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2012年にスタートしたFIT制度が起爆剤と
なり、再生可能エネルギーの導入が急速に進展
した。2011年のわが国の総発電電力量に占め
る再生可能エネルギー発電量は、約11%（その
うち水力発電分8.1%を含む）であったが、2016

年では約15%（そのうち水力発電分7.5%を含
む）の水準になった1。2015年7月に発表された
長期エネルギー需給見通し（2030年度見通し）
では、2030年度断面での再生可能エネルギー
発電の割合は、原子力発電と同水準の22%～
24%と示され、単純に割合ベースで比較する
と、FIT制度開始後から現在までの導入量と同
水準の再生可能エネルギーが今後新たに導入さ
れる見通しとなっている。
しかしながら、再生可能エネルギーの大量導

入により、再生可能エネルギー発電促進賦課金
による国民負担の増加や、系統の空き容量問題
等、新たな課題も発生している。政府としても、
再生可能エネルギーのみならず、電力政策の視
点で、法律の改正等を行いながら制度の適正化
を進めているところである。
本レポートでは、FIT制度開始から今日まで

	はじめに
の導入実績と課題、経済波及効果の分析結果を
踏まえ、再生可能エネルギーの主要電源にむけ
た道のりについて考察する。

（1）認定量・導入量と買取価格の推移
2012年のFIT制度開始以降、制度の対象で

ある再生可能エネルギー5電源（太陽光発電・
風力発電・地熱発電・中小水力発電・バイオマ
ス発電）の認定・導入が進み、市場価格の低下
が認められた場合には買取価格が見直されてき
た。また、それと同時に高い買取価格で認定を
取得したものの発電を開始しない、いわゆる空
押さえや、想定以上の導入による国民負担増等
の課題を是正するため、法律を改正し、2017年
4月に改正FIT法が施行された。
以下では、FIT制度以降再生可能エネルギー

5電源の認定量および導入量ならびに買取価格
について改正FIT法施行前の2016年度までの
実績値の推移および2030年度の累積の導入量
見通しを整理した。各図において認定量・導入
量を棒グラフで買取価格を折れ線グラフで表記
している。

	
1.FIT 制度導入における再生可能エネル
ギーの導入状況

2012年の固定価格買取制度（FIT制度）を契機に再生可能エネルギーの導入が加速し、順風満
帆に見えたが、近年、多くの課題が生じ、制度の見直しが進められている。ここでは、FIT制度
の下での導入量を整理するとともに、再生可能エネルギー導入の経済効果や“お金”の流れを分
析し、今後の方向性を考察した。
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再生可能エネルギーの現状と将来　—再生可能エネルギーの導入による経済分析の視点から—

①太陽光発電
まず、FIT制度開始により、最も認定・導入

が進んだ再生可能エネルギーである太陽光発電
について、主として住宅向けの10kW未満と、
ビルの屋上設置やメガソーラー向けの10kW以
上の2つの区分で整理した。

10kW未満の太陽光発電の認定量・導入量・
買取価格の推移を図表1に示す。FIT制度開始
から毎年100万kWが認定され、2016年度末時
点で549万kWが認定されている。一方、導入
量は、認定量の約85%に相当する約80万kWの
水準で導入され、2016年度末時点で475万kW、
FIT制度開始以前からの累積では945万kWと
なり、すでに2030年度見通しでの900万kWを
達成している状況である。10kW未満の太陽光
は、認定を取得してから約1年程度で運転開始
となっているのが特徴である。
また、買取価格は、FIT制度開始時点では

42円 /kWhであったが、太陽光パネルを中心に
市場拡大に伴うコストの低減が進んだことも
あり、2016年度には31円 /kWhまで低下して
いる。

10kW以上の太陽光発電の認定量・導入量・
買取価格の推移を図表2に示す。2012年度にお
ける認定量は、1,868万kWであり、10kW未
満の太陽光の約14倍、FIT制度における当該
年度の認定量の約9割という圧倒的な容量を
10kW以上の太陽光発電が占めることになっ
た。これは、事業参入の容易さに加え、40円 /

kWhの買取価格の高さの後押しがあったと考
えられる。その後も、さらに認定量は増加し、
2013年度末で6,304万kWとなり、2030年度見
通しの5,500万kWを超え、2016年度末で7,905

