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開設初期の電力スポツト市場における供給入札行動

TheBiddingBehaviorofaILargeGeneratorinanElectricitySpotMarket

キーワード：スポット市場，オークション，大規模発電事業者，需要

山本芳弘　手塚哲央

わが国では、2005年4月にスポット市場が開設される予定である。スポット市場では1価格1オークショ

ンで値決めがなされ、その値が価格指標として機能することが期待されている。ところで、これまでわが

国の電力産業は10電力会社による地域独占体制であったため電力会社は圧倒的な供給力を有しており、

スポット市場では電力会社が主要な供給者になると考えられる。そのとき、電力会社は十分な設備容量

と豊富な経験を活かして自社に有利な入札を行う結果、スポット市場での価格が発電費用を十分反映し

たものとはならず価格指標として有効に機能しないという懸念ある。そこで、本論文では、開設初期のス

ポット市場のひとつの典型的な形として、大規模発電事業者1社と多数の小規模発電事業者がスポット

市場で供給入札を行う状況をオークションモデルによりモデル化し、大規模事業者の入札行動を分析す

る。既存の大規模事業者は新規参入の小規模事業者の入札価格をある程度推測することが可能である

との前提のもとで、利潤最大化による大規模事業者の入札価格を求める。モデル分析の結果、大規模事

業者の入札価格は発電費用から乖離すること、小規模事業者の数が大きくなると大規模事業者の入札

価格は低下すること、そして、小規模事業者のみでスポット市場の全需要を供給することができれば、大

規模事業者の入札価格は発電費用により近い値になることが示される。したがって、スポット市場に新規

参入企業を十分呼び込むことが、スポット市場での価格が価格指標として有効に機能するためのひとつ

の方策であることが明らかになる。

はじめに

モデルの概要

入札価格分析

3．1m≧kの場合

3．2m＜kの場合

4数値例
5　おわりに

1　はじめに

1990年に英国イングランド、ウェールズで電

力小売の部分自由化が行われて以降、欧米諸国

をはじめオーストラリアやシンガポールなど

でも電力産業における規制改革が進められて

いる。わが国でも、1995年に卸電力事業への

独立系発電事業者（IPP）の参入、2000年には

特定規模電気事業者（PPS）の電力小売事業へ

の部分的参入が実現した。そして、2005年4

月には、一般電気事業者（電力会社）、lPP、PPS

および自家発電保有者などが電力を売買する

場である卸電力市場が開設される予定である。

そこでは、スポット取引と先渡し取引の2銘柄

が上場され、従来の自社電源や長期相対契約を

補完するものとして機能することが期待され

ている。特に、スポット取引は、供給日前目に

おける需給の最終調整の場とされている。また、

スポット取引では、価格指標となるように1価

格1オークションで値決めがなされる。すなわ

ち、1日を30分問隔で分割した48個の各時間

帯に対し、売り手と買い手が価格と数量（キロ

ワット）を入札し、需給が均衡した点でその時

間帯の供給者および単一の価格が決定される。

　ところで、既に運用されている海外の電力市

場では、電力価格が期待されていたほどは低下
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しなかったことが報告されている。この点に関

しては、特に大規模発電事業者による市場支配

力の観点から、多くの研究がなされている1。

それらはモデル化の観点から、供給関数均衡モ

デル、クールノーモデル、およびオークション

モデルの3つに大別され、分析目的に応じて選

択されている。このうちオークションモデルで

は、VbnderFehrαα乙（1993）他が指摘してい

るように、スポット市場での入札価格が離散的

である点に焦点を当てた分析が可能となる。オ

ークションモデルを用いた研究例として、Vbn

derFehrα砿（1993）は、2発電事業者が入札に

参加する状況で需要の大小と入札価格の関係

を分析している。彼らの研究では互いの発電費

用を共有知識としているのに対して、Wbl加m

（1998）やParisioθ∫磁（2003）は、ライバルの

発電費用もしくは入札価格を不確かにしか知

らないというより現実的な状況を分析してい

る。輪1飴m（1998）は、ライバルの入札価格

を確率分布として知っていると仮定して、自社

のある発電設備に対する最適な入札価格を求

めている。他方Parisioε’磁（2003）は、べ一ス

ロード用電源とピークロード用電源を各1基

保有する大規模発電事業者1社とピークロー

ド用電源のみ1基保有する多数の小規模発電

事業者が、供給入札に参加する状況を分析して

いる。大規模事業者は小規模事業者の入札価格

を確率分布として知っていることとベース電

源は常に落札されることを前提として、大規模

事業者のピーク電源に対する最適な入札価格

を求めている。これら2研究に共通しているの

は、発電設備を実質的に1基のみ保有する場合

を分析している点である。しかしながら、この

場合、オークション理論でよく知られているよ

1電力市場における市場支配力に関しては、熊谷・服部（2004）

による解説、サーベイがある。

うに、同質財を複数単位落札しようと入札する

とき、入札単位毎に供給費用よりも高い価格を

入札するのが最適であるという側面を分析す

ることができない。この点を考慮した研究とし

て、Engelbrecht－Wiggansε∫尻（1998a；1998b）

がある。彼らは、多数の参加者が同質財を2単

位落札しようと入札する状況を分析している。

また、Sw㎞kels（2001）は、複数単位を落札し

ようとするオークションを入札参加者数が十

分大の場合で分析している。

わが国の電力産業では、これまで10電力会

社による地域独占体制がとられてきた。このた

め、電力会社は圧倒的な供給力を有し、特に開

設初期のスポット市場では電力会社が主要な

供給者になると予想される。ところで、わが国

のスポット市場で1価格1オークションが用い

られる理由のひとつは、そこで成立する価格が

価格指標として信頼性が高いと考えられるか

らである。しかし、電力会社が主要な供給者と

なる状況で、スポット市場で成立する価格が価

格指標として信頼性の高いものであるかは検

討しておく必要がある。ところが上でみたよう

に、先行研究ではこのような状況を明示的にモ

デル化し分析した例はない。そこで本論文では、

開設初期におけるスポット市場を勘案し、圧倒

的な供給力を有する既存の大規模発電事業者1

社と新規参入の小規模発電事業者多数が供給

入札するスポット市場をオークションモデル

によりモデル化し、大規模事業者の入札行動を

分析する。そして、スポット市場での価格が、

価格指標としてより適切なものになるための

政策的含意を得ることを目的とする。

　本論文のモデルの特徴は、開設初期のスポッ

ト市場で予想される状況をモデル化した上で、

大規模事業者の入札行動を複数単位が落札対

象となるオークション（複数単位オークション

（multi－unitauction）と呼ばれる）として分析し

ている点である。複数単位オークションを分析
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する場合、Engelbrecht－Wggansαo∠（1998a；

1998b）やSwinkels（2001）のように、落札し

ようとする単位数を2単位に限定するとか入

札参加者数を十分大きくしなければ、最適な入

札行動としてのナッシュ均衡を求めるのは困

難である。本論文では、次章で述べるように、

既存の大規模事業者は新規参入の小規模事業

者の入札価格をある程度推測することが可能

であるとの前提のもと、大規模事業者による不

確実性下の利潤最大化行動を分析することで

複数単位オークションの分析を可能にした。な

お、本論文では、落札者に支払われる価格を落

札された全入札の中で最も高かった入札価格

とするので、本論文で用いられるオークション

は、複数単位同一価格オークション（multi－urUt

mifbm1－phceauction）に分類される。

本論文の構成は以下の通りである。第2章で

はモデルの概要を説明する。第3章では、需要

と小規模事業者の発電設備総数との大小関係

により2ケースに分け、大規模事業者の最適な

入札価格を求める。第4章では、数値例により

第3章の結果を具体的に説明する。第5章でま

とめを述べる。

2モデルの概要

多数（n基）の発電設備を保有する大規模発

電事業者（以下、大企業と呼ぶ）1社を含む複

数の発電事業者が、スポット市場での電力供給

入札に参加する。その大企業1杜以外は新規参

入企業であり、僅かな発電設備し力保有してい

ない小規模発電事業者（以下、小企業と呼ぶ）

とする。小企業全体での発電設備総数を溺基

とする。また、分析を容易にするため、入札に

参加する各発電設備の入札1回あたりの入札

発電量は大企業、小企業にかかわらず同一であ

るとし、その量を1ユニットと呼ぶ。各発電設

備の発電費用は設備毎で一定とし、大企業の各

設備の発電費用を小さいものから順に並べた

ときの第i番目の値をX，と表す。ここで、X，

（井1，＿，n）に関して、ある正数s、，（0愈重）

が存在して0㌻rs≦＿㌻．一s重一sとすることがで

きる。そこで、簡単化のため、x、一sをあらため

てx，とし、さらに1rFlと正規化することによ

り、x，は0以上1以下の値であるとして以下の

分析を行う（（厭1＜．．．＜x．≦1）。発電設備として

は、大企業、小企業にかかわらずピークロード

用電源もしくはミドルロード用電源の同タイ

プのものとする。したがって、Parisioα尻

（2003）のモデルのようにライバルと競合して

も必ず落札できる、という設備はない2。

ところで、スポット市場は供給目前目におけ

る需給の最終調整の場であるから、スポット市

場での需要は、ある時間帯の総需要から自社電

源や長期相対契約、卸電力市場での先渡し取引

などの分を差し引いた残余需要である。本論文

では、このようなスポット市場での需要（以下、

単に需要と呼ぶ）が外生的に与えられ、かっ価

格に対して非弾力的であるとし、ユニット数ん

で表されるとする（んは正の整数）。電力会社は

十分な供給量を有することを考慮して、需要ん

は大企業の総供給可能量n以下であるとする

（尼ん）。需要んの値は、入札前に各社に知らさ

れる。そして、入札参加企業が発電設備毎に供

給価格を入札した後、全入札を価格の低いもの

から順に並べたときの最初のん個が落札される。

落札者は、落札できた発電設備により電力供給

を行うとともに、落札された全入札の中で最も

高かった入札価格を受け取る。

　ところで、小企業だけでは全需要を供給でき

ない場合、大企業は高く入札すればするほどス

ポット市場での価格をいくらでも高くするこ

とができる。それを回避するため、入札価格は

2英国で2001年から採用された新電力取引制度（NcwElectricity

TradingA㎜gcment、NETA）では、ベースロードやピーク

ロードなど形態に応じて取引が行われている。
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1以下でなければならないと規定されていると

