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第１節：北東アジアにおける国際送電網への取り組み
１）自然エネルギーの拡大と国際連系線の必要性

北東アジアにおける自然エネルギーの拡大は引き続き進んでいる。韓国、中国、日本について状況を整理した。
韓国： 脱原発・脱石炭を掲げるムン・ジェイン政権下で、国際送電網の活用も念頭においた、自然エネルギーの最大限の

拡大を国のエネルギー政策として促進。「第3次エネルギー基本計画」（2019年6月）は、2040年に自然エネルギー電力の割
合を30〜35%に高めていくという新たな目標を設定した。

中国： 2018年末までに、中国の自然エネルギーの発電設備容量は前年比12％増の729GWとなり、全体の約38.4％を占め
る。発電電力量では、 169TWh増の1,867TWh となり、全体の26.7％となった。2018年時点に中国政府が設定した主要な2020
年自然エネルギー発電導入目標は達成、もしくはほぼ達成している。さらなる大量導入に備え、中国国家電網公司(SGCC)
は、22ヶ所、計3.2万kmの長距離超高圧送電線プロジェクトを運転・建設中である。

第１章：最近の北東アジアと日本の状況

表1．中国の自然エネルギー設備導入目標と実績
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出所：SGCC (2019)から抜粋し自然エネルギー財団一部修正

図1．中国SGCCの国内超高圧送電プロジェクト

出所：国家発展改革委員会・国家能源局（2016a）、同（2016b）、
国家能源局（2019）にもとづき、自然エネルギー財団作成

2020年
導入目標
(GW)

2018年
導入実績
(GW)

2018年
発電実績
(TWh)

水力発電 380 352 1,233

風力発電 210 184 366

太陽光発電 105 175 178

バイオエネルギー発電 15 18 91

合計 710 729 1,867



第１節：北東アジアにおける国際送電網への取り組み
１）自然エネルギーの拡大と国際連系線の必要性

日本： 2018年の年間設備導入量は、太陽光発電が6.5GWで累計55.5GW、風力発電は261MWで累計3.6GWとなった。洋
上風力の導入促進へ向けて「再エネ海域利用法」（「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関す
る法律」）が2019年4月1日に施行され、日本でもいよいよ洋上風力の導入が期待される。日本の各電力供給管内では、一時
的に自然エネルギーからの電力供給比率が高くなる時間帯が発生している。

第１章：最近の北東アジアと日本の状況

図2．各電力エリアの一時間値における自然エネルギー最大割合およびその時刻（2018年度）

5出所：一般送配電事業者の公表データより自然エネルギー財団作成（2019年6月）



第１章：最近の北東アジアと日本の状況

第１節：北東アジアにおける国際送電網への取り組み
２) 変化する朝鮮半島の政治情勢と国際連系線の具体的議論

図3．ムン・ジェイン政権の構想
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出所：統一部（n.d.、p.24）より抜粋

好転する朝鮮半島情勢を受け、朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）と韓国の両首脳面談が複数回実現し、経済協力
が合意されている。

韓国政府にとって、朝鮮半島の経済統一は、中国・ロシ
アとの直接ルートの確保、大経済圏へのアクセスへの一歩
である。

特にエネルギー協力については、自然エネルギーの開発
拡大と国際連系線の建設に大きな期待が寄せられている。

こういった経済協力対話が深まることにより、中国−韓
国間の国際海底送電ルートの建設計画も加速する見通しで
ある。



第１章：最近の北東アジアと日本の状況

出所：図表とも、Yu et. al, (2018)にもとづき自然エネルギー財団作成

第１節：北東アジアにおける国際送電網への取り組み
３) 日中韓の国際連系プロジェクトにおける進捗

2017年12月から、中国−韓国国際連系線の共同事業調査がスタート、事業計画案の検討、技術可能性の検証、費用便益の評
価などの研究を行っている。GEIDCOが公表した日中韓ルートの研究では、送電容量2GW、500kVの直流送電、年間送電電力
量10TWh以上を想定。分析では、送電コスト約0.038〜0.066ドル/kWh、中国から日本へ風力(60％)と火力の電力を混合し送
電する場合、事業経済性を確保できると結論付けている。

図4．日中韓国際連系線の概念図
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表2．日中韓国際連系線の送電コスト

年間送電電力量
(TWh)

利用時間
(ｈ)

送電コスト(ドル/kWh)

プラン① プラン② プラン③

10.5 5,200 0.0534 0.0662 0.0626

12.3 6,100 0.0469 0.0579 0.0548

14.0 7,000 0.0421 0.0517 0.0490

15.8 7,800 0.0383 0.0468 0.0444



第２節：国内の電力システム改革の状況
発送電分離については、すでに2016年4月に東京電力が法的分離を実施、送配電部門（東京電力パワーグリッド）を別会

社化、その他の大手電力会社も2020年に向けて、分割準備会社の設立など順次準備をしている。

１）電力市場における進捗

電力小売市場の自由化から3年を経て、新電力が電力市場供給に占める割合は約15％（2019年3月時点）、580以上の新電
力事業者が登録されている。一方で、さまざまな市場の導入が計画・導入されており、柔軟性のある効率的な電力システ
ムの構築といった観点との整合性が望まれる。

• 「ベースロード市場」：2019年7月に初入札が行われる。日本では「ベースロード電源」とは、主に原子力や、石炭火
力、水力を指し、多くが大手電力会社の保有か長期契約の対象となっている。総括原価方式で建設された電源が多く、
現在では市場で安価で取引される電源だが、「ベースロード」として運用されるため、系統運用上柔軟性に欠ける可能
性がある。

