
　  輸入に頼らない国産エネルギー

　第2章では、原子力発電所の停止によって火力発電電力量が増えており、化石燃料の消
費量が急増していること、それらの燃料の大半を輸入に頼っていることを説明しました。
　一方で、再生可能エネルギー発電は、発電するときに燃料を使用しないかわりに、太陽
光や風力といった、自然界に絶え間なく流れているエネルギーの一部を取り出して電気を
作ります。これらは燃料を海外から購入する必要がないため、「国産エネルギー」として位
置付けられます。資源を持たない日本にとっては、魅力的なエネルギー源といえます。

二酸化炭素を出さないクリーンなエネルギー

　地球温暖化問題が注目されて以降、二酸化炭素（CO2)の排出量を減らす技術の積
極的な利用が望まれています。日本における発電電力量の６割以上を占める火力発
電は、電気を作るときに化石燃料を燃やし、CO2を発生させます。
　その一方で、資料3ー8（53ページ）で示したように、太陽光や風力を利用した発電
は、発電時にCO2を排出しません。この意味で、環境に優しいクリーンな発電方法だ
と考えられています。

再生可能エネルギー発電第 4 章

　皆さんが利用する電気を作る（発電する）方法は、これまでに紹介した火力や原子
力以外にも、さまざまなものがあります。水力や風力、太陽光、地熱発電などは、自然
界のエネルギーを利用した発電で、火力発電で用いる化石燃料のように枯渇するこ
とがないという性質から、「再生可能エネルギー発電」と呼ばれています。
　再生可能エネルギーによる発電電力量は、水力を除くと、現在は全体の2%にも達
していません。しかし、資源を持たない日本においては重要なエネルギー源であり、
政府はさらなる導入・普及を促進しています。多くの原子力発電所が停止し、火力発
電の燃料費の増加が問題となっている現在、代替エネルギーとして、再生可能エネル
ギーに期待を寄せている人も多くいます。
　第4章では、再生可能エネルギー、中でも太陽光と風力に注目して、その特徴をま
とめた上で、普及に伴う問題点についても解説します。
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①風力発電の出力推移（冬季） ②太陽光発電の出力変化
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天候に依存して発電電力量が刻々変化する

　再生可能エネルギーは、これまでに挙げたような良い点ばかりが強調されがちで
すが、実際には困った特徴もあります。
　資料4ー1をご覧ください。太陽光や風力は、常に自然界に流れているエネルギー
ですが、その量を人間がコントロールすることはできません。そのため、その時その
時の天候次第で電気を作る量が変わってしまいます。
　雨が続けば、太陽光で電気を作ることはできません。曇りでもその出力は落ちてし
まいます。また、晴れの日でも問題があります。実は太陽光発電は、太陽電池パネル
の温度が上昇すると、日射エネルギーを電気に変換する際の効率が下がってしまうの
です。そのため、夏は日照時間が長く、日差しが強い割には、作られる電気の量は計算
上得られるはずの量に達しません。
　一方、風力発電は、風がない時はもちろん発電できませんが、台風など風が強すぎ
る場合にも、設備が壊れないように、風車の回転を停止する、つまり電気を作ることを
やめてしまいます。風が吹けば常に電気を作れるわけではないのです。

出典：北海道電力（ほりかっぷ発電所） 出典：第3回総合エネルギー調査会
　　 新エネルギー部会資料

■ 資料４－1／再生可能エネルギー発電の出力変動
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消費する電力と発電する電力の一致