万kWまでになった。一方、導入量は年間で約
700万kW程度の水準にとどまっており、2016

年度末では2,875万kW、FIT制度開始以前か
らの累積では2,965万kWとなり、2030年度見
通しでの5,500万kWで約54%の水準である。
また、買取価格は、FIT制度開始時点では 

40円 /kWhであったが、10kW未満の太陽光と
同様、市場拡大に伴うコストの低減に加えて、
安価な海外メーカーの導入が進んだこともあ
り、2016年度には24円 /kWhと10kW未満の太
陽光発電よりも速いペースで低下した。

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表1　10kW未満の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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太陽光発電の導入量についての2030年度見
通しの実現のためには、認定を取得しているに
もかかわらず、稼動にいたっていない案件であ
る約5,000万kWをいかに運転開始につなげて
いくかが重要である。そのため、改正FIT法で
は、認定制度の見直しや入札制度の導入、一定
期間を過ぎても運転開始に至らない案件へのペ
ナルティー等の措置が盛り込まれた。特に、認
定制度の見直しにより、従来の認定や買取価格
が決まっていても、電力会社との接続契約の締
結に至っていない案件は、認定が失効するこ
とになった。資源エネルギー庁は、2016年6月
30日までに認定を受けている約9,622万kW（約
315万件）のうち、約17%にあたる約1,610万
kW（約27万件）が失効となること、またそのう
ちの約9割の約1,463万kWが10kW以上の太陽
光発電であることを公表した2。

②風力発電
風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移

を図表3に示す。風力発電はFIT制度における
買取区分が陸上で2つ、2014年度に新設された

洋上で1つの合計3つになっているが、認定量や
導入量は、これらを区別することなく整理した。
風力発電では、FIT制度の開始と同時に環境
影響評価法の改正により、原則7,500kW以上
の発電設備において環境影響評価が義務付けら
れるという、事業環境が変化したこともあり、
太陽光発電と比べると認定量・導入量が低調に
なっている。認定量をみてみると、FIT制度開
始から年間50万kWのペースで増加し2015年
度末では283万kWであったが、FIT制度開始
後の案件の環境影響評価手続きが進んだ案件が
認定されたこともあり、2016年度末には685万
kWと1年間で約400万kWと急増した。一方、
導入量は、年間約10万kWの水準で増加してお
り、2016年度末では79万kW、FIT制度開始以
前からの累積では、339万kWであり、2030年
度見通しの1,000万kWの約34%の達成水準で
ある。
また、買取価格は、FIT制度開始から2016年
度までの間は、20kW未満は55円 /kWh、20kW

以上の風力発電の場合22円 /kWhのままであ
り、変更はない。また、洋上風力については、

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表2　10kW以上の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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2014年に民間でも事業計画が立ち上がりつつあ
ることを背景に、買取価格が36円 /kWhと設定
され、2016年度まで変更はない。
今後は、着床式の洋上風力発電が北海道や東

北地域といった風況のよいエリアを中心に導入
が期待されるところである。政府としても、そ
の動きを加速化させるため、一般海域における
洋上風力発電のルールとして、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促進
に関する法律案を閣議決定し3、それを前提と
した買取価格の見直し等の検討を始めている。

③地熱発電
地熱発電の認定量・導入量・買取価格の推

移を図表4に示す。地熱発電はFIT制度にお
ける買取区分が規模別に、15,000kW未満、
15,000kW以上の2つに設定されているが、認
定量や導入量は、これらを区別することなく整
理した。
認定量は、FIT制度開始から、大型の開発が1

件のみで、ほとんどが小型の温泉発電の導入が
中心であったため、5年間で10万kWに届かな

い状況である。一方、導入量においても、2016

年度末では1.5万kWでありFIT制度導入以前か
らの累積では、51.5万kWであり、2030年度見
通しの140～155万kWの約33～36％の達成水
準と新規開発が進んでいない状況である。
また、買取価格は、2つの区分においてFIT

制度開始から2016年度までの間、15,000kW未
満が40円 /kWh、15,000kW以上が26円 /kWh

で変更されていない。
地熱発電は、洋上風力発電と同様に地元関係
者との合意形成にくわえ、地下資源の規模の把
握が難しいこと、掘削を含む大規模な開発や、
環境影響評価もあり、一般的に計画から運転開
始まで長い時間を要する電源である。一方で、
2030年度見通しは、新設分のみで達成率を試
算すると、約1%の水準にとどまっていること
から、現在開発が進んでいる地域における導入
の加速化や新規開発拠点の整備に向けた基礎調
査の充実が求められる。特に、買取価格におけ
る経済性の影響で、15,000kW以上の大型案件
の開発が停滞しないようにきめ細かい実態の把
握が必要である。