する。したがって、大企業が発電費用x、の設備

に対して入札する価格をわ、（i＝1，＿，n）で表す

と、0≦Yl〈＿くY．≦1より0≦δ1≦＿≦わ．≦1となる。

価格の入札に関しては、次の仮定をおく。大

企業は先発企業として電力産業における技術

などに関して十分な知識を有していると考え

られる。したがって、大企業は小企業の入札価

格に関し、正確には知らなくてもある程度の推

測は可能である。そして、自社設備の発電費用

と小企業の入札価格に対する推測をもとに、大

企業は自社設備すべてを総合的に勘案して入

札する。他方、小企業は新規参入企業であるた

め、大企業に比べまだ十分な知識を有していな

い。また、小企業1社あたりの発電設備数は少

ない。したがって、小企業は各設備の発電費用

に一定の利潤を加えた値を入札するなど、発電

設備毎に独立に入札すると仮定する。

　以上の仮定のもと、大企業は、小企業の各発

電設備の入札価格が［0，1］内にあり、それぞれ

独立にある同一の確率分布F（密度関数を∫と

する）に従うことを知っているとする。このと

き、大企業から見た場合の小企業の入札価格を

小さい方から順に並べた第i番目（芦1，．．．，溺）

もやはり確率変数となる。それを名とすると、

名は第i番目の順序統計量であり、その確率分

布君は次式で与えられる。

君（ツ）一魯〔望〕（F（y）γ（1－F（ン）汐（1）

　大企業は危険中立的であり、期待利潤を最大

化することを目的としているとする。次章では、

順序統計量を用いて大企業の期待利潤を表し、

それを最大にする入札価格を求める。

3　入札価格分析

業の全発電設備を用いても全需要を供給する

ことができない場合（，n薙）とに分けて分析す

る。実際のスポット市場では、小企業の発電設

備だけで全需要を供給すること（’n≧ん）は不可

能と思われるが、このケースは小企業の全発電

設備を用いても全需要を供給することができ

ない現実的なケース（1n薙）の特徴を明らかに

するために必要となる。

3．1“以の場合

本節では、小企業の発電設備だけでも全需要

を供給することができるとする。すなわち、

1n≧たとする（nはん以上であればよい）。図1

に、このときの入札状況をん＝4、“2＝6の場合

について示す。図1では、大企業の入札を左か

ら右へ、小企業全体の入札を右から左へ、いず

れも価格の低い順に並べてある。需要は入札前

に知らされているので、大企業はん個の価格を

入札する。図1では、大企業の入札の61から

わ3までと小企業の入札の名が落札し、落札者

にはわ3が支払われる。

大企業がちょうどブ（1，．．．，え一1）ユニット落

札することは、大企業は第ノユニットを落札で

きるが第ブ＋1ユニットは落札できないことと同

値である。したがって、大企業がちょうど∫ユ

團大企業（1社）の入桶1

膨縫業（多数）の胤考

以下では、小企業の発電設備だけでも全需要

を供給することができる場合（〃以）と、小企
図1’n≧んの場合の入札状況（←4，〃2－6）

一4一



電力経済研究　No．53　2005．4

ニット落札する事象を4で表すと、4＝偽く鞍ナ1，

伽＞Y淘｝となる3。そのとき小企業は、小企業

の全入札のうち第んゴユニットまでを落札する

ことができる。よって、そのときの期待価格は、

吻と垢の大きい方となる。また、大企業が需

要んすべてを落札する事象職は、オド繊く名｝で

あり、そのときの期待価格は、大企業の第ん番

目に高い入札価格である飯となる。

　したがって、このときの大企業の期待利潤π1

は、次のように表すことができる。

角一脚〔臨書祢〕

＋讐叫ブ・E瞬％冊客祢〕

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

ここでEは期待値オペレーターである。

π1を制約条件0塑1≦＿φ藤1のもとで最大化

する。まず、制約条件を無視することにして、

砺←1，＿，ん）　についての1階条件より次式を

得る。

一（溺一ん＋ブ）（わノーxノ）∫（の＋庵F（励一〇

　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

ここで（1）式の関係を用いた。（3）式の解は

必ず存在するが、それが唯一の解であると仮定

してその解を牛奴乃）とすると、吻（乃）は次の

性質を有することがわかる。

L奴乃播である（等号成立はゲ1のときに限

　る）。

2．奴乃）は点（乃，防）＝（1，1）を通る［0，1］上の増

　加関数である。

3．［0，11上の任意のxに対して砺（x）翁＋1（x）が

　成り立っ。

　以下で、これらの導出について簡単に説明す

る。（3）式の左辺を＆（鰯）とおく。すなわち、

3本論文では、分析を簡単にするために、大企業と小企業との

　間で入札価格が同じ値になる場合は考えない。

9ノ（舛xノ）

一一（規一倍ノゆ、一茂ノ）∫（の＋漁一F（わ、））

　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

とする。91（乃巧）ヲロー尺刃）尭0であるから奴刃≧刃

であり、等号成立は炉1のときに限ることがわ

かる。また、＆（111〉＝0であるから、奴賜）は点

（乃，妙＝（1，1）を通ることがわかる。

奴苺）がη∈（0，1）の増加関数であることは、

次のようにしてわかる。防（賜）は（3）式の唯一

の解であるから、易＝塚乃）において∂＆／∂砺＜0で

ある。また、刃において偽・禽＝（〃2矯サ倣◎）＞0で

ある。よって、陰関数定理により刃の近傍にお

いて、

46ノ（xノ）＝一∂9ノ画＞。　　（5）

　礁ノ　　∂9ノ／∂防

が成り立ち、奴刃）が乃の増加関数であること

がわかる。

（0，1）上の任意のxに対して吻（x）翁｝1（x）が成

り立っことは次のようにしてわかる。91（醸刃）勘）

は、

9ノ（わノ（xノ）lxノ）

一一（耐）⑦ノ（xノ）一xノ）

＋ブ←¢ノ（xノ）一xノン（わ、（xノ））＋1－F（わノ（x、））｝

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

と変形することができるが、＆（娠菊）茜〉＝0であ

るから、溺≧んより、

一¢ノ（xノ）一xノ）ゾ（わノ（xノ））＋1－F（わノ（xノ））≧0

　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

でなければならない。よって、

9ノ＋1（6ノ（Xノ）IXノ）

一一仏，（xノ）一xノ）ゾ（わノ（xノ））＋1－F（々，（産，））≧・

　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
となる。このことは、91。1（外1（刃）勘）＝0を満たす

向。1（刃）は奴刃）以下であることを示す。

　これらの性質から、制約条件0塑1≦＿≦屡1

は有効制約ではないことがわかる。大企業の入

札価格は、（発電費用が1である場合を除い
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て）常に発電費用よりも高くなる4。また、入

札価格と発電費用との乖離は発電費用が大き

い設備ほど大きくなる。これは、発電費用が大

きい設備はもともと落札できる可能性は低い

が、それでも落札しようと入札するには利幅、

すなわち乖離を小さくせざるを得ないからで

ある。発電費用が異なる設備に対して、同じ価

格を入札することはないこともわかる。

　小企業の発電設備総数溺が大きくなると、

奴乃）は小さくなる。実際、小企業の発電設備

総数が濯のときの吻を輪と表せば、
一｛（溺＋1）一ん＋永％一xノ）∫（わノ溜）＋ブO－F（わゐ耀））

＝一（わノ，ガxノ）∫（わノ，加）≦o

　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

となるから、娠（ゆ≧鰍綱（杉）であることがわか

る（等号成立はゲ1のときに限る）。また、〃以

であるから、毎晒〉≧妬（乃）である。特に、小企

業の発電設備総数が需要に等しい場合（’n＝ん）

には、（3）式は、

一（わノーxノ）∫（の粕一F（わ、））一〇　　（10）

となり、すべてのブに対して紘病）は溺（ある

いはた）に無関係な同一の関数となる。この関

数をd（乃）で表すことにすると、方1，＿，んに対

して紘溺（汚）ゴ（乃）となる。

需要んが大きくなると、あ（乃）も大きくなるこ

とがわかる。実際、需要がんのときの吻をゲ

と表せば、

4落札者に支払われる価格を落札できなかった全入札の中で最

　も低し価格（thelowestloshlgbid）とする場合は、第1ユニッ

　トに対する入札価格は常に発電費用に一致する（例えば、

　Kds㎞a（2002）の169、186ぺ一ジを参照）。これは、第1

　ユニットに対する入札価格が落札者への支払し価格となる

　ことがないため、落札することだけを目的にできるだけ低い

　価格を入札するのが最適になるからである。本論文では、ス

　ポット市場での同一価格オークションでしばしばなされる

　ように、落札できた全入札の中で最も高し価格（thehi帥est

　winningbid）を落札者への支払し価格としているので、わ1（Xl）

　はXlに（XI－1である場合を除いて）一致しない。

一｛溺一（ん＋1）＋ノゆ1丸一ギ，）∫（々，た）＋ブ／－F（ヶノん））

ニ（ゲーギ，）∫（拶）≧o

　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
となるから、与た（汚）魚々＋1（乃）であることがわかる。

特に、←1nの場合を考えることにより、

ゲ（汚）ゴ（乃）であることもわかる。なお、溺と々

の大小関係は相対的なものであるから、溺が大

きくなるとき入札価格吻（乃）が低下することと、

んが大きくなるとき入札価格奴賜）が上昇する

こととは同値である。

3．2〃7娩の場合

本節では、開設初期のスポット市場のより現

実的な状況として、小企業の全発電設備を用い

ても全需要を供給することができないとする。

すなわち、1n娩とする（大企業の発電設備総数

nは前節同様、需要ん以上であればよい）。図2

に、このときの入札状況を←7、1n＝3の場合に

ついて示す。図1と同様に、大企業の入札を左

から右へ、小企業全体の入札を右から左へ、い

ずれも価格の低い順に並べてある。大企業の入

札のわ1からわ4までと小企業の入札の名から聡

までが落札し、落札者にはわ4が支払われる。

　図2からわかるように、大企業は第1ユニッ

トから第た一〃2ユニットまでは必ず落札するこ

腰大企業（1社）の入札わ’

霧・険業（多数）の入秘

図2　“2＜んの場合の入札状況（←7，“2＝3）
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とができる。よって、大企業は、第え一〃7ユニ

ットに対しては、高く入札して落札できなくな

ることを懸念することなくできる限り高い価

格を入札するのが最適であり、その値は、第

ん一m＋1ユニットに対する入札価格と同じ値で

ある（扉溺＝扉溺、1）。図2の例では、第1ユニッ

トから第4ユニットまでは必ず落札すること

ができるので、わ4＝わ5と入札するのが最適とな

る。そして、ちょうどたrlnユニットだけ落札

できる場合の期待価格は、常に扉加（＝扉刷）

となる。なぜならば、この場合の期待価格は

飯、脚と均の大きい方であるが、第舟rln＋1ユニ

ットは落札できていないことから扉溺。1＞塩で

あり、b初（＝扉継1）＞玲となるからである。

　第1ユニットから第←〃2－1ユニットまでの入

札価格は、第た一〃2ユニットに対する入札価格

屡醒（＝扉鰍1）以下であればいくらでもよい。

よって、このたrln－1基に対する入札価格はた

とえゼロであったとしても積極的に落札しよ

うとしているわけではない。本論文では、その

ことを明確にするために、このト溺一1基に対

する入札価格はわ肋と同じ値とする（わ1＝＿＝

わたr加一1＝わた溺←扉溜＋1））。

　第た〃2＋1ユニットから第んユニットまでの入

札に関しては、前節1n≧んの場合と同様に考え

ればよい。

　したがって、このときの大企業の期待利潤π2

は、次のように表すことができる。

碗一呵砺》〕

を得る（ただし、ノ説一1n＋2，．．．，n）。

迦一た＋ノ）（わノーxノ）絶ノ）＋ノO一碓ノ））一・

　　　　　　　　　　　　　　　　（B）

　これを満たす奴乃）は前節〃以の場合と同じ

ように奴刃送乃であり、点（乃，◎）＝（1，1）を通る

［0，1】上の増加関数である。また、小企業の発

電設備総数加が大きくなるほど奴刃）は小さく

なることや、需要んが大きくなるほど奴汚）は

大きくなることも前節〃以の場合と同様にし

て示すことができる。しかしながら、次の点が

異なる。すなわち、［0，11上の任意のxに対し

て吻（x≧防。1（x）となる（前節1n≧んの場合は

砺（κ）魚＋1（x）であった。前節と同様にして示す

ことができる）。

方←溺＋1に対しては、以下のようになる。

（12）式を扉酬で微分することにより、扉梱

は次式を満たす値であることがわかる。

　一（軌一溺＋rXた一溺＋1）∫（わん一澗＋1）

＋（ん覗＋1）（1－F（わ々一濡＋1））　　　（14）

　ん一溺
＋　　F（わん一加＋1）＝O

　　溺

　（14）式の左辺第1項と第2項の和は、（13）

式で方たr規＋1とおいた式と一致することに注

意する。（卜吻／1n刃（扉鰍1）＞0であるから、仮に

　（B）式で方たr“2＋1として計算した

扉溺＋1（x伽．1）の値よりも、（14）式の解

わ肋＋1（x←m．1）の方が大きくなる。第レ〃7＋1ユニ

ットに対する入札価格は、第々一〃2＋1ユニット

自体が落札されなかった場合でも必ず第1ユ

ニットから第たrlnユニットまでに対して支払

・義鴫・〔・・E瞬臨／l略〕偽灘瓢1ぎ灘謄

＋恥｛輸・級（ん一溺）・幅一替〕

　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

π2を制約条件飯一溜＋1≦．．多61のもとで最大化

する。（12）式を◎←た“2＋2，＿，n）で微分す

ると、前節1n≧んの場合と同一の次式（（3）式）

吻（x〉≧◎＋1（x）ひ＝卜1n＋1，＿，ん一1）となる。

　以上の1生質から、（13）式の解飯．．汁2（x左一用＋2）、

．．、砿xん）と（14）式の解扉．，＋1（x存燗＋1）の全体に

対して、発電費用Xl，．．．，X々の値次第では制約条

件扉．田≦．．．虫≦1が有効制約となる場合がある。
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その場合は、有効制約となる部分、例えば

奴賜）＞吻。1（乃＋1）となる場合には、易＝あ。1のように

おいて（同額入札と呼ぶ）再び期待利潤（12）

式を構成し、制約条件付き最大化を行わなけれ

ばならない。それでもなお制約が有効となる場

合は、別の同額入札を検討しなければならない。

　このように1n4の場合には、発電費用が異な

っていても同じ値を入札すること（同額入札）

が最適となる場合がある。また、防（乃庇4（刃）

←1，．．．，めが成り立つことは、前節と同様に

して示すことができる。したがって、〃以の場

合よりも1n嬬の場合の方が、入札価格は常に

高くなる。そして、大企業の各発電設備の発電

費用を横軸とし、対応する入札価格を縦軸とす

る平面上に点（乃，防）←1，＿，紛をプロットする

と、〃2嬬の場合の方が〃以の場合よりもプロ

ットの上昇は緩やかになる。

　（14）式の左辺は、んの増加関数であり、か

つ溺の減少関数であるから、（14）式の解

扉鰍1（X々．血1）は需要んの増加関数であり、かつ

小企業の発電設備総数吻の減少関数であるこ

とがわかる。扉所と扉酬の組以外に同額入札

がある場合でも、需要んが大きくなるほど、あ

るいは小企業の発電設備総数溺が小さくなる

ほど各入札価格は高くなることも示すことが

できる。また、需要んがいくら小さくても、あ

るいは小企業の発電設備総数加がいくら大き

くても、奴汚）は4（刃）よりも低くはならないこ

ともわかる。

　以上の2ケースでの分析を通じて、大企業の

入札価格は発電費用から乖離すること、小企業

の発電設備総数が大きいほど、あるいは需要が

小さいほど大企業の入札価格は低くなること

が明らかになった。さらに、需要が極端に小さ

く（あるいは、小企業の発電設備総数が十分大

きく）小企業だけでも全需要を供給することが

できると、大企業の入札価格はより発電費用に

近くなることも明らかになった。

4数値例

本章では、前章で求めた大企業の入札行動を

簡単な例を用いて説明する。分布関数Fとして

は、［0，1］上で定義された一様分布尺y）ヲを考

える。需要んと小企業の発電設備総数溺に関し

て、需要大・小企業設備少（ヒ7、〃F3）、需要

大・小企業設備多（卜7、1n＝6）、需要小・小企

業設備少（←4、1n＝3）、需要小・小企業設備＝

需要（←〃F4）、需要小・小企業設備多（例、

1n二6）の5ケースで、大企業の各発電設備に対

する入札価格を計算する。大企業の発電設備数

nは7以上のある値とし、発電費用の最も小さ

い7基の費用を小さい順に、xl＝0。05、x2＝0．10、

x3＝｛）．50、x4　0．55、x5＝0．70、x6＝｛）．90、x7＝0．95と

する（これらの値は、各ケースでの入札価格の

違いが明確になるように与えてある）。

　まず、前章の分析で得られた利潤最大化の1

階条件から奴乃）を求める。1n≧’をの場合、（3）

式より方1，．．．，んに対して、

　　　　ノ＋（溺一后ブ）xノ

わノ（xノ）＝　　　　　　　　（15）
　　　　　溺一ん＋2ゾ

となる。他方、〃猷の場合、（14）式より方1，．．．，

た一〃2＋1に対して、

　　　　（ん一研1迦棚xノ
わノ（xノ）ニ　　　　　　　　（16）
　　　（ん一〃2＋1）〃トん＋2〃2

となる←1，．．．，←〃2－1に対しては扉脚（撫溺）以

下であればどのような値でもよいが、3．2節で

述べたように本論文では扉溺（x肋）と同じ値と

する）。方たrln＋2，．．．，んに対しては（13）式より、

　　　1＋（溺耽＋ゾ）xノ
々ノ（xノ）＝　　　　　　　　（17）
　　　　　1n一ん＋2ブ

となる（（15）式と同一、ただし方え一〃3＋2，．．．，紛。

また、←1nの場合の幽）は、（10）式より、

　　　1＋x
4（ゆ）＝　ノ

　　　　2

となる。

（18）
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まず、需要大・小企業設備少（卜7、〃2＝3）で

