試算では、国際的に標準的な手法である限界費用に基づく計算法と日本独自の計算方法であ
る平均費用に基づく計算方法の両方で試算する。

推計結果
上記推計条件に基づいて、
自然エネルギーの費用負担を推計した。自然エネルギーの買取費用は、
2020年度に年間2.8兆円と見込まれる。ここから回避可能費用を引いた額が年間の賦課金額になる。
回避可能費用は上記に示したとおり、限界費用ベースと平均費用ベースで大きく異なる。
限界費用ベースの回避可能費用は2020年度に約1.2兆円になる。その結果、自然エネルギーの買
取費用2.8兆円から回避可能費用を差し引いた自然エネルギー賦課金額は、2020年度には約1.6兆円
になる。ここから１kWhあたりの賦課金額を算定すると、2020年度には、1.94円/kWhになる。一家
庭あたりの負担額になおすと、2020年度には１カ月約520円の支払いになる（図2-4）
。
他方、平均費用に基づく日本独自の回避可能費用ベースで計算すると、2020年度の回避可能費用
は1.1兆円になる。そこから自然エネルギー賦課金額は、2020年度には1.7兆円になる。１kWhあた
りの賦課金額を算定すると、2020年度には2.11円/kWhにまで上昇する。一家庭あたりの負担額は、
2020年度には月額約570円になる（図2-5）
。
なお、こうした家庭の賦課金の負担額増は、各論４で論じる省エネの推進によって、家庭の電気
消費量自体を減らすことができるため、電気代支払額自体はいまとほとんど変わらないか、減少す
る。現在の平均世帯の電力消費量は300kWh/月15とすると、電気代約6700円/月と推計される16。2020
年度までに家庭でもエネルギー効率化を進めれば、電力消費量が10％程度下がるため、賦課金を除
く電気代が約6000円/月になる。したがって賦課金をあわせても約6500 〜 6600円/月となり、実質
支払額はほとんど変わらない。
14
15
16

詳細については、自然エネルギー財団「回避可能費用の計算方法に関する分析」（2013年）を参照のこと。
経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギーをめぐる課題と対応の方向性について」，2013年11月，総
合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 第10回会合 資料６.
電灯電気料金単価は22.3円/kWhとした。この数値は、電力需要実績確報（電気事業連合会）、各電力会社決算
資料より試算した。
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製造業の生産額に与える影響
こうした自然エネルギーの費用負担について、エネルギーを多く消費する製造業に与える影響を
検討した。上記の試算によれば、2020年度の賦課金は限界費用ベースで、1.94円/kWh、平均費用ベ
ースで、2.11円/kWhになると推計された。2020年時点における電気料金自体がどのようになってい
るかは、今後の電力制度改革の影響など様々な要因によって異なる。現在の大口電力消費者の電力
単価は10.7円/kWhとされる17。仮に、この水準が維持されているとすれば、今回試算を行った賦課
金額は、電気料金の２割程度（18％）にあたる。それではこの２割程度の賦課金が加わった場合、
製造業の生産額をどの程度引き上げることになるだろうか。
平成23年工業統計調査によると、現在、製造業の生産額における電力購入費の割合は、1.35％に
なる。したがって、約２円/kWhの賦課金上昇は、電力購入費を18％引き上げることにつながる。
このため、賦課金２円/kWhの上昇は製造業の生産額全体のコストを0.25％引き上げることにつなが
る。
さらに、エネルギーを多く消費する事業者については、自然エネルギー賦課金の減免措置があり、
自然エネルギー賦課金が８割減免される。この減免を受ければ生産額に与える影響は、電力多消費
業種でも平均で１％を超えないと考えられる18。
提言４で述べたように、日本のエネルギー供給構造を省エネルギー・自然エネルギー型に変えな
ければ、化石燃料価格の上昇によって、日本の燃料費負担は大幅に増大していくことになる。2020
年までの自然エネルギーの拡大には一定の負担はあるものの、中長期的な視点に立てば、省エネル
ギー化の推進とともに、自然エネルギーを推進していくことが、経済的にも最も合理的な選択であ
るといえる。

17
18

22

日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編『エネルギー経済統計要覧2013』2013年より計算。
賦課金額２円/kWhの際、減免後の賦課金額は0.4円/kWhになる。産業細分類にもとづく全業種の中で、生産額
に占める購入電力使用額の割合が最も高い業種は、製氷業であり、その割合は22.4％である。同業における電
力購入単価を10.7円/kWhとすると、0.4円/kWhの賦課金は、製氷業における生産額を0.8％上昇させる。

各論

１
３

１

系統接続問題

日本における自然エネルギー拡大の最大の障害

日本の自然エネルギー導入拡大において、いま最も大きな障害となっているのは、系統への接続
である。電力会社は長年、風力発電の系統接続に対して、
「連系可能量」という上限値を設定し、
多くの風力の接続を制限してきた。また、自然エネルギー財団が実施した太陽光発電事業者へのア
ンケートにおいても、事業断念理由や事業リスクとして系統接続をあげる事業者が圧倒的に多い。
欧米では、太陽光や風力といった自然エネルギーの系統への接続について、総発電量の20 〜
30％までは既存の電力系統でも深刻な技術的・実務的問題が発生することはないとされている19。
また、そもそも「連系可能量」という概念自体が存在していない、と指摘されている。実際に、風
力発電や太陽光発電などを中心に自然エネルギーの導入が進んでいるドイツ、デンマーク、スペイ
ンなどでは、年間の総発電量に占める自然エネルギーの割合が20 〜 40％に達していて、時間単位
で見れば、70 〜 100％にも達することもあるが、系統運用に大きな支障は生じていない。これらの
国と比べると、風力発電や太陽光発電の導入率が２％程度の日本ですでに自然エネルギーの導入が
系統容量の上限に達しているとは考えられない。

２

日本の連系線は「足りない」のではなく「使われていない」

日本での自然エネルギー導入が難しいことの理由としてあげられるのが、
「欧州は国外とつなが
っているが、日本は島国でどこの国にもつながっていない」という議論や、
「欧州と比べて日本は
連系線が少ない」という議論だ。確かに日本は欧州のように他国との連系線はない。しかし、日本
の電力会社一社の規模は欧州の一国に匹敵するほど大きい。たとえば、
北海道電力はデンマークと、
東京電力は英国と、中部電力はポルトガルとそれぞれ同規模である。したがって、必ずしも他国と
連系していなくとも、電力会社間での連系線を通じた電力の融通が行われれば欧州諸国の国家間融
通と同じことが可能となるはずである。
日本の各電力会社と自然エネルギーの導入が進んでいる欧州の３か国の連系線容量を比較してみ
ると、北陸、関西、中国、四国の各電力会社はドイツやデンマークに匹敵するか、上回る容量を有
している。日本の中で風力発電の潜在量が特に高いとされる北海道、東北、九州は、ドイツとデン
マークよりは容量が小さいが、すでに30％程度の自然エネルギーが導入されているスペインを上回
っている。
このような比較から明らかになるのは、第１に、日本の電力会社間の連系線容量は物理的に「足
りない」のではなく、正しくは、制度的に「使われていない」のであって、系統の運用ルールを自
然エネルギーの導入拡大を前提として見直すことで、相当程度まで導入を増やすことができるはず
19