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表3　風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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④中小水力発電
中小水力発電の認定量・導入量・買取価格

の推移を図表5に示す。中小水力発電はFIT制
度における買取区分が規模別に、200kW未
満、200kW以上1,000kW未満、1,000kW以上
30,000kW未満の3つに設定されているが、認
定量や導入量は、これらを区別することなく整
理した。
認定量は、FIT制度開始から年間で約25

万kWのペースで増え、2016年度末には112

万kWとなっている。これに対して導入量は、
2016年度末では24万kW、FIT制度導入以前か
らの累積では、984万kWであり、2030年度見
通しの1090～ 1161万kWの約85～ 90%の達
成水準である。
買取価格は、3つの区分においてFIT制度開

始から2016年度までの間では、200kW未満が
34円 /kWh、200kW以上1,000kW未満が29円 / 

kWh、1,000kW以上30,000kW未満が24円 /kWh

で変更されていない。
中小水力発電も、2017年度より1,000kW

以上30,000kW未満の買取区分が細分化し

て、1,000kW以上5,000kW未満が27円 /kWh、
5,000kW以上30,000kW未満が20円 /kWhとなっ
たが、有望であるポテンシャルが限られている
こともあり、10kW以上の太陽光発電や一般木
質・農作物残さのバイオマス発電のような目
立った認定の駆け込みは起こっていない。なお、
2030年度見通しは、水力発電としてのものであ
るが、中小水力発電のみで達成率を試算すると、
約12～18%の水準にとどまっていることから、
限られたポテンシャルを有効活用して、導入が
加速されることが望まれる。

⑤バイオマス発電
バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格
の推移を図表6に示す。バイオマス発電はFIT

制度における買取区分が燃料種によって5つに
なっているが、認定量や導入量は、これらを区
別することなく整理した。
まず、認定量は、FIT制度開始から年間で約

90万kWのペースで増え、2015年度末には370

万kWであったが、2016年度には一般木質バ
イオマス・農作物残さの買取価格が2017年度

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表4　地熱発電認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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に下がることを受けて、駆け込みの認定が殺到
し、1,242万kWまで増加した。この容量水準
は、風力発電の2倍に相当し、太陽光発電につ
いで発電事業の計画が多い電源となっている。
これに対して導入量は、年間約20万kWの水
準で増加しており、2016年度末では52万kW、
FIT制度開始以前からの累積では、315万kW

であり、2030年度見通しの602～728万kWの
約43～52%の達成水準である。
買取価格は、5つの区分においてFIT制度開

始から2016年度までの間では、間伐材等由来
の木質バイオマスについて、2015年に新設さ
れた2,000kW未満の40円 /kWh以外は、変更さ
れていない。しかしながら、2017年度より一

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表5　中小水力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表6　バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格の推移
	 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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般木質バイオマス・農作物残さについては、こ
れまでの実績からシステム価格の低減が見込め
ると判断され、買取価格が21円 /kWhに設定さ
れた。これを受け、上述のとおり2016年度の
認定量の急増につながったとされる。
このような状況を踏まえると、今後は2016年 

度に認定された1,000万kWを超える一般木質発
電の稼動が焦点となっている。そのため、2017

年～2019年までの買取価格や、燃料の安定的な
確保の証跡、未稼働案件の排除等の観点から制
度の見直しをしており、2018年度より、10kW

以上の太陽光と同様に入札制度の導入や運転開
始期限の設定等の措置がとられることとなった。

（2）国民負担
FIT制度下での再生可能エネルギーの買取金

額を図表7に示す。ここでは、買取金額を各電
源で積上げたものである。
再生可能エネルギーの買取金額はFIT制度開
始の2012年度では1,782億円であったが、その
後は、主として太陽光発電の導入量の増加に

伴い2016年度には2兆円を超えている。そのう
ちの約67%に相当する1.3兆円が10kW以上の
太陽光発電である。2030年度見通しでは、再
生可能エネルギーの買取金額は、3.7～4兆円
と設定されており、FIT制度開始後の5年で約
50%の水準にまで達している状況である。
買取金額は、再生可能エネルギー発電促進賦
課金という形で電気料金に上乗せされることか
ら、国民負担の増大につながっている。2030