　このように、天候に依存して、人間の都合に関わりなく頻繁に発電する大きさが変

わると、技術的な問題が生じてしまいます。電気の特性から、消費する電力と発電する

電力は常に一致しなければなりません。両方のずれが大きくなれば、最悪の場合、大

停電に陥ることもあるのです。

　ここでいう、消費する電力と発電する電力の一致とは、1年間の合計で一致してい

ればよいという意味ではありません。日本では「30分同時同量」というルールが導

入されています。30分間の消費する電力と発電する電力が一致しなければならな

いというルールです。だからといって、例えば、1分以内では一致しなくてもよいとい

うわけではありません。

　消費する電力と発電する電力の「ずれ」を検知可能な指標として、「周波数（Hz：

ヘルツ）」があります。両者が一致しているとき、周波数は基準値、すなわち東日本

では50Hz、西日本では60Hzとなっています。これらの周波数が保たれるように、

発電所の発電機の1秒間の回転数が調整されているのです。しかし、消費する電力

と発電する電力が一致しなくなると、周波数は基準値からずれ始めます。具体的に

は、消費する量が上回ると周波数は下がり、逆に発電する量が上回ると周波数は上

がってしまします。

　両者のずれが大きくなり、周波数が基準値から大きく逸脱すると、発電機や工場の

機械は設備が壊れてしまう恐れがあるため、そのような異常時にはそれらの設備は、

電気のネットワークから自動的に切り離されます。そうすると、消費する電力と発電す

る電力が突然大きく変化するので、さらに両者を一致させるのが難しくなり、最悪の

場合、大停電になってしまいます。そうならないように電力会社は、周波数が基準値か

らプラスマイナス一定値以内に収まるように、常に発電機を調整しているのです。こ

の値は電力会社によって異なりますが、例えば、東京電力や東北電力では、プラスマ

イナス0.2Hz程度となっています。
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風速が変わった 日差しが変わった

常に消費する電力と一致するように発電する電力を変化させる

再生可能エネルギー発電で
発電する電力も変化する

照明を付けた テレビを消した

常に消費する電力は変化する

変動要因が二重に！
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消費する
電力51 4950

Hz
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　消費する電力にあわせて発電する電力を一致させるのはもともと大変であるのに

輪を掛けて、お天気任せで変化する太陽光や風力発電の影響が加わり、両方を一致

させるのがさらに難しくなります（資料4－2参照）。深刻な問題が生じることが事前に

明らかな場合、買い取る側の電力会社は、太陽光や風力による発電を断ることができ

ます。詳細については、61ページのコラムをご参照下さい。

再生可能エネルギー発電第 4 章

■ 資料4－2／消費する電力と発電する電力の一致
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　本編でも説明したように、再生可能エネルギー発電による発電電力量が増加して、あ

るタイミングにおいて、電力の消費と発電を明らかに一致させることができなくなるこ

とが事前に分かっている場合、電力会社は、太陽光や風力による電力の引き取りを断る

ことができます。断る理由にはいくつかありますが、ここでは、①変動に対応する調整力

不足と、②発電量が消費量よりも大きくなる場合に対応する能力（下げ代）不足につい

て解説します。

　太陽光や風力発電による変動を調整するために使われるのは、変動に即時に対応し

追従することができる、揚水や石油火力発電です。これらの発電所において、いざとい

うときに追加的に発電を増やす、もしくは減らす余裕がない場合が上記の①の状態で

す。このような場合は、消費する電力と発電する電力を一致させることができなくなる

危険性が高く、電力の安定供給に問題が生じるので、その状態を招かない程度に太陽

光や風力発電を受け入れる量を抑制する必要があるのです。

　一方、②の「下げ代不足」とは、電力需要が少なくなる明け方やGWの昼間に生じるこ

とがあります。変動を調整するために必要な発電所は、いつでも発電電力量を変化で

きるように、常に一定以上の出力で発電をしています。しかし、電力需要が極めて少な

い状況で、太陽光や風力発電だけで必要な発電電力量を満たしてしまうと、それに呼応

して調整用の発電所は出力を下げなければなりません。調整用の発電所が、技術的に

これ以上出力を下げられない、という状況を「下げ代不足」といいます。

　下げ代不足の対応策として、電力需要が少ないことが見込まれる期間だけ、太陽光

再生可能エネルギー電力の
引き取り量に上限がある理由は？

コラム
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や風力発電による発電を休んでもらいます。日本特有のルールですが、その休止期間

が30日を超えた場合、超えた分について、実際は発電していなくても、電力会社は太陽

光や風力発電の会社にお金を支払わなければなりません。これは、発電していたら得ら

れていたはずの収益の補填に相当します。

　一方、①の調整力不足が理由で発電ができない場合は、②のように特定の日にちに

だけ発生するものではありませんので、休止期間を設けてその間運転を止めてもらえ

ば解決する問題ではありません。そもそも、太陽光や風力発電の変動を吸収できる調

整電源が十分にない限り、天候任せの電源はどのタイミングであっても安定供給を脅

かしてしまうのです。

　例えば北海道では、①の、中でも短い周期の変動に対応する調整力不足が理由で、

現状では出力が2000kW以上の太陽光発電は累計40万kW以上導入することができ

ません。これに対し、「北海道電力が原子力発電所の再稼働を想定しているから、下げ

代不足で太陽光が導入できない。それならば、原子力を廃止すればよい！」といった報道

がありました。これは、太陽光の導入が制限された理由を、②の下げ代不足だと勘違い

しています。安定的に電力を供給するために、再生可能エネルギー発電の引き取りを

電力会社が断らねばならない複数の理由を正しく理解する必要があります。

再生可能エネルギー発電第 4 章
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どうして東西で周波数が違うの？コラム