PJM分析レポートhttp://www.pjm.com/~/media/committees-groups/committees/mic/20131028-impacts/20131028-pjmrenewable-integration-study.ashx
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だ、ということである。第２は、スペインとの比較が示唆するように、連系線容量が小さい中でも、
そもそも地域内の運用を改善することによって、相当量の導入が可能になるはずだ、ということで
ある。以下、この２点に関し、具体的にどのような点に改善の必要があるかを見る。

３ 「長期固定電源」中心の電力システムの見直し
日本の電力システムには、
「長期固定電源」の運転を優先させるという考え方がある。
「長期固定
電源」とは、原子力や大規模水力、地熱をさす。これらの電源は当初の施設建設に多額の費用を要
し、運転に要する費用は相対的に小さいため、主に経済的な観点から優先的に運転を行うことが前
提とされている。また、
原子力は基本的に稼働後は一定出力での運転を継続することとなっており、
日々刻々と変化する需要に対して柔軟な運転ができない。そこで、系統の運用では原子力の運転継
続を最優先とし、それ以外の火力発電等を需要に応じて出力調整・停止させている。
たとえば、図3-2に示すように、東北電力管内では、他社分も含めて2261万kWの発電設備がある
が、そのうち原子力などの「長期固定電源」が
約750万kWで、３割程度を占める。一方、軽負
荷期の最低需要はおよそ700万kW程度で長期固
定電源合計よりも少ない。したがって、東京電

合計：2261万kW

原子力等の調整しない電源の
比率が高いため、自然エネル
ギーの導入余地が限られる

力との電力融通や長期固定電源を含めた出力調
整などの対策を行わない限り、新たに風力発電
や太陽光発電を系統に接続する余地がないこと

その他の電源
（火力等）

になる。このような柔軟性の低い電源構成も、

最大需要
約1,440万kW

風力や太陽光の導入を阻害する要因となってい
る。
さらに、現行のルールでは、
原子力などの「長

長期固定電源
（原子力など）
約750万kW

最低需要
約700万kW

供給

需要

期固定電源」の運転がすべてに優先されるルー
ル以外にも、自然エネルギーの優先給電が保証
されていないなどいくつかの問題がある。
24

図3-2

東北電力における電源構成と需要の関係

現行の出力抑制順序

自然エネルギーを優先した順序

一般電気事業者の火力発電の
出力抑制・揚水発電の運転

一般電気事業者の火力発電の
出力抑制・揚水発電の運転

取引所取引の活用

取引所取引の活用

一般電気事業者が調達した
自然変動電源（太陽光、風力）の出力抑制

全国融通の活用

全国融通の活用

特定規模電気事業者の発電機の出力抑制

特定規模電気事業者の発電機の出力抑制

長期固定電源（原子力など）の出力抑制

長期固定電源（原子力など）の出力抑制

一般電気事業者が調達した自然変動電源
（太陽光、風力）の出力抑制

図3-3

自然エネルギーの出力抑制順序の見直し

固定価格買取制度の導入にあわせ、自然エネルギーは、火力等の電源よりも優先的な位置づけに
は変更されたが、地域間連系線を活用して他の電力会社へ融通する手段などは自然エネルギーより
も後の手段とされている。また、余剰電力の取引所への供給は順序としては自然エネルギーの出力
抑制よりも先の手段に位置づけられているが、あくまで「可能な範囲」での活用であり、義務では
ない。
自然エネルギーを中心とした分散型システムに移行するためには、従来の大規模集中型の電力シ
ステム、特に原子力の運転を最優先とするルールそのものを見直し、柔軟な運転ができない原子力
の依存度を下げ、より柔軟性の高い電源へのシフトを行うべきである。

４

系統運用技術のイノベーション（給電指令システム、予測技術）

上述のようにスペインは、他国との連系線容量が極め
て小さいが、すでに年間総発電量の３割近くを風力など
の自然エネルギーで供給（2012年）し、系統安定性も損
なっていない。これを可能にしているのは、自然エネル
ギー設備への給電指令システムと予測技術を駆使する系
統運用技術である。
スペインでは、自然エネルギー専門の制御センター 20
を設立・運用し、スペイン全土の自然エネルギー発電設
備（10MW以上）から発電量、電圧、系統情報などを12
20

図3-4

 ECRE（再生可能エネルギー監
C
視・制御センター）の様子

Control Centre for Renewable Energies：CECRE
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秒ごとに受信し、そのデータを駆使して、自然エネルギーの最大発電可能量を算出している。この
システムによって、自然エネルギーの優先給電を行い、自然エネルギーの大幅な導入を実現してい
る。
また、上記センターにおいて気象データからの風力発電予測を行っている。10日先までは１時間
単位で予測を立て、48時間前からは20分ごとの予測更新を行うことで（５時間前の予測誤差は約
５％ 21）、風力発電の発電出力制限を最小限に抑制するよう運用されている。

５

系統の運用方法の改善

表3-1は、系統接続に関するルールを日本とドイツで比較したものである。日本においても固定
価格買取制度の導入によって、自然エネルギーの系統への接続義務などのルールが整備されたとさ
れるが、実際には系統接続が最大の障害である状況は改善されていない。日本の接続義務ルールは、
あくまで現状の系統容量を前提としており、受け入れ可能な量を超えることが見込まれる場合には
接続を拒否できるとする例外措置があり、系統容量が限られる地域では接続拒否が多く発生してい
る。一方、ドイツでは系統容量の増強も含めた接続義務が送電事業者に課せられている。優先給電
についても、ドイツでは自然エネルギーの出力抑制が最後尾に位置づけられているが、日本ではあ
くまで火力よりも優先されるだけで、広域融通の活用や新電力の電源、原子力などの電源よりも優
先されているわけではない。
以上、本論でスペインやドイツとの比較を通してみたとおり、日本の系統接続ルールや系統運用
は、いまだ旧来の大規模集中型の電力システムを前提としたものとなっており、自然エネルギーを
中心とした分散型のエネルギーシステムの構築に向けて、ルールの見直しが必須である。
表3-1

