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はじめに：背景と目的 

2021 年 3 月 11 日は、東京電力福島第一原子力発電所事故から 10 年の節目となる。

10 年を経て、原子力発電をめぐる情勢は大きく変化した。原発は、事故によって国民

の信頼を失うのみならず、安全対策などに要するコストの増大により経済性もまた失っ

ている。また、老朽原発の廃炉等により、供給力も減少の一途である。将来においても

供給力としての見込みは低い。 

一方、世界的には脱炭素への動きが加速しており、既に 120 か国以上が、2050 年ま

でにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げている。目標達成には、エネルギー効

率化にあわせ、化石燃料に依存するエネルギーシステムからの脱却が必要であり、欧米

の主要国では、２030 年前後を目途に石炭火力のフェーズアウトや自然エネルギーの大

幅な導入拡大を掲げている（表１）。 

表 1 主要国の GHG 削減目標および自然エネルギー電力導入目標 

 

注）EU の 57％は目標値ではなく、EU の公表している推計値である。米国の「2035 年までに電力部門か
らの CO2 排出ゼロ」は、バイデン大統領の選挙公約。ニュージーランドの 2030 年自然エネルギー電力導
入目標は、アーダーン首相の公約（https://www.labour.org.nz/release-renewable-electricity-generation-
2030）。 
出典）自然エネルギー財団「欧州各国・米国諸州の 2030 年自然エネルギー電力導入目標」（2021 年 1 月 15
日）、同「脱炭素で先頭を走る欧州 2050 年ゼロエミッションの戦略と技術」（2020 年 12 月）、同「2019 年
の電力消費に占める自然エネルギーの割合」（2020 年 6 月 25 日）ほか各国政府資料等を基に作成 

日本においても、菅首相は、2020 年 10 月の所信表明演説の中で、「2050 年までに、

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すこと」を宣言した。 
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これに先立ち、自然エネルギー財団は、2019 年 4 月に「脱炭素社会へのエネルギー

戦略の提案」を公表し、2050 年 CO2 実質排出ゼロをめざす 5 つの戦略を公表している。

また、2020 年 8 月には「2030 年エネルギーミックスへの提案（第 1 版）」を公表し、

エネルギー転換のための様々な政策的措置を講じれば、2030 年の発電量に占める自然

エネルギーの比率は 45％とすることが可能であることを示した。これを踏まえ、2030

年の「持続可能なエネルギーミックスの姿」として、自然エネルギー電力 45％、原子力

発電ゼロおよび石炭火力のフェーズアウト1を提起した(表 2)。 

表 2 持続可能なエネルギーミックス(TWh) 

年度 2010 年度 2018 年度 2030 年度 電源構成比率 

電力需要 1,035 946 850 
 

発電量 1,149 1,051 890 
 

 自然エネルギー 109 177 400 45% 

 原子力 288 65 0 0% 

 石炭 320 332 0 0% 

 天然ガス 334 403 480 54% 

 石油等 98 74 10 1% 

出典）自然エネルギー財団(2020)「2030 年エネルギーミックスへの提案（第 1 版）～自然エネルギーを基

盤とする日本へ～」 

財団の提言公表と軌を一にし、国内の多くの企業や自治体の中では、2030 年度の自

然エネルギー目標を 40～50％に引き上げることを求める声が急速に広がっている2。 

政府の審議会（総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会）においては、2020 年夏

から、2050 年、2030 年を展望する日本のエネルギー政策のあり方についての議論が行

われている。その議論では、脱炭素化の実現に向けエネルギー転換の加速を求める意見

もあるが、自然エネルギーの役割を限定的にとらえ、原子力発電や石炭火力発電の利用

継続に固執する主張が繰り返されている。  

 
1 ここで、石炭火力のフェーズアウトの定義については、Climate Analytics (2019) の定義に依拠する。

すなわち、「CCS のない石炭火力の発電量を、2010 年レベルよりも 90％以上低減する」こととする。 
2 指定都市 自然エネルギー協議会「自然エネルギーによる持続可能な社会の構築に向けた提言」（2020

年 7 月 20 日）https://enekyo-city.jp/wp-content/uploads/20200720.pdf 

自然エネルギー協議会「自然エネルギーで未来を照らす処方箋」（2020 年 7 月 29 日） 

http://www.enekyo.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200729.pdf 

公益社団法人 経済同友会「2030 年再生可能エネルギーの電源構成比率を 40％へ - その達成への道筋と

課題の克服 -」（2020 年 7 月）https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/20200729.pdf 

全国知事会「ゼロカーボン社会の構築に係る緊急提言」（2020 年 8 月 24 日） 

http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/20200824_zc_shiryo01.pdf 

気候変動イニシアティブ（JCI）「92 社が呼びかけ『2030 年度の再生可能エネルギー電力目標を 40～50%

に』」（2021 年 1 月 18 日）https://japanclimate.org/news-topics/re2030increment/ 

https://japanclimate.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/JCICompany_RETarget_JP_20210118.pdf 
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2050 年カーボンニュートラル実現への的確な戦略を確立するためには、その中核と