年度見通しの水準である3.7～4兆円は、消費
税で2%分に相当する額であることを考えれば、
今後のFIT制度による再生可能エネルギー導入
にあたっては、より国民負担の抑制にかなった
制度運用が求められることになるだろう。

前節では、再生可能エネルギー導入のマイナ
ス面として電気料金の上昇に伴う国民負担につ
いて述べた。その一方で、導入のプラス側面と
して日本全体および導入地域における経済効果
が期待されている。ここでは、その効果を試算

	
2. 再生可能エネルギーの導入に伴う経
済効果

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」よりみずほ情報総研作成

図表7　FIT制度下における再生可能エネルギーの買取金額の推移
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した事例として2015年度に当社が資源エネル
ギー庁より受託した「再生可能エネルギー等の
関連産業に関する調査」のうち、（1）産業連関
分析を用いた経済波及効果、（2）導入に伴う資
金の流れの分析、の成果の一例を紹介する。詳
細については公表されている報告書4をご参照
されたい。

（1）産業連関分析を用いた経済波及効果
経済波及効果は、消費、投資等の産業に新た

な需要が生じたときに、この需要をきっかけに
生じた産業及び関連する他の産業への誘発額の
総和である。例えば、建物の建設という新たな
需要の結果、資材や電気設備・水道が必要とな
り、その資材や電気設備・水道を得るためには、
工場での生産や発電所での電力が必要・・・と
いうような間接的な波及すべてを含めた生産額
を経済効果として試算するものである。
今回は、2030年度の見通しを達成する前提

として再生可能エネルギー5電源が導入された
場合、設備導入から廃棄までの経済波及効果
を、産業連関表（2011年 IO表の396部門統合）
を用いて推計した。主な前提条件は、以下のと
おりである。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
①対象電源は、2015～2030年度までに導入
される再生可能エネルギー5電源とする。

ただし、バイオマスの燃料は国内材を想定
する。
②経済波及効果の推計期間は、設備導入→買
取期間中の発電→廃棄までとする。（最長
は2030年の設備導入で20年発電し、廃棄
するため2050年）
③資本費及び運転維持費は、資源エネルギー
庁の関連する審議会の値と整合させる。
④発電事業者がメーカーに対して直接購入す
ることを前提としており、仲介業者の影響
は含まれていない。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

前述の前提条件の下で推計した経済波及効果
の結果を図表8に示す。この表における国内投
資額は、総投資額のうち、輸入品を控除したも
のであり、国内で調達した設備やサービスに相
当する。この図表に示したとおり、2030年度
見通しを達成した場合、総投資額約28兆円の
うち、太陽光発電が約14兆円（約51%）、バイ
オマス発電が約8.2兆円（約29%）、風力発電が
約2.6兆円（約9％）となっている。その一方で、
国内投資額となると、総額約22.9兆円のうち、
太陽光発電が約10.8兆円（約47%）、バイオマス
発電が約7.8兆円（約34%）となっている。
総投資額は、導入される設備容量の大きさと
単価に影響を受けるが、国内からの調達割合を
加味した国内投資額は、これら2つの要素に加

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）

図表8　2030年度見通し達成時の再生可能エネルギー導入による経済波及効果［10億円］
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えて、安価な発電設備を海外から調達すると小
さくなる。産業連関分析に基づく最終的な経済
波及効果は、約55.4兆円となった。

（2）導入に伴う資金の流れの分析
再生可能エネルギーの導入の意義の1つとし

て地域活性化の視点があり、資源エネルギー庁
においてもその取組が紹介されている5。そこ
で、FIT制度にて買取られた資金がどの地域に
どの程度流れていくのかを計算するため、再生
可能エネルギーの発電事業者の収支の項目がど
の地域で発生するかを仮定してキャッシュフ
ロー分析を行った。ここでの利益率は、「初期
投資＋O&M費」に対する利益の割合であるた
め、IRRとは異なる。具体的には、以下のステッ
プに沿って分析を実施した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
①買い取られた資金を「資本費」、「O&M費」、
「廃棄費」、「税」、「利益」の5つに分ける。
②それぞれの区分において、「関連工場」、「海
外」、「自地域」、「その他」の4つに細分化
する。