自然エネルギーにかかわる系統接続ルールの日独比較
ドイツ

接続義務

日本

・原則としてすべて接続。系統増強費用は原則、 ・原則として接続義務。ただし、出力抑制を行
系統運用者の負担。ただし、経済的に不合理な
うことを前提としてもなお、受け入れ可能な
場合には系統運用者は増強義務を負わない＊。
電気の量を超えることが合理的に見込まれる
・また、出力抑制を前提とした連系を暫定的に認
場合には接続拒否が認められる。
め、系統増強前の接続が可能。

優先給電・ ・自然エネの出力抑制は最後尾（原子力よりも優 ・火力よりも優先されるが、原子力や水力など
混雑管理
先）
の長期固定電源よりも先に出力抑制される。
広域運用・ ・送電事業者は市場を通じて他エリアの調整力も ・電力会社のエリアごとに調整。
連系線の活
活用することで自然エネルギーの電力を最大限 ・自然エネルギーの出力抑制回避を目的とした
用
に活用。
地域間連系線の活用は実施されていない。
・国際連系線も活用。
情報公開

＊

・送電混雑状況などをウェブで公開するなど積極 ・接続拒否を行った場合には、電気事業者は根
的に情報公開を行っている。
拠を書面にて情報開示を行うことが義務づけ
・出力抑制や解列を実施した場合は、発電事業者
られている。
の要請に応じて出力抑制・解列の必要性が証明
できる理由書の発行が義務づけられている。

過去には「経済的に不合理」を理由として接続を拒否した事例はない（H23.2.23
討会第１ワーキンググループ報告書）
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次世代送配電システム制度検

各論

１
４

省エネルギーの可能性

１ 「想定」を上回る省エネの進行
将来の電力需給のあり方を検討するうえで、省エネルギー＊の見通しは、議論の前提を大きく変
化させる。たとえば、全体の電力消費量が１兆kWhであれば、3000億kWhの自然エネルギーが賄う
比率は30％だが、省エネによって全体の電力消費量が7000億kWhに減少すると、同量の自然エネル
ギーが占める比率は約43％となる。当然、最大電力の規模も変化すると想定されるから、火力発電
も含め、確保すべき電源設備の量も異なるし、系統への影響も異なる。
＊

本来、エネルギー基本計画に関する議論では、熱や自動車・工場での燃料なども含めた全体を扱うべき
であるが、本提言においては、「原発ゼロ」を実現するエネルギー変革をテーマにしているため、議論
を電力に絞っている。したがって、本論において「省エネルギー」と記している場合でも、もっぱら電
力の節減・効率化を意味していることに留意されたい。

2030年のエネルギーシナリオが議論された2012年の基本問題委員会やエネルギー・環境会議では、
電力消費量の10％の減少という見通しが議論されていた。しかし、こうした見通しに対しては、省
エネの可能性を過少に見ている、といった意見も多かった。
そこで、統計データから直近のエネルギー消費動向をみると、2010年から2011年にかけて、最終
電力消費量は約６％減少していたことがわかる（図4-1）
。この減少傾向は、東日本大震災の影響に
よる一時的なものにとどまらず、2012年にはさらに2010年比約８％の減少と、省エネが進んでいる。
これらは各方面での節電の取り組みが奏功した結果と考えられる（震災後の2011年、2012年に事業
者や家庭が取り組んだ省エネ・節電の実例やその分析については、
『都内事業所・家庭における夏
の節電対策の実施状況』
（東京都環境局 2011年、2012年）等を参照）
。
『エネルギー基本計画

３つの論点』
（自然エネルギー財団 2013年９月）でも示したように、震

災後の節電の取り組みは、省エネルギーの大きな可能性が存在していることを示している。
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２

省エネ試算のグレーゾーン

省エネルギーの可能性については、これまで「エネルギー基本計画」やエネルギー・環境会議で
の検討にとどまらず、地球温暖化対策に関する議論の中でも、再三、試算が行われ、その妥当性を
めぐって議論がなされてきた。これらの試算で、多くの場合、採用されてきたのは、主要な設備や
機器ごとに更新や改修による効率向上で得られるエネルギー削減可能量を求め、そうした更新や改
修がどの程度幅広く行われるかを推計し、全体量を積み上げる計算方法である。
この方法が有効な場合もありうるが、２つの点で、現実に存在する省エネの可能性を見逃してし
まうことになりかねない。ひとつには、利用されているすべての設備や機器を試算の対象として網
羅できないことである（図4-2）。
そして、もうひとつは、更新・改修される前の機器が多くの場合、最も効率的な方法では運用さ
れておらず、エネルギー消費量に無駄が生じているのに、こうした運用改善による効果が見逃され
やすいことである（図4-3）
。設備運用の最適化による省エネは、各需要家によって必要な対策が異
なるため、その実態やポテンシャルの把握が困難であり、これまでの試算の中には十分にカウント
これまでの試算（機器ベース）

財団試算（消費量ベース）

省エネが想定される技術（トップランナー
基準対象機器）ごとに削減量を評価
→一部が評価対象外になってしまう

電力消費の各分野ごとに効率性の
改善（省エネ）量を評価
→消費量全体を対象とする

暖房
9％

電気冷蔵庫
16.4％
トップランナー
基準対象外
41.6％

給湯
8％

照明器具
13.4％

省エネ評価対象外

冷房
6％

厨房4％
照明動力
73％

テレビ
8.9％

その他の
トップランナー エアコン
対象機器
7.4％
12.3％

家庭部門機器別エネルギー消費量の内訳（電力） 2009年

図4-2

家庭部門エネルギー消費量の内訳（電力） 2011年

省エネの可能性試算での評価対象の違い

白熱電球等
・現状の機器効率
・非効率な運用

白熱電球等

LED

・現状の機器効率
・現状で最適な運用

これまでの試算で対象外

・機器の高効率化

LEDの効率向上
高度な運用（BEMS）
・将来的な効率向上

これまでの試算で見込む省エネ可能性
財団試算で見込む省エネ可能性

図4-3
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省エネの可能性試算で見込む対策の違い（照明の場合）

照度の見直し等
・運用面のさらなる
改善可能性

これまでの試算で対象外

されてこなかったと考えられる。国の省エネ対策の検討の中では、このような２つの「盲点」、グ
レーゾーンが残されていたのである。
この省エネのグレーゾーンを考慮し、エネルギー削減の全体的な可能性を把握するためには、第
１に、個々の機器の効率や対策の効果を把握するとともに、それらの対策による各分野・活動全体
の効率性（生産性）向上の可能性を推計することが必要である。第２に、各業界、業種で、事業所
ごとのエネルギー効率を比較し、効率の悪い事業所がトップランナー事業所に追いつくことによる
省エネ効果を試算に入れる、といった方法をとることが必要になる。
図4-2、図4-3はこれまでの試算方法と財団が今回採用した試算方法との考え方の違いをまとめた
ものである。