の大企業の入札価格を計算する。ノ＝1，．．．，5に対

しては（16）式、方6、7に対しては（17）式を

用いて計算するとわ1（Xlド．．．＝わ5（x5〉＝122、

わ6（x6）＝0．98、わ7（x7〉＝099となり、制約条件に抵

触する。そこで同額入札を検討する。

わ1＝．．．＝わ6くわ7、もしくはわ1＝．．．＝わ7の2通りが考

えられ、実際に計算すると制約条件を満たすの

はわ1（Xl）＝．．．＝わ7（x7〉＝1となる。つまり、全ての発

電設備に対して最も高い価格である1を入札

するのが最適となる。これは、需要7ユニット

のうち第1ユニットから第4ユニットまでの4

ユニットを必ず落札できることから、第5ユニ

ットに最も高い価格1をつけるのが利潤を最

大にするからである。

次に、需要はそのままで小企業の発電設備総

数が増加した場合として、需要大・小企業設備

多（←7、1n＝6）の場合を計算する。このとき

は、方1、2に対しては（16）式、方3，．．．，7に

対しては（17）式を用いて計算すると、

1う1（x1）＝0．74、わ2（x2）＝｛1．74、Z）3（x3）＝｛）．80、わ4（x4）＝0．81、

わ5（x5）＝0．87、わ6（x6）＝0。95、わ7（x7）＝0。98を得る。制

約条件は満たされている。これを需要大・小企

業設備少（←7、7n＝3）と比較すると、明らか

に各発電設備に対する入札価格が低下してい

ることがわかる。

　次に、需要小・小企業設備少（糾、1n＝3）の

場合を計算する。方1、2に対しては（16）式、

方3、4に対しては（17）式を用いて計算すると、

61（xl）＝わ2（x2〉＝0．79、わ3（x3）＝0．80、わ4（x4〉＝0．81を得

る。制約条件は満たされている。これを需要

大・小企業設備少（ヒ7、〃2＝3）と比較すると、

需要が小さい方が入札価格も低くなることが

確認できる。図3に、この場合の各発電設備に

対する入札価格を鯨◎）平面に黒点で示すも

　小企業の総発電容量が需要と一致する場合

　（需要小・小企業設備二需要（←1n＝4））、（18）

式よりわ1（xl〉＝4（xl）＝053、わ2（x2）＝4（x2）＝0．55、

1
◎

わ2（乃）

わ3（ろ）

わ4（～）

●

4（衿）

XIX2 X3×4

　　図3　入札価格プロット

需要大・小企業設備少（卜4、〃2ニ3）

◎
1一一一…一一一一一一一一一…一一…一一一一一一一一一一一一一…一……

わ4（ろ）

わ3（乃）

δ2（～）

わ1（乃）

4（乃）

1衿

XIX2 X3×4
1乃

　　　　図4　入札価格プロット

　　需要小・小企業設備多（←4、’n＝6）

わ3（x3）＝4（x3）＝0．75、わ4（x4）d（x4）＝0』78となる。図

3に幽）を示す。このときの入札価格は（図3

には示していないが）4（刃）上の点となる。需

要小・小企業設備少（←4、〃2＝3）のときの入

札価格プロットは、すべてd（乃）よりも上の領

域に位置することを確認することができる。

最後に、需要小・小企業設備多（回、溺＝6）

の場合を計算する。（15）式より、わ1（Xl〉＝029、

わ2（x2〉＝0，40、わ3（x3）＝0．69、わ4（x4）＝0．73となる。図

4に、このときの入札価格を鯨砺）平面に黒

点で示す。これらの点は、すべて4（刃）よりも
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下の領域に位置することが確認できる。図3需

要小・小企業設備少（ヒ4、〃F3）と図4需要

小・小企業設備多（鱈、〃3＝6）を比較すると、

図3での入札価格は、単に図4での入札価格よ

りも高いだけでなく、図3でのプロットの上昇

度合いは図4でのプロットに比べて緩やかで

あることがわかる。小企業の発電設備だけで全

需要を供給することができれば、大企業はより

発電費用に近い値を入札することを確認する

ことができる。

5　おわりに

本論文では、開設初期のスポット市場として、

既存の大企業1社と新規参入である複数の小

企業が供給入札をするときの、大企業の入札行

動を分析した。その結果、大企業の入札価格は

発電費用から乖離すること、小企業の発電設備

総数が大きくなるほど、あるいは需要が小さく

なるほど大企業の入札価格は低くなること、小

企業だけでもスポット市場の全需要を供給す

ることができれば、大企業の入札価格はより発

電費用に近い値になることが明らかになった。

　したがって、スポット市場での価格が価格指

標として有効に機能するためには、スポット市

場における新規参入企業の発電設備総数を十

分多くすることがひとつの方策であり、新規参

入企業だけでスポット市場の全需要を供給す

ることができればより効果的であることが明

らかになった。その方法として、大企業が保有

する設備の売却、大企業の分割、新規参入の促

進などが考えられるが、その検討は今後の課題

である5。また、本論文では、スポット市場の

みを分析対象にして、そこでの需要を外生的に

与えたが、スポット取引は自社電源や長期相対

契約、卸電力市場での先渡し取引などと密接に

関係しており、それら全体のなかでのスポット

市場を検討する必要もある。これについても今

後の検討課題としたい。

lll

［21

［3】

［4】

［51
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研究ノート

　　　自然災害による経済被害推計モデルの開発
一経済メッシュデータと地域間産業連関モデルを用いた被害推計一

Estimating　the　economic　impacts　ofnatural　disasters　usingthe　economic　grid　data

　　　　　　　　and　interregional　input－outputmodel

キーワード：自然災害、経済メッシュデータ、地域間産業連関分析、

　　　　　　メッシュ別経済被害、電力供給支障

山野紀彦　梶谷義雄　朱牟田善治

大規模自然災害による企業設備や生産基盤インフラの損壊は、被災地域のみならず間接的に他地域の

経済活動にも多大な影響を及ぽす。このため、経済被害の軽減を目的とした「減災」目標の設定、生産基

盤インフラの耐震化戦略策定には、精度の高い直接被害と間接被害の把握が必要となる。ただし、高精

度な経済被害推計を行うためには、公表データよりも詳細な地域区分で経済データが必要となる。このた

め本研究では、小地域経済統計（メッシュデータ）と地域区分を細分化した地域間産業連関表を推計し、独

自の経済被害推計システムを構築した。このモデル開発により生産設備の損壊や電力供給支障による

経済被害を街区・地区単位で定量化でき、今後の『減災」対策に関する数値目標の策定や被災後のイン

フラ復旧順序決定等に活用できる。

1．はじめに

2．モデル

　2．1経済メッシュデータ

　2。2地域問産業連関表の地域区分

　2．3地域間産業連関モデル

3．経済被害の推計事例

　3．1前提条件

　3．2メッシュ別経済影響マップ

　3．3電力供給支障

　3．4阪神・淡路大震災
4．おわりに

1．はじめに

近年、大規模地震、相次ぐ大型台風の上陸な

ど全国各地で甚大な自然災害が頻発している。

これら自然災害に伴う人的被害、生産設備の損

壊、交通寸断は、地域経済に多大な影響を与え

ている。また、1990年代以降、日本経済のグロ

ーバル化、生産活動の地域間分業が大きく進展

し、地域間・国際問の経済取引が以前にも増し

て活発化しているため、各地域の経済構造は、

他地域の経済動向に大きく左右される。したが

って、自然災害による経済被害は、被災地域外

にも間接的に大きく拡大するとみられる。

実際、2004年10月に発生した新潟県中越地震

でも、長期にわたり新幹線や高速道路が寸断し

た結果、経済活動に多大な影響がみられた。ま

た、半導体製造工場（新潟三洋電子）や自動車部

品工場（目本精機）が地震発生直後から操業停止

になり出荷が滞ったため、部品供給を受けてい

た被災地域外事業所の生産活動も大きな影響

を受けた。

また、2005年2，月に発表された国の中央防災

会議専門調査会の報告によると、首都直下型の

大地震が起きた場合、最悪のシナリオのもとで

は、経済被害額は阪神・淡路大震災の約10倍の

112兆円にのぼるとみている。このうち、交通
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自然災害による経済被害推計モデルの開発

寸断や経済活動が滞ることによる間接被害は、

総被害額の約半分の55兆円に達すると推計さ

れている。したがって、このような巨額な経済

被害の軽減を数値目標化した「減災対策」を早

急に策定することが迫られており、経済被害推

計の精緻化が必要となっている。

　このような地域間波及を考慮した経済被害

分析には、詳細な産業間取引が把握できる経済

産業省全国9地域間産業連関表（地域間10表）の

適用が考えられる。しかし、この地域間10表の

地域区分は、一般的な災害被災範囲に比べ広範

囲で、災害分析にそのまま適用することは困難

である。

　その一方で、より被災範囲に近い地域区分で

公表されている県内産業連関表は、これまで数

多くの大規模地震の被害推計等に用いられた

先行事例がある。しかし、地盤、断層の状況

により、同じ都市内でも被害状況は局所的に大

きく異なり、直接被害を正確に把握するために

は、さらに詳細な地域区分で経済活動を捉える

必要がある。

　そこで、電力中央研究所では、細分化した地

域間IO表と小地醐ll産出額（街区・地区単位の

経済メッシュデータ）を推計し、災害による経

済被害推計モデルの開発に取り組んでいる。こ

の経済メッシュデータとは、市区町村よりもさ

らに詳細な地域区分（都市部は、500m四方の4

次メッシュ、その他地区は1㎞四方の3次メッ

シュ）で推計した経済活動別の産出データであ

る。

　この経済メッシュデータを用いた被害推計

を行うことで、災害による直接被害の空間把握

が容易になり、経済全体への経済影響を小地域

単位（街区・地区単位）で評価可能になり、重点

的な災害対策が必要な地区の特定化ができる

被害推計システムが開発できる。

2．モデル

2．1経済メツシユデータ

　自然災害による被災範囲は、同一地域内でも

局所的に大きく異なり、精度の高い直接被害推

計を行うためには、産業活動別の立地状況を把

握する必要がある。これまで公表されてきた小

地域統計（メッシュデータ）には、国勢調査と事

業所統計の推計結果があるが、これら公表統計

で得られる情報は、産業別の就業者のみで生産

活動に関する情報は皆無である（表1）。

　　表1：空間スケール別社会経済データ

データ
空聞スケール

メッ繋ユ　市町魏　都道府県

男女年齢別人ロ O　　　◎　　　◎
産業別就業者数 0　　　1　　　0

うち製造業 O　　　◎　　　◎
産業別生産額（名目） 一　　　1　　　◎

うち製造業 一　　　◎　　　◎

地域内産業連関表 一　　　〇12　　02
◎：各年，O：5年，1：一部自治体のみ，2＝一部地域間10あり，一：なし

そこで、本研究では、Kanemotoε∫α乙（1996）と

同様、国民経済計算デフレータで実質化した県

別産業別産出額を小地域別就業者数で按分し、

メッシュ別に産期ll産出額を推計する。この推

計手法を1995年兵庫県産出額に適用した事例

を以下で示す。まず、1995年国勢調査就業者数

の小地域統計を1996年事業所統計の産業別構

成比で按分し、地域間10分析と整合的な33部門

でメッシュ別就業者数を推計した（表2）。この

33部門別就業者数で1995年兵庫県産業連関表

の産出額を比例配分し、7257メッシュ別の部門

別産出額を推計した。

　このように推計したメッシュ別産出額のう

ち、産出規模が約1．9兆円で、ほぼ同水準の鉄

鋼製造業と対事業所サービス業の推計結果を

みると、両産業の生産活動の分布状況は大きく

異なることが明らかとなった（図1，図2）。鉄鋼製

造業はメッシュあたり産出額150億円超と比較

的規模の大きい事業所が沿海部に立地してい

るのに対し、対事業所サービスは、神戸市中央
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区の中心業務地区（CBD）で高い集積がみられ