　普段、何げなく使っている乾電池や家庭用コンセントですが、実は流れる電気の

種類が違います。乾電池には「直流」が、コンセントには「交流」の電気が流れていま

す。直流は電圧や電流の向きと大きさがほぼ一定であるのに対し、交流は電圧や

電流の向きと大きさが一定の周期で入れかわります（資料4ー3参照）。この電流の

向きが1秒間に入れかわる回数を周波数といい、単位をHz（ヘルツ）で表します。

　現在、日本の周波数の基準値は、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境

に東日本側は50Hz、西日本側が60Hzです。周波数を変換する設備が佐久間（静

岡県）、新信濃（長野県）、東清水（静岡県）に建設され、周波数の異なる東西間で

電気がやりとりされています。

　それでは、どうして東西で周波数が違うのでしょうか？ 

■ 資料４ー3／直流と交流の違い
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　日本で交流の電気が使われるようになったのは明治時代です。当時、電気を作

るため、東京電燈（現東京電力）はドイツから50Hzの交流発電機を、大阪電燈（現

関西電力）はアメリカから60Hzの交流発電機を輸入しました。このことが、1つの

国に2種類の周波数が存在する起源といわれています。

　第2次世界大戦中から、幾度となく周波数を統一しようと検討がなされました。

しかし、周波数をかえる地域の発電所や工場などの設備を取りかえなければなら

ず、その改修費用が膨大になります。また、電力の安定供給を維持しながら発電

所などの関連設備を改修することが難しいことや、そもそも、どちらの周波数に

統一すべきかなど、解決すべき問題が多数あり、周波数の全国統一はなされてい

ません。近年、電気の供給安定性の向上のため周波数変換所のさらなる増強を

求める声が一部にあります。しかし、この増強費用回収のために電気料金の値上

げを招く可能性もあり、慎重な議論が必要です。

再生可能エネルギー発電第 4 章
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　 　 電気エネルギーへの変換費用が高い

　再生可能エネルギーの発電費用については、第3章の資料3－4（42ページ）で紹
介しましたが、ほかの発電方式より費用が高いのも問題の1つです。特に太陽光発電
は、現状では石油やLNG、石炭などの化石燃料と比較しても、数倍の費用が掛かって
います。
　再生可能エネルギー自体は、水力や風力、太陽光など、自然界にあふれているもの
であり、その入手には基本的に費用は掛かりません。しかし、それを大量に集めて、私
たちが使いやすいように電気エネルギーに変換するための装置に、多額の費用が掛
かってしまうのです。
 電気を作るために広大な土地が必要

　日本の国土には限りがあります。そのため、同じエネルギーを作るのに必要な土地
の面積は、小さいにこしたことはありません。
　例えば、原子力発電所1基に当たる発電電力量を得るために、太陽光発電では東京
の山手線の内側と同じ面積、さらに風力発電ではその3.4倍の面積が必要といわれて
います。単位面積当たりで得られるエネルギーの量を「エネルギー密度」といいます
が、太陽光や風力発電は、エネルギー密度が低く、火力や原子力発電の100分の1、も
しくはそれ以下といわれています（資料4－4参照）。

再生可能エネルギー発電で、原子力発電の代替は可能か？

　ここまでまとめてきたように、再生可能エネルギーにはメリットもデメリットもあり
ますが、政府はこれらの導入量を今後増やしていく予定です。それでは、どれくらいま
で増やすことができるのでしょうか？　
　原子力発電が使えず、火力発電の燃料費がかさむいまだからこそ、再生可能エネ
ルギーを大量に導入すればいい、という意見があります。確かに、クリーンな国産エネ
ルギーは魅力的です。しかし実際には、太陽光や風力発電が、原子力発電を代替する
ことは簡単ではありません。その理由について、解説していきましょう。
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敷地面積