３

各部門に大きな省エネの可能性

自然エネルギー財団の試算では、上述の考え方に基づき、図4-4に示すように、業務部門の電力
消費量に対しては、暖房、冷房、給湯、厨房、照明、動力といった各分野の効率の改善可能性を分
析した。図4-4では、各分野活動の効率改善の要因を記載している。業務部門において大きな消費
量の比率を占める照明、動力、空調分野では、現状で普及が想定されている技術で、すでに大きな
効率改善と省エネが見込まれている（機器の効率改善や、BEMSによる省エネルギーの可能性につ
いては、国立環境研究所の資料における高位対策ケースの見通しをもとに算出した22。ここで示す
ように各分野の原単位における省エネルギーの可能性を試算したのちに、各分野の活動量の変化を
踏まえて、2030年の省エネ量を試算した）
。
暖房 3%
給湯 1%
冷房 9%

照明動力 85%

2010年
消費
kWh/m2

厨房 2%

2030年
消費
kWh/m2

暖房

4.1 →

2.9%

29%

6.9%

0% →

2.6

冷房

14.9 →

19.5%

30%

6.9%

0% →

7.8

給湯

1.9 →

6.3%

0%

4.1%

0% →

1.7

厨房

2.8 →

4.2%

0%

0.0%

0% →

2.7

照明

39.6 →

4.4%

54% 18.6%

10% →

12.7

動力

92.3 →

4.4%

14%

0% →

71.4

合計
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2011年 機器の BEMS その他
削減 効率
実績 改善

5.5%

155.5

98.8

業務部門の電力消費量と各対策による省エネルギーの可能性

業務部門と同様に、家庭部門や産業部門でも、空調・照明・動力といった消費においても削減可
能量を推計した。
産業部門では、省エネ法のベンチマーク制度によって、各業種のエネルギー使用の合理化の達成
状況が公表されている。これによると、公表されている目標水準と調査対象業者の平均には、まだ
大きな開きがある（表4-1）
。2030年に向けて、業界全体のエネルギー効率を底上げし、業界平均を
この目標水準まで引き上げることで、大きな省エネ効果が期待できる。その実現のためには、個々
の導入機器の効率改善だけでなく、設備更新と一緒に改修をする時の出力制御（インバータ化、台
数制御）や熱の対策（熱回収とカスケード利用、断熱部補強など）などが求められる。
22

国立環境研究所「対策導入量等の根拠資料」（http://www-iam.nies.go.jp/aim/prov/middle_report.htm），2012年9月
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表4-1

各業種のエネルギー使用の合理化の達成状況
単位

４

目指すべき水準

平均値

改善ポテンシャル

高炉による製鉄業

kl/t

0.531

0.59

10.0％

電炉による普通鋼製造業

kl/t

0.143

0.18

20.6％

セメント製造業

MJ/t

3891

4108

5.3％

洋紙製造業

MJ/t

8532

14464

41.0％

石油精製業

-

0.876

0.946

7.4％

石油化学系基礎製品製造業

GJ/t

11.9

12.5

4.8％

ソーダ工業

GJ/t

3.45

3.59

3.9％

2030年には、2010年比30％削減の省エネが可能

以上のように、財団による今回の試算では、①2010年から2011年の削減実績を踏まえたうえで、
②省エネポテンシャルのグレーゾーンをつくらないように各分野・活動の効率性改善の可能性を分
析し、③業務部門の改善性の高さや、産業部門の底上げを考慮した省エネの可能性を分析した（図
4-5）
。
試算結果は、最終エネルギー消費（電力）で2030年に約31％（2010年比）の削減の可能性を示し
た（図4-5左）。特に、家庭や業務部門で大きな削減可能性を見込んでいるが、産業でも大きな削減
が可能である（図4-5右）。なお、この試算は、エネルギー・環境会議「慎重シナリオ」
（実質経済
成長率：2010年代平均1.1％、2020年代平均0.8％）を前提とした。同「低成長シナリオ」を前提と
した場合、省エネ見通しは、2030年に約33％（2010年比）となり、さらなる削減となる見通しであ
る。
今回の試算には、HEMS、デマンドレスポンス、建物の断熱等の対策による効果を含めていない。
これらを含む様々な省エネ対策が、今後普及や実証を経てその効果が明らかとなれば、さらに大き
な省エネを見込むことができると考えられる。
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１
５

原発のたたみ方

１ 「原発ゼロ」方針を決定すべき９つの理由
2013年12月、日本は、３・11以降、２回目の「原発ゼロ」状態にある。しかし、それは明確な政治
的・政策的な意思決定によって実現されたものではない。政府は「安全が確認された原発は再稼働
する」という方針で、燃料費問題などを理由として再稼働の動きを進めている。いまの状態は、原
子力規制委員会が新規制基準への適合性審査に要している時間と、立地自治体の未確定な意思によ
って、エアポケット的に生じている先行きの不明確な「原発ゼロ」である。
現在の「エネルギー基本計画」の検討は、その場に出される資料や議論を見る限り、原発を今後
とも日本の基幹電源として位置づけることを最大の目的にしているように見える。
いまだ収束していない福島第一原子力発電所事故やこれからも長く続く放射能汚染の状況を考え
ると、地震国日本で原発を運転し続けることに合理性があるとは到底考え難い。自然エネルギー財
団の提言は、原発存続を目的に展開されている議論が、いかに一面的なものであるかを示し、「原
発ゼロ」のエネルギー変革を進めることこそ、今後、日本がとるべき方針であることを示したもの
である。
５つの提言の「原発ゼロ」の理由を、改めて列挙すれば、以下のとおりである。
①日本においては、放射性廃棄物処分の行き詰まりにより、原発を使い続けることは不可能である。
②経済的にも、他の電源より高コストになる原発を新増設するメリットはない。
③電力需要を賄うために原発は不可欠ではない。
④燃料費問題を解決するためには、省エネルギーの促進、天然ガス火力の高効率化、自然エネルギー
の拡大という施策を進めることが、
将来の化石燃料価格の上昇を見越した本質的な解決策である。
⑤原発を使い続ければ、再度の原発事故という日本にとって最悪のリスクを高める。
⑥原発継続はエネルギー自給率向上に全く寄与せず、本当の国産エネルギーである自然エネルギー
の拡大こそ、最も確実な自給率向上の方策である。
⑦原発をゼロにしても、省エネ、高効率天然ガス発電への更新、自然エネルギーの普及加速化によ
って、二酸化炭素の削減を大きく進めることができる。
⑧さらに、原発をゼロにするという方針を決定することにより、自然エネルギーの拡大、ブリッジ
エネルギーとして重要な役割を担う高効率な天然ガス発電への投資を加速することができる。
⑨最後に、
「原発ゼロ」方針を決めることで、新規制基準に適合することを目的とした投資や維持
管理などに要しているコスト、すでに破綻している核燃料サイクルを形式的に維持するためのコ
ストを削減することができる。
以上、９点の理由を踏まえ、日本のエネルギー政策の基本方針として、
「原発ゼロ」という方針
を明確に決定すべきである。また、エネルギー政策の転換を契機とし、新たなエネルギー産業を発
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展させ、日本経済の活性化を実現するため、脱原発の方針決定はできるだけ早期に行われるべきで
ある。