るものの、メッシュあたり産出額が50億円以下

の小規模事業所が市街化区域全体に分布して

いる。また、これら大規模工場やオフィスビル

は都市計画上の用途地域規制を受けるため、都

市内の人口分布状況とも大きく異なる（図3）。し

たがって、被災範囲にわずかな差が生じただけ

で、経済全体に与える影響は大きく異なったも

のになる。

　　　　　　表2：部門分類

国　曽

《13部門）
　　所　誹
（涯54部閂よ9集欝）

　カ　ロ地　間
産業連闘表（33部門）

…
1
次

農業
農林水産林業

漁業

第
2
数
　
　
　
　
彰

鉱業 鉱業 鉱業

製造業

食料品・たばこ・飼料 食料品・たばこ

繊維工業 繊。工業（衣服除く）

木材・木製品・家具 製材・木製品・家具

パル　・紙・紙加工品 パル　・・紙加工品
化学工業 化学
石油・石炭 石油・石炭

窯業・土石 窯業・土石

鉄 鉄鋼
非鉄金 非鉄金属
金属製品 金属製品
一般機械器具 一般機

気機械器具 気機械
輸送用機械器具 輸送用機

精機械器具 精密機械
その他の製造業

その他製造業

衣服・その他繊維製品

出版・E刷
ラスチック製品

ゴム製品
なめし皮・毛皮

武器
建設 建設業 建設業

第
3
次

電気・

ガス・熱供給・

水道

気業 電気
ガス・熱供給業 カス・熱供給

水道業
水道・廃棄物処理

サービス

廃棄物処理
教育・研究 教育・研究

医療 医療・保健’社会保障

その他公共 その他公共
対事業所 対事業所
対個人 対個人
放送

通信・放送
運輸・通信

通信
運輸 運輸

卸売・小売業

飲食店

卸売・小売 卸売・小売

飲食店 対個人
金融・保険 金融・保険 金融・保険

不動産 不動産 不動産
公務

公務・その他
公務
分類不明他

　態
　ノ、＼／

KOBE

　　拶餐
．ぐ奪

鍵

　　　　，》鞭

　　　　でゅハ
　　　醗欄・蜘鵬
　　　匪翻黎鰯調脚
　　　麟繋4㎝酵一艶㎜

　　　　（兵庫県産出額＝1．9兆円、1995年，単位100万円）

　　　　図1鉄鋼製造業産出額

　　　　　　に饗

　　　　　　＼、＼

　　　　　　　　■40000－3㈲㎝0

　（兵庫県産出額＝1．9兆円、1995年，単位100万円）

図2対事業所サービス産出額

欝聾神戸

灘
灘騰

欝

緩

鰹

麟絡

轡　一田
　　　1100騨49臼o
　　騒‘肋o一ア100
　　墜7100一堕舶o
　　－Qono・11堕00

　　　　図3人ロ分布（1995年，人）

　このように推計したメッシュ別産出額に、建

物被害、交通寸断、ライフライン供給支障など

を重ね合わせて評価することで、従来の推計手

法に比べより詳細な直接被害情報を得られる。
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この際に必要となる地区別建物被害率やライ

フラインの被災状況は、多数の研究調査団、政

府機関、報道機関が、災害直後から情報収集に

あたるため、生産や消費などの経済被害推計に

比べ、比較的早い段階で詳細な情報が入手可能

となる1。

2．2地域問産業連関表の地域区分

各都道府県より5年間隔で公表されている産

業連関表は、一部の市町村を除き、最小の地域

区分である。したがって、被災地域の経済取引

を把握する上で、欠かせない基礎的なデータで

あるが、この県別産業連関表からは、地域間の

波及分析はできない。すなわち、自地域の需要

減退が他地域の生産を減少させ、そして、他地

域の生産減少がさらに自地域の生産活動を低

下させるという負のフィードバック効果を考

慮することができない。

　このような地域間フィードバック効果を考

慮した分析には、地域間IO表が必要となるが、

一般に災害被災範囲は経済産業省推計の地域

間表の地域区分より小さく、公表データをその

まま用いて分析することはできない。そこで、

本研究では、電力中央研究所で電力供給地域に

対応した産業連関表を推計した際に（唐渡他，

2001）、計算途上で得られた県間産業連関を再

集計することで、被災県を分離した地域間表を

推計する。本分析事例では、関西地域から兵庫

県を分離した全国12地域33部門表を基礎とし

て、間接的影響を含めた被害推計を行う（表2、

図4）。

十
〆 、　　　　’

　　ん

沖冤

　－一F

九州

　　ダ

北海道

gl

図4地域間産業連関表地域区分

23地域問産業連関モデル

北関東

都圏

以下では、経済メッシュデータと地域区分を

細分化した地域間IO表を用いた経済被害推計

モデルの概要を述べる。被災前の産出額ベクト

ルcoを、チェネリー＝モーゼス型の多地域産業

連関モデルで表記すると次式に従う。

（1）X一（Φ⑭T）窟＋（Φ⑭T）F＋E

　ここで、Φは1から国外輸入係数を差し引い

た自給率行列、⑭は要素同士の掛け算を示し、

Tは国内交易係数行列、オは地域ごとの技術係数

行列、Fは最終需要ベクトル、Eは国外への輸

出ベクトルである。地域数R、部門数Sの多地域

産業連関モデルの交易係数行列は、次の定式化

に従う。

　　　　τ1・1　0　　τ1・R　　o

（2）T＝

0

R，1

τ
1

0

τき1

0

τぐ・’

0

R，R
τ
1

0

τ惹R

0

τぐ・R

1内閣府、建築学会、土木学会など。

　ここで、TRDを最終需要と中間需要の地域間

取引の合計値としたとき、

粋躍厚躍となる・
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　また、地域別最終需要項目は家計外消費（CO）、

民間最終消費支出（CP）、政府支出（Cσ）、民間設

備投資（ノP助、民間住宅投資（ZP劫、公共投資（紛、

在庫（のにより構成されており、それぞれ、産

業別需要額を求めるコンバータ（㊦）をかけあわ

せ、最終需要ベクトル（のが決定する。

（3）㊦。ニ

θ1

c，1

災害発生

Sθ
c，1

0

θl

o，2

θS

c，2

0

θ叡

磁

驚鵜騰［礎欝

住宅倒壊
（避難民）

生産設備
損壊

、
ち

、
ノ

　　．地域間産業連関モデル　》

塵覇　紗薩動

生産額減少

　FニOCO十〇CP十〇C（ヲ
　　　　リ　　　　　ご　　　　　タ（4〉

　　＋0、（P＋1G＋班）＋0，1V

災害発生後、生産設備の損壊と交通インフラ

寸断やライフライン供給支障で企業の生産能

力が低下すると、被災地域の災害以前の需要量

を満たす生産活動はできない。また、輸入代替

や他地域での増産が不可能な場合、供給能力を

上回る需要量は調整され、結果的に、被災地域

内当該産業の産出額は減少する。このような需

給調整プロセスとして、地域計量経済・産業連

関モデル（REM）2と同様の調整メカニズムを採

用した。このように被災地域の需要量が調整さ

れ、産出額が減少すると、他地域へ負の経済被

害の波及が発生する。また、大規模地震等で住

宅設備が損壊し、多数の避難民が発生すると、

被災地域で消費需要が減退するとみられる。こ

れらの関係を図示すると図5のようになる。

図5経済被害推計の流れ

図5の経済被害推計の流れは、F、T、Xsをそ

れぞれ災害後の最終需要、交通支障を考慮した

地域問交易係数、生産能力の低下を差し引いた

産出額とした場合、以下のように定式化され、

新たな産出額ベクトル（需要側）は、

（5）翅＝（Φ⑭T’）鋤＋（Φ⑭T’）F7＋E

となる。

ただし、生産設備損壊や電力供給支障、交通

インフラ寸断等により、被災地域内の生産能力

が低下すると、国内最終需要、輸出需要、中間

需要はそれぞれ次式に従い調整され、結果的に

被災後の産出額は減少する。

（6）X’＝F翅＝F（Φ⑭T’）幽

＋r（Φ⑭T’）F’＋rE

ここで、需給調整行列Fは、次の調整係数γ

（i，k）で構成された対角行列である。

7（i，ん）ニXタ（i，ん）／湿1（i，ん），ifXタく翅

7（i，ん）＝1，ifXタ≧甜

2REMは、地域産業連関モデルと計量経済モデルを統合した

経済予測モデルで、電力中央研究所では、単一地域モデル

　（Ismilevichθ！α41997等）を拡張した多地域モデルを開発して

　いる。
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3．経済被害の推計事例

3。1前提条件

．以下では、兵庫県を対象とした経済被害推計

モデルによるシミュレーション事例を紹介す

る。このシミュレーションの目的は、各メッシ

ュが潜在的に持つ経済影響を把握することに

あるため、想定地震や水害に伴う総合的な経済

被害の試算ではない。すなわち、被災後の復興

投資、援助資金、生産能力の回復過程など、正

の効果や時間軸を考慮した被害推計ではない。

したがって、経済活動の停止期問は任意の時間

に設定できるが、ここでは、便宜的に1年間と

する。なお、本推計で仮定した前提条件は以下

の通りである。

・　産出額の減少を経済被害と定義す
　　る。

・　直接被害は、災害により生産活動が

　　低下した生産能力で定義する。

・　間接被害は、経済全体の被害額から

　　生産能力の低下分を差し引いたも
　　のである。

・　地域内交通支障、物流阻害は考慮し

　　ない。

・　復興投資による経済効果、援助物
　　資・資金等の流入は考慮しない。

・　被災企業の挽回増産、被害地域内に

　　他企業の代替生産は考慮しない。

・　住宅被害による避難者も避難先か

　　ら通勤できるとし、被災を免れた企

　　業の生産能力は被災前と変化しな
　　い。

　このような前提条件下で次の3ケースの経済

被害の事例分析を行なった（表3）。

　　　　表3：各ケースの前提条件

　　　　　　　計地区　生産設備生産最終需要

　　　　　　　4次メッシュ

3。阪神・淡路大震災4次メッシュ　建物被害・火災率を適用

3．2メツシユ別締斉影響マツプ

地域内
交通支障

本ケースでは、7257個の各メッシュで順次、

被災したと想定し、それぞれのメッシュが持つ

経済活動とその経済影響度を推計する。この結

果、各メッシュの被災が経済全体に与える影響

を示すメッシュ別経済影響マップ（図6）が得ら

れる。なお、本ケースでは、一定期間（便宜的

に1年間）の間、各メッシュ内の生産活動、消費

活動等、全経済活動が完全に停止すると想定し

た。

　その推計例として、表4では、それぞれ高人

口密度上位3地区、総産出額上位4地区、製造業

上位4地区の経済被害額を示した。その結果、

被害額上位4位のうち、3位までが、神戸市の中

央業務地区（CBD，中央区三宮町）であり、直接

被害額と間接被害を含む総経済被害額の比は

L3倍となり、多大な間接被害が発生する。

　また、産業構成の差も間接被害の波及度合い

に大きく影響する。経済規模第3位地区（加古川

市金沢町）の産出額は、第1位メッシュ、神戸市

中央区三宮町の約7割だが、間接的な影響を含

めると、本シミュレーションの最大の4736億円

にのぼる経済被害が発生し、三宮町の被害額を

上回る。これは、加古川市には目本有数の鉄鋼

工場が操業しているためであり、長期にわたる

大規模工場の操業停止は、目本経済に多大な影

響を及ぼすことが定量的にも裏付けられた。
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　　　フ

灘鑑灘鰯1

．欝

懸『翻

～

（経済メッシュデータと地域問産業連関表の統合モデルより推計）

　　　　図6メッシュ別経済影響マップ

　　表4人口・経済規模別被害額（4次メッシュ）

擬り藤番 メ饗シュ地域名 義函 メッシ雑内産轟額（穂円燦） 経済被害（億田／年） 注

4灘麹聾轟 鱗） 全産（a）造業 兵庫県　全国（b） （b〉／（a）

5235←02←49－2 西宮市鳴尾 11，892 118　　　　0 180　　　358 3．0 人ロ規模1位

5135繍1の8聾3 神戸市須磨区鷹取 7，884 537　　　185 563　　　831 1．5 人ロ規模2位

5235鰯Q2輌62－2 神戸市東灘区摂津本山 7，861 175　　　　13 206　　　362 2．1 人ロ規模3位

5235襲0艶25－2 神戸市中央区三宮町 285 3，197　　　　48 3，420　　4，140 1．3 全産業生産額1位
5235－0撫25－4 神戸市中央区三宮町 217 2，933　　　218 3，053　　3，788 1．3 全産業生産額2位
5234－06－46－4 加古川市金沢町 0 2，307　　2，290 2，936　　4，736 2．1 全産業生産額3位

5235榊01雛25鱒 神戸市中央区三宮町 1，110 2，271　　　　92 2，325　　2，931 1．3 全産業生産額4位

5234－06鱗6－4 加古川市金沢町 0 2，307　　2，290 2，936　　4，736 2．1 製造業生産額1位
5135－7撫84－2 神戸市須磨区鷹取 86 1，630　　1，617 1，964　　2，816 1．7 製造業生産額2位
5235一董3磨04－3 尼崎市塚ロ本町 541 1，841　　1，446 2，140　　2，991 1．6 製造業生産額3位

5235一13－3欝4 伊丹市昆陽北 713 1，409　　1，253 1，742　　3，050 2．2 製造業生産額4位
兵庫県計 540．2万人37．4兆円13．5兆円

3．3電力供給支障

本ケースは、電力設備の被災に伴う、電力供

給支障を想定した場合の地域経済への影響シ

ミュレーションである。大規模災害時には、生

産設備の被害を免れたとしても、電力等のライ

フライン途絶により、長期にわたり生産活動が

影響を受ける可能性が高い。

　このような大規模災害時の停電を想定した

アンケート調査によると、9割以上の事業所は

系統電力の供給停止により、操業が不可能にな

ると回答している一方で、ガス、水道等が途絶

しても電力が使用可能であれば、約半数の事業

所は操業活動に無影響で、25％の事業所は何ら

かの操業活動は継続可能と回答している（梶谷

他，2004）。このように、電力供給は生産活動と

密接な関係にあるため、本ケースでは、停電を

想定したメッシュ内の生産活動は完全停止に
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陥ると仮定する。ただし、住居や交通インフラ