• 「容量市場」：2020年に導入予定。小売自由化や自然エネルギー拡大によって、卸電力市場の取引拡大・市場価格が低
下し、電源の投資予見性が低下する懸念がある、として導入。電力そのものは通常の卸電力市場で取引する一方で、将
来に調達する電力の容量（kW）をあらかじめ売買する仕組み。基本的にはすべての電源が対象となっており、既設の
大規模発電設備の救済策になってしまうという懸念がある。

• 「非化石価値取引市場」：2018年5月に始まった「非化石価値取引市場」では、固定価格買取制度（FiT）下にある自然
エネルギーの「FiT非化石証書」が取引されてきたが、現在の非化石価値取引市場は非常に低調である。一方で2020年
には、大型水力、原子力、FiTが適用されていない自然エネルギーも対象となり、「非FiT非化石証書」が導入される予
定である。

第１章：最近の北東アジアと日本の状況
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第2節：国内の電力システム改革の状況
２）広域運用と連系線の増強
• 地域間連系線の運用：2018年10月、従来の「先着優先ルール」から「間接オークション」へと運用が変更となった。連系線は

すべて日本卸電力取引所（JEPX）のスポット市場によって割り当てが行われ、単価の安い事業者から、メリットオーダーに
沿って連系線が利用できることとなり、スポット約定量の増加などの効果が出ている。

• 地域間連系線の増強：増強費用を原則全国負担とする案の検討が進む。特に自然エネルギーの便益に関わる増強については、FiT
賦課金方式での負担を検討する。費用の全国負担そのものは望ましい方向だが、負担金徴収のあり方としては、託送料金など本来
送電事業によって得られる利益が充当されることが本筋である。また、増強によってもたらされる便益の妥当性評価など、透明性
ある進め方が必須である。

• 2018年9月6日の北海道胆振東部地震により北海道エリア全域で大規模停電が発生した。それを契機に、北本連系線の再増強案が
浮上している。連系線増強の全国負担ルールも、北本連系線の増強（新々北本）への適用も想定されている。強い国内の連系線は
国際連系構築に必要であるが、北海道を経由する日露国際連系線案も、北海道のさらなる電力安定供給に貢献するだろう。

第1章：最近の北東アジアと日本の状況
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３）自然エネルギーを系統に統合する運用政策
「日本版コネクト＆マネージ」：2022年の本格導入を目指して
「日本版コネクト＆マネージ」の適用が進む。導入により、工事
完了を待たずとも接続（コネクト）が可能となる。しかし、系統
の運用（マネージ）では、すでに接続されている発電設備の出力
抑制は行わず、今後新たに接続される電源の抑制が前提となって
いる。そのため、十分な調整力が確保できない、新規電源だけに
過大な抑制が発生する、等の恐れがある。国際連系線の接続を想
定する場合にも、既存と新規を区別せず、各時間帯でより効率的
に電力が利用されるような仕組みとすべきだろう。

拡大する出力抑制：九州エリアでは、原子力より優先給電順位の
低い太陽光や風力の出力抑制が進められており、他の大手電力の
追随も予測される。すでに「アジア国際送電網研究会」の第2次
報告書で提案しているように、九州を経由した国際連系線があれ
ば、こういった出力抑制の低減に大いに資すると考えられる。

図6．九州エリアにおける需給バランス（2019年3月24日）

出所：九州電力のデータにもとづき自然エネルギー財団作成
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第２章：英国とスペインの国際送電網への取り組み

第１節：英国とスペインの電力関連の基礎情報

両国ともに国際送電網の条件不利地域
• 英国：島国として歴史的に国際送電網に頼らず、近年

までの活用は限定的
• スペイン：イベリア半島という欧州の最西端に位置

し、巨大な欧州大陸市場とつながる仏との国際送電網
は限定的

両国ともに自然エネルギーを大量導入（次ページ 表3）
2018年の電源構成
• 英国：風力 17.9%、バイオマス 10.7%、太陽光 4.0%
• スペイン：風力 18.8%、水力 13.7%、太陽光・太陽熱

4.6%

電力システム改革の先進国
• 早期に所有権分離を済ませ、送電事業者（TSO）が発

電事業者から独立（英 National Grid：1990年、スペイ
ン REE：1985年） 。系統接続上の競争阻害行為は存在
しない

• 輸出入電力量は継続的に増加傾向（図7）。英国は、卸
電力価格が高いこともあり、大幅に輸入超過

出所： IEA(2018), IEA(2019a), IEA(2019b)に基づき自然エネルギー財団作成 10

図７．英国とスペインの輸出入電力量の推移
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第２章：英国とスペインの国際送電網への取り組み

第１節：英国とスペインの電力関連の基礎情報
表３．英国とスペインの基礎情報（2018年）

注*：スペインの「太陽光」の数値には太陽熱を含む。
出所：IEA(2019b), BEIS(2018), BEIS(2019), REE(2019b)にもとづき自然エネルギー財団作成 11



１）英国における洋上風力開発
• 世界一の8.2GWを導入（2018年時点）
• 英国王室Crown Estateによる開発海域の設定や、設備建設の法

的枠組の整備など、積極的な支援政策が存在
• 一例として、洋上送電線の競争入札制度を2009年に導入。海底

送電線を金融機関等が所有、National Gridの中立的な運用によ
り発電事業者にとって系統接続の不安がない

• 2025年までの脱石炭火力政策を推進し、近年石炭火力を大幅に
削減。脱石炭火力同盟に参加

• 原子力の新増設を進めるも、プロジェクトの頓挫が続く
• EU離脱（Brexit）の影響は予測困難

２）近年の国際連系線の増強と“Cap and floor”制度

• 海底送電線は高価だったため、長年の間、1961年に建設された
フランスとのIFA連系線のみ

• 近年は新設が相次ぎ、2018年末時点で4GWへ急拡大。今後数年
以内に3倍に拡大する計画（図8）

• 海底送電ケーブルのコストが下がったこともあり、発電所などと
比べても「3E（*）を満たす唯一の投資案件」との判断

• 送電網の投資回収について、上限と下限を設定するCap and
floor制度を導入し（2014年）、確実性とコスト抑制をバランス
させることに成功

第２章：英国とスペインの国際送電網への取り組み
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出所：The Crown Estate(2018)より抜粋

