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1．はじめに

再生可能エネルギーは、化石燃料よりも環境

負荷がおおむね低く、持続可能性が高い。将来

のエネルギーシステムは環境調和性と持続可

能性を高める方向へ向かうと予想されるため、

再生可能エネルギーの重要性は増していくこ

とが予想される。

再生可能エネルギーのRD＆D（研究・開発・実

証）により、直接的に期待される効果は、新シ

ステムの開発や、設備・運用等のエネルギー単

価の削減である。間接的に期待される効果は、

再生可能エネルギー供給量の増加やエネルギ

ーシステムコスト（採掘・輸送・転換・配送に

至るすべてのエネルギー供給コストの合計）

の削減である。

技術毎のRD＆Dによるエネルギー単価削減

の問接的効果は、技術毎の実際的利用可能な資

源量、導入量上限（たとえば、間欠性発電の導

入の系統安定性の確保のための制約）、炭素税

やCO2排出量制約などの環境制約、によって

影響されることが予想される。

本稿では、このような資源や環境の制約の下

で、RD＆Dによる再生可能エネルギー技術の

発電単価削減や非在来型システムの開発が、再

生可能エネルギー供給量・エネルギーシステム

コスト削減に与える効果を分析した研究を紹

介する［11。分析対象の技術は、再生可能エネル

ギーの中でも重要視されている、太陽光発電と

風力発電とした【1】。

2．評価手法の概要と非在来型再生可能

工ネルギーシステム

2．1世界土地利用工ネルギーモデルの概要

　再生可能エネルギーの評価ツールとしては、

著者らが開発した世界土地利用エネルギーモ

デル（GLUE3）を用いた。本モデルは、詳細なエ

ネルギー資源・技術データと土地利用・バイオ

マス資源評価を含む、エネルギー供給システム

コスト最小化型のモデルである［2】。

検討する一次エネルギーは、石炭、石油、天

然ガス、原子力、バイオエネルギー（14種類か

ら構成）［21、水力発電と地熱発電（まとめて水

力発電で代表する）、太陽光発電、風力発電で

ある。

また、非在来型再生可能エネルギーシステム

（2．2節参照）を含めて評価する。

電力需要に関しては、NE21モデル［31に従い、

需要曲線をピー久ミドル、ベースの3段階に

分割し、各段階の電力需要量（kWh）を満たすと

同時に、電力需要ピーク負荷（kW）を満たすエネ

ルギー供給システムを求める。

世界を11地域に分割して計算するが、本稿で

は、紙面の都合上、世界合計の結果だけを示す

（3節参照）。2010年から2200年まで10年おきに計

算可能であるが、本稿では2050年までの計算結
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果を示す。

