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「再生可能エネルギー大量導入時代における電力系統投資の

費用負担の在り方の検討―新々北本連系線を例に考える」 
福田 智広 

 
1. はじめに 
 東日本大震災以降、日本の電力系統を巡る状況は大きく変

化した。第一は、再生可能エネルギー（再エネ）の主力電源

化が国策と位置付けられたことである。2012 年に施行された

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法」（再エネ特措法）の下で急速に導入が進んだ再エ

ネは、2018 年の「第五次エネルギー基本計画」において、初

めて主力電源化を目指すと明記された。足元で、再エネの発

電量は着実に伸び、特に伸びを牽引するのが変動性再エネ

（VRE）と呼ばれる太陽光発電や風力発電である。これらは、

出力変動や立地の偏在性といった特徴を持ち、大量導入には

広域での系統運用が必要となる。 
第二には、従来の電力事業の在り方を大きく変える電力シ

ステム改革が 2013 年から始められたことである。同改革は

電力事業を 10 電力による地域独占構造から市場競争が働く

柔軟な構造に作り変える試みで、電力の安定供給や経済性の

観点から系統の広域運用を重視する。これにより、現在に至

るまで全国を単一市場として機能する電力卸市場（JEPX）で
は活発な電力取引が行われるようになった。JEPX の前日ス

ポット市場の約定量は 1、2018 年までの 5 年間でおよそ 17
倍にまで成長した 2。（委員会、2016a/2019a）。 
ここから、電力系統は広域での運用が求められるようにな

り、そのために運用のルールの変更や新規の増強・整備が必

要となった。この状況の中で整備を検討されているのが北海

道と本州を結ぶ「新々北本連系線」である。この地域間連系

線は再エネの大量導入の促進、市場の活性化による経済性の

向上、供給信頼性の向上を目的に整備の方向性について議論

される。そして問題となるのが、費用負担の在り方である。

これは、再エネの導入拡大や経済性の向上による便益は日本

全国で受益する性質を持つが、現行の費用負担ルールでは増

強が行われる電力系統が存在する地域に負担が偏重し、必要

な費用の確保や公平の観点から問題視される（経産省、

2019a）。本稿では費用負担の在り方について国の議論も踏ま

えつつ、あるべき姿について提言する。 
本稿は以下のように構成される。2.では再エネの大量導入

が行われている中でなぜ電力系統投資が重要になるかを整理

する。3.は、2013 年に始まった電力システム改革による電気

事業を取り巻く構造的な変化で、電力系統の広域運用が重要

になった背景を考察する。4.では、費用負担ついての基本的

な考え方について説明し、最近の国における「新々北本連系

線」についての議論を整理する。5.では、諸外国、特にイギリ

スとアメリカの電力系統の状況や投資の費用負担の在り方を

考察する。おわりに、では日本の電力システムが置かれる状

況を鑑みながら、諸外国の例を参考にしてどのような費用負

担のあり方が望ましいかを主張して本稿を終える。 

                                                      
1 JEPX が開く市場の中で最も一般的な電力取引市場で、翌日に取

引する電気を前日までに入札し、売買を成立させる市場。ここで決

められる電力価格をスポット価格という 
2 124 億 kWh（2014 年度）→2086億 kWh（2018 年度） 
3 再エネの伸びは 12.1％（2014 年）→17.4％（2018 年）であるが

この伸びの大半を VRE の（伸び 2.3％（2014 年）→7.2％（2018
年））が占める（ISEP、2019） 

2. 再エネの大量導入と電力系統投資 
(1) 再エネの大量導入の現状  
再エネの導入においては、固定価格買取（FIT）制度が大き

な貢献を果たしたいえる。FIT 制度とは、ドイツやスペイン

など再エネの導入が進む欧州諸国で先行的に実施された制度

であり、日本では 2012 年 7 月に再エネ特措法に基づき施行

された。これは採算予見性を向上させることで、再エネ発電

事業への投資や参入を促し、再エネの導入量増加に寄与した

（経産省、2010a）。 
実際に再エネの発電量は着実に伸びており、2018 年度には

自家消費を含む全体の発電量のうちで 17.4%、VRE のみでは

7.2%を占めた（ISEP、2019）3。他方、国際エネルギー機関

（IEA）は全発電量のうちを VRE の発電量が 5～15％を占め

るようになると出力変動など再エネの持つ特性が電力システ

ムに与える影響が目立つとし、すでに日本はこの基準に達す

る（IEA、2018）。   
再エネの発電量で見れば、44.7 億 kWh から 302 億 kWh

とおよそ 6.8 倍の伸びとなる 4。この伸び率は欧州の再エネ

先進国と比較しても急で、例えばドイツでは 2010 年から

2015 年の 5 年間で約 2.3 倍、同じくスペインの約 1.4 倍の伸

びとなり、日本は他の先進国と比べても急速に大量導入が進

む（経産省、2019b）。ここから、日本は他の先進国と比べて

も急激に再エネの導入が進み、すでに電力システム全体に影

響を与えるレベルに到達していることが分かる。 
 
(2) 再エネの導入促進の意義とその便益の特徴 
 国は再エネの導入の意義をどのように整理しているだろう

か。まず国が FIT 制度の導入に伴い、同制度の基本的な考え

を表した「再生可能エネルギー全量買取制度の大枠について」

を参照すると 5、再エネ普及の意義として①地球温暖化対策、

②エネルギーセキュリティの向上、③環境関連産業創出と整

理する。 
次に再エネの導入促進はコストに見合う便益が生み出し得

るのだろうか。実際に再エネの主力電源化に向けた一連の政

策には大きなコストがかかっているのは事実で、例えば FIT
賦課金は当初の予定の 5 倍程度の伸びを見せる（経産省、

2010a/2019b）6。 
まず、再エネの便益をどのように評価するかが重要である。

再エネの便益は外部経済と考えることができる（諸富、2015a、
安田、2018a）。外部経済とは市場の失敗の代表例で、この性

質を持つ財は市場取引のみでは社会厚生を最大化する量の財

の供給がなされない。これは市場において価格に対して財の

生み出す価値が十分に評価されないために主体の行動に対し

て価格が適切なシグナルとならないことが原因である。再エ

ネの電気という財は電気以上の価値を持ちながらもその価値

は市場価格に反映されない。一方、火力発電など従来型電源

の電気は二酸化炭素の大量排出や燃料の外部依存、多額の補

助金など多額のコスト（外部不経済）がかかるが、このよう

なコストは「隠された費用（Hidden Cost）」として市場価格

4 電力調査統計から 
5 FIT 制度の検討を行っていた「経済産業省再生可能エネルギーの

全量買取に関するプロジェクトチーム」の最終取りまとめであり、

2010 年 8月に提出された。 
6 2020 年における FIT 賦課金は 1kWh あたりで 0.5～0.7 円と想定

されていたが、2019年には 1kWh あたりで 2.95 円まで上昇してい

る（経産省、2019 年 b） 
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に反映されず不当に安く市場競争力を持つ。実際に、「隠され