建設コスト 約2,800億円

原子力発電

0.6km2

100万kW級
発電所1基

山手線の面積約63km2

約3.9兆円
（原子力発電の約14倍）

太陽光発電

約58km2
原子力発電の約97倍

＝

山手線とほぼ同じ面積( )

約8,700億円
（原子力発電の約3倍）

風力発電

約214km2
原子力発電の約350倍

＝

山手線の約3.4倍の面積( )

新
宿

東
京

電力（kW）と電力量（kWh）

　電気の瞬間的なパワーの大きさを「電力」といいます。その大きさを示す単位は「kW（キ

ロワット）」です。電気を消費する場合にも、発電する場合にも、この単位が使われます。

　皆さんの身近な例を挙げると、LED電球に記してある「1ワット」は、消費する電力を示し

たもので、1kWの1,000分の1の大きさです。発電所の規模は、発電できる能力に基づ

いてkWの単位で示されます。つまり、○○kWの発電所とは、最大○○kWの電気を作

る能力（=発電容量）を持つ、という意味です。

　次に、実際に電気を消費した量や発電した量、言いかえれば、パワーを使って実行した

全ての仕事量を「電力量」といい、単位として「kWh、キロワットアワー」が使われます。

再生可能エネルギー発電第 4 章

■ 資料4－4／エネルギー密度の違い

出典：第1回低炭素電力供給システム研究会（2008年7月8日）資料を元に作成
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0時

電力（kW）

12時 24時 0時 12時 24時 時間

東北地方のロードカーブの例
※1日の中でも、朝と昼で
　必要な電力は異なる

高さ＝電力（kW）

面積＝電力量（kWh）

真夏の東北地方のロードカーブの例
※季節によっても必要な電力は異なる

すべての瞬間で
「消費電力（kW）＝発電電力（kW）」と
ならなければいけない

最も電気を使う瞬間でも
供給能力（kW）が不足してはならない

これは、「1kW」の大きさの電力を、1時間ずっと作り（使い）続けた量に当たります。例え

ば、100kWの発電所で、最大出力で10時間発電すれば、発電した電力量は1,000kWh

となります。

　資料４－5をご覧ください。1日を通じて、それぞれの時刻に使った電力（kW）を並べて

できたグラフを「負荷曲線（ロードカーブ）」といい、私たちの電気の使用状況の変化を示

しています。ロードカーブの各時刻の高さは電力（kW）を表し、ロードカーブの面積はそ

の電力を消費した仕事の総量である電力量（kWh）を表します。

 また、資料４－5のように、昼と夜の電力の使われ方には差があります。夏と冬とそれ以外

の季節とでも、電気の使われ方が大きく違います。これらのことは皆さんの普段の生活か

らも容易にご想像いただけるでしょう。

■ 資料４－5／電力（kW）と電力量（kWh）

出典：東北電力でんき予報を元に作成
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実際に電力を供給できる能力