図８．英国の国際連系線地図

（*）欧州視察インタビューより。
３E：エネルギー政策の目的とされる、エネルギー安全保障、経済効率性、環境適合性の３項目

連系線事業の収入が
 設定された上限（Cap）を上回った場合

→ 超過額を消費者に還元
 下限（Floor）を下回った場合

→ 消費者負担により補填
 準規制的な料金制度

Cap and floor

第２節：英国の洋上風力開発と国際連系線の増強



第２章：英国とスペインの国際送電網への取り組み

第３節：スペインの先進的系統運用と国際送電網

13

図９．スペイン国内の系統増強と風力・太陽（光・熱）による発電電力量の推移

１）自然エネルギーの導入とREEの系統運用
• FiTにより2000年代から自然エネルギーの大量導入が進んだが、2010年ごろから停滞、遡及的にFiTを停止
• 変動型自然エネルギーの拡大について、送電事業者 REEが、国内の送電網の増強（図９）や、高度な気象予測に基づいた

給電指令部署「再生可能エネルギー監視・制御センター」（CECRE）の新設により、自然エネルギーに親和的な電力シス
テムの構築に積極的に対応

• 風力発電事業者も集中的な遠隔操作による出力制御を実施。2013年以降の出力抑制率は概ね１%未満に止まっている
• 2018年６月の政権交代を受けて環境移行省が新設され、あらためてエネルギー転換に積極的な姿勢に転じる。2050年に自

然エネルギー電力100%の目標を掲げる

CECREの機能

 10MW超の全発電設備を直接制御
 20分毎の発電電力・系統情報をリアルタイム

で計測・解析、各風力発電所の最大発電可能
量を算出

 自然エネルギー発電設備へ制御信号を送り、
必要に応じて出力抑制

 発電予測システムは１時間単位で48時間先ま
でを予測、15分毎に更新

 誤差は定格出力ベースで２～３%
 風力発電設備に対し、発電電力不足・供給過

剰について出力指令の準備を順次行う

出所:REE(2001,2006,2011), REE(2016), REE(2019b), BP(2019)にもとつぎ自然エネルギー財団作成



第２章：英国とスペインの国際送電網への取り組み

第３節：スペインの先進的系統運用と国際送電網
図10．イベリア半島の国際連系地図

出所：REE(2019), ウエブサイトStrengthening interconnectionsより抜粋
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２）国際送電網の現状と展望（図10）

• 欧州委員会の目標：EU加盟国に対し、2020年までに
国内発電設備容量の10%、2030年までに15%の国際
連系線整備を求める

→ スペインの現状は５%未満だが、今後拡大の余地
は十分にある

【概況】

• 対ポルトガル：輸出方向3.4GW、輸入方向2.3GWと
十分な送電容量。市場統合し一体運用

• 対モロッコ：輸出方向0.9GW、輸入方向0.6GW、
さらに0.7GWの増強について2019年２月に合意

• 対フランス：輸出方向2.8GW、輸入方向3.4GW。
今後欧州大陸との接続を増強していく必要がある
が、ピレネー山脈経由は自然環境保護の観点から
難航。ビスケー湾を通る海底送電線（１GW×２本）
の計画が進められている



第３章：国際送電網の費用便益分析

第１節：国際送電網国際送電網をめぐる便益の考え方
１）国際送電網における便益分析の特徴
• 国内送電線と国際送電網（国際連系線）との、費用便益分析における便益設定の違い：
【国内送電線】 経済性向上（社会厚生の増加）が議論の中心
【国際送電網（国際連系線）】 経済性向上以外の項目も含めて幅広く設定
 接続される地域、国全体では経済的便益が増加するが、地域や国によって利害が異なる場合があるため、複数の便益

項目を設定し、包括的に議論
 中長期的な視点（例：2030年以降）で、分析対象地域全体にとって最も望ましい状態はどのようなものなのかなど、

大きな将来見通しを議論するために費用便益分析を活用
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２） 費用便益分析の先行事例
• 2017年以降に公表された国際送電網の費用便益分析３事例について、設定された便益項目を整理・比較（表４）
• いずれも、気候変動対策の一つとしての自然エネルギー導入拡大・エネルギー市場の統合（国政送電網の敷設）を

評価項目に位置付け、地域特有の事象も考慮している
表4．国際送電網に対する費用便益分析の一例
アセスメント

実施者
（実施年）

ENTSO-E CBA2.0
（2018）

Ofgem
（2017）

ASEAN Centre for Energy / GEIDCO / 
U.N. ESCAP

（2018）

対象 欧州大の国際連系線
（2030年〜）

英国と他国とを結ぶ国際連系線
（2020年代〜）

東南アジア大の国際連系線
（2030年〜2050年）

評価項目
（単位）

• 社会厚生（ユーロ）
• CO2削減量（トン）
• 自然エネルギー導入量 (MW / MWh)
• CO2削減および自然エネルギー導入による

その他便益
• 系統ロスの低下
• アデカシーの向上
• 運用の柔軟性の向上
• 電圧、周波数、過渡安定度の向上
• コスト（CAPEX / OPEX）（ユーロ）
• その他の影響（生態系 / 景観 / その他）