た費用」を電源種別に比較すると、再エネの低さは際立つ。

IPCC の報告書によると、発電コストが安いとされる石炭火

力発電は 7.9USD￠/kWh である一方、最も安い洋上風力発

電は0.12USD￠/kWhとおよそ66倍も異なる（IPCC、2011）。 
また国際再生可能エネルギー機関（REINA）は、再エネの

普及には 2030 年まで一年あたり全世界でおよそ 2900 億ド

ルのコストが必要だが、それにより削減される外部費用は一

年あたり 1.2～4.2 兆ドルに上るとされる（RIENA、2016）。 

 
再エネは、この市場価格に反映されない「隠れた費用」ま

で考慮すると費用の掛からない社会的に望ましい電源である

といえる 7。 
また再エネの便益としてあげられる①～③の効果は特定の

個人や団体に帰着するものではなく、広く国民に帰着すると

いう特徴を持つ。環境汚染や気候変動によるリスクの回避や

エネルギーの安定的な確保による地政学的リスクや国際市場

の価格変動によるリスクの回避、新産業の勃興による経済成

長は広く国民が享受しうる性質を持つ（諸富、2015a）。した

がって、再エネの便益の受益者は国民一般であるといえる。 
 

(3) 再エネの特性と電力系統への影響 
日本において現在導入が進む VRE は、既存の電源と異な

った技術特性を持つ。そのために電力の安定的な供給にあた

って新たな配慮を要し、これは主に系統に関することとして

二つあげられる（IEA、2018）。第一は、最大出力がその時々

の風や日射の利用可能量に応じて変動することである。発電

量について人為的なコントロールが困難であり、その変動に

よって正確な発電量予測は数時間前まで難しい(経産省、

2018)。第二は、化石燃料とは異なり、風や太陽光などの再エ

ネの資源は可搬性が低く、かつ最も良質な資源が得られる場

所は自然状況が良い需要の中心地から離れる場所であること

が多い。日本でも同様に、資源の分布地は自然が豊かな地方

部が多い傾向がある。例えば、日本において洋上風力発電に

向く海域は北海道や東北沖といった一部地域に偏在する（環

境省、2017）。 
次にこの 2 つ特徴が電力系統にどのような影響を与えるか、

そしてその影響への対応策について論じる 8。影響として第

一に、出力変動により供給の信頼性維持により工夫が求めら

れることである。そもそも信頼性の維持した電力供給は、周

                                                      
7 グローバルでは再エネの導入が進むことでより、再エネ自体の価

格が低下しており、再エネの導入が進む欧州では、大規模な太陽

光・風力発電は石炭・ガス火力発電と市場価格の面でも同等のレベ

ルまで低下しているとも指摘されている（RIENA、2017） 
8 十分な供給力の確保、揚水力発電や蓄電池によるエネルギー貯

蔵、デマンドレスポンスの活用などの方法なども対応策として検討

できる（諸富、2015b） 
9 もっとも出力抑制を行うことで出力量の削減は可能である。しか

波数を一定の範囲に安定させることが必要である。そしてこ

れは常に需要量と供給量を一致させること（同時同量の原則）

によって成し遂げられる。火力発電などの従来型電源は周波

数の増減に合わせた出力の調整が容易に可能である一方、

VRE のような再エネは発電量自体の調整は難しく 9、需要量

に合わせた供給量の調整が困難となる。この影響を緩和する

には、広域で電力の融通を可能にする体制を確立することが

重要とである（諸富、2015a）。これは、ある地域で発電され

た再エネの電力が需要量を上回っていたとしても他地域でそ

の余剰分を吸収することで、需給調整を経済的損失なしに行

えるからである。 
第二の影響としては、再エネの資源分布が偏在しているこ

とに起因する。火力発電所や原子力発電所などの従来型の電

源は、立地において技術的な制約はほとんどない 10。一方で、

再エネは良い風況や地熱などその場所固有の資源をもとに発

電するために発電所の立地が技術的に制約される。さらに再

エネの発電適地は電力需要の少ない地方部に偏在することが

多いため、再エネの電気を需要地である都市部へ流すことが

重要になる。この場合も、この余剰電力を他の地域へ流すた

めの広域的な系統の運用を実現させることが重要である。 
実際に IEAはVRE比率が 5～15パーセントを占める第二

段階とし、日本もこの第二段階に含まれる。そして第二段階

の国には、VRE の集中的な導入に対処するため、新しい送配

電網インフラへの投資が必要と提言される（IEA、2018）。こ

のように電力系統への投資によって電力の広域運用を実現さ

せることが、再エネの大量導入を実現する重要な要素である

といえる 。 
 
(4) 日本における電力系統の現状と再エネ 
日本における再エネの導入は太陽光発電を中心に進んでい

ることが分かる。 

 
特に太陽光発電の導入量が多い九州地方では、出力変動の

幅を域内では解消することが困難な状況で、出力制御が頻繁

に行われる 11。九州地方では太陽光発電の系統接続量が 2012
年から 2018年 8月末までの間に約 7.3倍に増加し（経産省、

し、この手段も本来発電している分の電力をタダで捨てることにな

り、経済的損失が発生し望ましくない 
10 原材料の輸送コストや政策的な配慮から立地において完全なフリ

ーハンドではない 
11 九州地方での頻発する出力制御は地価の安さや日照など太陽光発

電を押し上げる要因もあるが、電力需要が全国の 1割程度で低いこ

とも要因として考えられる（経産省、2018） 

RIENA、2016年より抜粋 

電力調査統計

より筆者作成 
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経産省、2019bより抜粋 

経産省、2015a より抜粋 

2018）、実際に 2018 年 10 月から 2019 年 10 月の 1 年間で

57 日の出力制御を行っている（日本経済新聞、2019）。IEA
の基準に従えば、九州地方はすでに系統全体に VRE の発電

割合が 10～25％に達し、出力変動に備えた柔軟な対応が必要

な第三段階にある（経産省、2018/IEA、2018）。 
一方で、下図は電源種別の導入ポテンシャルを示すが、洋

上風力発電が最大であるとわかる。 

 
日本の洋上風力の導入ポテンシャルは世界有数の規模を誇

り、設備容量ベースで約 14.1 億 kW と試算される（環境省、

2017）。欧州ではすでに洋上風力発電は大規模開発が行われ、

再エネの中で有力な電源となっている（安田、2018c）。 
そして、日本でも洋上風力発電の開発が始まろうとしてい

る。契機は 2019 年 4 月より施行された「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」

（再エネ海域利用法）である。同法によって、国が指定する

「促進区域」に指定された海域において、従来の 5 年から設

備の耐用を大きく上回る 30 年間、事業者による占有権の設

定が認められるようになった（同法 10 条）。これにより沿岸

域、沖合における洋上風力発電事業の展開を事実上可能にし

た。同法に基づく環境アセスメント中の案件のみで設備容量

は約 5400 万 kW にも上る（経産省、2019b）12。下図から分

かるように、洋上風力発電の導入は現在、東北日本海側と九

州北部が集中する。 

 
 
