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電力自由化と 

再生可能エネルギーの行方 
－ともにシステム改革が前提－ 

２０１５年１２月７日 

エネルギー戦略研究所長 山家公雄 

バイオマスＷＧ勉強会 
ご説明資料 

１．再エネ事業の特徴と普及策 
 
２．再エネ利用促進：ポストFITを見据えて 
 
３．バイオマス発電の特徴：多様性、多面性 

 

４． FIT見直し議論について 
 
５．ドイツで再エネが急速に普及した理由 

 

（参考） 世界の再エネを巡る情勢 
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目     次 

１．再エネ事業の特徴と普及策 

・再エネ発電事業の特徴 

 *資本費の塊：例外はバイオマス（燃料） 

 *これから普及→まとまった投資が必要 

 *投資誘因をいかに高めるか 

 

・普及のドライバーはFIT（固定価格買取制度） 

 *投資収入（販売単価）の予見性確保 

 *世界で普及、コスト急減に実績 

 *ｋＷｈ当り単価、分かり易い、プロシュ－マ－活動に適している 

  

・FITは投資誘因の一部（必要条件） 

  →立地、接続、稼働、金融----トータルの予見性 

                     EU、ドイツで対応 

  *E供給高度化法でゼロエミ電源44%設定、計画提出  3 

立地、ファイナンス 

・立地： 

  *規制緩和 

  *ゾーニング：（例）農山漁村再エネ促進法    

 

・金融 

  *銀行のスタンス、審査力、技術力 

  *政策の信頼性 

  *事業者の努力  
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接 続 

・接続：系統接続 

 

・インフラ増強・建設 

  *コスト：原因者負担→一般負担と特定負担の分担 

      ：連系線は複数事業者入札制？          

  *情報開示：空き容量、接続線建設単価等 

 

・系統運用：インフラの有効活用、需給調整 

  *一方通行（vs双方向、逆潮）、混雑回避の対応、
広域未運用（vs運用） 

  *広域運用：低い利用率 vs 有効利用 

          原子力等＞契約電源＞再エネ 5 

接続（系統）制約と対策 
② 系統全体の課題 
（周波数面の課題） 
東北７県合計の発電量を需要にあわせ
る必要 

 ⇒ 火力発電等の出力調整で対応 

① ローカル系統の課題 
（送電線、変圧器等の熱容量面の
課題） 

設備の容量不足 
 ⇒ 設備増強等で対応 

解決策（提言） 
【一般事項】  
・系統情報の早期かつ十分な開示 
・送配電の早期かつ完全な分離 
 
【系統運用】 

・下位系統から上位系統への流通を
積極的に実施し、設備を有効活用 

・再エネの優先接続・給電ルールの
整備 

 
【系統増強】 

・系統増強投資はインフラ会社が実
施し、  全国で公平に負担する。 

・「風力送電線」は送電会社が建設し、
負担は適切にシェア 

解決策（提言）   
【周波数対策】 
・不需要期の需要創造対策 
     *広域連系線活用、揚水発電、 
   *デマンドレスポンス 
・不需要期の供給削減対策 
  *事業性に配慮した太陽光の

出力抑制 
  *火力発電の接続留保 

（資料）系統の図と課題は東北電力、解決策は東北公益文科大学 
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稼働（給電の優先性） 

・稼働・利用率： 

・系統運用：給電ルール、出力抑制と補償 

  *優先給電：原子力等＞再エネ＞火力     

  *出力抑制：360・720時間までは無補償 

         接続可能枠超は無制限無補償 

        →情報開示拡大検討（電源別、エリア別、時間単位） 

・市場（卸）取引：メリットオーダー 

  *燃料費の安い設備より落札、需給調整 

  *これから整備：1時間前、リアルタイム、需要家参加 

 

・需給調整： 

  *既存大規模発電→市場運用、系統運用、柔軟設備、再エネ配置 

  *火力→柔軟設備（フレキシビリティ：揚水、連系線、マイクロ、DR）   
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ドイツの卸市場サプライカーブ:メリットオーダー 
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出所：Eco-Institute 
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卸電力市場の拡張計画  