なる自然エネルギーの可能性と役割をより明確にし、2030 年までの大幅な拡大を目標

とすることが求められる3。 

2020 年 8 月公表の「2030 年エネルギーミックスへの提案（第 1 版）」では、「持続可

能なエネルギーミックス」を検討する上で、「あらゆる時間帯における安定供給」およ

び、「アフォーダブルなエネルギー供給」が可能かどうか、の 2 点については別途検討

すべき課題としていた。ここで、「あらゆる時間帯における安定供給」とは、1 年間 8760

時間のすべての時間において、電力供給の需給がバランスするという意味である（系統

安定のための一定の予備力の確保も含む）。また「アフォーダブルなエネルギー供給」

とは、エネルギー供給が国民および企業が支払い可能な範囲で行われるかどうかである。

この点については、電気料金を規定する電力の調達費用の推計および再エネ賦課金の推

計が重要な柱となる。本レポートは、この二つの課題の検討結果についての報告を行う

ものである。 

1 検討の方法と条件 

1.1 広域需給モデルによる分析 

「持続可能なエネルギーミックス」における安定供給への影響を分析するため、ここ

では広域需給モデルを用いた分析を実施した。この広域需給モデルは日本の 10 の供給

区域と供給区域間の地域間連系線を模擬したモデルである。本モデルによって、1 時間

ごとに 8760 時間（1 年間）の需給バランスと調整力・予備力確保を制約条件として、

総電力コストが最小となる各エリアの需給パターンや連系線潮流を算出する。 

本モデルの構築には、需給モデリングや電力市場評価のためのプラットフォームであ

る PROMOD（日立 ABB パワーグリッド社製）を用いた。PROMOD では、まず各発

電設備の起動停止時間・出力変化速度・部分負荷効率・燃料消費などをもとに、各エリ

アの需給バランス、予備力制約を満たす経済的な運転計画（発電機起動停止計画）を作

成する。そしてこの発電機起動停止計画をもとに、総電力コストを最小にする各発電所

の発電パターン（経済負荷配分）を算出する。これらの結果から、各エリアにおける需

給・送電パターン、出力制御量と短期限界費用4が算出される。 

 
3 財団では、2050 年カーボンニュートラルへの自然エネルギー100％の経路を近く公表する予定である。 
4 短期限界費用とは各発電所において、発電出力をたとえば１kWh 増加させるために必要な燃料費などの

変動費である。前述の経済負荷配分の算出結果から、それぞれのエリアに供給している発電所の中で最も

短期限界費用が高額な発電所の価格が、そのエリアの短期限界費用価格として計上される。卸売電力市場

の一日前市場（スポット市場）では、各発電所の短期限界費用に基づいた入札が実施されるため、上記の

ように算出された短期限界費用価格は、スポット市場への影響を分析する上での指標の一つとなる。 
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1.2 主なインプットデータ 

本モデルの構築に用いた主なデータを表３に示した。それぞれのデータは各一般送配

電事業者から公表されているエリア需給実績、広域的運営推進機関から公表されている

連系線情報、各発電所が公表している設備容量・熱効率など、そして財務省貿易統計に

基づく燃料価格等から引用した。 

表 3 主なインプットデータ 

電力需要 エリア別電力需要データ 

原子力発電所 

火力発電所 

地熱発電所 

バイオマス発電所 

発電所ごとの設備容量、運転期間、使用燃料、部分負荷熱効率、最

大最低出力、出力変化速度 

太陽光発電 

風力発電 

水力発電 

エリア別設備容量、時間別の出力データ 

揚水発電 発電最大最低出力、揚水最大最低動力、変換効率、貯水量 

地域間連系線 連系線運用容量 

燃料価格 石油、石炭、天然ガスの月別燃料価格 

調整力制約 周波数制御、瞬動予備力、供給予備力の必要量 

出典）自然エネルギー財団作成 

1.3 持続可能なエネルギーミックスの評価条件 

本モデルにおける「持続可能なエネルギーミックス」では以下の想定をおいた。 

 系統電力需要は「2030 年エネルギーミックスへの提案（第 1 版）」の持続可能なエ

ネルギーミックスの想定に基づいて、2018 年度実績比で７％の削減を想定した5。 

 従来型電源の運転は、原子力発電ゼロ、石油火力ゼロを想定した。石炭火力につい

ては北海道、沖縄以外の地域では超々臨界圧発電方式（USC）以外の発電所は 2030

年までに停止されることを想定した。ここで、USC は残すが予備力とした位置づ

けにし、ガス火力のみで十分な供給が確保されている場合は発電しない想定とした。

北海道、沖縄では発電方式にかかわらず運転期間が 40 年以下のものは運転可能と

した。天然ガス火力については、運転期間が 60 年未満のものは運転可能とした。 

 
5 「2030 年エネルギーミックスへの提案（第 1 版）」では、電力需要をそれぞれ 2018 年度 946TWh から

2030 年度 850TWh と 10％減を想定しているが、これは自家消費や所内電力も含めた数値である。今回、

検討の対象とした「系統電力需要」は所内電力を含まない。自家消費電力需要については、2030 年度に

おいては、発電所内で副生的に発生する燃料の消費分以外は、系統電力需要に算入している。 
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 業界見通しに基づいて、コージェネレーションシステムの増加（2030 年度に