すでに大量導入が進む太陽光発電、そして今後有望視され

る洋上風力発電はともに、導入に当たっては特定の地域に偏

る傾向にある。さらに、再エネの導入は今後も拡大していく

と考えられる。環境省は 2014 年に再エネの発電量を 2030 年

に 2414～3556 億 kWh と推計し、現在の総発電量が維持さ

れれば 2030 年には 33％に達する（環境省、2014）。 

                                                      
12 再エネ海域法のプロセスは順調に進んでおり、2019 年 7月には

促進区域の指定向けた「有望な区域」として、「秋田県能代市、三種

町および男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖（北側・南側）」、「千葉県

 このように全国で再エネの導入量が増えることにより、電

力系統への投資の必要性も認識される。経済産業省（経産省）

は 2015 年には洋上風力発電を中心に再エネの導入量が増え

ると考えられる北海道、東北地方において電力系統投資がど

の程度必要か、を算出する。 

 
  
試算で 1 兆 1700 億円程度が必要とされる（経産省、2015a）。
以上より、日本においても、特定の地域に再エネの導入が偏

る傾向にあり、そのために広域運用が可能なように電力系統

の投資が必要であるといえる。 
 
3. 電力システム改革と電力系統投資 
(1) 電力システム改革以前の電力事業の在り方  

2013 年から始まった電力システム改革は戦後以来の電力

事業の在り方を根幹から変化させ、再エネの大量導入と同じ

く、系統形成・運用の前提となる考え方を 180 度転換させる

契機となった。以下では、電力システム改革が系統の運用の

考え方をどのように変化させたかを述べる。 
戦後から続いた 10 社の旧一般電気事業者による独占構造

は 1950 年に GHQ の指令に基づき実現した。このときに、

全国 9地域において電力の供給義務を負う 9社の旧一般電力

事業者（沖縄返還後に 10 電力体制に）が創設された（竹内、

2013/山岡、2015）。 
この独占的な供給システムは電力産業の持つ二つの理由か

ら正当化されてきた（奥野、2016/諸富、2015b）。第一は、設

備費が高い電力事業は規模の経済が働き、同じ地域内で競合

が行われるより 1 社に集約する方が望ましいと考えられたこ

とである。第二は、電力供給に欠かせない同時同量の原則か

ら、発電から供給まで一貫して行ったほうが効率的とされた

ことである。加えて電気は貯蔵が事実上不可能でありその時

点で稼働している設備以上の電力を供給でない（供給弾力性

が低い）。通信手段が限られた時代で、電力需要の予想量と同

量の発電を行うには、発電・送配電・小売部門が緊密に連携

させる中央での一元管理が安定し、効率的であった。よって、

10 電力の地域独占体制は供給信頼性や経済性の点で必要と

され長らく維持されてきた。 
 

(2) 電力システム改革による電力事業の変化 
しかし、設備のモジュール化による発電設備のコスト低下

や通信技術の進化などによって、従来の地域独占を支える論

拠が時代とともに薄弱となっている（諸富、2015b）。そして

独占体制を打ち崩す決定的な契機となったのは、2011 年の東

日本大震災である。地域独占の下では、自身の供給区域内で

需給調整し電力を供給することが前提で、広域での電力融通

銚子市沖」、「長崎県五島市沖」の 4 区域を指定、そして 2019 年末

には初の促進区域として「長崎県五島市沖」が指定された（経産

省、2019c/d）。 

環境省、2017年

より筆者作成 
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委員会、2016a/委員会、2019 より筆者作成 

を行う体制は貧弱であった。このため、全国で供給量は足り

ていたが、結果として被災した東京電力・東北電力管内に十

分な量の電気を融通できずに、計画停電を行うこととなった

（高橋、2011）。このように旧一般電気事業者が地域独占の下

に電力供給を行う体制は安定供給に資するどころか、逆に損

ねてしまうことを露呈させた。 
この反省から 2013 年に始まった電力システム改革では、

電力事業に求められる｢エネルギー安定供給｣｢競争力の強化｣

｢地球環境問題への挑戦｣の実現のため、「選択型」「競争性」

的市場環境の導入が不可欠と整理し以下の改革を行うとした。 
第一は「発送電の広域化・中立化」である。広域化とは旧

一般電気事業者が別々に行ったきた系統の形成・運用を転換

し、全国単位での実施を目指すことである。このために、電

力広域的運用推進機関（広域機関）が設立された。同機関は、

広域連系系統 13の整備計画策定や、地域間連系線の運用・運

用ルールの策定などを一括して行ことで、電力の広域的な運

用を推進する。中立化とは、旧一般電気事業者から「送配電

部門」を切り離すこと（発送電分離）で 14、適正な競争環境

を作ることが狙いとされた。第二に「市場機能の強化」であ

り、全国単位で電力取引を行う JEPX の活性化を図ることに

より経済合理的な電力供給体制の実現を目指した。第三は、

小売部門の全面自由化で、消費者の選択肢を増やし、サービ

スの向上が図られることを目指した。 
 
(3) 電力システム改革による広域取引の重要性の増大 
電力システム改革は系統の形成・運用に欠かせない、供給

の信頼性の維持と経済性の向上についての考えを大きく転換

させた。 
電力供給の信頼性については、東日本大震災において地域

で分断されるより、広域での電力融通が可能な方が有利であ

ると現実に示された。一般的に、市場が大きくなればなるほ

ど、一つ一つの供給力が全体に占める割合は縮小する。よっ

て災害や事故など不測の事態が起き特定の発電所が停止した

としても、その影響は相対的に小さくなり、周波数の安定や

停電頻度の低下につながる（高橋、2011）。 
経済性の向上については、全国を単一市場とする JEPX に

おいて「広域メリットオーダー」を十分に機能させることが

重要となる 15。実際に、市場取引の活性化で地域間連系線の

利用は増え、前日スポット市場の連系線利用状況を見ると改

革前の 2011 年と比べ、2018 年にはおよそ 9 倍程度に増加し

た（委員会、2019）。 

                                                      
13 地域間連系線と地域内の上位 2電圧の基幹系統のこと（広域機

関、2017b） 
14 発送電分離には「機能分離」「会計分離」「法的分離」「所有権分

離」の四つの形態があるとされ、日本では法的分離が取られた 
15 メリットオーダーとは、限界費用（1 単位多く発電するのに必要

なコスト）が低い電気の順に入札が行われる市場の仕組みのことで

ある。メリットオーダーに基づけば、限界費用が低い再エネや石炭

火力の電気が優先的に落札され、限界費用の安い電源の稼働率が向

上しスポット価格が下がる。さらに電力の広域取引ができればより

多くの限界費用の安い電源へのアクセスを可能とし、結果として全

国規模で電力価格が下落することが期待される（安田、2018b） 
16 電力供給の信頼性の観点では、全国で必要なレベルをクリアして

いる。広域機関は 2017 年に供給信頼度基準として設定した必要供給

予備力を 3％から 8％と基準を厳格化させたが、地域間連系線や供給

力の強化を通じて全国で 8％を超過している（広域機関、2017a） 
17 市場分断とは、JEPX で取引する際に、地域間の電力取引量が地

 
 