（出所）資源エネルギー庁 

送電会社 

調達 

再エネ普及とシステム改革 

・接続・稼働（給電）を担保するためには、以下の２要素 
が決定的に重要 

 

（１）．送配電会社の中立性（発送電分離） 

 ・グリッドオペレート、システムオペレート 

 ・政策に配慮、事業報酬 

 ・電力取引等監視委員会：中立なインフラ規制機関 

 

（２）．市場取引（取引所取引）の整備  

 ・マーケットオペレート 
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電力システム改革工程表：報告書案 
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（出所）電力システム改革専門委員会報告書（2013/2） 

２．再エネ利用促進：ポストFITを見据えて 

・使う側の意思、届け役の活躍も重要： 

   *全体の盛り上がりの中で再エネ普及 

 

・消費者が選択できる（自由化） 

   *十分な情報：電源構成表示は義務ではないが「望ま
しい行為」 

 

・届け手の活動：新電力新規参入者のモデル 

  *地産地消、グリーン   

    →回避可能費用仕組み変更、送電買取り 

  *既存事業者は意識改革できるか（既存電源の縛り） 
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自由化推進と再エネ普及は同じ方策 

・小売り・発電の健全な競争は生じるか 

  *垂直統合型システムから市場型システムへ 
     ・垂直統合型（供給一元型システム）：供給システムの要は電源 

     ・構造改革型（市場型システム）：供給システムの要は送配電（インフラ） 

 

⇒卸市場整備、公平な取引、送配電の中立、規制・監視
機関創設 

 

⇒自由化推進と再エネ普及を実現するためには、システ
ム改革が前提、不可欠 

   ←両者は、異なる時期に異なる要請で登場 
13 

３．バイオマス発電の特徴：多様性、多面性 

・政策効果：エネルギ－、1次産業、地域、環境等 

 

・エネルギ－：電気、熱、燃料 

・電源：*安定、柔軟   *太陽光 vs 非太陽光 

      *再エネ、ベース、非ベース、柔軟 

    －BMP区分 vs RE・非RE区分 

 

・事業：燃料を使用、変動費、海外との関わり  

  →調達、変動費の長期安定化が鍵 

  →制度変更に敏感 
14 

４．FIT見直し議論について① 
 
・背景：国民負担、太陽光に偏り、ポストFIT、市場化 
 
・認定制度： 
  *接続契約時点 
  *認定前接続申請可能可に（長期電源） 
 
・価格決定方式： 
  *事業用太陽光：入札 
  *非太陽光：中長期設定 
 
・買取義務移行： 
  *小売り→送電 
  *経過措置あり、地産地消配慮？ 
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４．FIT見直し議論について② 

 

・長期投資の誘因として政策の安定性はマスト 
  *入札制は時期尚早では→コスト上昇懸念、小規模事業不利   

    （cf.）ドイツ実証、RPS制 

 

・FIT見直し在り方 vs 再エネ普及の在り方 
  *FITは投資予見性確保の一角で、トータルの予見性確保を早

急に整備すべき→システム改革 

 

・FITは推進のドライバー 
  *  「成人化」するまでは（teenagerになるまでは）継続すべき、 

   まだBaby 
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５．ドイツで再エネが急速に普及した理由 

 

・再エネ普及政策の策定：EEGとFIT 
 

・電力の自由化と制度変革（アンバンドリング） 
 

・系統側の受け入れ体制整備 
 

・地域住民主導事業の普及 
 

・エネルギー産業発展の視点 
17 

エネルギ－転換の現状と目標（ドイツ） 
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項  目 2012年 2020年 2030年 2040年 2050年 

温暖化ガス削減 

（1990年比） 

24.7 >40 >55 >70 >80～95 

1次エネルギ－消費削減 

（2008年比） 

4.3 20 

 

50 

電力消費量削減 

（2008年比） 

1.9 10 25 

再エネ割合/電力 23.6 >35 >50 

(2025：
40~50) 

>65 

(2035：
55~60) 