の損壊は発生しないため、企業の生産能力以外

の経済活動は平常時と不変であると仮定した。

　また、災害時の電力供給支障は4次メッシュ

よりも大きい範囲で発生するとみられ、本ケー

スの地域単位は3次メッシュ（1㎞四方）とする。

したがって、被害推計の対象メッシュ数は、前

節の4次メッシュ被害推計よりも少なく、4828

地区となる。

　このような前提のもと、各メッシュで停電が

発生した際の経済被害影響を前節の図6と比較

すると、高人口密度地区の経済被害は低く推計

され、両マップにおける被害分布は大きく異な

っている。また、前節と同様、経済影響の大き

いメッシュを列挙すると、神戸市中心部のCBD

地区や大規模な素材型製造業や加工組立型製

造業の集積している地区における電力供給支

障は地域経済に多大な影響を与えることが明

らかとなった。

34阪神・淡路大震災

本ケースでは、平成7年阪神・淡路大震災後

の街区別建物倒壊率と火災被害率（建築研究所

　　　　　神芦

ザ

　一1600－40鍾

闘・10000－400繕
■一1詑oo一一10緻麟o

　尼崎
ゑ

」

　　（経済メッシュデータと地域間産業連関表の統合モデルより推計）

図7メッシュ別経済影響マップ（3次メッシュ、電力供給支障ケース）

　　表5人ロ・経済規模別被害額（電力供給支障ケース）

　リッ鑓番

3次メッシュ

メッシュ地域名 人ロ
（人）

メッシ蕊内産出額（億円／年） 経済被害（億円／年〉
（b）／（a）

注
全産業（a）製造業 兵瞳県　全国（b）

5235－01－59　　神戸市灘区楠丘

5235－02－63　神戸市東灘区本庄町

5235－02－49　　西宮市枝川町

22，899

22，435

22，296

1，469　　　214

1，064　　　426

253　　　　11

1，545　　1，982

1，116　　1，499

293　　　365

1．3

1．4

1．4

人ロ規模1位
人ロ規模2位

人ロ規模3位

5235－01－25　　神戸市中央区三宮町

5235－01一葉4　　神戸市中央区東川崎町

5235－01－26　　神戸市中央区三宮町

5，741

9，753

2，270

9，723　　　402

3，464　　　293

3，386　　　128

10，173　　12，543

3，596　　4，523

3，529　　4，372

1．3

1．3

1．3

全産業生産額1位
全産業生産額2位
全産業生産額3位

5234－06－46　　加古川市金沢町

5135－71－84　　神戸市兵庫区和田崎町

5135－71－82　　神戸市兵庫区明治通

　　0
3，655

12，397

2，307　　2，290

2，621　　1，907

2，673　　1，693

2，936　　4，736

2，989　　4，134

2，804　　3，850

2．1

1．6

1．4

製造業生産額1位
製造業生産額2位
製造業生産額3位
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推計による）を、メッシュ別産出額と居住人口

密度に重ね合わせ、直接的な被害額と被災人口

を推計する。本ケースも地区別経済被害の把握

が主目的であるため、生産活動の停止期間は任

意に設定でき、便宜的に1年間と仮定した。ま

た、復興投資、援助物資の流入等、正の経済効

果は考慮していないため、高橋他（1997）、芦屋・

地主（2001）らに比べ、推計被害額は過大になる

とみられる。

建物被害率推計値を各メッシュ単位に再集

計した被害率（全壊および半壊住宅居住者は共

に避難者とする）を人口密度に重ね、各メッシ

ュの被災人口を推計すると、人口密度の高い神

戸市南部で多数の避難者が発生したことを再

現した。この避難人口の総計は約25万人にのぼ

り3、被災直後の経済活動は多大な影響を受け

たと推測される。

　　　　　　、、
　　　　　　＼恕　　　　　　　　　　　　　　　▽
〕

　　神戸

は比較的小さかった。この生産活動に大きな影

響を受けた地区は、神戸市中心部の商業集積地

区と西南部の工業集積地区であったことが推

計された。

　　　　　　　　■　260．481

　　　（生産施設被害率＋火災率）x産出額

生産能力の減少：1．45兆円（第1次産業1．4億円，

第2次産業7661億円，第3次産業69／4億円）

　　　　図9経済被害額

　　　　　　　　　　このように得られた推計被災人口と産業別

瓢職㌣規模　間接的に被災繍にも多大な影

　　酬測　　　　　　　響を与えていたことが明らかとなった。
　　灘濡温
　　■昌1脚・榊4

（住宅被害率＋火災率）x人口、推計避難人口＝25，0万人

　　　　図8推計避難人ロ

このような住居被害と同様、建築研究所推計

の生産構造物被害率を、メッシュ単位に再集計

し、各メッシュの産業別産出額に重ね合わせる

と、メッシュ別の直接被害が推計される（図9）。

この結果を図8の住宅被害と比較すると、神戸

市東部、芦屋、西宮の沿海部では、多数の住宅

被害により避難民が多数発生したが、産業被害

3震災時の避難者数は最大時約32万人であった。

4．おわりに

本報告では、経済メッシュデータと地域区分

を細分化した地域間産業連関表を推計し、自然

災害による経済被害推計手法を開発した。これ

により、先行研究に比べ直接被害の推計を精緻

化した、経済被害の推計が可能となった。この

ため、経済被害の軽減を目的とした「減災」対

策を評価する際に本モデルの活用が期待され

る。また、本モデルは平常時におけるライフラ

イン供給支障分析にも適用でき、生産インフラ

設備の経済的価値の推計が可能となった。

　また、兵庫県を対象とした事例分析によると、
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自然災害による経済被害推計モデルの開発

メッシュ別人口分布や産業別生産活動は、メッ

シュ間で大きく異なり、被災範囲にわずかな差

が生じるだけで、経済被害額は大きく変化する

ことが明らかとなった。

　さらに、本モデルは、全国を網羅する被害推

計モデルヘと容易に拡張でき、各地域で頻発す

る自然災害の経済影響を評価し、重点的な防災

対策が求められる地区の特定化に寄与できる。

今後、ライフライン途絶による生産活動への影

響、災害後の生産復旧過程、災害ハザードマッ

プ等の既存研究と連携し、自然災害による経済

被害分析を充実させていきたい。

山野紀彦（やまの　のりひこ）

　　電力中央研究所社会経済研究所

梶谷義雄（かじたに　よしお）

　　電力中央研究所地球工学研究所

朱牟田善治（しゅむた　よしはる）

　　電力中央研究所地球工学研究所
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研究ノート

地域製造業の全要素生産性に関する計量分析
　　　　　　一生産性収束に関する統計的検討一

Econometric　analysis　ofthe　total　factorproductivity　in　Japanese　manufacturing　industry

キーワード：地域製造業、TFP、確率的収束

大塚章弘

経済活動のグローバル化、産業空洞化といった地域経済が直面する現状を踏まえて、地域経済の競争

力を高めるためには全要素生産性を向上させることが必要とされている。そのため、本稿では地域製造

業を対象として全要素生産性を計測し、その現状と構造を分析した。その結果、1980年以降の期間で

は、全要素生産性が持続的に成長しているとともに、それは地域的な収束を伴っていることが明らかと

なった。確率的収束モデルを用いた全要素生産性の収束に関する統計的検討によると、全要素生産性

は地域固有の水準に収束しているという結果が得られた。

1．　はじめに

2．地域製造業の生産性の動向

　2．1全要素生産性の定義

　2．2全要素生産性の計測

　2．3全国TFPの動向と要因分析

　2．4地域TFPの動向と構造

3．TFP水準の収束に関する統計的検討

　3．1確率的収束モデル

　3．2検定方法

　3．3検定結果
4．おわりに

1．はじめに

　地域経済の競争力を決定する要素は、比較優

位から競争優位へと移行する傾向にある。もと

もと1970年代から1980年代中頃までは、地

域経済の競争力を左右する要因は労働費用や

用地費用の違いといった要素費用の影響が大

半であった。つまり、豊富で安価な生産要素を

提供できる地域が競争力を有し、そうした地域

に産業が集中することで地域経済の成長がも

たらされるという循環が働いていた。しかし、

1990年代半ばから経済のグローバル化が進展

し、製造業は国際地域間において激しい競争に

さらされている。特に東南アジアや中国への工

場移転が加速しており、各地域では産業の空洞

化問題が深刻化している状況にある。経済のグ

ローバル化によって地域間で経済的な結びっ

きが強まっており、それは地域製造業への影響

を通じて地域経済のパフォーマンスに影響を

与えている可能性は高い。

　Krugman（1991）やPorter（1990）は、こうし

た比較優位に起因する競争力よりもむしろ国

際競争に耐えられる財・サービスを提供する能

力が重要であることを指摘している。地域経済

の競争力は企業間競争と連携を促し、イノベー

ション活動を支援する生産環境に求められる。

この種の優位性は競争優位性（competitive

advantages）と呼ばれており、全要素生産性

（TFP：Totalfactorproductivity）を追求するこ

とが地域経済の競争力を高める上で必要とさ

れる（Porter（1990））。

　そこで本稿では以下の点を明らかにする。第

一に全国と地域の製造業におけるTFP水準の
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地域製造業の全要素生産性に関する計量分析

動向を観察し、その要因を分析する。特に、生

産の集中がTFPを向上させているかどうかを

検討する。第二に地域間においてTFP水準が

収束しているかどうかに関する統計的検討を

行う。地域間の経済パフォーマンスの格差は、

すでにBarro　and　Sala－i・Martin（1995）による

研究によってその収束の存在が認められてい

るが、これに対するKawagoe（1999）および

Togo（2002）による批判的検討結果も存在する。

特に、製造業を対象としたTogo（2002）の研究

では、1985年から1997年における生産性格

差の動向が分析されているが、そこでは生産性

収束の存在は観察されていない。

　以下では、第2節において製造業のTFP水

準を計測し、全国と地域のTFP水準の現状と

構造を分析する。第3節では、TFP水準の地

域的な収束に着目して収束を表現するモデル

を構築し、パネルデータを用いた統計的検討を

行う。最後の節は結論にあてられる。

2．地域製造業の生産性の動向

　本節では『工業統計表』における都道府県別

のデータを用いて、TFPの動向とその要因を

分析する。分析対象期間は1980年から2001

年の22年間とする。

2．1全要素生産性の定義

　全要素生産性とはアウトプットの集計量を

インプットの集計量で除したもので定義され

る。全要素生産性は技術進歩を意味し、それは

主に直接的な技術進歩と間接的な技術進歩か

らなる（表1）。

　直接的な技術進歩には、自組織内における研

究開発フローの投入がある。自組織の研究開発

支出や技術知識ストックは直接的に組織の生

産性を向上させる役割を果たす。また、他組織

の技術知識の一部が自組織の技術進歩に貢献

表1　全要素生産性の要素

研究開発投資、
直接的 組織内

技術知識ストック

組織外 技術のスピルオーバー

規模の経済性、資本の熟度

学習効果、労働の質の向上

問接的 分業の進展、産業構造の変化

経営の改善、外部経済

制度改革、規制、政策効果

（注）渡辺（2001）を参考に加筆して作成。

するという技術のスピルオーバーもこの技術

進歩に含まれる。このような技術進歩は、体化

されない技術進歩（disembodied　technical

progress）と呼ばれる。

　一方、間接的な技術進歩には、資本や労働に

体化された技術進歩（embodied　technical

progress）がある。例えば、資本投資によって

古い資本ストックが新しい資本ストックに置

き換えられたとしよう。資本ストックの総量が

同じであったとしても、新機能の付加や歩留ま

りの改善、資本の熟練度の向上によって新しい

資本ストックは古い資本ストックよりも多く

の産出量を生産できる能力をもつ。同様に、一

人の労働者が熟練度の高い労働者におきかえ

られたとき、労働者数が不変であったとしても、

より多くの産出量が得られるようになる。また、

規模の経済性が存在する場合、大量生産のメリ

ットにより生産性は高まる。さらに、経営組織

における効率性の上昇、すなわち意志決定プロ

セスの見直しやその迅速化によって業務効率

が改善される場合、生産性は向上する。加えて、

産業レベルで分業が進展すると、範囲の経済や

ネットワーク外部性を通じて生産性は向上す

る。
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　ところで、地域の生産性分析では、労働生産

性の動向に着目されることが多い。労働生産性

は労働単位あたり産出を通じて計測され、単純

に要素生産性とも呼ばれる。労働生産性は算出

が容易であるので頻繁に利用される傾向にあ

る。比較する経済主体間で投入財の構成割合が

ほとんど同じであれば、この生産性を用いて生

産性の違いを比較することができる。つまり、

比較する経済主体の間で、また比較する時点の

間で使用される技術が同一であることが確認

できれば、この指標は十分に有用である。しか

し、現実には各地域によって産業構造が異なる

ため、投入財の構成も異なる。例えば、資本集

約的な産業が集中する地域では、資本装備率の

大きな技術が採用されるため、労働生産性は高

くなりやすい。また、ある地域の労働生産性が

平均よりも高く表れたとしても、それが労働と

いう資源を効率的に使用したことによるもの

なのか、単にその地域では資本装備率が高いこ

とによるのかが判別できないという問題があ

る。

2，2全要素生産性の計測

　TFPの計測では、経済主体間におけるTFP

の格差をノンパラメトリックに計測する比較

的新しい方法であるGood　et　a1．（1997）の方法

を用いる。この方法は、ある時点において平均

的な産出と投入規模を有する代表的主体を想

定し、各経済主体のTFPが代表的主体との相

対的な格差として算出されるというものであ

る。想定する代表的主体のTFPが時間を通じ

て変化することが考慮されるため、この方法は

TFPの時系列比較を可能にするという特徴を

有する。

　この方法によると、1期における地域ブの

TFP水準は、初期におけるTFP水準の平均値

との比較の形で（1）をもとに計測される。

　　　　　　　　　　ノlnπ乃一（ln｝ア蔵）＋Σ（画一ln壕，）

　　　　　　　　　S＝1
　　　　客圭（～・可）（叫一凪）

　　　　熊圭（可・幅）（城一㎞㌔）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

ここに｝り、は‘期における地域∫の産出量、Xヴ、

は∫期における地域ゾの生産要素i（i＝1，…，n）

の投入量、Sク，は∫期における地域ブの生産要素

iのコストシェアである。また、各記号の上付

の傍線は各変数の地域問平均値を表す。（1）は

任意の時点、任意の地域における相対的な

TFP水準に加えて、時系列的なTFP水準の変

化も考慮した形で地域製造業のTFP水準が計

測可能であることを示している。

　TFPの計測では、『工業統計表』の従業者30

人以上の事業所に関する統計を用いる。産出量

は『工業統計表』の生産額、デフレーターは『国

民経済計算報告一長期遡及生産系列編』の産出

デフレーターである。

　投入量については、資本投入と労働投入が試

算される。実質資本ストックは、大河原・松浦・

中馬（1985）による推計方法をもとに作成し

たデータである1。設備稼働率の影響を考慮す

るため、鉱工業稼働率指数を各県の実質資本ス

トックに掛けた値を各県の資本投入量とする。

設備稼働率を考慮することで、景気循環の影響

をある程度排除できると考えられるが、都道府

県レベルの景気変動まで考慮していない点に

は注意が必要である。

　労働投入については、各都道府県の従業者数

に対して労働時間を掛けて労働投入量とする。

1工業統計表には資本に対応するデータとして有形固

定資産年初現在高が収録されている。このデータは貸

借対照表の帳簿価格（簿価）評価額であるため、この

データを直接利用することは、時系列とクロスセクシ

ョンのどちらの分析を行うに際しても問題がある（中

島・北村・木村・新保（2000））。
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労働時間は『毎月勤労統計調査』から規模30