14.3GW）を見込んだ。 

 自然エネルギー電源に関しては、太陽光発電、風力発電、水力発電の毎時設備利用

率は 2018 年の毎時実績値から設定し、バイオマス発電、地熱発電は年間の設備利

用率を設定した。2030 年における太陽光発電、風力発電の設備容量は、現状の設

備認定および環境アセスメントの地域分布をもとに各地域の容量を決定した（図 1）。 

 燃料価格は、IEA World Energy Outlook 2019 から石炭 9,460 円/ton, LNG 52,070

円/ton, 石油 60,884 円/kL を想定した。 

 地域間連系線は、計画策定済みである東京中部間連系設備と東北東京間連系線の増

強等を見込んだ。 

 蓄電池は JEMA (2020) 「蓄電システムビジョン ver.5」を参考に、2030 年度まで

に累積で 10.9GWh の蓄電池の導入を見込んだ。 

 各エリアの調整力制約として、周波数制御はエリア需要の上下２％を確保、瞬動予

備力は１GW の電源脱落に対応すること、供給予備力はエリア需要の５％を確保す

ることを想定した。周波数制御と瞬動予備力はオンラインの発電所からのみ供給さ

れ、供給予備力はオフラインの発電所を含めた調整力確保を想定した。 

図 1 持続可能なエネルギーミックスにおけるエリアごとの設備容量 

出典）自然エネルギー財団作成 
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2 安定供給の検証結果 

2.1 2030 年度の電源構成 

上述したモデルやデータ、条件設定のもとで「持続可能なエネルギーミックス」を分

析した結果を以下に示す。まず、2030 年度の電源構成（送電端）の割合は図 2 に示す

ように、年間発電電力量の約 47.2％を自然エネルギーで供給する結果となった。なお、

これは太陽光発電と風力発電の出力制御量を控除した後の数値である。本モデルによる

分析では太陽光発電、風力発電に対して 1.9％の出力制御6が発生した。今回の試算では、

安定供給確保の観点から北海道と沖縄において石炭火力を供給力として残している。そ

の結果、石炭火力の年間発電電力量は８TWh となっているが、2010 年度の石炭火力の

発電量比で 98％の減少であり、石炭フェーズアウトの水準を満たすものである。 

図 2 持続可能なエネルギーミックスにおける年間発電電力量構成（送電端） 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

2.2 2030 年度の電源構成（電力エリアごと） 

持続可能なエネルギーミックスにおける 2030 年度の系統エリア別電源構成（送電端）

を図 3 に示す。持続可能なエネルギーミックスでは、北海道・東北エリアにおいて大幅

な風力発電の導入が見込まれており、風力発電の占める割合が高くなっている。評価条

件で述べたように今回の試算では、現状の設備認定および環境アセスメントの地域分布

をもとに、将来の太陽光発電と風力発電の分布を決定した。その結果、東京エリア、中

部エリア、関西エリアの三社において自然エネルギー比率が低く、それ以外のエリア（北

海道、東北、北陸、中国、四国、九州）において自然エネルギー比率が高い電源構成と

 
6 出力制御電力量率＝出力制御量／（太陽光発電電力量＋風力発電電力量）とした。 
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なった。特に、北海道、東北、北陸エリアでは水力を含めた年間発電電力量に占める自

然エネルギー比率が 70％を超える結果となっている。図 3 では併せて各地域における

出力制御電力率を示している。特に北海道、東北、九州エリアにおいて出力制御率が高

くなっている。 

これらの各地域における自然エネルギー比率と出力制御率は、前提条件である将来の

太陽光発電や風力発電の導入量分布の影響を大きく受ける。この導入量分布が変われば

出力制御率が低減する可能性もある。しかし現時点では、2030 年に向けた地域的な導

入傾向は、今回前提とした設備認定や環境アセスメントの実施状況から大きくは変化し

ないであろうと考えられる。 

図 3 持続可能なエネルギーミックスにおけるエリア別年間発電電力量構成 

（送電端） 

出典）自然エネルギー財団作成 

2.3 夏季最大需要期における需給構造 

持続可能なエネルギーミックスにおける 2030 年度夏季の最大需要期における日本全

体の需給構造を図 4 に示した。図４の上の図では電力需要（赤、折れ線）と各電源から

の出力（燃料種で色分け）を示し、下の図では揚水機のくみ上げや蓄電と出力制御によ

る供給力の調整をマイナスで示した。持続可能なエネルギーミックスでは、夏季の最大

需要期において、日中、太陽光発電からの電力供給割合が非常に高くなる。これに対し

て、夕方から夜間にかけて太陽光発電の出力が低下し、天然ガス火力によって大きな需

要を賄う必要がある。これはダックカーブ現象と呼ばれ、このときの夕方から夜間にか

けての供給力不足を回避することが課題の一つにあげられている。本モデルの分析では、

日中の揚水機のくみ上げや蓄電池の充電（下図のマイナスの薄緑部分）と、夕方から夜

間にかけての発電（上図の濃い紫部分）による調整によって、供給力は十分に確保され

る結果となった。  
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図 4 夏季最大需要期における日本全体の需給構造 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