• 社会厚生（ポンド）
• 調整力確保の向上
• 供給安定性の向上
• 脱炭素化への貢献
• コスト（CAPEX / OPEX）（ポンド）

• R&D開発投資額（ドル）
• 新規雇用者数（人）
• 電力への非アクセス人口（人）
• 平均発電コスト（ドル/kWh）
• ガス火力発電所におけるガス消費量（m3）
• 石炭発電所における石炭消費量（トン）
• エネルギー効率（%）
• CO2排出削減量（トン）
• SOx排出削減量（トン）
• NOx排出削減量（トン）
• 投資総額（ドル）

出所：ENTSO-E(2018), Ofgem(2017), ACE et al.(2018)に基づき自然エネルギー財団作成



第３章：国際送電網の費用便益分析

第２節：国際連系線に伴う便益発生の検討
１）事象発展フロー図の見方
• 諸外国で実施された費用便益分析における便益項目を参考に、A国とB国との間に国際連系線を敷設した場合、それによって

発生すると考えられる一般的な事象をフロー図として整理（次ページ）
• 横軸（３つの時間軸）：短期（連系線敷設と同時期に事象発生が想定されるもの）、短〜中期（敷設から数年内に事象発生

が予想されるもの）、中〜長期（一定期間経過後に事象発生に結び付くと考えられるもの）
• 矢印（→）：ある事象が別の事象を引き起こす場合、点線（・・・）：本質的には同じ事象を別視点から見た場合の事象
• 事象：２種類に分類（各事象については、次々ページで説明）
 物理的事象・・・電力システム、国際連系線によって直接的に発展、波及する事象
 経済的事象・・・国際連系線によって経済面で発展、波及する事象

16

２）経済的事象
• 国際連系線を通じた電力取引は、国境を越えた広域メリットオーダーを生み出すと考えられる。その結果、電気代の値下げ

余地が生まれると共に、自然エネルギー電源などの競争力が増加すると考えられる。
• 燃料費などコストが高い発電所については、コスト低減に取り組むインセンティブが生まれるが、それが失敗した場合には

高コスト発電所の閉鎖が起こり、より低コスト発電所の導入へ移行することも想定される。

３）物理的事象、その他の事象
• 緊急融通体制の構築などを通じて、電力システムの計画・運用技術の相互理解および信頼の醸成が想定される。その延長に

国際連系線を通じた容量取引などの可能性が考えられる。
• その他事象としては、国際連系線のみが引き起こす事象ではないものの、何らかの外部要因があった場合、国際連系線の存

在によって、量的にさらに大きく、もしくは時間的により早く事象が進展する可能性があるものを示している。例えば、産
業競争力の強化や電化率の増加などが挙げられる。



第３章：国際送電網の費用便益分析
図11．A国とB国において国際連系線が敷設される場合の事象発展フロー

出所：自然エネルギー財団作成
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表5．A国とB国において国際連系線が接続する場合の事象の説明

第３章：国際送電網の費用便益分析

出所：自然エネルギー財団作成 18

事象 事象名 内容
(1) 国際連系線の敷設 国際連系線の敷設に伴う投資が行われる。

(2) 緊急融通実施体制の構築 緊急時のアデカシー確保が可能となる体制が構築される。例えば、災害時において、
両国が緊急的に助けあえる体制が形成される。

(3) ネットワーク強化に伴う送電ロス低減 国際連系線が敷設されることにより、電力の迂回フローなどが抑制され、送電ロスが低
減する。

(4) （送電線による）
自然・生態系・景観などへの影響 送電線や各種設備設置にともなう物理的な影響が発生する。

(5) 両国でより発電コストの低い発電所が稼働 卸電力市場が広域化することで、より発電コストの低い発電所から稼働する状態となる。

(6) 出力抑制量の低減 発電所の出力抑制が行われている場合、国際連系線によって海外への輸出が行えるよう
になるため、出力抑制量が低減する。

(7) 市場で取り扱える電源種の増加 卸電力市場に、両国のより多くの電源種が参入する。

(8) 電気代の低減 広域メリットオーダーにより卸電力市場における電力価格が低下するため、小売事業者
の利益が増加し、電気代低減の原資が創出される。

(9) （低コスト）発電事業者の売上/利益増 卸電力市場において競争力を持つ発電事業者の売上/利益が増加する。
(10) 発電単価低コスト化インセンティブ 発電事業者において、販売する単価を下げる動機が発生する。
(11) 産業競争力の強化 事業者の電気に係る経費が低減され、産業全般における競争力が高まる。

(12) 電化率の増加 都市ガス、LPガス、灯油、ガソリン、軽油など、化石資源の直接利用から、電気によっ
てサービスを享受する方向に移行する。

(13) （自然エネ）発電所の導入拡大 自然エネルギー発電所の導入が拡大する。
(14) （自然エネ発電所による）自然・生態系・景観などへの影響 自然エネルギー発電所の導入の設置にともなう物理的な影響が発生する。
(15) メーカーによる低コスト発電技術の開発 発電機メーカーが、より低コストの発電技術へ研究開発リソースを投資する。

(16) 高コスト発電所の市場退出 高コストの発電所を運用して収益を得ることが難しくなったため、それら発電所の運用
が停止される。

(17) 恒常的な予備力の共有 国際連系線で接続した相手国の電源を、自国の供給力として平常時から計上する。これ
により、余計な発電設備の維持が不要となる。

(18) CO2や大気汚染物質の発生量の減少 二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）をはじめ、化石燃料起
源の汚染物質の発生量が減少する。