人以上の総実労働時間数である。ただし、全国

値であるので、都道府県および産業別一人平均

月間労働時間数（規模30人以上）において地域

格差を反映したウェイトを計算し、全国の総実

労働時間数に乗じることで都道府県別の総実

労働時問数を作成する。最後に、中間投入は『工

業統計表』の中問財消費額である。デフレータ

ーは『国民経済計算報告一長期遡及生産系列

編』の製造業活動業種別の中間投入デフレータ

ーである。

　各生産要素のコストシェアの計算では、まず

総費用を資本コスト、労働費用、中間投入額の

合計値として定義する。資本コストは実質資本

ストックに資本のサービス価格を乗じること

で算出され、資本のサービス価格は次式を通じ

て算定される。

　資本のサービス価格＝ρ、（7＋4）／（1一τ）

pκは資本財価格であり、ここでは『国民経済

計算報告一長期遡及生産系列編』の民間固定資

本形成デフレーターを資本財価格として用い

る。7は利子率であり、目本銀行の全国銀行貸

出約定平均金利である。ゴは減価償却率であり、

『工業統計表』における減価償却額を有形固定

資産年初現在高で除して計算したものである。

τは法人基本税率（留保分）である。

　労働費用には『工業統計表』の現金給与総額

を、中間投入費用には『工業統計表』の中間財

消費額を利用する。各生産要素のコストシェア

は、総費用を各生産要素のコストで割って求め

た。

2．3全国TFPの動向と要因分解

　1期における全国製造業のTFP水準を、各

地域のTFP水準の加重平均であるとして、次

式で定義する。

　　　　　フ
　lnπ℃一Σ⑦、lnπ乃、

　　　　ノ；1

ここにlnT研塗は∫期における地域∫のTFP水

準、ウェイト⑦，は1期における地域1の全国に

おける産出シェアである。

　図1は上式で計算された全国製造業のTFP

水準の動向を示したものである。全国のTFP

水準は観測期間を通じて変動が観察されるも

のの、長期的には上昇傾向にある。図のシャド

ー部分は不況の時期を表している。計測では景

気変動の影響を取り除くために設備稼働率を

考慮したが、その影響は完全には除去されてい

図1　全国製造業のTFP水準の推移（対数値）
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ない2。TFP成長率は1980年代では平均して

年率O．22％であったが、1990年代に入るとそ

の成長が加速しており、成長率は年率で0．24％

に達している。観測期間を通じてTFPは上昇

しており、2001年は1980年と比較して5．6％

程度上昇している。

　先行研究では、集計レベルで顕在化している

TFP成長の要因分解を行う方法が開発されて

いる。Forstereta1．（1998）は先行研究で用いら

れた方法に関するサーベイを行っているが、先

行研究では異なった生産性指標と分解方法が

採用されている。本稿では、全国のTFP水準

の変動を分解する方法として、Forster　et

a1．（1998）の方法を地域製造業の集計データに

適用した。彼らの方法によると、基準年（∫一τ）

から比較年（∫）におけるTFP全体の変動は、近

似的に以下3つの効果に分解される3。

1．内部効果（within　ef琵ct）：各地域で達

　成された生産性の上昇分（△lnT研，）に

　関して基準時点である∫一τ期の産出

　シェア61、イをウェイトとして加重平

　均した値。

　　　フ
　　Σ⑦ト．△ln珊，

　　ノ＝1

2．シェア効果（betweeneflbct）：各地域の

　産出シェアの変化△⑦、に対して、卜τ

　期における地域間平均lnT耽一，を基準

　とした各地域の相対的な生産性の大

　きさを乗じてそれを地域間で合計し

　た値。

2例えば、1980年代後半と1990年代半ば以降では、
TFPの変動と景気変動との間である程度の相関が観
察される。

3通常は企業レベルのデータを利用して計算されるの

で、内部効果とシェア効果、共分散効果に加えて、参

入効果と退出効果が考慮される。

　フ

Σムク，（ln珊ト，一1nπ蹴，）

ノ＝1

3．共分散効果（covariance　ef驚ct）：各地域

　の生産性成長△lnT研，と産出シェア

　の変化ムクノ，との積の合計値。

　　　フ
　　Σ△⑦，△ln珊，

　　ノ＝1

　内部効果は、個別地域の生産性成長を基準時

点の産出規模をウェイトとして評価した効果

である。シェア効果は、基準時点において生産

性が地域間平均よりも高い地域がその後産出

規模を拡大することで全国の生産性を成長さ

せる効果である。共分散効果は生産性を上昇さ

せた地域が同時に産出の相対的な規模を拡大

することで、全国の生産性を成長させる効果で

ある。このシェア効果と共分散効果を合わせた

ものは再配分効果と呼ばれる（深尾・権（2004））。

つまり、再配分効果とは特定地域の生産特化の

影響で生産性が成長する効果であることを意

味する。その意味において再配分効果は産業集

積に伴う規模の経済性を表すものとして捉え

られる。

　表2は、1980年から2001年における全国

製造業のTFP成長率を要因分解した結果をま

とめたものである。この表からTFP成長率に

関して次の特徴が指摘できる。

　第一に、TFPの変動を規定した最大の要因

は内部効果である。この効果は1980年代では

TFP成長率に対して65％程度の影響を及ぼし

ているが、1990年代ではその傾向を強めてい

る。1990年代のTFP成長率は内部効果によっ

て完全に説明される一方、再配分効果は弱く、

TFPの変動に対してほとんど影響を与えてい

ない。

　第二に、その再配分効果を観察すると、1980
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表2　全国製造業の全要素生産性上昇の要因分解

再配分効果

期間 TFP成長率　　内部効果
（合計）

シェア

効　果

共分散

効　果

1980－1990

1990－2000

0．02246

0．02499

0．01469
（0．65）

0．02489
（1．00）

0．00777
（O．35）

0．00010
（0．00）

0．00326
　（0．14）

一〇．00363

（一〇．15）

0．00452
（0．20）

0．00373
（0．15）

1980－2001 0．05558
0．05204
（O．94）

0．00354
（0．06）

一〇．00151

（一〇．03）

0．00506
（0．09）

（注）括弧内の数字は各効果の相対的な寄与度である。

年代ではTFPを35％程度増加させるだけの影

響を有していた。しかし、1990年代ではその

影響はほとんど観察されない。再配分効果は、

観測期間全体を通じてTFPを約1割程度しか

上昇させない。その再配分効果を構成するシェ

ア効果と共分散効果は観測期間を通じてとも

に低下しており、特にシェア効果の寄与度は

1980年代で0．14であったのが、1990年代に

は一〇．15と大きく低下している。結果として、

観測期間を通じたTFPの成長に対するシェア

効果の影響は一3％、共分散効果の影響は9％

である。各地域の生産性成長が生産シェアの拡

大を伴っている傾向は観察されるものの、生産

性の高い地域が生産シェアを拡大させた傾向

は観察されない。その意味では、製造業の地域

構造が産業集積の影響に応じて変化している

状況であるとは言い難いように思われる。

2．4地域TFPの動向と構造

　次に具体的に各地域のTFPの動向を観察し

よう。1980年におけるTFP水準は、関東と中

部、近畿の3地域でおおむね高水準にあるが、

その後、1980年から2001年の22年間にかけ

てTFP水準の高い地域が年々拡散化している

傾向にある。観測期間を通じてTFP水準がも

っとも上昇している地域は徳島であり、鳥取、

石川、熊本と続いている（図2）。全体として、

関東や中部、近畿といった既存の集積地域より

もむしろ東北地方や九州地方で成長が著しい

のが特徴的である。1980年のTFP水準と2000

年の1980年対比でみたTFP成長率との関係

は、右下がりの関係が成立している。図による

とTFPの成長が観察される地域は初期時点に

おいて生産シェアが相対的に小さい地域であ

る。これは、全国製造業の生産性成長が、TFP

水準の地域間収束を伴いながら進展したこと

を示している。

　これらの結果は、1970年代から1990年代

にかけて行われた工場立地に関する政策誘導

において、地方に生産基盤整備を目的とした公

共投資が優先配分されたため、地方の生産機能

が高まったことを反映している可能性がある4。

あるいは、既存の集積地において土地価格の高

騰や混雑費用、環境汚染といった外部不経済の

要素が生産活動に影響を及ぼしている可能性

も推察される5。

41970年代から1990年代半ばにかけて、わが国経済
の成長拠点を地方に分散させ、成長拠点からの波及効

果によって周辺の地域経済を牽引し、活性化させるこ

とを目的とした施策が実施されてきた。具体的には、

工業再配置法（1972年～）、テクノポリス法（1983

年～1998年）、頭脳立地法（1988年～1998年）、地方

拠点法（1992年～）などがあげられる。

5この点に関しては藤田（2003）を参照。
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図2　1980年のTFP水準とTFP成長率との関係
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3．TFP水準の収束に関する統計的検討

　新古典派成長理論によると、各地域の生産性

は条件付で収束するという状況が想定される。

条件付収束に関する検証方法は、クロス・セク

ション分析と時系列分析に大別される。前者は、

Ba皿o　and　S段1a・iMartin（1995）に代表される

方法であり、例えば、国民一人あたりGNPと

いった経済パフォーマンス指標に関して、その

初期の水準と変化率との間にマイナスの相関

関係が存在しているかどうかを検証するもの

である。後者の時系列分析は、確率過程に従う

経済パフォーマンスに与えられるショックが

一時的なのか、恒久的なものなのかに焦点をあ

て、その収束の定常性を検定する方法である。

収束の条件としては、ショックが一時的なもの

であることに加えて、初期段階で経済パフォー

マンスが低水準の主体はその時点で高い水準

を持つ主体よりも早い成長率をもたらすこと

が求められる。これはβ収束として知られてい

る。

　クロス・セクションによる分析方法では、経

済パフォーマンスの短期動学移行過程と長期

定常状態との区別ができず、収束の存在が認め

られても、それが長期的には定常かどうかは何

も示されていないという問題があるため、ここ

では時系列分析の方法を用いてTFP水準の収

束を検証する。

3．1確率的収束モデル

　確率モデルを用いた生産性の収束は、

DowrickandNguyen（1988）およびBemald

and　Jones（1996）で検討されている。これらの

先行研究では、いずれもOECDのデータをも

とに国レベルの生産性収束に関して確率的収

束モデルによる分析が行われている。このうち

Bemald　and　Jonesによる確率的収束モデル

では、各国のTFP水準と代表国のTFP水準と

の差異が確率変数として取り扱われ、この確率
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過程が定常ならば各国は漸近的成長率を有す