2．2非在来型再生可能工ネルギーシステムの定義

本稿では、間欠性発電（太陽光発電・風力発電）

の導入制約を緩和するシステムとして、非在来

型再生可能エネルギーシステム（下記のタイプ

2，3，4）を検討に含めたllll21。

　タイプ1：電力貯蔵設備等と接続しない在来

型設備。

　タイプ2：小容量電力貯蔵と直結して電力供

給。短期の出力変動による系統安定性と導入量

の制約を緩和する。

　タイプ3：大容量電力貯蔵と直結して電力供

給。電力需要に応じて発電可能。系統安定性の

問題なし。

　タイプ4：水電気分解プラント直結し、水素

を生産。電力系統とは接続しない。

　タイプ1では、系統安定性確保のための設備

容量制約が存在する。本研究では北海道電力の

検討を参考に、間欠性発電の導入量を各時間帯

NucIearl

Hydropowe
tc，

（ピー久ミドル、ベース）の電力需要の10％と

仮定した［21。

　タイプ2の導入容量の上限を、揚水発電の効

果を調整した各時問帯（ピーク、ミドル、ベー

ス）の電力需要から、べ一ス電源（原子力発電、

固体燃料発電）の容量を差し引いた数値と仮定

した。また、タイプ2の導入容量とタイプ2の発

電（kW）の差は、調整可能電源（気体燃料発電、

液体燃料発電）に賄われると仮定した。

　タイプ3は、十分大容量の電力貯蔵設備を付

加するため、系統安定性の制約を受けないと仮

定した。タイプ3は、貯留式水力のように、柔

軟な出力調整が可能と考えた。

　タイプ4は、電力系統と接続しないため、系

統安定性の制約を受けない。ただし、タイプ4

の水電気分解プラントの設備利用率は、電力系

統と接続しないため、間欠性再生可能エネルギ

ー発電プラントの設備利用率に制約される。

参考のため、これらの非在来型再生可能エネル

ギーシステムを含む、エネルギーシステムの概

念図を図1に示しておく。
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図11タイプ1，2，3，4を含むエネルギーシステムのコンセプトa）

a）ただし、タイプ1は電力貯蔵なしの在来型システム、タイプ2は小容量電力貯蔵直結シ

ステム、タイプ3は大容量電力貯蔵直結システム、タイプ4は水電気分解直結システム。
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2．3太陽光発電と風力発電の利用可能量

　ここでは、世界の太陽光発電と風力発電の利

用可能量に関して、概略を説明するし21。

太陽光発電に関しては、陸上の光合成を必須

とする土地（森林、牧草地、耕地）を除いたその

他土地面積（荒れ地、道路、住居など）の1／4を上

限として、実際的利用可能量を7，948EJ／年とし

た【21。

風力発電の技術的利用可能量は、世界気象機

構（WMO）による風力クラス3以上のデータを

もとにして、世界で498，000TWh／年（1，793EJ／年）

という推計がある。しかし、人口密度等を考慮

した実際的資源量は世界で28EJ／年という推計

があり【21【31、本研究ではこのデータを採用した。

　これから、太陽光発電は、風力発電に比べて、

実際的利用可能量に関して、2桁程度大きいこ

とがわかる。

　一方、現時点では、太陽光発電の発電単価

（0．33＄／kWh）は、風力発電の発電単価（0｛》3

＄ノkWh）の約10倍である（ただし、発電単価は立

地により変化する）【21。現時点では、太陽光発電

の商業発電利用は始まっていないが、風力発電

の商業発電利用は開始されている。

2．4分析の対象と手法

前節の結果を参考にして、本稿における

RD＆D戦略の評価対象を、非在来型を含めた、

太陽光発電と風力発電のシステムとする。

RD＆D戦略の評価の指標は、太陽光発電・風

力発電の発電単価の削減に対する、エネルギー

システムコスト（採掘・輸送・転換・配送に至

るすべてのエネルギー供給コストの合計）の削

減とする。削減の基準コストは、太陽光発電・

風力発電の発電単価一定で、在来型システム

（タイプ1）だけ実現の場合のシステムコストと

する。

　なお、太陽光発電・風力発電の発電単価（電力

貯蔵や水電気分解のコストを除く）に関しては、

2050年に、2000年に対して、O％削減、20％削減、

40％削減、60％削減、80％削減、100％削減の各

ケースを実行する。炭素税に関しては、世界均

一の炭素税が、2050年に、0、100、200、300、

400、500（＄／t．C、t－Cは炭素換算トン）の各ケース

を実行する。2000年と2050年の間の発電単価・

炭素税は、線形補完した。

3．RD＆D戦略の評価結果

　これまで説明してきたモデル、データ設定を

活用して、再生可能エネルギーのRD＆D（研

究・開発・実証）戦略の評価を行った結果を紹

介する［1】。

3．1在来型システム（タイプ1）だけ実現の効果

電力貯蔵システムなどと連携しない在来型

システム（タイプ1）だけ実現する場合、系統安定

性の制約のために、太陽光発電・風力発電の導

入量は大きく制約される。

2050年の炭素税500＄／t－C、発電単価100％削減

（つまり発電単価ゼロ）というもっとも極端なケ

ースおいても、太陽光発電・風力発電の合計の

導入量（1kWh＝3，600kJで換算）は総一次エネル

ギー供給の1％を下回り、2050年のシステムコ

スト削減は0．08兆＄／年、2010年から2050年ま

での累積システムコスト削減（割引率5％／年で

2000年換算）は0．17兆＄にすぎない。

従って、在来型システム（タイプ1）だけ実現の

状況においては、どれほど発電単価を低減して

も、どれほど環境制約が厳しくても、再生可能

エネルギー供給・システムコスト削減の効果は

小さい。
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3．2小容量電力貯蔵直結システム（タイプ2）実現