さらに、最大需要日の 1 日における各エリアの需給構造を図 5 と図６に示した。図５

では各エリアにおける需要（赤折れ線）と各電源からの供給（燃料種で色分け）、連系

線を通した他地域からの供給を示し、図６では揚水機による汲み上げ、蓄電、出力制御

による調整と連系線による他地域への送電を示した。今回の試算では 2018 年度の各エ

リアにおける太陽光発電や風力発電の毎時の出力実績から、毎時の設備利用率の変動を

作成している。この日は東北、北海道エリアや中国、四国、九州エリアで太陽光発電が

大きく発電している一方で、関西エリアや北陸、中部エリアにおいて太陽光発電からの

出力が小さい傾向にある。その結果、電力供給に余剰が生じている地域から関西や北陸

エリアなど太陽光発電出力が小さい地域へと電力が融通されている。このように太陽光

発電や風力発電の電力を有効活用する上で、地域間連系線の役割はより重要になるであ

ろう。 
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図 5 夏季最大需要日における各エリアの需給構造 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

図 6 夏季最大需要日におけるエリア別出力制御、他地域への送電、揚水くみ上げ量 

出典）自然エネルギー財団作成 
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2.4 冬季最大需要期における需給構造 

冬季は夏季と同様に夕方から夜にかけてのダックカーブにおける電力供給力の確保

が課題であり、さらに日中の太陽光発電からの供給も夏季より少なくなるため、天然ガ

ス火力への依存が高まる可能性がある。「持続可能なエネルギーミックス」における

2030 年度冬季の最大需要期における日本全体の需給構造を図 7 に示した。持続可能な

エネルギーミックスでは、冬季においても太陽光発電が日中の主要な電力供給源の一つ

であり、日中の太陽光発電からの供給をもとに揚水機のくみ上げが実施され、夕方から

夜間の供給に貢献している。そして、日中の太陽光発電からの供給が少ない日には風力

発電からの供給が高まる傾向があり、風力発電の導入拡大が冬季の供給力不足のリスク

緩和に貢献している。持続可能なエネルギーミックスでは、冬季の最大需要期において

も、太陽光発電や風力発電の導入拡大が供給力確保の上で重要であることを示唆する結

果となっている。 

図 7 冬季最大需要期における日本全体の需給構造 

出典）自然エネルギー財団作成 
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図 8 では、冬季の最大需要期において太陽光発電からの供給が少ないある 1 日の各

エリアの需給構造を示した。この日は全国的に太陽光発電からの供給量が少なく、天然

ガス火力からの供給が大きくなっている。そのような中で、風力発電の導入想定量が大

きい北海道、東北エリアでは、風力発電からの電力供給が非常に大きく、東京エリアへ

の電力融通が実施されている。図 9 はさらに、同日の出力制御、他地域への送電、揚水

くみ上げ量を示した。冬季の最大需要日では、各エリアにおける揚水機による需給の調

整より、むしろ地域間連系線を通した電力融通が重要な役割を担っている。 

以上のように持続可能なエネルギーミックスでは、太陽光発電や風力発電の導入拡大

によって夏冬季の最大需要期における供給力が十分に確保可能である結果となった。こ

の時太陽光発電や風力発電からの出力はとても大きいが、地域間連系線を通した電力融

通や揚水機の活用によって十分に有効活用可能であり、出力制御量は少ないことが示唆

された。なお持続可能なエネルギーミックスでは 2018 年度比 7％の電力需要の削減を

見込んでいる。電力需要の増加や記録的な猛暑や寒波の到来によっては、予備力として

確保している石炭火力（USC）の活用が必要となる可能性もある。石炭火力を確実にゼ

ロとするにはさらなる太陽光発電や風力発電の導入拡大やエネルギー利用の効率化政

策が必要となるだろう。 

 

図 8 冬季最大需要日における各エリアの需給構造 

 

出典）自然エネルギー財団作成 
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図 9 冬季最大需要日におけるエリア別出力制御、他地域への送電、揚水くみ上げ量 

出典）自然エネルギー財団作成 
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2.5 春季最小需要期における需給構造 

春季は 1 年間の中で電力需要が小さく、太陽光発電からの発電が大きくなる傾向があ

ることから、大きな出力制御が生じうる時期である。「持続可能なエネルギーミックス」

における 2030 年度春季の最小需要期における日本全体の需給構造を図 10 に示した。

持続可能なエネルギーミックスにおける春季の需給構造では、太陽光発電からの発電が

日中の電力需要を大きく上回る結果となった。日中の余剰電力は揚水機を用いて最大限

に調整され、夕方から夜にかけての供給力として活用されているが、調整しきれない出

力は制御されている（図 10 の下部：赤い部分）。 

 

図 10 春季最小需要期における日本全体の需給構造 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

図 11 では、春季の最小需要期において太陽光発電からの供給が少ないある 1 日の各

エリアにおける需給構造を示した。この日は太陽光発電からの供給量が大きい九州、中

国、四国から太陽光発電出力が小さかった関西エリアへ電力が融通されている。北海道

や東北エリアでは太陽光発電だけでなく風力発電からの供給も大きくなっている。図

12 はさらに、同日の出力制御、他エリアへの送電、揚水くみ上げ量を示した。図 12 で

は北海道、東北、九州エリアで大きな出力制御が発生しているが、東京、関西、中部エ

リアでは揚水機の活用によって余剰分が調整されていることがわかる。 
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図 11 春季最小需要日における各エリアの需給構造 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