(19) 化石燃料消費量の減少 石炭、石油、天然ガス等、化石燃料の消費量が減少する。



図12．第２次報告書で挙げた日韓連系線３ルートと中韓連系線

第３章：国際送電網の費用便益分析

第３節：日韓連系線における便益発生の分析
１）具体的ルート（案）についての事象発展フロー検討
• 第２次報告書で検討した日露連系線４ルートおよび日韓連系線３ルートのうち、便宜的に１つのルート（Ｋ３ルート）に

ついて、その連系線によって発生すると想定される具体的な便益発生を検討した。
• ただし、日韓連系線のルート候補が絞られたわけではなく、他のルートでも同様の検討が可能であるが、Ｋ３ルートは、

（１）韓国側の自然エネルギー導入加速に関連すること、（２）韓国側に卸電力市場が存在するため相互取引が可能とな
ること、（３）九州エリアにおける出力抑制について考慮できること、以上３点からから一つの事例として取り上げた。

• 検討に当たっては、あらかじめ中韓連系線が敷設されている前提で議論を実施した。
• 検討の結果、 Ｋ３ルート特有の事象として、 ①韓国から日本への電力の流れに伴う事象、②日本から韓国への電力の流れ

に伴う事象、③緊急融通対応に関する事象、の３点が抽出された。

出所：自然エネルギー財団作成
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第３章：国際送電網の費用便益分析

出所：自然エネルギー財団作成
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図13．日韓連系線（Ｋ３ルート）敷設の場合の事象発展フロー



図14．韓国国内の電力フロー図 図15． 韓国の太陽光日射強度（左）ならびに平均風速（右）

第３章：国際送電網の費用便益分析

第３節：日韓連系線における便益発生の分析
２）日韓連系線（Ｋ３ルート）における特有事象①（韓国国内の自然エネルギー導入量拡大）
• 韓国から日本へ電力が流れる場合、韓国国内の自然エネルギー電力の拡大可能性が示唆された。
• これは、韓国国内の電力の流れが影響している。韓国では、主に電源が多数存在する南部から最大需要地の北部（ソウル方

面）に向かって電力が流れている。太陽光および風力のポテンシャルは南部に集中しているが、南北間の国内送電線はルー
トが限られ、送電容量に十分な余裕がないため、自然エネルギーの導入を拡大するには、南北間の送電線容量に空きを生じ
させる必要がある。Ｋ３ルートによる韓国から日本への電力の流れは、それを生み出す可能性がある。

出所：Khan et al. (2013、p.969). Figure 15を自然エネルギー財団一部修正 出所：M. H. Alsharif et al.(2018). Figure 4 及びFigure 11
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第３章：国際送電網の費用便益分析

第３節：日韓連系線における便益発生の分析
３）日韓連系線（Ｋ３ルート）における特有事象②（九州内の出力抑制低減）
• 日本から韓国への電力が流れる場合、Ｋ３ルートでは余剰電力を韓国へ送り、九州エリアの出力抑制減少に寄与する可能性

が考えられる。これは、出力抑制時間帯の日本側の卸売電力価格が、韓国側の価格より下がることによって実現される。

４）日韓連系線（Ｋ３ルート）における特有事象③（緊急融通実施体制の構築）
• 2018年夏季の日韓両国における最大需要時の予備力をベースに、２GW級の事故が起こった場合（図16の６ケース）を想定

したシミュレーションを実施し、事故発生時に連系相手国に何らかの影響を及ぼすか考察した。
• 現行の予備力レベルが維持される場合、国際連系による相手国への影響は限定的であると示唆された。また、２GW以上の

事故時には、連系線を通じた融通発生の可能性が示唆された（表６）。

図16．各事故想定のイメージ 表6．K3ルートに関連する事故発生時の対応検討結果

22出所：図表とも自然エネルギー財団作成



第３章：国際送電網の費用便益分析

第３節：日韓連系線における便益発生の分析
５）まとめ

国際連系線の一般論（A国とB国との間で国際連系線が接続された場合）についての検討結果
• 物理的事象：短〜中期的な時間軸では、緊急融通実施体制の構築、送電ロスの低減、自然・生態系・景観などへの影響が考

えられる。

• 経済的事象：短〜中期的な時間軸では、国境を越えた広域メリットオーダーの実現、出力抑制量の低減、両市場で扱い得る
電源種の増加などが示された。なお、広域メリットオーダーについては、先行研究において社会厚生として評価されている
項目である。

Ｋ３ルートについての検討結果
• 中韓連系線が敷設された上で、韓国から日本への電力の流れが生じれば、韓国内の南北間送電線に一定の余裕を発生させ、

同国南部に賦存する太陽光、風力などの自然エネルギーの導入拡大に寄与する可能性があることが示された。

• 日本の卸電力価格が安い時間帯において、日本から韓国への電力の流れが生まれると、九州エリアで発生している出力抑制
量を低下させ、制度次第ではFiT賦課金を減少させる可能性が示唆された。

• 国際連系線を通じた緊急融通体制の構築について、２GW程度の電源停止事故ないしは連系線事故であれば、エリア内予備
力がそれをまかなうため、国際連系線ないしは地域間連系線を通した緊急融通量は限られることがわかった。ただし、予備
力を減少させた場合や、２GW程度以上の発電所の停止事故の場合などは、緊急融通が有効となる場合も考えられ、事故へ
の対応をより柔軟に行い得る手段として国際連系線が有用であると示された。
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表7．
Ｋ３ルートにおける便益帰着
構成評価（定性的）結果

第３章：国際送電網の費用便益分析
第４節：日韓連系線におけるステークホルダー分析
１）便益帰着構成表による事象の整理
• 図13で検討したＫ３ルートにおける事象発展フローの①〜⑱の各事象が、関係する各主体（ステークホルダー）にどのような影響を与えるか