③②の結果を、最終的なお金の流れる先とし
て設定した「自地域」、「関連工場」、「海外」、
「国税」、「利益」の5つの項目で集計する。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析にて計上している経費を上記のステップ
にて類型化したものを図表9に示す。
上記の考え方の下で分析した結果の例とし
て、ここでは認定量が急増して国民負担への影
響が大きいと考えられる10kW以上の太陽光発
電および一般木質・農作物残さのバイオマス発
電の2つを紹介する。ただし、後者のバイオマ
ス発電については、燃料となる資材をすべて国
内から調達しているという前提を置いている。

10kW以上の太陽光発電の結果を図表10に示
す。買い取られた資金のうち、資本費が約59%、
O&M費が約18%の水準になっている。また、
資本費を細分化すると自地域、関連工場、海外
の3つであり、それぞれがほぼ同じ割合になっ
ている。他の項目についても同様にして細分化
し、最終的に資金が流れる先として、図表10に
て設定した区分ごとに集計すると、自地域に約
45%、関連工場に約23%、海外に約20％の割合
になる。なお、海外への分配の主な要因は、安
価で調達できる海外製の太陽光パネルを事業者
が選択しているためであると考えられる。
一般木質・農作物残さのバイオマス発電の
結果を図表11に示す。買い取られた資金のう
ち、資本費が約18%、O&M費が約76%の水準
となっており、O&M費の割合が他の再生可能
エネルギーに比べて突出して高くなっている。

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部修正

図表9　地域への波及効果分析にて計上した経費の区分
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これは、燃料の調達費用が原因である。10kW

以上の太陽光発電のときと同様に、他の項目に
ついても同様にして細分化し、最終的に資金が
流れる先として、図表9にて設定した区分ごと
に集計すると、自地域に約73%、関連工場に約
22%、海外に約3％の割合になる。自地域の割
合が高くなっている理由は、燃料となる資材を
すべて国内から調達しているという前提での結
果であり、輸入材を調達する場合は、自地域の
割合が減り、海外の割合が増えることになる。
最後に、再生可能エネルギー5電源の地域へ
の波及効果を総括した結果を図表12に示す。

2030年度見通しを達成するとした場合、買取
費用の約5割が自地域に流れる試算結果となっ
た。自地域にお金が流れやすいのは、大規模な
造成や工事が必要となる10kW以上の太陽光発
電や中小水力発電と、O&M費の大部分を占め
る燃料を国内から調達するバイオマス発電とな
る。太陽光発電や風力発電のように、発電設備
等の製品市場の成熟度が上がると、コモディ
ティー化が進み海外の安価な製品が導入される
ことになり、海外に資金が流れていく傾向が強
くなる。

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部追記

図表11　一般木質バイオマス発電の導入に伴う地域への波及効果

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部追記

図表10　10kW以上の太陽光発電の導入に伴う地域への波及効果
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（1）再生可能エネルギーの発電コスト低減の方
向性
発電事業者が発電に要する費用を発電コスト

と呼ぶことにすると、わが国における再生可能
エネルギーの発電コストは、海外主要国と比べ
ると依然高いといわれているが、コスト低減に
向けた取組も進められている。図表13は、太
陽光発電では資本費の推移であるが、FIT制度
開始後の2012年と比較して住宅・新築では約
7.7万円 /kW、1,000kW以上の設備では、約4.8

万円 /kW（▲15～18%程度）の資本費が実績と
して低下しており、発電コストは着実に低減し
ている。
風力発電では、資本費ではなく、設備利用率

の向上から発電コストの低減が進んでいる。図
表14は、導入時期別にみた風車の設備利用率
の中央値の推移であるが、2000年までは平均

	 3. 今後の方向性
で17.7%であった設備利用率が2011年度以降
では、24.8%と7.1ポイントも増加した。この
理由としては、風車の大型化に伴い上空の強い
風を利用できるようになったこと、より多くの
風を受けられるよう、ブレードの長さのマイ
ナーチェンジをしていること等があげられる。
これにより、発電量が増加し、その結果として
発電コストが低減しているといえる。
一方で将来にむけた発電コストの低減目標
についても議論が行われている。2016年には、
太陽光発電および風力発電の発電コストを低減
させる目的で競争力強化の研究会が開催され、
図表15に示すような発電コスト低減目標が示
された。具体的には、住宅太陽光発電（10kW