２

現実的な原発コストの見極め

「エネルギー基本計画」の策定過程では、再稼働のみならず、新規の原発建設を行うべきという
意見が表明されている。政治の場でも、新規建設を肯定するかのような声がある。日本が今後推進
する原発は、福島の教訓を踏まえた「世界で最も安全な原子炉」という説だ。海外には原発を輸出
し、国内では今後も原子力エネルギーに依存していくという考え方なのだろう。
そこで、自然エネルギー財団では、昨年行った「原発コスト再検証」23（2012年８月。推敲を加え
た報告書としてのとりまとめは2013年９月）を見直し、再計算を試みた。2012年の試算は、政府が
2011年に行った各エネルギーコストの試算をもとに、できる限り保守的な数値を前提として原発コ
ストを計算したものだった。今回は、海外の新しい動き等を参考にしつつ、より現実的な原発コス
トの再検討を行った。
まず、海外での新設原発のコスト上昇を考慮し24、建設コストを35万円/kWから約1.5倍の50万円/
kWと２倍の70万円/kWの２パターンで計算した。120万kWの原発を建設するとして、50万円/kWで
6000億円、70万円/kWで8400億円相当となる。このうち、提言１では、建設コストが倍になったケ
ースをとりあげているが、約1.5倍の50万円とした場合でも、原発のコストは１kWhあたり14.3円と、
政府試算よりも大幅に上がる。
また、廃炉処理費用について、現在の日本の実績や海外の事例を参考に、少なくとも１基あたり
2000億円かかると見積もった（
「４

廃炉について」の項を参照のこと）
。さらに、新設とはいえ、

40年間の運転中には新たな安全対策が必要になるものと想定し、
追加的な対策費として、
495億円
（日
本経済研究センター試算）25を加えた。
放射性廃棄物・バックエンドコストについては、政府が固執する再処理政策が維持される場合を
試算の想定とした。現状の政府想定では、大きな要素として、ウラン濃縮から出てくる劣化ウラン
や再処理からの回収ウランの処理コスト、ウラン燃料製造工程のコスト、そしてなにより膨大なコ
ストになると思われる、第二再処理工場の建設費やそこから出てくるガラス固化体の処理・貯蔵費、
および使用済みMOX燃料の処分費が含まれていない。第一再処理工場も40年間にわたり定格運転
され続けることが前提となっている。これらを考慮すれば、実際の費用は、現在の政府の見積もり
である19兆円から、少なくとも２倍から３倍になるとみられる。今回は、使用済み核燃料の全量再
処理を掲げる限り必要になる第二再処理工場26にかかるコストの増加のみを想定し1.5倍とした。
事故リスク対策費は、事故の「保険」にあたる部分だが、除染や事故炉の廃炉コストなど、見積
もりがきわめて困難である。日本経済研究センター（日経センター）は、事故直後の2011年５月の

23

自然エネルギー財団「原子力コスト再検証」
（http://jref.or.jp/activities/reports_20130918_2.php）、2013年９月

24

23

25

日本経済研究センター「原発の行方で異なる４つのシナリオ」（http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4307.
html）、2012年３月。
「発電コストを考える」
（http://www.jcer.or.jp/policy/pdf/pe%28JCER20110719%EF%BC%89.
pdf）
、2011年７月、など。

26

32

と同じ。

政府の計画では、現在の六ヶ所再処理工場の操業停止と入れ替わりに第二再処理工場が運転開始する予定。
実際、再処理工場使用済み核燃料プールは満杯状態で、年間800トン、40年間フル操業してようやくカバーで
きる。これからも増えることを考えれば、第二再処理工場が必要となる。あるいは、使用済みMOX燃料の再
処理工場として想定することも可能である。

試算で、福島原発事故の処理費用として最大で20兆円かかるとしており27、今回も前回とりあげた
その試算を適用した。これは、１kWhあたりでは1.8円に相当する。ちなみに、ドイツ・ライプチ
ヒ保険フォーラムの試算では0.14 〜 67.3ユーロ/kWh（18.2円〜 8749円/kWh。１ユーロ＝130円レー
ト）の保険費が必要としている28。政策経費は、前回試算と同じく、避難区域の拡大による交付金
増額を適用した。
以上の試算の想定条件と試算結果を表にまとめると表5-1のとおりである。
表5-1

原発コスト：政府試算と財団試算の諸元比較
政府ケース

原発コスト修正１

原発コスト修正２

3％

3％

3％

35万円/kW

50万円/kW

70万円/kW

廃炉処理費用

680億円

2000億円

2000億円

追加安全対策

194億円/120万kW

495億円/120万kW

495億円/120万kW

運転維持費

3.3円/kWh

4.7円/kWh

6.2円/kWh

ウラン燃料費・
放射性廃棄物

1.4円/kWh

2.09円（2.0〜2.9円/kWh、
原子力委員会）

2.09円（2.0〜2.9円/kWh、
原子力委員会）

5.8兆円（0.6円/kWh相当）

20兆円（1.8円/kWh相当）

20兆円（1.8円/kWh相当）

政策経費

1.1円/kWh

1.8円/kWh

1.8円/kWh

試算結果

8.9円

14.3円

17.4円

割引率
建設費用（新設のみ）

事故リスク対策
（福島事故の損害）

2013年10月に、英国政府が将来の発電能力確保のためにEDFエナジーと交わした契約では、2023
年から発電を始める予定の160万kWの２基の原発に対して、35年にわたり92.5ポンド/MWh（現在
の価格）で発電電力を買い取ることを定めた。１ポンド＝158円としても、kWhあたり14.6円とい
う高額な値段である。これは、今回の自然エネルギー財団試算で建設費を50万円/kwとした場合の
試算結果とほとんど同じであり、
今回の試算がまさしく「現実的な」ものであることを示している。
こうした試算から明らかなように、純粋に経済的な観点からいえば、原子力技術は、すでに市場
で成り立つ技術ではなく、今後も、ますます「高くつく電源」となっていくだろう。リードタイム
の長さ、発電中の運転調整の難しさ、安全対策、使用済み核燃料、40年間の発電を終えたのちに何
万年も管理しなくてはならない廃炉廃棄物等々、少し想像しただけでも使い続けることのできない
ものであることは明らかだ。
新規の原発だけではない。老朽化原発に「安全対策」を施して運転し続ける利点も失われてきた。
米国では、2013年に入ってすでに５基の運転中原発の停止が発表された（計画中止は９基にもおよ
ぶ）。うち４基はすでに発電を停止し、１基は2014年の停止である。米国の原子力業界はこの傾向
は2014年にはさらに加速するとしている。少なくとも、現在、10基の原発の閉鎖が予測されてい
る29。
27
28