「便益帰着構成表」（＊）を用い、受益と損失を定性的に評価した（表７）。

出所：自然エネルギー財団作成
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（＊）便益帰着構成表とは、公
共投資におけるステークホル
ダーへの受益等を項目別に整理
する表（森杉ほか、1988）。



第３章：国際送電網の費用便益分析

第４節：日韓連系線におけるステークホルダー分析
２）まとめ
• 日韓連系によって、短〜中期的にマイナスの影響を受けるステークホルダーとして、発電事業者および施設が設置される

周辺に居住する住民等が挙げられた。

• 高コスト発電所を保有し事業を営んできた発電事業者の場合は、事業転換の必要に迫られる可能性が示唆された。また、
低コスト発電事業者であっても、さらなるコスト低下圧力が高まることがわかった。その結果、発電事業者全般にとっ
て、よりコストを低下させる発電技術への移行や、場合によっては国際連系線ビジネスなどの新たな事業領域への投資、
進出も検討に値すると言えよう。

• 送電線や自然エネルギー発電所などが設置される周辺住民にとって、それら設備が景観や生態系に何らかの影響を与える
と考えられる一方、既存の火力発電所が停止することにより、粒子状物質（PM）やNOx、SOxなど、大気汚染物質の減
少などの恩恵も得られることが示された。これら両面を踏まえた上で、施設設置時には環境アセスメントなどのプロセス
を踏まえた配慮が重要と言える。

• 発電事業者および施設設置周辺住民以外のステークホルダーについては、国際連系線は概ねプラスとなる事象が多いこと
が示唆された。従って、国際連系線の推進においては、マイナスの影響を受けるステークホルダーの十分な理解と、プラ
スの影響を受けるステークホルダーの主体的取り組みが重要となるとわかった。
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国際送電で取引される電力の環境価値の取り扱いについて整理
１）国の排出量算定における取り扱い

• 国別の温室効果ガス排出量はIPCCガイドラインに従って算定し報告。
• 発電部門の排出量は「自国内で燃料を燃焼して発生」した分のみをカウント。
• A国の火力発電所に起因する排出量は、それが国際送電によりB国に送電され、B国内で消費されても、全量がA国の

排出量としてカウントされ、B国の排出量としてカウントされない。

【記載の具体例】
 スウェーデンの報告書：水力の発電電力量の減少を主に輸入によって補った2003年には排出量が少なく、国内の石油

火力で補った1996年には排出量が多かったとの記載
 デンマークの報告書：輸出の多い年には二酸化炭素排出量が増加し、輸入の多い年には減少するとの記載
 両国の排出量報告書では、IPCCのインベントリガイドラインに従い、デンマークからスウェーデンに輸出された石炭

火力の電力の二酸化炭素は、デンマークの排出量としてカウントされ、スウェーデンからの排出量には含まれない。

２）企業の排出量算定における取り扱い
• 企業の排出量の算定は、 “Greenhouse Gas Protocol” による各種基準書・ガイダンスが事実上の国際基準。
• 「他者から調達した電気の消費に伴う排出」は、“GHG Protocol Scope 2 Guidance ” が２つの方式を規定。

マーケット基準：「企業が目的を持って選択した電力の排出係数」で算定
ロケーション基準：「エネルギー消費が発生した（場所をカバーする）系統の平均排出係数」で算定

• CDP、SBT、RE100などでは、事実上、マーケット基準での算定が必要
• マーケット基準による排出係数算定方式の例：グリーン電力証書、欧州の発電源証書、特定電力供給（PPA）など

【まとめ】
現在の国際電力輸出入では、A国の企業XがB国の電力供給事業者Yと契約を結び、B国の自然エルギー電力を購入すれば、

その企業Xの排出量は減少する。
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第１節：化石燃料時代のエネルギー安全保障の概念
• 一般に欧州では、国際送電網はエネルギー安全保障に寄与するとの評価

→ 「 供給予備力として安定供給にプラス、自然エネルギーの変動対策としてエネルギー自給率の向上に寄与する」
• 国際送電の経験がない日本では、安全保障上の懸念がある

→ 「政治的理由から電力輸出を停止されるのではないか」

１）エネルギー安全保障と3つのリスク：偏在性という化石燃料（特に石油）の特徴
定義＝国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な「量」のエネルギーを受容可能な「価格」で確保できること

1. 地政学的リスク：化石燃料等の輸入に際して、対象地域の政治的安定や外交関係の影響を受ける
→ 特に輸入依存度の高い日本にとって重要であり、政府の外交的な関与が不可欠

2. 地質学的リスク：化石燃料は枯渇性であり、いつかなくなる。偏在しているため、価格変動も大きい
→ 内外での油田開発（への支援）などの対策が考えられるが、抜本的には国内での自然エネルギーの開発

3. 国内供給体制上のリスク：国内の供給インフラや運用技術の水準、自然災害への対応力等に応じて、停電などが起きる
危険性
→ 一義的には事業者の責任

２）化石燃料の安全保障と石油危機
• これまでエネルギー安全保障といえば、基本的に化石燃料の問題。特に石油は中東などに偏在し、地政学的リスクが高かっ

たため、3つのリスクの中でも最重要視されてきた
• 1970年代の石油危機はその典型例：アラブ諸国が石油価格引き上げ、輸出制限措置。先進国の経済社会は大混乱に陥り、石

油備蓄やIEAの設立により対応
• その後、供給先の多様化、国際市場取引の拡大などにより、先進国に対する輸出停止措置は見られなくなった

27



第４章：国際送電網とエネルギー安全保障

第１節：化石燃料時代のエネルギー安全保障の概念
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図18．天然ガス輸入のロシア依存度