(4) 日本の広域取引の現状と地域間連系線の役割 
 しかし現状の広域取引は経済性の観点からは十分に行われ

ていないと考えられる 16。電力ガス取引監視等委員会（委員

会）が発表する JEPX の市場分断率を見ると深刻さが分かる
17。特に深刻なのが、北海道本州間と東京中部間であった。

2019 年 7～9 月において三か月平均で、63.7％、78.3％と取

引時間の大部分で分断が生じた（委員会、2019）。そして市場

分断が起きると、狭い地域で需給調整を行わなければならな

くなり、経済性は低下する。実際に、北海道のエリアプライ

スは 2019 年 7～9 月の平均で 12.02 円/kWh と全国で最高値

である 18。 
この問題に対し広域機関は 2018 年 10 月からルールを変

更し、「間接オークション」を導入した 19。これは前日スポッ

ト市場の連系線利用量をおよそ 3.7 倍に増加させたが、結果

として市場分断を改善させなかった。なぜなら間接オークシ

ョンの導入に伴い、前日スポット市場での取引量が増加した

からである。2018 年 10～12 月における前年同時期比は売り

入札量で 2.3 倍、買い入札量で 2.5 倍に増加し、北海道本州

間での市場分断率は 97.2％（前年同時期 91.8％）、東京中部

間は 84.9％（前年同時期 71.2％）と逆に市場分断を深刻にし

た（委員会、2019）。ここから、広域メリットオーダーを機能

させるためには、地域間連系線のさらなる増強が必要である

といえる。 
震災を通じて、地域間連系線は安定供給に補完的な役割を

果たすのみの時代から、安定供給や経済性、そして再エネの

大量導入において重要な役割を期待されるに至った。国はす

でにこのような観点から地域間連系線の増強を進めている。

そして、現在整備が検討されているのが、「新々北本連系線」

域間連系線の運用容量を超過した際に発生する現象のこと。JEPX
の前日スポット市場では、全国単位で入札を行った際に算出される

システムプライスで取引を行ったときに地域間連系線の設備容量を

超える電力量が流れる場合、超えた分について地域ごとに市場を分

断して再びエリア内でエリアプライスを算出しなおす。よって市場

分断が起こると地域間で約定価格が変わり、通常は高くなる 
18 同時期のシステムプライスは 8.38 円/kWh、東北・東京エリアは

9.00 円/kWh、九州エリアは 7.82 円/kWh（最安値）となっている 
19 間接オークションとは、JEPX で行われる前日スポット市場の結

果に基づき地域間連系線のすべての容量を割り当てる仕組みのこ

と。変更前は、事前に事業者が提出する連系線利用計画の容量を先

着優先で積み重ね、前日 10 時の段階でなお空容量となっている部

分のみが、前日スポット市場での取引に利用できた。この制度は地

域間の電力融通の大部分が相対取引など市場を通じないことを前提

としており、市場で取引ができる容量が大幅に限られていた 
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経産省、2019a より抜粋 
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広域機関、2019b より筆者作成 

大塚、2003／諸富、2008 を参考に筆者作

 

と呼ばれる、新たに北海道と本州を結ぶ連系線である。広域

機関は 2018 年 12 月、国から新々北本連系線の増強について

検討するように要請を受け、増強の基本要件について議論を

行ってきた。2019 年 8 月には議論の一定の結論として、増強

の目的及び効果について以下のように整理された。 
増強の目的 広域的な電力取引の活性化 
増強の効果 ①広域的な電力取引の活性化による総コスト（燃

料費＋CO2 対策費）の削減 
②北海道エリア内において、大型電源１サイト脱

落のような稀頻度事象発生時、ブラックアウトを

回避するために必要な負荷遮断量の低減 
③更なる再生可能エネルギー導入拡大 

増強量 90 万 kW →120 万 kW へ増強する 
 
 新々北本連系線の増強に際する議論で画期的であったのは、

増強を検討する過程で初めて費用便益分析（CBA）を導入し

たことである 20。①～③の効果について貨幣価値への換算が

試みられ、今回の CBA では「燃料費削減効果」と「CO2 対

策費削減効果」を便益項目として考慮された。②の供給の信

頼性に関する項目は、北海道ではすでにアデカシー・セキュ

リティの観点から増強は不要であること、そもそも効果を定

量化することが困難であるという理由から便益項目として取

り入れられなかった（広域機関、2019b）。 

 
 
上図は、①と③の効果が便益項目の「燃料費削減効果」と

「CO2 対策費削減効果」にどのように対応しているかを示す。

「燃料費削減効果」は再エネの導入と広域的な電力取引（広

域メリットオーダー）による経済性向上による便益で、広域

機関が行う連系線潮流シミュレーションに基づき、地域間連

系線を増強した場合と増強しない場合の総燃料費の差分を算

出された。「CO2 対策費削減効果」は再エネの導入による便

益で、燃種毎の排出係数や CO2 クレジット価格を用いて貨

幣価値に換算し算出された。 
CBA では 4 ルートが検討され、最も効率性に優れると評

価されたのは、①今別～北斗〈+30 万 kW〉（地内系統増強な

し）とされた。 

 
  

                                                      
20  費用便益分析は、ある年次を基準年とし、ある事業が行われる

場合と、行われない場合のそれぞれについて、一定期間の便益額、

費用額を算定し、当該事業に伴う費用の増分と、便益の増分を比較

することにより分析、評価を行うものである（国交省、2018） 
21 答申とは、旧環境庁中央公害審議会「公害に関する費用負担の今

ここから、新々北本連系線（①ルート）の増強によって便益

は、費用の 1.57 倍の 967 億円が発生し、このうち再エネ由

来の便益（燃料費削減+CO2 削減）が 54.1％、再エネ以外の

電源由来の便益（燃料費削減）が 45.9％と算出された（広域

機関、2019b）。 
 
4. 電力系統投資と日本での費用負担の議論 
(1) 外部性と費用負担に関する原則 
これまで、電力系統投資が必要になって背景と電力系統投

資によってもたらされ得る効果について整理を行ってきた。

そして、再エネによってもたらされる便益は、前述の通り外

部経済の性質を持ち、通常の市場取引では適切な量の財の供

給がなされない。このとき、財の適切な供給を行わせるには、

外部経済・不経済の内部化が重要であり、この内部化にあた

りどのような費用負担を行うべきかについて考察する。ここ

では、①原因者負担、②受益者負担、③公的負担（納税者共

同負担）の 3 つの方法に分類し、以下のように整理できる。 
原

因

者

負

担 

環境問題など解決する上で最も一般的な費用負担

な方法であり、問題の原因となっている汚染者に

政策の費用を負担させる方法 
ピグー税的に外部不経済を内部化できることや、

汚染者に負担を課すことで汚染活動を減少させる

政策的効果、社会正義の観点から優れ広く支持さ

れる。1972、1975 年の OECD 勧告や費用負担の

基本方針を示した1976年の旧環境庁の答申でも原

因者負担を基本とする 21 
受

益

者

負

担 

汚染者ではなく政策によって便益を受ける受益者

に政策の費用を負担させる方法 
内部化にあたり、外部経済を発生させるような主

体や行動には、ピグー的補助金を与えることで供

給量を増加させることが望ましい。このピグー的

補助金の原資を特に便益を受ける受益者から徴収

するという考えが受益者負担である 
公

的

負

担 

税方式のように一律に国民から回収した公費を政

策の費用にあてる負担方式 
公的負担が是認される場合としては旧環境庁の答

申では、汚染の原因者が特定できない場合、ナショ

ナルミニマムを達するのに必要な場合、短期間で

の問題解決が強く求められる場合、問題解決のた

めに研究開発が必要な場合などがあげられるが、

いずれにしても例外的な場合である 
 
(2) 電力系統投資の費用とその負担方法 
電力系統投資の費用とその費用の負担法について概説する。

費用負担を考える上ではまず、以下の図のフローを抑えるこ

とが重要である。 

後の在り方について（答申）」。答申では、「汚染者負担原則」とされ

るが、ここでは「原因者負担」「汚染者負担」ともに区別なく使う 

効果 便益

再エネ導入の効果 
54.1％ 

広域取引の効果 
（他電源の効果） 

45.9％ 

CO2対策費削減 

燃料費削減 
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第一に、電力系統を増強する際にその投資費用を誰がどの