図 12 春季最小需要日におけるエリア別出力制御、他地域への送電、揚水くみ上げ量 

 

出典）自然エネルギー財団作成 
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2.6 安定供給の検証結果 

本モデルによる持続可能なエネルギーミックスの需給構造の検証から得られた結果

は以下の通りである。 

 2030 年度までに原子力稼働ゼロおよび石炭フェーズアウトを目指したとしても、

安定供給が可能である。 

 夏季の最大需要における需給構造の分析からは、日中の太陽光発電の供給と揚水機

による調整、地域間連系線を通した電力融通によって、夕方から夜間にかけてのい

わゆるダックカーブにおける供給力確保は可能であり、調整力・予備力確保を条件

とした本モデルにおいても安定供給が可能であることが示唆された。 

 冬季の最大需要期においても日中の太陽光発電からの供給が重要な供給源の一つ

であることが示された。冬季は夏季よりは太陽光発電からの供給量が減少するが、

風力発電からの供給が増加することもあり、夕方から夜間にかけての最大需要に対

して供給力の確保が可能である。日中の太陽光からの供給が少ないため、夏季と比

較すると揚水機の稼働より、地域間連系線による地域間の融通が重要な役割を担っ

ている。 

 春季における需給構造の分析からは、低需要期に大きな出力制御が必要になること

が示された。現状の設備認定量や環境アセスメントの状況に基づいて、将来の導入

分布を予測すると、この時期には、特に、北海道、東北、九州エリアにおいて大き

な出力制御が必要となる見込みであるが、一方で東京、中部、関西エリアのような

需要が大きい地域では依然として抑制量は小さいままとなる見込みである。その結

果、全国平均の出力制御量は 1.9％にとどまる。太陽光発電や風力発電の予測の精

度によって、実際の運用上はこの値が大きくなる可能性がある。今後、予測精度の

向上とリアルタイムの制御技術の向上によって制御量を最小限に抑える努力が求

められる。 
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3 経済性（アフォーダブルかどうか）の検証 

3.1 電力コストの範囲について 

政府は、経済性を評価するために電力コストを評価基準としている。政府によると、

電力コストは、燃料費（火力や原子力）および自然エネルギーの買取費用の合計額を指

す。しかし、これは電気料金を規定する構成要素としては、範囲が狭い。資源エネルギ

ー庁の電気料金の内訳を解説したページでは、電気料金を構成する要素が示されている

（図 13）このうち、政府が「電力コスト」として評価対象としている対象は、赤枠で囲

った部分である7。図 13 でわかるように、政府が定義している「電力コスト」は様々な

費用の一部に過ぎない。 

図 13 電気料金に占める費用内訳 

 
出典）資源エネルギー庁「料金設定の仕組みとは？」 

(https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/stracture/pricing/) 

また、現在の電気料金には含まれていないものの、重要な費用として CO2 排出に伴

う社会的費用（あるいは CO２排出削減費用）がある。CO2 排出が引き起こす気候変動

により、熱波や豪雨、森林火災、干ばつ等による災害リスクが高まり、社会に多大な損

害を与える。この CO2 排出に伴う社会的損失がどの程度のコストになるか、世界的に

は様々な研究が行われている。アメリカ環境保護庁が行った社会的費用の推計(EPA, 

2013, revised 2016)では、2020 年の平均社会的費用額は CO2 排出量 1 トン当たり 12 ド

ル、42 ドル、62 ドル（2007 年ドル価値ベース）とされた（それぞれ割引率 5%, 3%, 

2.5%の時の値）。ただし、アメリカ政府の推計結果は、ほとんどの専門家の推計と比較

すると過小評価である、との指摘もある8。  

 
7 燃料費は「自社電源から調達する場合の燃料費分」と「他社電源の購入電力料」の一部であり、自然エ

ネルギーの買取費用は、「他社電源の購入電力料」の一部（回避可能費用分）と「再生可能エネルギー発

電促進賦課金」を合算した額である。 
8 Pindyck, R. S. (2019) The social cost of carbon revisited, Journal of Environmental Economics and 
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これらの推計には幅があるものの、CO2 の社会的費用は、本来はエネルギーのコスト

評価に含まれなければならない。とりわけ、発電部門は、日本におけるエネルギー起源

の CO2 排出量のおよそ 4 割を占めており、最大の排出部門となっていることから、本

来は電力コストに含めることが妥当である。 

3.2 本報告で検討する電力コストの範囲 

政府の定義する電力コストの範囲は、本来考慮すべき重要な要素を含んでいないため、

本報告では、より検討の範囲を広げ、託送料金および税金等を除いた主要な電力調達費

用（自社電源から調達する場合および他者電源から調達する場合の費用総体）および、

再生可能エネルギー発電促進賦課金（以下、再エネ賦課金）および社会的費用を検討の

対象とする（図 14 の赤ワクで囲った範囲）。今回、託送料金（送配電コスト）を検討の

対象としていないのは、持続可能なエネルギーミックスではすでに計画されている送電

網の増強のみを見込んでおり、新しい追加的な送電投資を行う想定となっていないため

である。 

図 14 電気料金に占める費用のうち、本報告における検討範囲（赤い四角） 

 