注：「ロシア依存度」とは、ロシアからの輸入量/全輸入量。
ラトビア、エストニア、フィンランドは継続的に 100%依存。

出所：IEA(2006,2013,2018,2019)に基つぎ自然エネルギー財団作成

３）政治的理由からの輸出停止措置
• 近年のロシアによるガス輸出停止への懸念：

ウクライナは政治的理由からの不当な措置として
非難。ロシアは、料金不払いやガスの無断抜き取
りへの制裁として反論

• ロシアと欧州主要国との間では、脅しも含めて
冷戦時代にも前例がないとの指摘も

• 停止措置のメリット：
圧力による政治的意図の実現

• 停止措置のデメリット：
輸出収入の減少、国際的な批判

• 現実には、ロシアと旧ソ連諸国といった歴史的に
特殊な、非対称的な国家関係（図18）に限られる

• リスク分散の方法
 特定国への輸入依存度低減
 複数のパイプライン建設・複数国からの輸入
 国際市場を通した取引
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第２節：電力の安全保障
表8．各エネルギー別・地域別の輸入割合（2016年）

図19．欧州各国の電力の輸入割合と輸出割合 （2016年）
注：輸入割合＝輸入電力量/消費電力量。輸出割合＝輸出電力量/消費電力量
出所：IEA(2019a)に基づき自然エネルギー財団作成
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１）電力の特性と安全保障
電力は、エネルギー安全保障上、化石燃料と異なる点がある

1. 地政学的リスク：一定の国内供給力が存在するため、輸入
割合は高くならない（表８）。そのシェアが特に高いスイ
スやデンマークは、電力貿易の中継国として輸出入ともに
大きい（図19）。欧州は国際市場統合を進めており、政治
的な輸出停止措置はあり得ない。例外的に旧ソ連のリトア
ニアは、輸入割合が114%と高い

2. 地質学的リスク：電源として化石燃料を輸入する場合に
は、電力であってもリスクが高い。近年は自然エネルギー
電力の導入により、安全保障が高まる傾向

3. 供給体制上のリスク：電力の特徴として、安定供給が送電
網の運用に依存している点、貯蔵が困難で、需給調整が重
要である点が挙げられる。自然エネルギーについては、出
力変動への対策が必要

注：輸入割合＝輸入量/域内供給量
出所：IEA(2019a)に基づき自然エネルギー財団作成
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第２節：電力の安全保障

２）国際送電網によるエネルギー安全保障への寄与
• 一定の国内供給力を前提として多様な輸出入ルートを整備すれば、供給予備力が補完され、相互依存による便益が生じる
• 自然エネルギー電力の出力変動対策として、エネルギー自給率の向上に寄与
• 電力について、政治的な輸出停止措置の効果は限定され、リスクは極めて低い
• さらにリスクを下げる対策：複数本・複数国との国際連系線、限定的な輸入割合、国際市場への統合、国際協定の締結
• 日本が２GWの国際連系線を建設するとすれば、最大需要時の1.1%、九州電力管内でも10.4％に止まる

３）電力の輸出停止措置と緊急融通の事例
1. 1976年：ウガンダーケニア間の輸出停止
• ウガンダ軍事政権が、領土紛争を発端に、ケニアに対し、ケニアの供給力の15〜20%に相当する電力輸出を停止した
• 現在は関係が改善し、東アフリカ・パワープール（2005年創設の東アフリカ地域の国際電力市場）を形成し、電力を相互貿易

2. 2017年：ウクライナー国内東部地域間の輸出停止
• ウクライナTSOが、電気料金未払いを理由に、国内東部のドンバス地域へ供給停止
• 親ロシア・分離派への報復措置と見られる。事実上の戦争状態にあるロシアへの牽制

3. フランスの電力需給逼迫時の緊急融通
• 2012年：厳冬による記録的な暖房需要増の結果、電力の需給逼迫が発生し、8.3GWを全周辺国から輸入
• 2016〜2017年：原発の安全性問題による運転停止の結果、2017年１月だけで計１TWhを輸入

結論
• 電力の政治的な輸出停止措置は、化石燃料以上に起こりにくい
• 紛争状態にある地域、権威主義体制の国家間など特殊なケースに限定される。日本のような経済規模の政治的に安定した

国に対して、停止措置は起こり得ない
• 緊急融通を含め、便益の方が圧倒的に多い
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第２節：電力の安全保障

４）輸入停止措置に対する国際協定による対応

• 貿易・投資に関する一般協定（WTO協定／GATTなど）やエネルギー憲章条約は、輸入停止措置を厳しく制限し、電力貿
易の円滑化を促す

• 個別の条約でさらに厳格な条件を設定する例もみられる（次ページ 表９）

• 紛争処理手続も多様なものが利用可能（WTOパネル，投資仲裁等）

• 恣意的な輸出停止措置を最小限にするための法的枠組みが整備されている。国際協定のみで一切の輸出停止措置を防止で
きるわけではないが、日本が国際連系線を建設する際にも、このような法的枠組みを整備することで一定の抑止力を働か
せ、紛争を未然に防止できるだろう



措置の制限例 協定名と規定の概要

「不可抗力」の
限定

ボルチカ・アハルツィヘ国際連系線を通じた電力貿易に関するトルコ・ジョージア間合意（2012）第9条2項

不可抗力とは次のものをいう。
• 自然災害
• 主権国家間の戦争（ただし当事国が国際法原則の下で開始したものでないこと）、テロ、暴動等
• 当事者国によるものでない国際的な通商禁止