ると解釈される。ただし、彼らは条件付収束の

検討は行っていない。

　まず、1期における地域ノのTFP水準は次の

ような関係式で表わされる。

ln蹴，一7ノ＋λlnろ、＋εノ、　　　（2）

ここに7ノは地域ブの外生的な技術進歩率、殊

は地域ゾのキャッチアップ変数である。λはキ

ャッチアップのスピードを表すパラメーター

である。λ＞0ならばキャッチアップが存在し、

λ＝0ならばキャッチアップは存在しない。ξ，、

は平均0で分散可のランダムな誤差項を表す。

　ここでキャッチアップ変数の変化経路

TFPノ，．1（≡F｝、／ろ、、1）は、TFPの代表的地域

（ノ＝0）に対する比率の逆数に比例するものと

して次式を仮定する。

一　　　　　　　I
T醒》ノ’一1＝

　　　　TF乃，一1／四罵，一1

このとき、（3）を対数で表現すると、

1n卿ノ’一1＝ln罵，一lnろ，一1

　　　　＝1n隅，一1－ln刀町一1

（3）

として表されるので、地域∫のTFP成長は次

の関係が得られる。

慌一乃＋λ彊ii＋ち　（4）

ただし、◎、＝εノ、一8ノ、、1である。（4）は各地域の

TFP成長率が地域の技術進歩率に加えて、キ

ャッチアップ変数の変化率、つまり前期におけ

る当該地域と代表的地域とのTFPの差異とし

て表現されることを示している。これより地域

ノにおけるTFP水準の時間経路は、

1n珊γ一乃＋λlnTFPガー1＋ln珊、一1＋∂ノ，（5）

となる。

その一方、代表的地域におけるキャッチアッ

プの時間経路は、

lnT耽、＝7。＋lnπ瑞，一1＋∂。，　　　（6）

となるので、地域ブにおけるTFPのキャッチ

アップの時間経路は、（5）と（6）の関係から次の

ように導かれる。

ln　TFPノ，＝ln　TF罵1－ln　TF乃，

　　　一（扉7ノ）＋（1一λ）ln舜ノ日燭、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

このフレームワークにおいて誤差項
μノ、（㍑ノ、＝3。、一3ノ、）が∫と∫に関して独立に分布

すると仮定するならば、地域ブのTFPの代表

的地域に対するキャッチアップは、地域ブの

　　　　　　　　　　　　　TFPの相対的差異を表すlnTFPノ，が定常的で

あるかどうかという単位根検定の問題に帰着

される。もしλ＝0ならば、両地域のTFP水準

の差異を表す確率過程は単位根を持つので

lnTFPノ，は非定常であると解釈される。このと

き地域の生産性ショックは恒常的であり、TFP

水準の差異が確率的に収束することは認めら

れないのでキャッチアップは存在しない6。も

しλ＞0ならば、両地域のTFP水準の差異を表

す確率過程が定常であると解釈される。つまり、

地域の生産性水準に与えられるショックは恒

久的なものではなく一時的なものであるため、

収束が存在することを示唆している。この場合、

各地域の生産性は漸近的な成長率に収束する

ことになる。

3，2検定方法

　パネルデータを利用したパネル単位根検定

では、ある系列アノ、について次のような式が想

定される。

　乃、＝ρノ乃、『1＋利，δ＋ξノ、

ここに1＝1，2，…，ノVはクロス・セクション、

6これは、地域の長期的な平均成長率が収束しないと

いう新しい成長理論に一致する。
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’＝1，2，…，勾は観測期間である。ぎノ、は外生変数

であり、固定効果が含まれる。ρノは自己回帰

係数で、δはパラメーターである。誤差εノ、はブ

と’に関して独立に分布すると仮定される。こ

表3　パネル単位根検定（LLC）結果

N α
固定　　　LLC検定
効果　　（検定統計量）

のとき、1鳥1＜1の場合、アノ，は弱定常状態であ

　　一〇．16574　　去＊
921
　　　（一8．72）

　　　0．00187
911
　　　　（0．32）

有

無

一2．20812　　索＊

　【0．01】

0，29280

　［0．621

る。1病卜1の場合、yノ、には単位根が存在する

と解釈される。

　ここでは、パネル単位根検定としてLevinet

al．（2002；LLC）による方法を用いる。LLCの

方法では次の式が用いられる。

　　　　　　　ノ　ムツノ、一αyノ、一1＋Σ易Lムツノ，｛＋罵、◎＋εノ、

　　　　　　L＝1
　　　　　　　　（ブ＝1，．．．，2V；∫＝1，．．．，T）

LLCでは共通の単位根としてα＝ρ一1が仮定

され、ラグの次数はクロス・セクション項によ

ってそれぞれ異なることが想定される。帰無仮

説はα＝0（ρ＝1）である。このとき、当該地域

と代表的地域との生産性水準の乖離はドリフ

ト項を有する非定常過程となる。対立仮説は

α＜0（ρ＜1）である。このとき、生産性の乖離

が定常過程であるという意味で収束が成り立

つo

3．3検定結果

　表3は、α＝0を帰無仮説とする検定統計量

を計算した結果である。ここでは個別効果を考

慮しない式も同時に検定を行った。検定結果に

よると、「全ての地域のTFPが共通の単位根を

持っ」という帰無仮説が棄却される。この結果

は地域におけるTFP水準が収束することを示

唆しており、各地域の生産性は各地域の漸近的

な成長率へ収束すると判断される。

　条件付収束の存在、すなわち個別効果の有無

は、Doldadoθ63！（1990）の検定手順に従う。

具体的には、最初に個別効果を考慮したモデル

（備考）1。「★＊」、「＊」はそれぞれ1％、5％水準で有

　　　　意であることを示す。

　　　　Nはサンプル数である。

　　　　（）は∫値、［】はρ値を示す。

で単位根検定を行い、そこで単位根の存在が棄

却されれば検定は終了となる。しかし、棄却さ

れない場合は個別効果を考慮しないモデルで

再度推定を行い、単位根検定を行うという手順

が採られる。分析結果では、個別効果を考慮し

たモデルで単位根の存在は棄却されるため、個

別効果を考慮したモデルが採用される。つまり、

わが国の地域製造業のTFPは、平均レベルに

収束するということよりもむしろ、各地域の漸

近水準に収束すると判断され、条件付収束仮説

が支持される結果となる。

4．おわりに

　本稿では、『工業統計表』のデータを利用し

て、地域製造業におけるTFPの動向に関する

統計的検討を行った。観測期間とした1980年

から2001年の22年間ではTFPは若干の変動

を伴いながらも長期的には上昇していること

が明らかとなった。生産規模はTFPの成長に

対してほとんど影響を与えておらず、特定地域

へ同一産業の生産が集中することによって

TFPが成長したという結果は得られていない。

この結果は、経済活動のグローバル化の影響を

受ける製造業では、産業集中に伴う投入資源の

多様性や規模の経済性がTFPの持続的成長に

対して重要な影響をもたらさないという

Porter（1998）の見解に一致している。
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　また本稿では、地域のTFP水準が観測期間

を通じて収束していることも確認された。TFP

の収束に関する統計的検討を行ったところ、各

地域が地域固有の水準に収束するという結果

が得られた。条件付収束の存在は分析対象や分

析方法などの違いから必ずしも整合的な比較

はできないものの、Kaw＆goe（1999）や

Togo（2002）による実証結果とは相反し、Baro

and　Sala・i・Martin（1995）の結果をおおむね支

持する結果である。

　TFPの条件付収束は、地域特有な要素が地

域企業のR＆D活動を刺激することなどを通じ

て技術知識の蓄積に貢献する可能性を示唆し

ている。これは、地域レベルにおける技術知識

のスピルオーバー効果の重要性を提起してお

り、この影響について分析を進める必要がある。
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研究紹介

バイオマス賦存量の市町村別推計と
　G　I　Sによる地理的分布の把握

A　calculation　ofthe　amount　ofbiomass　by　the　cities

　　and　Geographical　distribution　by　GIS

キーワード：バイオマス、賦存量、地理情報システム、データベース

井内正直

1．はじめに

1，1研究の背景と目的

バイオマス・ニッポン総合戦略の策定から約

2年が経過し、バイオマスエネルギー利用が本

格的に検討されるようになった。しかし、我が

国におけるバイオマス賦存量の推計は都道府

県単位等の広域を対象とした場合が多く、F　S

調査等の事業化を目的として利用するために

は、市町村単位等の詳細なデータが必要となる。

そこで最新の農林水産統計や地域統計デー

タを用いて、3，204（平成15年10，月末現在）の市町

村別のバイオマス（5系統15種類）賦存量デー

タベースを構築した上で、地理情報システム

（G　I　S）を活用して視覚的に表示させ、バイ

オマスの地理的分布を明らかにする。

12　研究の方法

全国全ての市町村3，204自治体（平成15年10

月末現在）を対象としたバイオマス賦存量デー

タベースの作成方法は以下の通りである。推計

の対象としたバイオマスは、表1に示した5分

類15種類である。まず15種類のバイオマスを市

町村単位で推計する方法について、資料・文献

等を通じて調査する。次に市町村単位で推計可

能かどうかの観点から推計手法・推計式を絞り

込むとともに、関連するデータを収集し、推計

式に基づいて15種類別のバイオマス賦存量を

推計する。さらに、G　I　Sの市町村データと結

合し、バイオマス賦存量の地域分布を視覚的に

表示させる。そしてバイオマスの種翻rlに地理

的分布状況を把握する。

2．市町村別バイオマス賦存量データベー

　ス構築

2．1バイオマス賦存量の推計

表2に各バイオマスの推計手順を示した。詳

細な推計方法を以下に示す。なお、堆肥などで

利用されている量・比率等が明らかなバイオマ

スについては、利用可能量も併せて推計した。

（1）木質系バイオマス

a）林地残材賦存量の推計

　　　　　　　　　　　　　　　111林地残材賦存量（t／年）は、木材需給報告書

による都道府県別の国産材供給量（素材生産

　　　量）（m／年）をもとに、都道府県別森林面積を母

数とする市町村別森林面積率によって市町村

別の国産材供給量を求め、素材として利用でき

る割合（素材利用率）から根株、樹皮、枝条等

を含めた立木全体の材積量を計算した後、林地

残材率と木材比重を乗じて、立木伐採後の林地

に放置される重量を推計した。

b）製材所廃材賦存量の推計

　製材所廃材賦存量（V年）は、木材需給報告書に
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よる都道府県別の製材用素材入荷量から、製材