の効果

小容量電力貯蔵直結システム（タイプ2）実現

のときには、太陽光発電・風力発電の導入制約

は緩和される（2010年以降実現と仮定）。

環境制約としての炭素税、および、太陽光発

電・風力発電の発電単価の変更による計算結果

を等高線図の形式で示す（図2，図3）。
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図2：タイプ1，2実現の場合の一次工ネルギー供給

シエア（単位：％、2050年、世界）a）

太陽光発電・風力発電の発電単価の削減を仮定。発電単価削減の対

象は発電設備のみ。太陽光発電・風力発電の発電量は1kWh＝3，600Kl

で一次工ネルギー換算。

一システムコスト削減の効果は小さい（図2、図

3の左下に相当）。炭素税が高く、または、発電

単価の低下が大きい、のどちらかが実現される

場合でも、再生可能エネルギー供給・エネルギ

ーシステムコスト削減に対する効果は大きく

ない（図の左上、右下）。しかし、炭素税が高く、

かつ、発電単価の低減が大きい場合は、本シス

テムのエネルギー供給量が増加するとともに、

エネルギーシステムコスト削減も大きい（図の

右上）。

　また、小容量電力貯蔵直結システムの導入量

制約は、太陽光発電・風力発電の合計の導入量

が総一次エネルギー供給の約9％で顕在化する

（図3）。

　従って、小容量電力貯蔵直結システム（タイプ

2）の実現は、在来型システム（タイプ1）のみ実現

だけに比べて導入量制約を緩和するため、特に、

環境制約が厳しく、太陽光発電・風力発電の発

電単価の低下が進む場合には、システムコスト

削減等の効果が大きい。
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図3：タイプ1，2実現の場合のエネルギーシステム

コスト削減（単位：兆＄、2050年までの合計、世界）・）

a）太陽光発電・風力発電の発電単価の削減を仮定。発電単価削

減の対象は発電設備のみ。2010年か62050年の41年間を割弓1

率5％1年で2000年換算して合計。

炭素税が低く、かつ、発電単価の低下が少な

い場合は、再生可能エネルギー供給・エネルギ

3．3大容量電力貯蔵・水電気分解（タイプ3，4）実

現の効果

非在来型再生可能エネルギーとして、小容量

電力貯蔵直結システム（タイプ2）実現に加えて、

大容量電力貯蔵・水電気分解（タイプ3，4）実現の

場合の効果を分析する（2010年以降実現と仮定）。

環境制約としての炭素税、および、太陽光発

電・風力発電の発電単価の変更による計算結果

を等高線図の形式で示す（図4、図5）。図の傾向

（右上の色が濃く、左下の色が薄い）は、3．2節の

図の傾向と一致する。ただし、大容量電力貯

蔵・水電気分解（タイプ3，4）実現により、問欠性

発電の導入制約がさらに緩和されたため、炭素

税増加と発電単価削減に対する、グラフの傾き

が大きくなっている。
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図4：タイプ1，2，3，4実現の場合の一次工ネルギー