紛争を理由とする
措置の禁止

エネルギー憲章条約事務局 国家間モデル条約第4部

各国は、本合意及び関連プロジェクトへの参加の下での義務が、国境・領土紛争（現在・将来含む）に関する紛争、請求、
変化等にもかかわらず存続することに合意する。

いかなる国境・領土紛争も、関連プロジェクトに干渉してはならない。国境・領土紛争やその解決を理由に、この合意等が
変更されてはならない。

措置理由の明示・
限定

アゼルバイジャン・ジョージア間の石油パイプラインに関する二国間条約(1996) 第2条1項

物品およびサービスの円滑な流通の原則に基づき、各国政府は、自国領土内の設備を通じた石油の流通を中断あるいは妨害し
てはならない。また、各国政府は、（中略）設備の運用が、公衆の健康、安全、財産または環境への脅威をもたらすためにとる
合理的な措置を除き、流通を妨げてはならない。この場合も、かかる脅威を除去するに必要な程度及び期間にとどまるものでな
ければならない。

措置時の数量・
価格条件の明示

北米自由貿易協定（NAFTA）第6章「エネルギー及び基礎石油化学品」605条

別途規定がある場合を除き、次の場合にのみ輸出を制限できる
• 過去の36か月分の輸出全体量と比較してそれを下回らないものとすること
• 国内消費分と同等の価格設定とすること（税やライセンス料等の名目で高く設定しないこと）
• 相手国の通常の供給ルートや輸出商品の比率を攪乱しないこと

措置理由の限定と
適切性調査

EU第3次電力指令（2009/72/EC）第42条

• 加盟国は、「突然の危機、あるいは人、装置、設備、システム統一性の物理的安全性が脅かされる場合」に、「必要な
セーフガード手段」をとることができる（ただし最低限の手段であること）。

• 事前に他の加盟国と欧州委員会に通知する義務がある。
• 欧州委員会は、セーフガードを実施した加盟国に対し、その変更や廃止を要求することができる。

出所：各種資料をもとに自然エネルギー財団作成

表9．輸出停止措置に関する電力・エネルギーの個別協定の例
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第３節：自然エネルギー時代のエネルギー安全保障と国家送電網

１）エネルギー安全保障概念の転換
• ２節までの議論は、化石燃料時代のエネルギー安全保障概念に基づいている
• 化石燃料時代：「持てる者」と「持たざる者」が明確に分かれた、ゼロサム的な関係。偏在する化石燃料の一方向の輸入

を前提とするため、シーレーン防衛が重要となり、燃料の価格変動に振り回される
• 自然エネルギー時代：多くの国に遍く賦存し、燃料費ゼロで枯渇しないため、輸送も争奪も必要がない。地政学的リスク

も地質学的リスクも解消する
• 近年の自然エネルギーのコスト大幅低下と発展途上国も含めた大量導入：中国はエネルギー安全保障の観点から、戦略的

に自然エネルギーを大量導入しており、その一環として国際送電網の構築を提唱

２）自然エネルギー時代に重要な国際送電網
• 化石燃料の争奪に依存しない「新たな世界」の出現：IRENA(2019a) “A New World”
• すべての国が「持てる者」として、電力の一定割合を相互融通するプラスサム的な関係：気候変動問題が人類全体の脅威

となる中、国際関係が相互依存的に
• 自然エネルギーはその最大の手段であり、その導入に寄与する国際送電網は、各国の自立と共に、相互依存関係の形成を

促す
• エネルギー安全保障上の「新たな脅威」：太陽光パネルや蓄電池の技術、その原材料となる関連希少金属の確保、IT化が

進む国際送電網へのサイバー攻撃が対象になるとの指摘もある
• 残る供給体制上のリスク：欧州では、電力システムの柔軟性の向上により出力変動に対処しており、その手段の1つが国際

送電網
• 化石燃料を「持たざる」日本は、最大の恩恵を受けるはずである

33



第３次報告書まとめ

1）本報告書の結論
• 国際送電網は、貿易を通して電力の経済的な取引を拡大し、予備力の共有を通して安定供給に寄与し、さらに変動対策

として自然エネルギーの導入を促進する。
• 世界をみれば、国際送電網は、英国などの条件不利地域においても拡大している。むしろ、今や北東アジアにおいて

国際送電網に前向きでない国は日本のみであることを、我々は危機感を持って認識すべきではないか。
• 国際送電網は、日韓間という事例でも、電気代の低下、緊急融通実施体制の構築、CO2や大気汚染物質の発生量の減少

といった具体的な便益が確認された。
• エネルギー安全保障上の懸念については、日本にとって実質的に無視できるものであることがわかった。十分な国内

供給力を前提に限られた量の電力を輸出入するに際し、他国が政治的な理由から輸出停止措置を講じる効果はほぼ
なく、従ってその便益もない。

２）国際送電網の実現に向けた提言
1. 日本政府は、韓国やロシア、中国といった隣国の政府と、包括的な費用便益分析を含む国際送電網についての具体的な

議論を始めるべき。
2. 日本政府は、自然エネルギーの大量導入を踏まえ、今後のエネルギー安全保障のあり方について再検討し、その中で

国際送電網を位置付けるべき。
3. 日本政府や広域機関は、2050年などを目標とした、国内外の送電網に関する長期的なマスタープランを策定すべき。
4. 地域間連系線・地内送電線の拡充や送電会社の広域化、運用ルールの効率化といった系統の問題、電力市場の近代化

など、国内の電力システム改革を欧州並みの水準へと加速化すべき。

自然エネルギーが世界的に拡大する中で、化石燃料の一方通行の輸出入を想定する必要がない時代が現れつつある。国際送
電網という手段でそれに積極的に対応することは、特にエネルギー自給率が低い日本にとって急務である。北東アジアの国
際関係が必ずしも好転しない中で、中国や韓国が国際送電網を積極的に追求するのも、同じ文脈で考えることができる。北
東アジアの国際情勢が大きく変わろうとしている中で、日本政府も今こそ検証から行動へ移すことが求められる。
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