 

 
出典）資源エネルギー庁「料金設定の仕組みとは？」 

(https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/stracture/pricing/) 

  

 

Management, 94, pp.140-160. Pindyck (2019)が 386 人の研究者から得られた社会的費用の平均値（最も

高い決定係数を有する分布における）は 291 ドル/CO2-ton である。 

CO2社会的費用 
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3.4 電力コストの検討手法 

電力調達費用 

電力の調達は、自社で発電した電気の使用、他社からの電気購入、卸電力市場からの

購入など、いくつかの手法で行われる。それぞれの調達手法の中で、価格が明示的なの

は卸電力市場からの電力調達である。したがって、本報告では、卸電力価格（スポット

価格）をベースに電力調達費用を計算する。卸電力価格は、30 分毎の需要と供給（限界

費用）とが一致した金額で決まる（シングルプライスオークション）。 

持続可能なエネルギーミックスにおける 2030 年度の卸電力価格については、現在の

価格決定方法と同じように、シングルプライスオークションを再現することで推定する。

燃料価格については、IEA(2019)の Stated Policies Scenario の 2030 年の日本の値(2018

年米ドル価値)を採用した9。 

 

再エネ賦課金 

再エネ賦課金は、再エネ特措法に基づいて、買い取られる自然エネルギーの電気の費

用をまかなうために広く電力消費者から集められる。具体的には、自然エネルギー電気
10の買取費用から、電気事業者が負うべき費用分（回避可能費用）を差し引いた金額で

あり、経済産業省令によって単価が定められる11。例えば、2020 年度の再エネ賦課金単

価は 2.98 円/kWh と設定されている。 

買取費用額は、買取価格に買取電力量を乗じることで得られる。認定年度別の買取価

格(入札制度における落札価格の意味も含む)の想定は下図のとおりである。それぞれの

電源について、2025 年度および 2030 年度に運転開始をする発電所(モデルプラント)の

発電単価を推計し、それらが買取価格に反映されるものとした。推計した 2030 年度に

運転開始する発電設備の買取単価は、太陽光発電 10kW 未満は 7 円/kWh、太陽光発電

(事業用)は 6 円/kWh、陸上風力発電は 7 円/kWh、洋上風力発電は 6 円/kWh である。

モデルプラントの発電単価については、コスト要素別に事業者のコストデータおよびヒ

アリングを元に推計した。運転開始までのタイムラグを考慮して、認定年度における買

取価格を想定している。なお、消費税は 10％で計算している。 

  

 
9 IEA (2019) World Energy Outlook, p.756, B.4 Fossil fuel prices. 
10 より正確には、再エネ特措法に基づいて事業認定された設備から発電された電気に限られる。そのた

め、再エネ特措法の買取期間を終了した、住宅用太陽光発電（10kW 未満）等はこの買取費用の対象から

外れる。 
11 再エネ特措法：第 31 条および 32 条。 
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図 15 認定年度別の買取価格・落札価格の想定 

 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

この買取費用額から回避可能費用を控除したものが再エネ賦課金となる。回避可能費

用については、電力調達費用を計算する際に用いるのと同じ 2030 年度の卸電力価格を

用いて計算する。 

 

CO2 の社会的費用 

過小評価との指摘もあるものの、ここでは保守的にアメリカ環境保護庁の推計結果

（EPA, 2016）を用いることとする(表３)。また、割引率は 3％の値を参照する。この

場合、2020 年の社会的費用の値（42 ドル/CO2 トン）および 2030 年の値（50 ドル/CO2

トン）をそれぞれ、2018 年の円価値に換算し、2019 年度および 2030 年度の電力部門

からの CO2 排出量に乗じて費用額を計算する。その結果、2020 年の CO2 の社会的費用

単価は、5,598 円/CO2 トン12、2030 年は 6,664 円/CO2 トンとなった。 

  

 
12 2019 年度における電気事業者の CO2 排出係数の全国平均値（0.445kg/kWh）を用いると、2020 年の

1kWh あたりの CO2 の社会的費用は、2.49 円/kWh となる。CO2 の排出係数の全国平均値は、環境省

(2021)「令和元年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について」

(http://www.env.go.jp/press/108826.html)を参照。 
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表 4 CO2 の社会的費用の推計（アメリカ環境保護庁） 

 

出典）EPA(2016) 

 

3.5 電力コストの検討結果 

図 16 に結果を示す。電力調達費用を示す平均卸電力価格は、地域によって差が出て

いる。全体として、東日本エリア（北海道・東北・東京）の卸電力価格が低く、西日本

エリアの価格が相対的に高くなる結果となった。 

 

図 16 エリア別の 2030 年度の平均卸電力価格 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

Revised Social Cost of CO2 2010-2050 (in 2007 dollars per metric ton of CO2)

Discount Rate 5.0% 3.0% 2.5% 3.0%

Year Avg Avg Avg 95th

2010 10 31 50 86

2015 11 36 56 105

2020 12 42 62 123

2025 14 46 68 138

2030 16 50 73 152

2035 18 55 78 168

2040 21 60 84 183

2045 23 64 89 197

2050 26 69 95 212
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これらの地域の電源構成を比較すると、東日本エリアと西日本エリアでは、風力発電