29

25

と同じ。

“Calculating a risk-appropriate insurance premium to cover third-party liability risks that result from operation of nuclear
power plants”
（http://www.kotting-uhl.de/cms/default/dokbin/392/392220.calculating_a_riskappropriate_insurance.pdf）
,
Versicherungsforen Leipzig Gmb, April 2011
“Competition Pushes Aging U.S. Nuclear Reactors to the Brink of Economic Abandonment,”
（http://216.30.191.148/071713%20VLS%20Cooper%20at%20risk%20reactor%20report%20FINAL1.pdf）,
Mark Cooper, Institute for Energy and the Environment, Vermont Law School, July 2013
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一方で、すぐに手が届くところにある自然エネルギーは年々コストが下がり30、燃料費が無料の
発電が、自給率を上げ、地域に豊かさをもたらしつつあるのである。

３ 「原発ゼロ」へのプロセス
3.11以降、さまざまな機会に行われてきた世論調査の中でも、日本が最終的に原発ゼロをめざす
べきだという考え方は常に多数を占めてきた。原発の扱いに関するもう一つの論点は、すべての原
発の稼働を、いつの時点で、明確な廃止方針に基づいて終了させるか、ということである。
運転を停止している原発を再稼働して「働かせ」
、できるだけ「稼がせて」から閉鎖すればいい
という意見がある。一見、合理的、現実的に原発を終息させる方法のようにみえるが、安全対策と
経済性を天秤にかけ、安全対策を怠ってきたのがいままでの日本の原子力業界であり、安全性がど
こまで担保されるのかきわめて疑わしい。米国の例でもわかるように、老朽化する原発に新しい対
策をとり続けることが、どれだけ経済的といえるだろうか。短期的に電力会社の帳簿上は潤ったと
しても抜本的な解決策にはならず、むしろ、効率的な市場への転換が遅れることの方が大きな国民
的損失になる。また、動かせば動かすほど、行き場のない使用済み核燃料は発生する。
最終的な「原発ゼロ」へのプロセスとしては、以下の理由により、現在の事実上の「原発ゼロ」
状態を持続し、廃炉プロセスを加速することが最も合理的な選択であると考える。
①一時的であっても、再稼働を行えば、事故リスクが生ずること
②処分のあてのない使用済み核燃料を増加させてしまうこと
③再稼働を断念したほうが、老朽火力発電所の更新など代替エネルギーの供給を加速することがで
きること
④燃料費の軽減が最大の再稼働理由とされているが、現在、政府が進めているプロセスを前提とし
たとしても、新規制基準に適合していると判断され、地元了解のプロセスを経て再稼働する可能
性がある原発の数は限られるため、速やかに廃炉を決定することによる維持費等の削減と比較し
て、燃料費の増加幅を縮小できる額が大きくないと考えられること（燃料費問題については、提
言３を参照のこと）
一方、今後の国民的な議論の中で、最終的な「原発ゼロ」までの間に、もしも再稼働が行われる
ことが選択される場合には、以下の要件を満たすことが必要である。
①国は、期限を明確にした「原発ゼロ」目標を設定するとともに、使用済み核燃料の総量規制を設
定する。
②使用済み核燃料の中間貯蔵および最終処分が決定されていない現状から、原発の稼働により新た
に発生する使用済み核燃料の中間貯蔵については、原発の稼働を支持する自治体（原発立地自治
体および当該原発にとって発電される電力の消費地の双方を含む）が、応分の責任を負うことに
事前の同意をすること。
③原発を稼動させるにあたり、原発事業者に対して、事故処理に必要な経費を十分にカバーする保
険を条件とすること。
30
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自然エネルギー財団「エネルギー基本計画 ３つの論点」（http://jref.or.jp/images/pdf/20130918/JREFenergyproject_2013.pdf）、
2013年９月

④原発事業者は責任を持って原発事業の運営を行うとともに、40年廃炉ルールやバックフィットさ
れる安全基準、使用済み核燃料の総量規制などを踏まえつつ、国が定めた目標に合致するよう順
次運転終了を進めていくものとする。
⑤原発事業者は、原子力規制委員会の指導のもと、安全性や経済合理性の観点から、今後の運転が
不適当と判断された原子炉の廃止措置をとり、国営の廃炉機関（後述）にその処理を引き渡すも
のとする。
再稼働の議論と同時に、日本が正面から向き合わなくてはならない最も重要な課題として、核燃
料サイクル政策の見直し、放射性廃棄物処分場の問題がある。
国はこれまで、原発からの使用済み核燃料については、全量再処理をすることを定めている。日
本はフランスと英国に再処理を委託し1969年から2001年６月にかけて使用済み核燃料を輸送してき
た31。同時に、1999年からは、青森県六ヶ所村に建設中の六ヶ所再処理工場の貯蔵プールに、各サ
イトの使用済み核燃料を運び込んでいる。2013年12月現在、再処理工場は20回の延期を経て、本格
操業時期が見通せない状況であり、貯蔵プールもすでにほぼ一杯である。余剰プルトニウムの問題
や、周辺への放射能汚染問題など、再処理事業の操業そのものにも大きな問題があるが、何よりも
問題なのは、再処理をすることであたかも使用済み核燃料の問題が解決したかのような錯覚を与え
てきたことである。実際には、
再処理事業が展開され「核燃料サイクル」がうまくいったとしても、
高レベルガラス固化体や使用済みMOX燃料の処分場が必要になり、処分方法も複雑になる。政府、
電気事業者含め、これまでも何度か再処理事業からの撤退が模索されたが、実現しなかった経緯が
ある。
再処理の抱える経済的、技術的、政治的（余剰プルトニウム）な問題を直視し、使い道のないプ
ルトニウムの生産をやめ、再処理事業から撤退を行うべきである。原発を廃炉した場合と同じく、
再処理施設立地自治体に対しては、過渡的支援策を実施、新しい事業の誘致・構築を政府主導で行
うべきである。
また、使用済み核燃料や高レベル廃棄物（高レベルガラス固化体）については、先に述べた手順
を踏みつつ（総量規制による上限の設定と中間貯蔵所としての合意）
、最終的取り扱いについて、
丁寧な国民的議論を開始すべきである。