未満の太陽光発電に相当）が電力市場価格と同
水準の11円 /kWh、非住宅太陽光発電（10kW

以上の太陽光発電に相当）は、2030年度まで7

円 /kWh、風力発電については、陸上および洋
上ともに8～9円 /kWhという目標を掲げてい

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）よりみずほ情報総研作成

図表12　再生可能エネルギー導入に伴う買取費用の流れの割合［％］
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（資料）資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成

図表13　太陽光発電の平均資本費の推移

（資料）資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会（第35回）資料」よりみずほ情報総研作成

図表14　20kW以上風力発電の設備利用率（2015年7月～2016年6月）

（資料）資源エネルギー庁「H29年度以降の調達価格等に関する意見」（2016年）、「調達価格等算定委員会（第35回）資料」よ
りみずほ情報総研作成

図表15　競争力強化研究会の取りまとめた発電コスト低減目標
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る。今後は、官民一体となって技術開発や制度
設計が行われ、目標の達成が期待される。

（2）導入制約となっている送電網の解決の方向性
全国に張り巡らされた送電網は、電力を送る

重要なインフラである。現在のわが国の送電線
網は、火力発電や水力発電、原子力発電といっ
た大規模な発電所から分散する需要家へ電力を
滞りなく届けることを念頭に設計されているも
のであり、再生可能エネルギーのような地域分
散型の電源を接続することを想定していない。
また、再生可能エネルギーの適地は電力需要地
から離れていることが多く、既存の大規模変電
所や送電線への接続が物理的に困難であること
が再生可能エネルギーの導入障壁の一つとなっ
ている。さらに、適地近傍に送電線があったと
しても、空き容量がないため発電事業を断念す
るケースも多数存在している。
また、発電出力を自在にコントロールできな

い太陽光発電や風力発電が大量に導入されるこ
とにより、北海道電力、東北電力ならびに九州
電力では、隣接する電力会社との地域間送電線
を活用しても電気の周波数を一定に保つことが
困難な状況が発生している。これらの電力会社
の管内で再生可能エネルギー発電設備を導入す
る事業者は、上限時間なしの無補償出力抑制の
受入れや、蓄電池等出力変動を抑える設備の導
入を求められている。
このように送電容量は再生可能エネルギーの

導入量を左右する重要な因子の1つである。再
生可能エネルギーをわが国の主要電源となる規
模にまで導入させるためには、既存送電網のみ
ならず、再生可能エネルギーのポテンシャルの
大きい地域内の既存送電網や、地域間送電線の
容量を増強することが求められる。現在、電力
広域的運営推進機関が計画している送電容量お
よび地域間送電線の増強費用の一部は、再生可

能エネルギー促進賦課金と同様に、電気料金に
上乗せする形で回収される。太陽光発電や風力
発電といったポテンシャルが大きく、将来的な
発電コスト低減が見込める電源の導入は、わが
国のエネルギー政策上重要であるが、コストの
高い系統増強は計画そのものを見直すなど国民
の負担を抑えねばならない。
大規模な系統増強を最低限とし国民負担を抑
えることができるよう、例えば太陽光発電が夜
間使用していない送電容量を風力発電に融通す
ることによる既存送配電網の最大限の活用や、
蓄電池および水素貯蔵技術を活用することによ
り、再生可能エネルギー導入の新しい形を追及
することが必要と考えられる。

再生可能エネルギーは、温室効果ガス削減に
寄与するとともに純国産のエネルギーとしてエ
ネルギーセキュリティーの向上、地域活性化に
も資する面がある。一方で、現時点では発電コ
ストが高く、再生可能エネルギー促進賦課金と
いう形で電気料金が上昇し、国民負担を増大さ
せている側面がある。2030年度見通しや2050

年の長期目標を視野に入れた場合、再生可能エ
ネルギーのさらなる導入拡大は必要不可欠な
状況になっている。国際エネルギー機関（IEA）
によれば世界全体の2016年の電力分野への投
資額の41%を再生可能エネルギーが占めてお
り6、世界各地で再生可能エネルギーへの転換
が進もうとしている。わが国においても、太陽
光発電や風力発電のような発電をコントロール
することが困難な変動電源とバイオマス発電・
地熱発電・水力発電のような安定電源を組み合
わせたバランスの良い再生可能エネルギー導入
の方向性を示していくことが必要であろう。

	 4. おわりに
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