割合で支払うかという問題である（イニシャル・コストの負

担方法）。 
① スーパ ー・シ ャロ―

（Super-Shallow）方式 
電源線以外すべて送電会

社負担（受益者負担）22 
②セミ・シャロ―（Semi-
Shallow）方式 

 

③シャロ―（Shallow）方式  
④ディープ（Deep）方式 増強費用すべて発電事業

者負担（原因者負担） 
 
一般に発電事業者に重いイニシャル・コストを課すことは

再エネの導入促進上望ましくない。これは、膨大な初期投資

が必要になると参入障壁になること、先発の新規参入者が重

い投資費用を負担して系統を整備した後に後発の新規参入者

がそれにフリーライドすると先発者が後発者に対して競争上

不利になることが理由といえる（諸富、2015a）。下図は、欧

米諸国の発電事業者への費用負担の在り方の2009年と2016
年の比較だが、多くは費用負担の在り方をイニシャル・コス

トからランニング・コストへ転換する。 

 
 
第二の問題は、送配電会社が一旦負担した費用を誰がどの

割合で負担するかという問題である（ランニング・コストの

負担方法）。この費用は電気料金に組み込まれる託送料金とし

て電気の需要家に対して請求する場合と、系統利用料金（発

電側基本料金）として発電事業者に請求する場合がある。具

体的にこの費用を発電事業者と需要家のどちらに配分するか

は国によって異なる。 
 最後の問題は発電事業者と需要家の負担の重さを、どの方

法で配分するかということである。①郵便切手（post stamp）
方式、②利用に基づく負担方式の二つに大別でき、整理でき

                                                      
22 電源線とは既存系統と新設発電所をつなぐ系統のこと 
23 発電側に系統利用料を求めるという議論は日本でも「発電側基本

料金」という名で検討されており、経産省は 2020 年度の早い時期

での導入を目指すとする（経産省、2019f） 

る（諸富、2015a/大塚、2003）。 
郵便

切手

方式 

特徴：全国どの地域の需要家に対して均一に料金を課す

方式をいう。 
メリット：①実務上、料金設定が簡便、②負担が広く薄く

均等に割り振られ一人当たりの負担が少なくなる 
デメリット：受益量が異なっても、全員同額の負担が強い

られ、不公平が生じることである。 
利用

に基

づく

方法 

特徴：電力系統の利用状況に基づいて、より厳密に投資の

受益者を特定し料金を課す方法である。具体的には「距

離」や「混雑」の要素を入れて、利用状況を考える方式で

あり、「距離」であればより長い距離の系統を利用した場

合、「混雑」あればより混雑した系統を利用することや混

雑を作り出している利用者に対して、大きな負担を課す 
メリット：厳密に受益者を特定し負担させることで負担

の公平性が確保できる 

デメリット：受益者が少ない場合は一人当たりの負担が

重くなる 
 
欧州各国の系統運用者（TSO）の協議体である欧州電力系

統運用者ネットワーク（ENTSO-E）は投資費用について受益

者負担に基づき、需要家と発電事業者間で分担し、「混雑」や

「場所」などの要素を費用回収に組み込むべきとする（経産

省、2015/ ENTSO-E、2018）。 
 
(3) 日本における費用負担に関する議論 
 日本で電力系統投資を考える際は、整備主体の違いから供

給区域内の地内系統と供給区域をまたぐ地域間連系線の二つ

に分類して考える必要がある。 
まず、地内系統の整備については、当該地域を供給区域と

する一般送配電事業者がその責任を有する（電気事業法 5 条）。

地内系統のイニシャル・コストの費用負担については、経産

省が 2015 年 11 月に新しい指針を発表し、従来のディープ方

式の費用負担から発電事業者に負担が少ないセミ・シャロ―

方式に移行された（経産省、2015b）。同方針では原因者負担

原則を取った過去のルールから、受益者負担原則を原則とし

た。ランニング・コストについては、現状では、発電事業者

側から取ることはなく 23、託送料金として供給区域内の需要

家から郵便切手方式で費用負担される 24。 
次に、地域間連系線の投資における費用負担については、

決まってルールはなく逐次、受益者負担を原則として決定し

てきた。下図は、震災後に増強が実施もしくは検討されてい

る地域間連系線において費用負担がどのように行われたかを

示す。過去の議論では、増強する系統の果たす役割から受益

者を割り出して、受益者を決定してきた。 

 

24 経産省、2015b では「特定負担」「一般負担」という用語を用い

る。前者は、発電事業者負担のことであり、系統投資においては下

人を作り出す「原因者負担」と同じで、後者は需要家からの託送料

金による負担のことを言う（経産省、2015b） 
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現在議論がされる、新々北本連系線の整備でも受益者負担

を原則に、連系線の果たす役割から受益者を考え負担方法を

検討する。具体的には、以下のように検討される。 
まず、便益を三種類（再エネ由来の便益、その他電源由来

の便益、安定供給の便益）に分類する。「再エネ由来の便益」

「その他電源由来の便益」は、全国の需要家が受益するとし

て全国負担とし、「供給安定」による便益を考慮する場合は地

域間連系線がつなぐ二つ地域の需要家に便益が及ぶとして 2
地域の需要家負担と整理した（経産省、2019a）。 

 
 また全国負担とする二つの便益でも区別する。「再エネ由来

の便益」に対する負担は、再エネの導入拡大にもつながる性

質持つため、全国の電力需要家に対して FIT 賦課金方式での

負担を行う。一方、「その他電源由来の便益」については、系

統が孤立している沖縄以外の電力需要家に対して託送料金を

通じての負担を現在検討している。現在、経産省の持続可能

な電力システム構築小委員会において、上記の費用負担の在

り方を「全国調整スキーム」と名付けて、地域間連系線増強

における費用負担方法として確立させる方向で議論がされて

いる（経産省、2019e）。 

  
 
5. 諸外国における電力系統の費用負担の在り方 
(1) イギリスの電力系統の現状と費用負担の在り方 
イギリス電力系統の状況を考える上で、重要なのが再エネ

の大量導入である。2018年の全発電量に占める割合は35.3％
（VRE は 20.9%）である。（IEA、2019）。 

                                                      
25 指令（directive）は EU 法に基づいて加盟国に法的拘束力をも

ち、加盟国は指令内容の国内法化を義務付けられる 
26 ENSG はエネルギー気候変動省（DECC、現在は BEIS に改組）

と規制機関である Ofgem を中心に再エネ導入目標を達成するため

の電力系統の投資のあり方について検討する目的で設立された 

 
 