　日本政府は、2030年までに5,300万kWの太陽光発電を導入するという目標を掲げ

ています。この導入量について、原子力△△基分と表現されることがあります。例えば、

新潟県にある東京電力柏崎刈羽原子力発電所1基は135万kWなので、5,300万kWの

太陽光発電は、その約40基分という換算になります。しかし実際には、このような単純な

比較はできません。なぜならば、発電方式に応じて、現実にその設備からどの程度の電力

生産を得られる保証があるか（=供給能力）が異なるからです。

　利用できる発電所の全供給能力が、あらゆる時間帯で電力消費を上回っていないと、

大停電に陥ってしまいます。設備能力を評価する際には、このような大停電を避けるため

に、最も設備が必要なときに着目することが重要です。すなわち、資料4ー5の右側に示

す最も電気を使う真夏の昼の時間帯の供給能力です。火力発電や原子力発電は、設備と

燃料があれば発電容量と同じ程度の電力を作ることができます。最も電気を使うときの

供給能力を考えると、100kWの発電所であれば、ほぼ100%の出力、つまり100kWの

発電ができるのです。

　一方、太陽光や風力発電は、発電できる量が基本的にお天気次第であり、人間の都合

で調節できません。そのため、確実にあてになる供給能力という観点からは、日本国内で

最も高く見積もられている地域でも、真夏の昼という想定で、太陽光発電の場合は設備

容量の30%、風力は2%程度といわれています。一方、ヨーロッパのほとんどの国では、年

間で最も電気を使うのは冬の夜なので、確実にあてになる太陽光発電の供給能力は0%

と評価されます。

　ここで、仮に日本の太陽光発電の供給能力を、設備容量の30%として考えてみましょ

う。太陽光発電が5,300万kW導入されていても、最も電気が必要なときの供給能力は

1,590万kWとなります。これは、原子力発電所約12基分です。実際の供給能力の観点か

らは、先ほどの約40基を大きく下回ります。

再生可能エネルギー発電第 4 章
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年間利用率に基づく電力量

　以上は、最も電気が必要なときの供給能力（kW）からの評価ですが、次に発電す

る時間を考慮した電力量（kWh）についても考えてみましょう。

　全ての発電所は、設備が壊れていないか、交換の必要がないかなどを検査する

ために、定期的に発電を止め、メンテナンスをしています。もちろんその間、電気を

作ることはできません。そこで、実際に設備を利用し、発電した時間を考慮した指標

が「年間利用率」です。1年間365日×24時間、最大出力で電気を作り続けた場合

の電力量と、実際に1年間で作った電力量の実績値との割合で計算します。

　原子力発電所の年間利用率は、東日本大震災前の2009年の実績で64.7％で

す。これに対し、太陽光発電の年間利用率は、地域によって差がありますが、全国平

均で12％、また風力発電の場合は20％といわれています。もし、5,300万kWの太

陽光発電が年間利用率12％で稼働した場合、作られる電力量は約557億kWhとな

ります。これは、年間利用率64.7％の135万kWの原子力発電所の7基分程度にす

ぎません。

再生可能エネルギー電源の普及と課題

　震災前、日本には54基の原子力発電所が稼働していました。比較基準はいろい

ろあるため、これらの原子力発電の代替に、どの程度の太陽光や風力発電が必要

か明確ではありません。しかし、少なくとも、必要なときの供給能力（kW）、実際の

発電電力量（kWh）の両方から考えて、太陽光や風力発電だけで、原子力発電を代

替することは困難であることが分かります。

　原子力発電を全て代替する規模を導入するのは困難であっても、わが国が再生

可能エネルギーに寄せる期待は大きく、今後導入量は増えていくことが見込まれ

ています。政府もそれを支援する方針です。以降は、再生可能エネルギーを普及さ

せる上での、わが国の優遇政策やその課題について紹介しましょう。
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再生可能エネルギー電源の優遇政策

　日本では、2009年11月から、太陽光発電で発電した電力量から自分が消費し

た量を除いた「余剰電力量」のみを、あらかじめ他の電源よりも高い値段に設定し

た「固定価格」で買い取る「太陽光発電の余剰電力買取制度（以降では、『余剰電力

買取制度』と呼びます）」が始まりました。さらに、2012年7月には「再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度：Feed-in-Tariff（FIT）」が実施されました（資料4－6参照）。

再生可能エネルギー発電第 4 章

■ 資料4－6／再生可能エネルギーの固定価格買取制度の仕組み（2013年度時点）

出典：資源エネルギー庁ホームページを元に作成
注：第5章、第6章で説明する電力システム改革以降は、「送電事業者」もしくは「小売事業者」が再生可能
　 エネルギー発電による電気の買い取りや、電気の利用者からの賦課金の回収を行うことになる見込みです。
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太陽光
10kW未満

設備の規模

10kW以上

20kW未満

20kW以上

10年

買取期間

20年

20年

20年

38.00円/kWh

固定買取価格

37.80円/kWh

57.75円/kWh

23.10円/kWh
風力

 FIT制度は、再生可能エネルギー発電で作られた電気を「全量」、一定の価格で一

定の期間（例えば10年間）、電気事業者が買い取ることを義務付けた法律です（資

料４－7参照）。その買取価格は、それぞれの発電方式で必要な費用から計算されて

います。余剰電力買取制度も同様でしたが、特定の技術の固定買取価格を高く設

定することで、その技術を優遇し、導入を促進することがねらいです。また、現在の

発電費用は高いものの、将来の技術革新を生み出すための技術の育成も期待され

ています。

■ 資料４－7／日本のFITの買取期間と買取価格（2013年度）

出典：資源エネルギー庁「なっとく！ 再生可能エネルギー」を元に作成

注1：これらの他に水力、地熱、バイオマス発電も固定価格買取の対象となっている。買取期間は、
　　15年もしくは20年。
注2：太陽光発電10kW未満の買取期間のみ10年となっているのは、2009年開始の余剰買取制
　　度の設定を引き継いだため。
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買取期間：10年