４

廃炉について

再稼働を行ったとしても、今後、運転開始から40年を経過する老朽原子炉が増加するため、大量
の廃炉作業が必要である。また、この提言が求めている「原発ゼロ」方針を決定すれば、さらに廃
炉が前倒しされることになる。廃炉にかかる膨大なコストも前倒しで必要とされることから、原子
力エネルギーから撤退する中で、廃炉をどのように進めていくかは重要な検討事項である。
廃炉作業については、作業員の安全確保や環境への影響を最小化するために、高度な技術やノウ
ハウを要求されるが、日本には、技術的にも知識的にもまだ十分な経験が蓄積されていない。この
ため、国営の原発の廃炉機関（以下「原廃機構」と呼ぶ）を新たに創設する、あるいは、国出資の
廃炉技術提供会社を設立するなど、集中的に廃炉作業に取り組むことが必要と考える。
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委託分の7100トンにおよぶ使用済み核燃料は全量搬出済みである。現在は、フランスと英国から、分離され
たプルトニウムを燃料として成形したMOX燃料が輸送されている。また、高レベル放射性廃棄物（高レベル
ガラス固化体）は、六ヶ所村の中間貯蔵所に返還され貯蔵されている。一方、プルトニウムの返還輸送は1993
年の「あかつき丸」による海上輸送以降行われていない。
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原廃機構の設置にあたっては、イギリスで2005年４月１日に発足した原子力廃止措置機関
（NDA）32などが参考になる。あるいは、国の機関は専任担当局にとどめ、ドイツのように、原子炉
技術専門の非営利会社を設立し33、規制機関とともに、廃炉の技術支援を行っていく方法もあるが、
いずれにしても、国が主導的な役割を発揮して廃炉の道筋をつけていかなくてはならない。
日本では、国内最初の原発、東海発電所が廃炉工程に入っている。東海は16万kW、建設費465億
円だが、廃炉費用は、当初見積もりの545億円から885億円へと増加している。23年間で廃炉を行う
計画だが、作業が長引けばさらに費用が増えることは必至である。実際に、廃炉廃棄物の行方が定
まらず作業が行き詰まっているとの報道がある。諸外国では、約2500億から3500億円程度を原子炉
１基分の廃炉コストとして見積もっていることを考えると34、現在の日本政府や電力会社の見積も
り（550 〜 700億円程度）では到底足りない。また、電気料金を通じて積み立てられていたはずの
廃炉費用も、十分に積み上がっていないことが明らかにされている。
経産省が2013年に施行した廃炉会計規則の変更は、福島原発を含めた費用見通しすら立たない事
故炉費用と通常の廃炉費用を同一に扱うものであり（廃炉理由のいかんにかかわらず電気料金を通
じて徴収）
、また国民に長期にわたって多大な負担を強いる廃炉費用の積み立てを国会での議論も
なく省令変更で決めてしまうなど、大変大きな問題を内包したものである。一方、現状では、原発
運営会社である電力会社が、膨大な廃炉費用のすべてを賄えないことは自明であり、電力会社その
ものが迅速に「原発ゼロ」に向けて進みだす環境を整備するためには、あくまで国民的議論を経る
ことが前提だが、電気料金や託送料金への積み増しも一つの方法ではある。廃炉費用が青天井で増
え続ける事態を回避するためにも、まずは原子力エネルギーからの撤退を明確にする必要がある。
そして、再処理関連費用など、不要になる原発関連費用を活用し、国民負担を極力軽減するよう配
慮するべきである。
原発の廃炉は、廃炉事業の実施やその他のエネルギー産業の誘致など、中期的にみれば、必ずし
も地域自治体経済の衰退をもたらすものではないが、短期的には影響を与えるため、何らかの地元
自治体への優遇措置も考慮する必要がある。

32
33

34

36

Nuclear Decommissioning Authority, NDA。経営難に陥った英国核燃料公社（BNFL）の債務を引き受け、稼働
を終えた原子力発電所の解体と使用済み核燃料の処理を管理する。
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS。1977年に設立された、原子炉安全全般にかかわる科学技術
調査・研究機関。連邦政府46％、２つの州政府が４％ずつ、技術認証機構TUVとドイツロイドが46％を出資
している。
（www.grs.de）
英国では45基の原発に約15兆円（１基あたり90年）かかるとしている。ドイツでは17基の原発に約５兆円。

■本提言での電源構成
本提言で前提としている2020年度および2030年度の電源構成は以下のとおりである。
表

2020年度および2030年度の電源構成（億kWh）
2010年度1）

2012年度2）

974

1,034

2,120

3,340

7,713

9,537

7,150

4,760

石炭

3,158

3,033

1,420

720

天然ガス

3,283

4,024

4,500

3,420

石油

1,234

2,480

1,230

620

原子力

2,882

159

0

0

11,569

10,730

9,270

8,100

自然エネ等

3)

火力

合計

2020年度

2030年度

１）2010年度の火力発電の内訳は、エネルギーバランス表より推計。その
ため、合計値と若干のずれがある。
２）2012度値はエネルギーバランス表（速報値）より推計
３）自然エネ等には、揚水発電、自家用水力発電等も含まれる。

上記数値の算出根拠は以下のとおりである。
電力需要については、省エネルギー化の効果を積み上げ、試算した（詳細は各論４参照）
。
電力供給のうち、自然エネルギーの供給量については、環境省（2012）の自然エネルギー高位シ
ナリオの導入量が達成されると想定した1。ただし、環境省試算では自家用水力発電や揚水発電等が
含まれていないものと考えられるため、それらを含めた値を想定した。
燃料別火力発電所の設備容量については、各発電所の運転期間を次のように設定し、さらに発電
所の新設計画を見込んだうえで推計した。
石炭火力：30年
天然ガス火力：40年
石油火力：50年
ここで、石炭火力を30年で運転停止としているのは、二酸化炭素排出削減を促進する観点からで
ある。これにより、2020年時点における、石炭火力の減少分を代替する必要がある。このため、建
設リードタイムが短くエネルギー効率の高いガスタービンコンバインドサイクル（CCGT）火力発
電を、2020年度までに1300万kW、2030年までに1550万kW増設することを想定している。
なお、分散型エネルギー供給を促進する観点から、日本ガス協会において、現在460万kWあるコ
ージェネレーションを2030年までに3000万kWまで増加させる取り組みを行っている2。石炭火力の
代替分として想定したCCGT火力は、このコージェネレーション拡大計画の一部に置き換えること
も考えられる。
火力発電の設備利用率については、二酸化炭素の排出削減を進めるため、また、自然エネルギー
増大にともなう供給側の柔軟性を確保するため、天然ガス火力を優先的に稼働させる。残りを石炭
火力、石油火力で賄う形で設定した。
1
2