イギリスは世界でも有数の再エネ先進国であり、特に VRE

は2010年比で6.8倍と格段の伸びを見せた（BEIS、2019a）。 
イギリスの再エネ導入は 2009 年の「EU 再生可能エネル

ギー指令」（再エネ指令）を受け 25、本格的に始まった。同年

には 2020 年までにすべてのエネルギー需要の内 15%を再エ

ネで賄うとする「イギリス再生可能エネルギー戦略」（再エネ

戦略）が策定され、再エネの大量導入に弾みがついた。さら

に、再エネの大量導入に備え、電力系統戦略グループ（ENSG）

に電力系統の投資計画の策定を命じた 26。ENSG は 2012 年

に策「ENSG ビジョン 2020 レポート」を策定し、再エネ戦

略の目標を達成する「Gone Green 2011」シナリオを前提と

すると、スコットランド北部と北海での洋上風力などの建設

によって、イングランド・スコットランド間の連系線、ウェ

ールズ・イングランド間の連系線、イングランドの北東部と

北西部内の系統への投資が必要であると指摘した（ENSG、

2012）。現在イギリスでは同レポートの計画に沿って系統増

強が進んでおり、2019 年 12 月現在で計画の 43.9％にあたる

9.55GW 分が建設済み、5.40GW 分が建設中となっている

（BEIS、2019b）。 
このようにイギリスでは再エネ導入に従って、系統投資が

進む。イギリスの再エネの戦略では、再エネの便益を①気候

変動対策、②エネルギー安全保障、③経済や雇用への影響の

三点とする（DECC、2009）。そして特にページ数が割かれて

強調されるのが、①と②である。①については厳しい EU の

規制に合致するためには、国内においても野心的な目標が必

要と説かれる。②については中東やロシアなどの地政学的な

リスクや化石燃料の枯渇のリスクがあげられるとともに、イ

ギリス自身のエネルギー自給率の低下も再エネ導入の原動力

とされる。特に 2000 年代以降、採掘されてきた北海の油田・

ガス田の採掘量が減少により 27、エネルギーの海外依存がよ

り強まっていた（BEIS、2019a）。 

27 2018 年の産出量は過去最多を記録した 2000 年の約 38.3％まで

減少（BEIS、2019a） 

経産省、2019e より抜粋 

経産省、2019e より抜粋 
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実際に ENSG は、再生可能エネルギーによって生まれる

様々な価値を考慮すると再エネの 90％以上を接続できるよ

うな系統投資を行っても便益を上回ると試算する（ENSG、

2012）。 
 以上からイギリスの電力系統投資は、再エネの導入が主要

な契機で、再エネの導入は EU 指令の水準を合致する気候変

動対策を実現と、悪化するエネルギー安全保障の改善の二つ

に主眼が置かれるといえる。そして費用負担においては①受

益者負担を可能な限り貫徹する、②再エネの導入の妨げにな

らないよう発電事業者にイニシャル・コストを課すことを可

能な限り回避する、③受益者負担の観点から考えると、再エ

ネの便益は国民全体に広くいきわたる便益で、これを叶える

系統投資の費用は広く薄く回収する、の三点が特徴といえる。 
具体的な費用負担の方法は、以下となる（経産省、2015c）

28。イニシャル・コストにおいて電源線以外の投資費用の負

担を求めないシャロ―方式をとる 29。また発電事業者は電源

線の建設費を TSO に支払う際、40 年分割で支払うこともで

きる。電源線以外の系統投資費用を負担する TSO（National 
Grid）はこの費用を、系統利用料金として、系統を利用する

発電事業者と（小売会社を通じて）需要家から回収する。系

統の投資によって受益するのは発電事業者も需要家とある。

また場所によって系統の混雑度が異なり、混雑が集中する地

域は他地域より系統投資によって供給の信頼性の観点などか

ら受益する度合いが大きい。これは、発電所の立地を望まし

い地域に誘導する政策上の狙いもある（経産省、2015c）。 
 
(2) アメリカの電力系統投資の費用負担の在り方 
アメリカは再エネの発電量は全発電量の 17.6%（VRE は

8.3%）を占める（IEA、2019）。 

 
                                                      
28 国内の一般的な陸上・洋上送電線の投資の際に用いられる RIIO-
T1 規制という規制スキームでの費用負担方法（経産省、2015c） 
29 電源線を発電所から 2㎞以内とし、既存系統とそれ以上距離があ

れば 2 ㎞以上の部分の費用は NG が持つ（経産省、2015c） 
30 例えばカリフォルニア州は太陽光発電が 16％に達し、テキサス州

では風力発電が 15%に達するなど地域によって普及状況や電源種も

異なる（NEI、2018 ） 
31 PJM は米国の東海岸の RTO で 8 州・地域の全域と、5州の一部

しかし、地域広大な国土のため、地域により再エネの導入

状況は大きく異なる 30。また系統の運用者も様々な形態があ

り、これらを一概に議論するのは困難である。本稿では、ア

メリカ全体に共通する電力系統の状況ついて述べた後、同国

の代表的な地域系統運用者（RTO）である PJM の系統投資

の状況や費用負担の在り方について考察する 31。 
PJM を含め全米で広域系統への投資が進んだ契機として、

規制機関である連邦エネルギー規制委員会（FERC）が 2011
年に発令した Order1000 があげられる。同命令は広域系統の

整備を進める目的で、各系統運用者に広域系統の整備計画の

策定や計画の中で必要性や効率性の観点から優先すべき事業

の選別を義務付ける。実際に西部の周波数同期エリアの系統

増強を調整する西部電気調整委員会（WECC）内でも 2011 年

以降に広域系統（Interconnection Grid）の建設が増えている

（OE、2015）。 

 
同命令が出された背景とは、北米の孤立・分立する系統事

情とそれに伴う供給信頼性の低さである。アメリカは地域に

よっては系統運用者が細かく分立し、地域間を連系する系統

は貧弱な傾向にある（水野、2016）。2001 年夏のカリフォル

ニア電力危機や 5000 万人が影響を受けた 2003 年 8 月北

米大停電などの大規模な事故も系統の広域運用が困難であっ

たことが一つの要因といわれる（水野、2016）。この反省から、

2005 年には連邦政府が電力システムの信頼性の向上と安定

供給を担保する目的で、エネルギー政策法（EPAct）が制定

するなど、電力供給の信頼度向上が電力政策において課題と

認識されることがわかる（経産省、2015c）。 
アメリカにおいて再エネが系統に与える影響について語ら

れ始めたのは、2009 年ごろである（水野、2016）32。しかし

この傾向も地域によって差があるといえる。 PJM の管内は、

もとより石炭・シェールガスなどの化石燃料に恵まれており、

火力発電の割合が大きい。下図は、2017 年の PJM の系統に

接続されている発電所の電源種別の割合である。 

の地域を管轄する。RTO（Regional Transmission Organizer）と

は、系統運用機関の形態の一つで、高い中立性という特徴を持つ 
32 EPActに基づいて実施された 2009 年の「国家送電網混雑調査」

で地域によっては再エネによる系統の混雑が発生すると予想された

（水野、2016） 
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 近年、PJM 管内でも再エネの割合が増えつつあるが、2017
年で VRE はわずか 0.8%ほどである（PJM、2018 年）。 
アメリカは全国的には Order1000 に代表されるように、安