10年

10年

買取価格

買取価格は
年々下がる
ことが予想
されている

2012年 42円/kWh

2013年 38円/kWh

20XX年 YY円/kWh

買取価格は
10年間固定

買取量は年々
累積されていく

2012年の国民負担

×
42円/kWh

※従来の余剰電力買取制度における
負担分も含め、1世帯当たり月平均87円

2012年に導入された
設備からの買取量【 】

20××年の国民負担

【2012年に導入された設備からの買取量】×42円/kWh

【2013年に導入された設備からの買取量】×38円/kWh

・・・・・

+

+

たとえ、買取価格が年々下がっても、
国民負担は累積的に増加する !

優遇政策の電気料金への影響

　FIT制度のもとでは、再生可能エネルギーの電気を、電気事業者が固定価格で買

い取りますが、最終的にそのお金は誰が負担するのでしょうか。

　実は、日本の法律では、日本の全国民が負担することになっています。2012年度

は毎月1世帯当たり平均87円の負担で、2013年度は120円の負担となっています。

　「この程度の負担ならば、受け入れられる」という意見もあります。しかし、将来的に

はこの金額は累積的に増加していくことになります（資料４－8参照）。同様の制度を

再生可能エネルギー発電第 4 章

■ 資料４－8／国民負担の累積的増加のイメージ
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■ 太陽

■ 廃棄物

■ バイオマス

■ 風力

■ 水力

一般家庭で、
毎月およそ
2,000円の負担

導入しているドイツでも、2010年度には毎月1世帯当たり平均6ユーロ（約790円、

１ユーロ=132円で換算）の負担がありました。その後、毎年その負担額は増加し

ていて、2013年には約15.4ユーロ（約2,000円）になると予測されています（資料

4－9参照）。

　今後日本で、このように負担額が急増してしまったとしても、私たちは支払うこと

を拒否できません。なぜならば、最低でも10年間は、電気事業者が再生可能エネ

ルギーを買い取らなければならないことが法律で義務付けられ、その費用は全て

の電気の利用者が負担することになるからです。

■ 資料4－9／ドイツにおける再生可能エネルギー発電量と買取価格の推移

出典：BDEW、KWK(4大TSO)のデータを元に作成
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海外の再生可能エネルギー促進政策の懸念事項

　ドイツやフランス、スペインなどでも、同様の制度が導入されており、再生可能エ

ネルギーの普及が進んでいます。しかし同時に、諸課題も明るみになっています。

　日本に先だってFITを導入したスペインでは、想定していた以上に再生可能エネ

ルギー発電の買い取り費用が増加したため、期間の途中にもかかわらず、固定であ

ったはずの買取価格が引き下げられてしまいました。新規案件のみならず、なんと

すでに買い取りが始まっている設備の約束された固定価格までも対象となってい

るのです。このように、途中で方針転換する「後だしジャンケン」的な政策が行われ

ると、無用の混乱をもたらしますし、そもそもＦＩＴ制度が目指す再生可能エネルギ

ーの普及も阻害しかねません。

　また、その他の国々でもさまざまな懸念事項が生じています。例えば、普及促進

とともに技術進歩が生じ、発電費用も低下することが期待されています。しかし、そ

うした技術進歩による設備価格の低下が反映されずに、導入促進に必要な水準よ

りもさらに高い買取価格が設定され続けているのではないかと、不安の声も聞か

れます。この場合、再生可能エネルギーの発電会社に不当に巨額の利益が入ること

になり、発電会社間の健全な競争を歪めることになります。

マイナスの価格での取引の発生

　さらに複雑な問題があります。日本やヨーロッパ、アメリカには、電気を売買す

る市場が存在します。ヨーロッパでは、この市場で太陽光や風力発電による電気も

FIT制度を活用して売られています。市場で同じ品質のものを買う場合、一般的に

安いものから買われていきます。FIT制度で補助を受けて作られた電気は、補助金

ですでに費用の大半が賄われていますから、売り手にしてみれば値段はいくらでも

構わないことになります。実際にドイツなどでは、非常に安い価格で売られてしまう

ケースが生じています（資料４－10、75ページ参照）。

再生可能エネルギー発電第 4 章
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1時間毎に決まる市場価格について、価格帯毎の発生頻度を示した図（2008年9月～2013年8月）