の比率が著しく異なることがわかる（図 17）。持続可能なエネルギーミックスにおいて

は風力発電の導入が大幅に進む見通しであるが、西日本エリアでは、風力発電の導入量

が東日本エリアに比べて少なくなるため、風力発電からの電力供給量もまた少ない。こ

れに対して、東日本エリアでは、風力資源が豊富な北海道や東北エリアで多くの風力発

電が建設され、そこから潤沢な電力供給が行われる見通しである。東日本エリアで発電

された電力が、西日本エリアへ制約なく供給されれば、理論的には東日本エリアと西日

本エリアの価格差はなくなるが、実際には地域間連系線の容量制約のため、送電制約が

起こる。こうした自然エネルギー電気の供給量の違いおよび送電量制約が、エリア間の

価格差につながっていると考えられる。 

図 17 エリア別の電源構成（2030 年度） 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

 再エネ賦課金 

持続可能なエネルギーミックスにおける、2030 年度の買取費用総額は、約 4.8 兆円

（消費税込で約 5.3 兆円）に達する見通しである。回避可能費用を控除した再エネ賦課

金額は、税込 4.0 兆円である。賦課金単価は 4.68 円/kWh に達する見込みである。 

持続可能なエネルギーミックスでは、買取費用総額は、政府が 2030 年度の上限とし

て定めた 4 兆円を 0.8 兆円超える。しかし、図 14 でも示したように、この買取費用総

額自体は電力コストの一部に過ぎない。重要なのは、国民にとってトータルの電力コス

トが過度な負担とならないかどうかである。この点については、電力調達費用と合わせ

て後段で論じる。 

また、以下に示すように買取費用は 2030 年代前半がもっとも高くなる時期であり、

ここで頭打ちとなり、それ以降は急速に減少する見通しである（図 18）。これは、2030

年時点では、2012 年度や 13 年度に 40 円/kWh あるいは 36 円/kWh などの高価格で認

定された太陽光発電(10kW 以上)の買い取りが続いているからであり、2030 年代中頃

から急速に減少していく。このため、再エネ賦課金の負担が大きくなるのは 2020 年代

から 2030 年代前半の時限的な現象と言える。  
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図 18 再エネ特措法にもとづく買取費用の実績と 

持続可能なエネルギーミックスにおける推計 

 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

合計電力コスト 

上記に検討した卸電力単価と再エネ賦課金単価を加えた電力単価(円/kWh)をエリア

別に示す(図 19)。ここでは、東京、中部、関西の 3 エリアについて、2019 年度の値も

併せて示している。中部エリアでは 2019 年度と 2030 年度の卸電力単価はほぼ同じで

あるが、再エネ賦課金の上昇によって、電力単価は上昇する結果となった。関西エリア

では、卸電力単価自体も 19 年度よりも上昇しているため、電力単価の上昇は比較的大

きい。逆に、東京エリアは 19 年度に比べて卸電力単価が大きく下がるため、再エネ賦

課金の上昇にも関わらず、19 年度の電力単価よりも安価になる結果となった。 
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図 19 2019 年度と 2030 年度の電力単価の比較(東京、中部、関西エリア) 

注）電力単価には託送料金および税金は含まない。 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

電力単価に加えて、電力コストの総額についても検討しておく。推計された卸電力価

格から電力調達費用を計算すると、2030 年度の電力調達費用は 5.8 兆円となった。再

エネ賦課金は上述のように 4.0 兆円と推計される（税込買取費用は 5.3 兆円）。CO2 の

社会的費用は脱石炭と自然エネルギーの普及により 1.3 兆円（CO2 の社会的費用単価：

6,664 円/ CO2 トン）に抑えられており、合計 11.1 兆円となった（図 20）。このように、

2030 年度は、再エネ賦課金が電力コストの大きな割合を占めることになるが、先述し

たように 2030 年代中ごろには、再エネ電気の買取費用は急速に減少することが見込ま

れる。その結果、2030 年代半ば以降は電力コストが急速に低下すると見込まれる。 

これに対して 2019 年度の電力コスト（電力調達費用＋再エネ賦課金+CO2 の社会的

費用）は 12.7 兆円であった。社会的費用（CO2 の社会的費用単価：5598 円/ CO2 トン）

を含めると、2030 年度の電力コストは、2019 年度に比べて 1.6 兆円節約される結果と

なった。社会的費用を含めなくても、2030 年度の電力コスト（9.8 兆円）は、わずかで

はあるが 2019 年度値（10.2 兆円）を下回る水準となった。 
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図 20 2019 年度と 2030 年度の電力コストの比較 

 

 
注）2030 年度(SDE)とは、「2030 年度の持続可能なエネルギーミックス」を指す。 

出典）自然エネルギー財団作成 

 

なお、2019 年度の電力調達費用については、同年の各エリアにおける時間別の卸電

力価格と各エリアの時間別の電力需要を乗じることで算出した。また自家消費電力分の

調達費用については各エリアの年間平均卸電力価格を消費量に乗じることで計算した。

この結果、2019 年度の電力調達費用は 7.9 兆円にのぼる。2019 年度の再エネ賦課金の

実績は、2.3 兆円であった13。 

  