定供給・信頼性向上の観点から系統投資を促進してきた。イ

ギリスと異なり系統投資の活発化の契機が再エネの導入でな

く、信頼性向上にあった。地域によっては、再エネ要因で投

資が必要になりつつもあるが、PJM のような地域では深刻な

問題なっていない。 
PJM の費用負担の方法は簡単に以下と整理できる 33。 
投資目的 系統規模/投資額 費用負担方法 
信頼性の向上 500kV 以上 管内全域の需要

家に対して郵便

切手方式 
500kV 以下 潮流などで受益

者を特定し受益

者負担 
経済性向上 500kV 以上 管内全域の需要

家に対して郵便

切手方式 
500kV 以下 潮流などで受益

者を特定し受益

者負担 
発電所の接続に

伴う増強 
500 万 USD 以上 発電事業者間で

系統負荷の発生

度合いなどを考

慮し分配 
500 万 USD 以下 原因を作り出し

た発電事業者が

負担 
 
特徴として、①受益者負担を前提としつつ、②系統整備の

目的を主に、信頼性向上・経済性向上・接続に伴う増強の三

つに分類して受益者を整理する、③信頼性・経済性の向上で

あれば恩恵のある地域の需要家、接続に伴う増強であれば発

電所の接続をつなげてビジネスを展開できる発電事業者とい

うように受益の範囲を厳密に割り出し負担させる、の三点が

あげられる。 
 
6. おわりに 
 本稿では、日本において地域間連系線の投資が必要とされ

る状況を整理しつつ、現在議論が進む「新々北本連系線」の

費用負担の在り方についてイギリス、アメリカの事例を参考

にしながら検討を進めた。両国ともに、電力系統投資の費用

                                                      
33 経産省、2015c/PJM、2018を参考に整理 
34 日本のエネルギー自給率は 2017 年で 9.6％と、イギリスの

58.2％を大きく下回る。また化石燃料の大半を地政学上リスクの高

負担においては投資によって利益を受けるものに負担を求め

る受益者負担を基本としすること、「混雑」や「潮流」など技

術的な要素を駆使して受益度合いに応じて負担を求めること、

が共通点とあげられる。 
一方で、相違点といえるのは、両国で系統投資が盛んにな

った経緯である。イギリスはエネルギー安全保障や気候変動

対策から再エネの便益を積極的に評価し、再エネの大量導入

を目的に系統投資が進んだ。このような再エネの便益は、広

く国民一般に行き渡るとともに、外部経済を発生させる。し

たがって、再エネ導入に必要なコストを便益の受益者である

国民一般に対して広く求めることが合理的といえる。ここか

ら再エネの大量導入に資する系統投資の費用についても、可

能な限り国民一般に求めるという発想に至っている。 
一方で、アメリカは電力供給の信頼性向上が過去の事故か

らも喫緊の課題であった。信頼性向上を目的とする系統投資

の受益の範囲は、投資された系統が存在する地域に限定され、

おのずと特定の地域の需要家に受益者が絞られる。また PJM
のような再エネの導入が全米でも遅い地域では、接続に伴う

増強においても発電事業者の負担が重い。これは、接続する

発電所の大部分が天然ガス火力発電であるため、再エネのよ

うに広範な便益をもたらす性質を持たず需要家に負担を求め

る合理性がないからだと考えられる。 
 このような二国の例から日本の電力系統が置かれている状

況を考えると、イギリスに近いといえる。日本は再エネの大

量導入、広域取引の活発化による供給の信頼性の向上、経済

性の向上の三点から地域間連系線の投資を検討する。そして

最近では、供給の信頼性に基づく系統投資の必要性が全国的

に低下してきたことから、今後、前二者が系統投資のドライ

バーとなる。しかし経済性の向上と異なり、一見分かりにく

い再エネの便益は日本において過小評価されがちである。

新々北本連系線での議論においても、費用便益分析にと入れ

られた便益の項目は「燃料費削減効果」と「CO2 対策費削減

効果」のみであった。例えば、エネルギー安全保障について

は、イギリスより日本の方が深刻な状況にあり 34、再エネの

大量導入によって改善することの意義は大きい。よって系統

投資による受益は幅広く考えるべきである。 
 現状の新々北本連系線の費用負担の在り方はおよそ半分を

全国負担、残り半分を沖縄以外の地域で折半という事実上全

国負担に近い形で方針が定まりそうである。これは費用便益

分析の結果を下に負担率を検討した結果である。上述のよう

に再エネの便益を量化できる「燃料費削減効果」と「CO2 対

策費削減効果」と認識し、これを下に費用負担を検討する。

しかし、再エネは気候変動対策やエネルギー安全保障といっ

た便益を生じさせるが、このような便益を定量的に捉えて費

用便益分析に反映させることは困難である。よって、費用便

益分析の結果を下に費用負担を検討すると、再エネの便益の

過小評価につながるおそれがあり、費用負担の範囲も狭く捉

えられることにつながる。電力系統投資においては、再エネ

の便益を積極的に評価し、その上で受益者負担を徹底すべき

である。再エネの大量導入に資するような系統投資では、便

益は全国に及ぶために全国負担を原則にすべきであろう。ま

た系統増強の受益者は必ずしも需要家だけではなく、発電事

業者も含まれる。したがって、再エネの大量導入の妨げにな

い中東に依存していることも問題といえる（経産省、2017）。 

PJM 、

2018より

抜粋 
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らない限りで、発電事業者にも負担を行うことを検討すべき

であろう。 
       (以 上) 

参考文献 
委員会 第 8 回制度設計専門会合「事務局提出資料 5～自主

的取組・競争状態のモニタリング報告～（平成 27 年 10 月～

平成 28 年 3 月期）」、2016 年 6 月。（委員会、2016a） 
委員会 第 10 回 制度設計専門会合「事務局提出資料～効率

性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方の

検討～」2016 年 9 月。（委員会、201 年 b） 
委員会 第 39 回制度設計専門会合「事務局提出資料 7～自主

的取組・競争状態のモニタリング報告～（平成 31 年 1 月～3
月期）」、2019 年 6 月。（委員会、2019） 
大塚直「環境法における費用負担―環境基本法制定から 10年

を振り返って」『三田学会雑誌 vol.96, No.2』慶應義塾経済学

会、2003 年。（大塚、2003） 
奥野信宏『公共経済学 第三版』岩波書店、2016 年。（奥野、

2016） 
環境エネルギー政策研究所（ISEP）「2018 年(暦年)の国内の

自然エネルギー電力の割合」 
（https://www.isep.or.jp/archives/library/11784）（最終閲覧

日：2020 年 1 月 26 日）。（ISEP、2019） 
環境省『平成 24 年度低炭素社会づくりのためのエネルギー

の低炭素化に向けた提言』、2012 年。（環境省、2014） 
環境省『平成２９年度再生可能エネルギーに関するゾーニン

グ基礎情報等の整備・公開に関する委託業務報告書』、2017
年。（環境省、2017） 
経産省 再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェク

トチーム「再生可能エネルギー全量買取制度の大枠について」、

2012 年 8 月。（経産省、2010a） 
経産省 第 4 回発電コスト検証 WG「資料 2 長期エネルギー

需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報

告」2015 年 4 月。（経産省、2015a） 
経済産業省「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業

者の費用負担等の在り方に関する指針」、2015 年 11 月。（経

産省、2015b） 
経産省「平成 26 年度新エネルギー等導入促進基礎調査（再生

可能エネルギー導入拡大のための広域連系インフラの強化等

に関する調査）業務報告書」、2015 年 7 月。（経産省、2015c） 
経産省「平成 28 年度エネルギーに関する年次報告（エネルギ

ー白書 2017）」、2017 年 6 月。（経産省、2017） 
経産省 第 17 回系統 WG「参考資料 1 九州本土における再

生可能エネルギーの出力制御について」、2018 年 10 月。（経

産省、2018） 
経産省 第 3 回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委

員会「資料 2 電力ネットワークの形成及び負担の在り方につ

いて」、2019 年 5 月。（経産省、2019a） 
経産省 第 13 回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力

ネットワーク小委員会「資料 1 FIT 制度の抜本見直しと 
再生可能エネルギー政策の再構築」2019 年 4 月。（経産省、

2019b） 
経産省「再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に

向けて有望な区域等を整理しました」2019 年 7 月、

（https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190730001/2019
0730001.html）（最終閲覧日：2020 年 1 月 30 日）。（経産省、

2019c） 
経産省「長崎県五島市沖について、再エネ海域利用法に基づ

く促進区域の指定を行いました」 2019 年 12 月、

（https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227002/2019
1227002.html）（最終閲覧日：2020 年 1 月 30 日）（経産省、

2019d）。 
経産省 持続可能な電力システム構築小委員会「中間取りま

とめ（案）」2019 年 12 月。（経産省、2019e） 
経産省 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワ

ーク小委員会「中間整理（第 3 次）」、2019 年 8 月。（経産

省、2019f） 
広域機関 第 18 回調整力及び需給バランス評価等に関する

委員会「資料 4 確率論的必要供給予備力算定手法による必要

供給予備力の検討について」2017年7月。（広域機関、2017a） 
広域機関 「広域系統長期方針」2017 年 3 月。（広域機関、

2017b） 
広域機関「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 
基本要件及び受益者の範囲」、2019年8月。（広域機関、2019a） 
広域機関 第 6 回電力レジリエンス等に関する小委員会「資

料 3 北本の更なる増強等の検討」2019 年 4 月。（広域機関、

2019b） 
国交省「費用便益マニュアル」、2018 年 2 月。（国交省、2018） 
自然エネルギー財団『自然エネルギー最前線 in U.S.米国の

電力市場に革新的な変化』、2018 年。 
(https://www.renewable-ei.org/activities/reports/img/pdf/20 
180704/REI_US_RE_Report_JP_180704.pdf）（最終閲覧日：

2020 年 1 月 30 日）。（NEI、2018） 
竹内敬二『電力の社会史ー何が東京電力を生んだか』朝日新

聞出版、2013 年。（竹内、2013） 
高橋洋『電力自由化―発送電分離から始まる日本の再生』日

本経済新聞出版社、2011 年。（高橋、2011） 
日本経済新聞「九電が 13 日に再エネ出力制御、初実施から丸

1 年 57 回目」（2019 年 10 月 12 日）。 
（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50947690S9A0
11C1000000/）（最終閲覧日：2020 年 1 月 26 日）（日本経済

新聞、2019） 
水野瑛己「広域連系インフラ整備: EU（欧州連合）の事例」

『日本風力エネルギー学会誌』（39 巻 2 号）、日本風力エネル

ギー、2015 年。（水野。2015a） 
水野瑛己「広域連系インフラ整備: 英国の事例」『日本風力エ

ネルギー学会誌』（39 巻 3 号）、日本風力エネルギー、2015
年。（水野、2015b） 
水野瑛己「広域連系インフラ整備: 米国の事例」『日本風力エ

ネルギー学会誌』（40 巻 1 号）、日本風力エネルギー、2016
年。（水野、2016） 
諸富徹、浅野耕太、森晶寿『環境経済学講義―持続可能な発

展を目指して』有斐閣ブックス、2008 年。（諸富、2008） 
諸富徹「電力インフラの再構築とその費用負担ルールのあり

方」『フィナンシャル・レビュー』（通巻第 124 号）財務総合

政策研究所、2015 年。（諸富、2015a） 
諸富徹編『電力システム改革と再生可能エネルギー』日本評

論社、2015 年。（諸富、2015b） 
安田陽『世界の再生可能エネルギーと電力システム［経済・

政策編］』インプレス R＆D、2018 年。（安田、2018a）。 
安田陽『世界の再生可能エネルギーと電力システム［電力シ

ステム編］』インプレス R＆D、2018 年。（安田、2018b） 
安田陽『世界の再生可能エネルギーと電力システム［風力発

電編］』インプレス R＆D、2018 年。（安田、2018c） 
山岡淳一郎『日本電力戦争ー資源と権益、原子力をめぐる闘



11 

争の系譜』草思社、2015 年。（山岡、2015）。 
BEIS “UK ENERGY IN BRIEF 2019”, 2019.（BEIS、2019a） 
BEIS “MAJOR PROJECTS STATUS UPDATE FOR 
ELECTRICITY TRANSMISSION Major projects status 
update: December 2019 ”, 2019. （BEIS、2019b） 
DECC “The UK Renewable Energy Strategy”, 2009.（DECC、
2009） 
ENTSO-E “ENTSO-E Overview of transmission tariffs in 
Europe: Synthesis 2018”, 2018.（ENTSO-E、2018） 
ENSG “ENSG ‘Our Electricity Transmission Network: A 
Vision For 2020’”, 2012. （ENSG、2012） 
IEA  “System Integration of Renewables 2018 An update 
on Best Practice”, 2018.（IEA、2018） 
IEA “Key World Energy Statistics 2019” , 2019.（IEA、2019） 
IPCC “Special Report on Renewable Energy Sources and 
Climate Change Mitigation Final Release”, 2011.（IPCC、
2011） 
National Grid “Final TNUoS Tariffs for 2018-19”, 2018.
（NG、2018） 
PJM “2017 PJM Regional Transmission Expansion Plan”, 
2018.（PJM、2018） 
RIENA “Roadmap for a Renewable Energy Future”, 
RIENA, 2016.（RIENA、2016） 
RIENA “Renewable Power Generation Costs in 2017”, 
RIENA, 2017.（RIENA、2017） 
U.S. Department of Energy, “Annual U.S. Transmission 
Data Review”, 2018.（DOE、2018） 
U.S. Department of Energy, “2015 National Electric 
Transmission Congestion Study”, 2015.（DOE、2015） 