マイナス価格の部分

発生頻度は多くないが、
市場に良くない影響をもたらす

火力発電で電気を作っても、高く売れないため、利益が減る

火力発電所を誰も作りたがらない

バックアップ電源が足りなくなる

大停電のリスク増加！

何も対策を
行わないと…

例

　例えば、1kWhの電気を作るのに費用が30円で、それを市場に売ることで、FIT

制度によって受け取る補助が35円の場合を考えてみましょう。この時点で、電気を

作った人はすでに5円分の得をしています。この電気を買ってくれる人にたとえ1円支払

ったとしても（価格がマイナス1円になっても）、売る側は４円得することになります。

■ 資料４－10／ドイツ卸電力市場のマイナスの価格の発生頻度
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一見するともうけが減ったようにみえますが、発電しなければ補助自体が受けられ

ないことから、マイナスの価格でもうけを減らしてでも、発電して補助を受け取っ

て、4円分もうけたほうが得なのです。

　このように、補助金の影響でマイナスの価格が付いた電気が市場で取引される

と、市場全体の価格が下がってしまいます。一方、補助が受けられない火力発電

は、電気を作っても安い価格でしか売れないので、発電しても損ばかりすることに

なりかねません。

　つまり、補助金のせいで安く売られる電気がある一方、発電する費用よりも安い

価格でしか売ることができない電気があるという、不公平な状況なのです。ヨーロ

ッパでは、このことが大問題になっています。

バックアップ電源の必要性

　これらの普及政策に伴う問題の他に、技術的な問題も生じています。すでに説明

したように、太陽光や風力発電で作られる電力は天候次第です。一方、電気は消費

する電力と発電する電力が常に一致しなければなりません。そのため、太陽光や風

力で発電できなかったときに、それにあわせて消費する電力を減らせないなら、不

足分を埋め合わせる量を発電するバックアップ電源が必要となります。太陽光や

風力発電の普及が進めば、天気に応じて必要なときに電気をすぐに作れるバックア

ップ電源を、その分たくさん準備しなければなりません。そのような機動性のある

電源の有力候補は、現状では火力発電です。

　しかし、これらのバックアップ電源は、風力や太陽光が発電している間は発電で

きません。つまり、普段は使うことなく必要になるときをじっと待つ、言いかえれば

非常に効率の悪い設備なのです。太陽光や風力発電の普及を進めるのならば、必

ずこのようなバックアップ電源が必要になりますので、その費用についても詳細に議論

する必要があります。
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蓄電池に関する技術開発への期待

　太陽光や風力発電の導入には、現在では制約や課題が多々あります。しかし、こ
のような課題は、技術開発によって克服される可能性もあります。
　例えば、蓄電池が大量に、かつ安価に作れるようになれば、太陽光や風力で作っ
た電気を貯めておくことができ、必要なときに使用することができます。こうなれ
ば、消費する電力と発電する電力を一致させることは、格段に容易になるでしょう

（資料4－11参照）。日本の政府は蓄電池の導入のため、2013年度には300億円
の税金を割り当てています。

■ 資料4－11／再生可能エネルギー発電の変動と蓄電池の役割
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再生可能エネルギーの普及の光と影

　第4章では、発電時に燃料に頼らないクリーンなエネルギーとして注目され
る、再生可能エネルギー発電について紹介してきました。さらなる技術革新に対
する期待はありますが、恐らく当面の間は、再生可能エネルギーの普及には困難
が付きまとい、国民の費用負担が増えるのは間違いありません。
　ただし、再生可能エネルギーのためならば、お金を出してもよいと考える人も
います。そういった方々を含め、誰もが自由に好きな会社（例えば再生可能エネ
ルギー発電会社）から電気を買うことができる制度、すなわち「電力小売自由
化」が現在検討されています。そこで次の第5章では、この小売自由化について
説明しましょう。
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