>80 

再エネ割合/最終消費 12.4 18 30 45 60 

（資料）連邦経済省、第2回モニタリング報告書“Energie der Zukunft”（2014年4月8日） 
     *カッコ内は2014年再生可能エネルギー法の目標 

（出所）ドレスデン情報ファイル 

単位：％ 

優先接続   第５条 ・グリッドの管理者（送電、配電ともに）は、「直ち
に、かつ、優先的に」再エネ発電施設をグリッドの
電圧及び最短直線距離の観点から最適な点において
接続しなければならない。 

・接続義務は、グリッドの最適化、増強、拡張が不
可欠の場合にも適用される。 

優先送配電  第８条 ・グリッド管理者は、「直ちに、かつ、優先的に」、
再エネから利用可能な電力の全てを、購入、送電、
配電しなければならない。 

優先給電   第１１条  ・他の発電施設が接続されている限り、再生エネに優
先順位が与えられる。 

系統増強義務 第９条 ・グリッドの管理者（間接的に関係する上位系統運営
者も含む）には系統増強義務が課されている。系統
容量の不足を持って再エネ接続申請を拒否できない。 

グリッド管理者の 
系統増強コスト負担義務  
       第１４条 

・グリッドの管理者は、グリッドシステムを最適化、
増強、拡大するコストを負担しなければならない。 

ドイツＥＥＧの規定 

（出所）エネルギ－戦略研究所、内藤克彦 

ドイツの市場システム 
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（出所） 50Hertz 
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2014年5月11日のドイツ電力需給状況 

（資料）ドイツ４送電会社公表データ 

（出所）Thomas Ackermann, Ph. D. 

風力 

太陽光 

需要量 

輸出量 

再エネ比率73% 

（13時） 

系統間流通（Vertical-Load）と再エネ発電 
（独：5/11/2014） 

22 （資料）ドイツ４送電会社公表データ 

（出所）Thomas Ackermann, Ph. D. 

再給電re-dispatch運用（独、5/11/2014） 

23 （資料）ドイツ４送電会社公表データ 

（出所）Thomas Ackermann, Ph. D. 
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（参考） 世界の再エネを巡る情勢 

・風力、太陽光を主に著増 

・2040年には電力の1/3を占め最大シェアに（IEA） 
 

・コスト大幅低下 

・変動再エネ（VRE）の制御が格段に進歩 

・温暖化防止政策の効果 
 

・新・エネルギー革命 

  *省エネ・再エネの普及 

  *資源価格低下 

  *需給調整システムの変革：ベース電源の意味？ 

  *大手エネルギ－会社も新たなビジネスモデルを模索 
    無視→反発・ネガティブキャンペーン→受入れ→新たなビジネスモデルの模索 24 
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世界の電源別発電容量の増減（2013-2040） 
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（出所）World Energy Outlook2014（IEA） 

・2040年までに4割の発電所が閉鎖、  
72億kWを新設する必要。 

・多くの国で再エネは急速に進み、
シェアは1/3に上昇。 
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世界の発電電力量の現状と2040年予想 
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（出所）World Energy Outlook2015（IEA） 

27 

EU諸国の再エネ電力比率（2013年） 
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（出所）EUROSTAT 

106% % 

EU28 

25.4% 

EUの再エネ比率、現状と見通し 

（出所）EU委員会（2014/1） 

・EUの多くの国は再エネ発電率2割を超えている。 

・EUの2030年再エネ普及目標は27%。発電は45%。 

・日本は11~12%、除く水力で2~3% 

28 

再エネ発電コスト比較（2014年、2025年） 
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薄紫色：現在の火力発電コスト 
の範囲 
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（資料）IRENA（国際再エネ機関）：Renewable Energy Generation Cost in 2014 (2015/1) より作成  

・多くの再エネは既に火力発電と同程度か低いコストとなっている。 

・今後さらに低下していく。 
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再エネ普及を促すシステム変革（３本柱） 
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（出所）IEA：The Power of Transformation 
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（注）Investments：Investments in additional flexibilities 

       Operations ：Improved Operations 

ご静聴、有難うございました。 

 

質疑応答 
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