供給シエア（単位：％、2050年、世界）a）

a）太陽光発電・風力発電の発電単価の削減を仮定。発電単価創減の

対象は発電設備のみ。太陽光発電風力発電の発電量は1㎜h＝3，600K1

で一次工ネルギー換算。

水電気分解（タイプ3，4）の実用化の両方を実現

することは、エネルギー供給とシステムコスト

削減の両面で、きわめて価値が大きい。反面、

将来の環境制約が緩ければ、これら技術の実用

化の価値は大きくないことに留意が必要であ

る。

3．4風力発電だけの発電単価削減の効果

5馳 500

400

　5
300占
　≧
　琿2003
　Q
100

0－20－40－60－80－180
太陽光・風力の発電単価低減率［％］

■3－3．5

圏2．5－3

團2－2，5

囲1．5－2

口1－1．5

ロ0．5－1

ロ0－0．5

図5：タイプ1，2，3，4実現の場合のエネルギーシス

テムコスト削減（単位：兆＄、2050年までの合計、世

界）a）

a）太陽光発電・風力発電の発電単価の削減を仮定。発電単価削

減の対象は発電設備のみ。2010年か62050年の41年間を割引

率5％1年で2000年換算して合計。

たとえば、2050年の炭素税500＄／t－C、発電単

価100％削減のケースでは、2050年の導入量は

世界の総一次エネルギー供給の26％、2050年の

世界のシステムコスト削減は2．4兆＄／年、

2010年から2050年までの世界の累積システム

コスト削減（割引率5％／年で2000年換算）は3．3

兆＄になる。

　これらの結果、および、3．2節の結果を考慮す

ると、将来の環境制約が厳しいときには、太陽

光発電の発電単価の低減と、大容量電力貯蔵・

ここでは、全タイプ（タイプ1，2，3，4）の技術を利

用可能なときに、風力発電の発電単価を削減す

るが、太陽光発電の発電単価を削減しない場合

の効果を分析する。

分析の結果、風力発電の発電単価削減に対し

て、風力発電の導入量の感度は低く、総一次エ

ネルギー供給の5％弱で上限となる。また、発

電単価削減に対するシステムコスト削減感度

も低い。

風力発電は太陽光発電に比べて、実際的利用

可能な資源量が小さいが、すでに発電単価が低

い、という特徴を持つ資源である。このため、

風力発電の単価削減は、太陽光発電の単価削減

に比べて、再生可能エネルギー供給・エネルギ

ーシステムコスト削減に対する感度が小さい。

　なお、上記の結論は風力発電単価の削減に対

する感度の議論であって、風力発電自体の重要

性を否定するものではない。風力発電は、非在

来型システム（タイプ2など）が実用化されれば、

将来のエネルギーシステムコスト削減のため

に重要である。

4．おわりに

本稿では、間欠性発電（太陽光発電・風力発電》

と非在来型再生可能エネルギーシステム（電力

貯蔵と直結するシステムや水電気分解と直結

するシステム）に関して、環境制約や技術開発

の仮定を変化させて、シミュレーション分析を
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行い、発電単価の削減や非在来型システムの実

現が、再生可能エネルギー供給量の増加やエネ

ルギーシステムコスト削減に対する影響を分

析した結果を紹介した［1］。

　主要な結果を以下に紹介する。

（1）間欠性発電の発電単価だけを低下させて

も、再生可能エネルギー供給・エネルギーシス

テムコスト削減の効果は限定される。

　（2）将来の環境制約が厳しい場合には、太陽

光発電の発電単価の削減と非在来型システム

（大容量電力貯蔵直結と水電気分解直結のシス

テム）の開発が重要になる。

　（3）反面、将来の環境制約が緩い場合には、

太陽光発電の発電単価の削減と非在来型シス

テムを実現しても、再生可能エネルギー供給・

エネルギーシステムコスト削減への貢献は小

さい。

　（4）風力発電の発電単価削減は、太陽光発電

の発電単価削減に比べて、再生可能エネルギー

供給・エネルギーシステムコスト削減への感度

が低い。

　長期的な再生可能エネルギーのRD＆Dは、こ

れらの結果を考慮しながら、合理的に進めてい

く必要がある。

　今後は、太陽光発電、風力発電以外のエネル

ギーを含めた分析や、RD＆Dの成功確率を含め

た合理的なRD＆Dの戦略に関する分析を実施

する計画である。

【参考文献】

【ll山本博巳、再生可能エネルギーのRD＆D戦略、エ

　　ネルギー・資源学会（掲載予定）

［21山本博巳．最適化型世界土地利用エネルギーモデル

　　による持続可能エネルギーシステムの評伍研究

　　報告YO2022，電力中央研究所，2003。

［31藤井康正，エネルギーシステムにおけるCO2問題

　　対策の評伍東京大学，1992．

一42一