環境省中央環境審議会 地球環境部会，
「2013 年以降の対策・施策に関する報告書（地球温暖化対策の選択肢の
原案について）
」
，2012年
一般社団法人日本ガス協会「今後のエネルギー政策の方向を踏まえた都市ガス産業の取組」，2011年
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燃料費については、OECD/IEA（2012）における日本の石油、天然ガスの輸入燃料価格（2011年
USドル貨幣価値）の見通しを参照し、天然ガス火力発電の発電熱効率改善を見込んだうえで、発
電燃料単価を計算した3。

■提言・図表出典
図1-1

原子力の発電単価の試算結果

出典：国家戦略室エネルギー・環境会議「コスト等検証委員会報告書」2011年12月，および自然エ
ネルギー財団試算より作成
図1-2

東電常陸那珂火力発電での緊急電源の設置事例

出典：東京電力株式会社「プレスリリース供給力確保に向けた緊急設置電源の新設について」
（http://
www.tepco.co.jp/cc/press/11051603-j.html）2011年５月
図2-1

発受電量に占める自然エネルギー等の割合

出典：経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2013」2013年，電気事業連合会「電源別発電
電力量構成比」2013年5月，2013年度上期分は経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」2013
年11月より作成
図2-2

非住宅用太陽光発電の導入費

出典：株式会社資源総合システム「太陽光発電マーケット2013」2013年７月より作成（※2013年度
上半期数値は、自然エネルギー財団アンケート調査に基づく数値）
図3-1

日本の輸入総額と化石燃料輸入額

出典：経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2013」
（http://www.enecho.meti.go.jp/topics/
hakusho/index.htm）2013年より作成
図3-2

省エネルギーの可能性の試算結果

自然エネルギー財団作成
表3-1

発電電力量構成の想定

自然エネルギー財団作成
図3-3

燃料費総額の試算

自然エネルギー財団作成
図4-1

火力発電における燃料別構成

出典：経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書2013」
（http://www.enecho.meti.go.jp/topics/
hakusho/index.htm）2013年より作成
図4-2

火力発電のCO2排出量の推移

自然エネルギー財団作成
図4-3

火力発電のCO2排出係数

出典：東京都「国の施策および予算に対する東京都の予算要求」
（http://www.chijihon.metro.tokyo.jp/kouiki/teian/teian_26/26.pdf）
，2013年6月より作成
3
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OECD/IEA, World Energy Outlook 2012, 2012.

■各論・図表出典
図1-1

各省庁における最新の自然エネルギー電力の普及可能性試算

出典：経済産業省総合資源エネルギー調査会基本問題委員会「エネルギーミックスの選択肢の原案
について」2012年６月、環境省中央環境審議会地球環境部会「2013年以降の対策・施策に関する報
告書（地球温暖化対策の選択肢の原案について）
」2012年６月、および国家戦略室エネルギー・環
境会議「エネルギー・環境に関する選択肢」2012年６月より作成
図1-2

ドイツの自然エネルギー電力量の割合の推移

出典：BMU,“Development of renewable energy sources in Germany 2012”
，2013より作成
図1-3

日米独における太陽光発電の導入費の推移（2007年のコストを100とする）

出典：IEA-PVPS,“TRENDS 2013 IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS: Survey Report of Selected
IEA Countries between 1992 and 2012”
，2013をはじめ、各年のレポートから作成
図1-4

住宅用太陽光発電の導入費の推移

出典：太陽光発電普及拡大センター「平成25年度住宅用太陽光発電補助金交付決定件数・設置容量
データ」2013年等、同団体資料より作成。
図1-5

非住宅用太陽光発電の導入費の推移

出典：株式会社資源総合システム「太陽光発電マーケット2013」2013年７月より作成（※2013年度
上半期数値は、自然エネルギー財団アンケート調査に基づく数値）
図2-1

ドイツの電気料金の内訳の推移

出典：BNETZA and Bundeskartellamt,“Monitoring Report 2012”
，2013より作成．
図2-2

ドイツの自然エネ賦課金の内訳

出典：BEE, ”The EEG Surcharge for 2014”
，2013より作成
図2-3

買取価格の推計

自然エネルギー財団作成
図2-4

限界費用ベースの回避可能費用と賦課金

自然エネルギー財団作成
図2-5

平均費用ベースの回避可能費用と賦課金

自然エネルギー財団作成
図3-1

ピーク需要（kW）に対する連系線容量の比率（2012年）

出典：電力系統利用協議会「平成25年度供給信頼度評価報告書」2013年11月、および安田、近藤「再
生可能エネルギー大量導入のための日本の系統柔軟性評価」、電気学会 新エネルギー・環境／メタ
ボリズム社会・環境システム 合同研究会, FTE-13-59, MES-13-15 (2013)
図3-2

東北電力における電源構成と需要の関係

自然エネルギー財団作成
図3-3

自然エネルギーの出力抑制順序の見直し

出典：電力系統利用協議会資料より自然エネルギー財団作成
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図3-4

CECRE（再生可能エネルギー監視・制御センター）の様子

出典：REEウェブサイト
表3-1

http://www.ree.es/ingles/operacion/regimen_especial.asp

自然エネルギーにかかわる系統接続ルールの日独比較

自然エネルギー財団作成
図4-1

最終エネルギー消費（電力）の動向

出典：経済産業省資源エネルギー庁「エネルギーバランス表」より自然エネルギー財団作成
図4-2

省エネの可能性試算での評価対象の違い

出典：経済産業省資源エネルギー庁第16回省エネルギー基準部会「トップランナー基準の現状等に
ついて」2011年1月、日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット「エネルギー・経済統計要覧
2013」2013年より自然エネルギー財団作成
図4-3

省エネの可能性試算で見込む対策の違い（照明の場合）

自然エネルギー財団作成
図4-4

業務部門の電力消費量と各対策による省エネルギーの可能性

出典：2010年消費量は日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット「エネルギー・経済統計要覧
2013」2013年より自然エネルギー財団作成
図4-5

省エネルギーの可能性の試算結果

自然エネルギー財団作成
表4-1

各業種のエネルギー使用の合理化の達成状況

出典：経済産業省資源エネルギー庁「ニュースリリース

エネルギーの使用の合理化に関する法律

に基づくベンチマークの報告結果について（平成24年度定期報告分）
」2012年７月より自然エネル
ギー財団作成
表5-1

原発コスト：政府試算と財団試算の諸元比較

自然エネルギー財団作成
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