 

13 一般社団法人低炭素投資促進機構「令和元年度収支決算書」より、預かり納付金収入額。 
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4 結論と今後の課題 

以上のように、財団が 2020 年 8 月に提案した「持続可能なエネルギーミックス」が

課題としていた、安定供給性および経済性（アフォーダルブなエネルギー供給）につい

ては、今回の検討により、いずれも課題の克服が可能と考えられることが示された。 

まず安定供給の課題については、2030 年度において、電力供給の 45％を自然エネル

ギーで担い、従来「ベースロード電源」と呼ばれてきた原子力や石炭火力をほぼ利用す

ることなく、需給バランスを維持できる可能性が示された。需給バランスを一層安定的

に維持していくためには、風力発電をはじめ自然エネルギーの更なる導入を進めること、

地域間連系線の有効活用が極めて有益であり、蓄電池の導入などもまた重要である。と

りわけ、供給力が比較的安定しており、かつ冬季に供給力が増加する風力発電の増加は、

安定供給を実現する上で極めて重要であることがわかった。 

持続可能なエネルギーミックスにおける安定供給に関する分析の今後の課題として

は、具体的な需給運用方法を確立するために、さらなる検証を行うことがあげられる。 

第一に、本検証には各電力エリアとその間の連系線を模擬したモデルを利用している。

現在検討が進んでいる地域内系統の電力潮流の混雑処理やコネクトアンドマネージの

具体的な運用方法やその影響を分析するためには、地域内系統を模擬したモデルによる

分析が必要である。 

第二に、本研究では 1 時間ごとの需給バランスを制約条件としたモデルの中で予備

力・調整力を確保する条件を設定したが、さらに電源脱落や系統事故が発生した際の安

定性確保の実現可能性についても検証が必要となる。これには系統モデルを用いて、電

源脱落や系統事故発生時に周波数や電圧の変動を許容範囲内に収めることが可能かど

うかを検証しなければならない。系統モデルを用いて、これらの検証を行うためには、

風力発電や太陽光発電設備が有している周波数および電圧制御機能の活用を加味した

上で、地域内系統や各発電設備の調整力に関するより詳細なデータが必要となる。現在、

グリッドコードの検討や系統情報公開が進められているが、今後さらなる情報公開やそ

れらをもとにした研究の進展によって、将来の安定供給に係る課題をさらに具体的に検

証していくことが求められる。 

経済性については、原子力稼働ゼロおよび石炭フェーズアウト状態においても、持続

可能なエネルギーミックスにおける電力コスト(電力調達費用＋再エネ賦課金）は、2019

年度よりも下回る可能性があることがわかった。また、CO2 の社会的費用も含めて考え

ると、持続可能なエネルギーミックスにおいては、2019 年度よりも電力コストを 12％

抑えられる可能性があることがわかった。 
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ここで注意しなければならないのは、持続可能なエネルギーミックスにおいて想定し

ている、原子力ゼロや石炭フェーズアウトを実現するためには、別途政策的な措置が必

要と考えられる点である。追加的な規制とともに発電所の廃止に対する補償が必要にな

る可能性もあり、その場合には、別途政策コストが発生しうる。この点は政策手段別に

さらなる検討が必要である。 

さらに、留意が必要なのは、持続可能なエネルギーミックスにおいて、電力コストが

抑制できるのは、自然エネルギー電力が順調にコスト低減を実現することが前提となっ

ていることである。特に検討が必要なのは、風力発電のコスト見通しである。世界的に

風力発電タービンの大型化など、風力発電の発電コスト低減の技術は様々ある。今回は、

そうした大型風力タービン導入の効果を見込んだ価格推計を行っている。日本において

も実際に、それらのコスト低減効果が実現しうるかどうか、今後、詳細な検討が別途必

要である。 

また、持続可能なエネルギーミックスにおいては、一定の期間、天然ガスの役割が大

きくなる。今回は、IEA(2019)の燃料価格の見通しを利用したが、現実には様々な要因

によって、価格が上下しうる。それらの価格変動をどこまで織り込むべきかどうかは、

別途検討が必要である。 

2050 年のカーボンニュートラル実現は、いまや政府の定めた日本の目標となった。

この目標達成のためには、現在の 2030 年自然エネルギー電力目標 22～24％を、多くの

企業や自治体も求めるように、その 2 倍以程度に引きあげることが必要である。自然エ

ネルギー財団の 2020 年 8 月の提案と今回の報告は、こうした引き上げが技術的にも経

済的にも可能と考えられることを示した。 

2030 年は電源開発、電源システムの転換という視点からは、すぐそこにある未来で

ある。2011 年 3 月の東日本大震災と原発事故からの 10 年、日本の自然エネルギー開発

は進展し、エネルギー転換は進んできたが、2030 年に向けて、変革の速度を 2 倍、3 倍

にも高め、持続可能なエネルギーミックスの実現をめざす必要がある。原子力発電と石

炭火力に固執した旧来のエネルギー政策は、根本から見直されなければならない。そし

てそれが、深刻な気候危機を回避する世界の取組みに、日本が真摯に貢献する証となる

選択である。 
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