品あるいは木材チップとして利用された分を

除いた材積量に、製材用素材の比重を乗じた値

　　　　　［21に、工業統計から中分類市都道府県別16木

材・製材業事業所数を母数にした中分類市町村

別16木材・製材業事業所数割合を乗じて市町村

別の製材所廃材賦存量を推計した。

c）造園勇定材賦存量の推計

市町村別の造園廃棄物（都市公園樹木勇定

材）賦存量（げ年）は、市町村別の都市公園面積に

単位面積当たりの勇定枝等発生量を乗じて推

計した。平成14年度Y市の都市公園（面積

15，040．7ha）からの勇定枝等発生量3，300tの実績

値を用いて、1ha当たりの発生量を2．14∀haとし

て推計した。

表1　推計するバイオマスの種類

分類 バイオマス種
①木質系バイオマス （a）林地残材、（b）製材所廃材、（c）造園前定材

②農業系バイオマス （a）稲わら、（b）もみ殻、（c）麦わら

3畜　系バイオマス（a）乳用牛、（b）肉用牛、（c）養豚、（d）採卵鶏、（e）ブロイラー

4食品系バイオマス（a）動物系残渣（b）生活系厨芥類（c）事業系厨芥類

⑤汚泥系バイオマス （a）下水汚泥

表2　市町村別バイオマス賦存量推計手順

①木質系バイオマス

（a）林地残材賦存量

垂璽壷1
根鴇欝た［璽］

（b）製材所廃材賦存量

團一囲　号

匝魎x匿翻
　　　◆

市町村別工場廃材賦存量叱t／年）

（c）造園選定材賦存量

圃・［塑
　　ラ

造囲廃妻物賦存量（ヒ〆年｝

②農業系バイオマス

（a）稲わら賦存量

匝巫遡・［画
◎

市町村慰1梱わら賦篠量仕／年〉

歴｝團
　　畢

（b）もみ殻賦存量

Ei亟亜・［亟藝ヨ
◆

市町村別もみ穀賦召奮（し’年）

匝郵一［亟
匝司・匝壷ヨ
　　畢

（c）麦わら賦存量

匝画・圖
　　　号

市町村別麦わら賦存量（t／牢）

團一匿璽劉
巨璽コ・塵副

畢

③畜産系バイオマス

　（a）牛汚泥賦存量

匝‘匪翻
市町村別牛汚泥賦存量〔tノ年）

團・圃　　　号

（b）豚汚泥賦存量

匝画・團号

圃・團　　◆

（c）養鶏汚泥賦存量

圃1塵翻

巨亟コ・囮
◆

④食品系バイオマス

（a）動植物性残渣賦存量

國・睡翻
　　　号

市町村別効植物牲残渣賦存澱（t／年／）

（b）厨芥類賦存量

圖・薩鋼
　　　号

圏・團
　　　号

市町村別事粟系厨芥類賦存畳（t〆年）

⑤汚泥系バイオマス

（a）下水汚泥

匝麺一圏
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（2）農業系バイオマス

a）稲わら賦存量の推計

市町村別の稲わら賦存量（V年）は、市町村別の

稲作付面積に単位面積当たりの稲わら発生量

を乗じて推計した。lha当たりの稲わら発生量

　　　　　　　　　　　　　　、“［31は、日本農業土木総合研究所ホームペーソか

ら5，410（kg／ha）とした。

b）もみ殻賦存量の推計

市町村別のもみ殻賦存量（∀年）は、市町村別の

玄米収穫量にもみ殻発生割合を乗じて推計し

た。もみ殻発生割合は、日本農業土木総研HP

から02とした。

c）麦わら賦存量の推計

　市町村別の麦わら賦存量（ザ年）は、稲わらと同

様に市町村別の麦作付面積に単位面積当たり

の麦わら発生量を乗じて推計した。1ha当たり

の麦わら発生量は、日本農業土木総研HPから

3，000（kg／ha）とした。

（3）畜産系バイオマス

a）牛汚泥賦存量の推計

　市町村別の牛汚泥賦存量（げ年）は、市町村別の

飼育頭数に1頭当たりの年問排泄物量を乗じ

て推計した。なお、年間の排泄量は、乳用牛と

肉用牛で異なる。乳用牛の1頭当たりの年間排

泄物量は、家畜ふん尿の特性と処理利用の基礎

　　［41
知識より16，425kg、肉用牛は7，300kgを利用し

た。

c）豚汚泥賦存量の推計

　牛と同様に市町村別の豚汚泥賦存量（げ年）を

推計した。豚1頭当たりの年間排泄物量は、家

畜ふん尿の特性と処理利用の基礎知識より

766．5kgを利用した。

d）鶏汚泥賦存量の推計

　牛・豚と同様に市町村別の鶏汚泥賦存量（げ

年）を推計した。排泄量は採卵鶏とブロイラー

で異なる。採卵鶏1羽当たりの年問排泄物量は、

　　　　　　151畜産環境大辞典より49．6kg、ブロイラーは

47．5kgを利用した。

（4）食品系バイオマス

a）動植物性残渣賦存量の推計

市町村別の動植物性残渣賦存量（げ年）は、都道

府県別の動物性残渣排出量に、工業統計から中

分類市町村別12食品製造業事業所及び13飲料・

たばこ・飼料製造業事業所数を母数とする中分

類都道府県別12食品製造業事業所数及び13飲

料・たばこ・飼料製造業事業所数割合を乗じて

推計した。

b）厨芥類賦存量の推計

　市町村別厨芥類賦存量（ガ年）は、一般家庭

から排出される生ごみが中心となる生活系厨

芥類と、ホテルや外食産業、百貨店（食品売場）、

スーパー、コンビニエンスストアー等の食品廃

棄物、調理屑等、食品工場以外の事業所から排

出される事業系厨芥類から構成される。

　生活系厨芥類賦存量（げ年）は、市町村別の

生活系ごみ排出量に、生ごみ等の処理及び有効

　　　　　　　　　161利用に関する調査報告書から求めた厨芥類

割合0．3を乗じて推計した。

　同様に事業系厨芥類賦存量（げ年）は、市町村別

の事業系ごみ排出量に、生ごみ等の処理及び有

効利用に関する調査報告書から求めた厨芥類

割合0．29を乗じて推計した。

（5）汚泥系バイオマス

　平成13年度版下水道統計行政編第58号1
　［71
巻から、市町村ごとの脱水汚泥発生量（実数）

を下水汚泥賦存量とした。

22　種類別賦存量の分析

　1日当たりの市町村別バイオマス賦存量を

バイオマス種別に集計し、賦存量を分析した。

（1）木質系バイオマス

バイオマスとして利用することが容易と考

えられる製材所廃材及び造園勇定材の合計、さ

らに木質バイオマス全体を合計した賦存量別

（げ目）の自治体件数を図1に示す。
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700パ　1

図1　木質系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

幽治体数

　　　　　　　　　　ヂ
図3　畜産系バイオマスの賦存量別（∀日）

自治体件数

　　700．

　　60D，
　　500　．

　　40D　l
自治体敗

ゐ！！ノノノノ鴇444／ノ

図2　農業系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

自治体数

孚

図4　食品系バイオマスの賦存量別（t1日）

自治体件数

製材所廃材及び造園勢定材では、W日以上の

賦存量となる自治体が約600件あり、それ以上

の自治体も多く存在することがわかる。また

20t／日以上の賦存量がある自治体も52件ある

ことがわかる。林地残材を含めた木質バイオマ

ス合計では、97自治体となる。

収集コストがかかるため林地残材の利用可

能性は低いが、それらが十分利用できると5～

10∀日の自治体は400件以上となり、収集コスト

を大幅に低減させる技術開発が望まれる。

（2）農業系バイオマス

稲わら、もみ殻、麦わらは大量に発生するが、

現在はかなりの部分がコンバイン等の農業機

具の発達に伴い、細かく裁断し、土壌に還元さ

れている。その3種類の農業系バイオマス賦存

量を合計したものを図2に示す。20～30t未満が

232自治体、30～50t未満が165自治体、50～100t

未満が67自治体、100t以上が7自治体、20t以上

が471自治体となり、全国の約15％の自治体を

占める。但し、これらバイオマスの大部分を占

める稲わらともみ殻は秋の9～10月前後に集

中し、通年利用するためには貯蔵する必要があ

り、実際の利用に際してはそれらが解決すべき

課題である。

（3）畜産系バイオマス

　図3に肉牛と乳牛、養豚、産卵鶏とブロイラ

ーからの発生する汚泥の賦存量を示した。自治

体によって発生する量の差が大きく、ほとんど
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発生しない自治体と5t以上発生する自治体と

に大きく分かれる。

肉牛と乳牛を合わせた賦存量から、日賦存量

5t以上の自治体が1，859件あることがわかる。

10（耽以上見込まれる自治体も282件と非常に多

い。養豚では、5～20tが多く、370の自治体と

なる他、100t以上の自治体も28件となっている。

鶏卵とブロイラーを合わせた賦存量では、5t以

上で577自治体となっている。

（4）食品系バイオマス

図4に示すように食品系バイオマスの中で比

較的利用しやすいと考えられる食品工場等か

ら排出される動物性残渣は、475自治体で日賦

存量が5t以上を越えている。既に有効利用され

ている量は地域により様々であり明確にする

ことはできないが、潜在的なポテンシャルは非

常に高いと考えられる。

生活系と事業系の厨芥類も目賦存量5t以上が

1，069自治体と非常に多い。しかし現在では、

厨芥類と他のごみを分別収集している自治体

はほとんどなく、実際に利用するためには収集

システムの再構築、住民の理解等が必要である。

（5）下水系バイオマス

下水汚泥の賦存量は目量0．1t未満が約3分の

1の自治体となり、人口が集中する都市以外で

はポテンシャルは低いと考えられる。

3．G　I　Sによる地理的分布特性の把握

バイオマス賦存量データベースとG　I　Sの

市町村データと結合し、バイオマス賦存量の地

域分布を視覚的に表示させた。図5にG　I　Sで

表示させた製材所廃材の賦存量分布図の一例

（九州地方）を示した。同様に15種類全てのバ

イオマス分布をG　I　S上で表示させて、それぞ

れの地理的分布特性を表3のように把握・整理

した。

評

か

誰・

ψ

N 。
』
げ

　　　も　硅　　　（囑、

0　　50　　100 200　km

凡例

口市区町村界
製材所廃材賦存量（kg／日）

■■5001－10000

繍2501－5000

、鑛50卜1000

251－500
－
1
0 1－250

51－100

0－50

図5　製材所廃材の賦存量分布図（九州地方

の一例）

　自治別バイオマス賦存量のG　I　S表示を行

うことで、採卵鶏の賦存量が山陽と四国北部の

瀬戸内海周辺部に多いことや、ブロイラーが九

州南部に多い等、データベースだけでは難しい

地理的分布を容易に把握することが可能とな

った。

4、考察と今後の課題

本研究で行った統計データをベースにした

バイオマス賦存量の推計とG　I　Sによる表示

は、自治体主導、ある程度規模の大きい施設建

設の際の初期検討に有効であると考えられる。

今後は、データの更新をするとともに、発生

地点（製材所、養豚場等の各施設）に基づいた

マップを作成することが課題である。
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塵癖鉦コ

再生可能工ネルギーのRD＆D戦略について

Strategies　ofRD＆D　ofRenewable　Energy

再生可能エネルギー、RD＆D、太陽光発電、風力発電、世界エネルギーモデル

山本博巳

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。

（Type1） （Type2）

SmaII

Ba廿e

（Type3）

PV！Wind

Large
Batter

（Type4）

PVIWind

Electツsi

Fossils

bioenerg

Gasifier，

Liquefaction，

tc．

　　　　　　　　　　　　　唖
　Ele（畑city　Grids　　　　　　　　　　　　　　　　H2／Hydrocarbon　Networks

　　　　　　　　　　　　H21hydrocarbon

　　　　　　　　　　　　騨／

　　　　　　　　　　　　Energy　demand

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）。

PV＆Wind一次エネルギー比率（2050年）［％］

　　　　　　500
　　　　　　　　　　■22．5－25

400

　0　ヨ300ぐ
　菖
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　O
　O
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　　　　　　　00　　　－20　　－40　　－60　　－80　　－100

太陽光と風力のコスト低減率［％］

●20－22．5
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圃10一12．5

囲7．5－10

日5－7．5

口2，5－5

ロ0－2．5

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。

エネルギーシステムコスト低減量（合計）［丁一”ion＄］

　　　　　　　500
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　？
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　器
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　0
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太陽光と風力のコスト低減率［％1
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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
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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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再生可能エネルギーのRD＆D戦略について

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．
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／璽一劃

　　　核不拡散を巡る最近の国際的論調
一rエルバラダイ構想」の背景と日本としての対応一

長　野　浩　司

1．はじめに

国際原子力機関（IAEA）エルバラダイ事務

局長の「構想」、とりわけ「ウラン濃縮・プ

ルトニウム（Pu）分離施設の5ヵ年凍結（モラ

トリアム）」提案が、国内で大きな波紋を呼

んでいる。本稿は、その内容と背景を分析

しつつ、目本として対応を誤らぬよう今後

の対処の方向性を提示する。

2．　rエルバラダイ構想」の成案を

　　我々は未だ眼にしていない

　IAEAエルバラダイ事務局長の「構想」の

初出論文（2003年10．月の英Economist誌記

事）［1］では、核不拡散条約（NPT）1の機能を

補完する新たなアプローチとして、表一1に

示す3つのステップを提唱した。この時点で

は、上記「5ヵ年モラトリアム」の提案は含

まれず、類似の内容も第2点「軍事転用につ

ながらない設計」があるのみである。

　問題のモラトリアムの提案がなされたの

は、2005年2月のFimncial　Times紙記事［21で

ある。2005年5月に開催される「NPT再検討

会議（ReviewCon驚rence）」を念頭に、世界の

安全保障の向上に向けた7ステップを提唱

した。その第1項目が以下である：

①ウラン濃縮・Pu分離の‘additional　facili－

　ties’の5ヵ年凍結。誠実履行国への燃料

　物質供給保証。中断の時間を利用し、

　より長期的な施策オプションの検討

　　（例1多国間管理下の地域センター）。

加えて、その具体的な検討のための専門家

会議を招集し、報告をNPT再検討会議に提

出することを約束した。

　その後、同月末に公表された専門家会議

の報告書［3］にはモラトリアム提案の記載

はなく、示唆された5つのアプローチ中第3

点「既存施設へのMNA（Multi－National　Ap－

proach）の適用、それを通じた信頼醸成」

が見られるのみである。

　その後のエルバラダイ氏の報告（たとえ

ば2005年3月のIAEA総会の開会基調挨拶［4］

など）において、同種の提案が繰り返され

た形跡はない。恐らくは「エルバラダイ構

想」は、種々の内容、機会での打診と各国

の反応を通じてなお熟成の過程にある、つ

まり我々は「エルバラダイ構想」なるもの

の最終形を未だ目にしてはいないのだ。

　その一方で、エルバラダイ構想に類似の

構想として、2004年の米国ブッシュ大統領

の提案［5］（「ブッシュ構想」、表一1）が知ら

れている。5ヵ年モラトリアムに類する政策

提言として、r既に実規模かつ機能してい

る（fUll－scale，functioning）濃縮、再処理施設を

保持していない全ての国」に対して濃縮及

び再処理機器・技術の販売を拒絶すべきこ

とを、原子力供給国グループ（NSG）40力国2

1r核兵器の不拡散に関する条約（Treatyon　thc

Non－Proli毎ationofNuclearWeapons）」1968年6月12

　目採択、1970年3月5目発効。以下を参照のこと：
htt．：／／www。iaea，or　Publications／Documents／Trcatics／n　t．h

血

2原子力資機材の輸出管理の自主的協定であり、通称rロ

　ンドンガイドライン」に沿った管理が要請される。2004

　年6月に中国ほかが加わり44力国となった。以下を参
　照のこと：
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核不拡散を巡る最近の国際的論調

に対して提案している。

　また、2004年シーアイランドサミットで

採択されたr不拡散に対するG－8行動計画」

［6］では、NSGに対して機微な原子力資機材

の輸出管理の新たな施策を次回G－8サミッ

トまでに実施することを目指すとした上で、

「それまでの（1年）間、新たな国へのウラ

ン濃縮及び再処理の機器・技術の移転を伴

ういかなる新規案件も着手しないことが妥

当である旨を合意する3」とした。

　さらに、国連上級パネル報告書［71では、

（原子力平和利用がNPT第IV条に規定され

た加盟国の権利であることを認めた上で）

その権利に抵触することなくr加盟国は（一

部略）現状を超える濃縮または再処理施設

の建設について有限期間のモラトリアムを

自主的に開始すべきである4」としている。

　これらの記載は、義務の主体と客体、期

間等において、各々に特徴と曖昧さを併せ

持つ。エルバラダイ構想は、これら類似の

提案を、国連傘下の原子力問題の公式統轄

機関として「翻案」していく試みといえる。

　NPTの誠実履行国である目本として、平

和利用目的でのPu分離、すなわち日本原燃

　（株）六ヶ所再処理施設の設置運用は当然

の権利ではある。しかし、その権利を守ろ

うとするあまり、エルバラダイ構想の全て、

ひいてはそれが実現を目指すところの理想

すなわち世界的な安全保障の確保までも否

定しているかのような態度と誤解されてし

まうようでは、かえって国益を損なう。上

3“1．NuclearNonproliferation”の第1項目中の記載。原文

　は以下のとおり：“fbrtheinterveningyear，weagreethatit

would　be　prudent　not　to　inaugurate　new　initiatives　involv－

　ing　transfbr　ofenrlchment　and　reprocessing　equipment　and

　technologies　to　additional　states．”

4第131段落。原文は以下のとおり：”Statesshould，．．．

　voluntarily　institute　a　time－limited　moratorium　on　the　con－

　struction　ofany　further　enrichment　or　reprocessing　facili－

　tiesラ，．．”

に列記した規定の曖昧さゆえに、その何れ

も明白に六ヶ所再処理施設が該当するとは

いえない5一方で、そのような「解釈」を生

じる余地なしとしない。だからこそ、日本

が自らの特権6を声高に主張するかのよう

な反応を示せば、非核兵器保有国で同様の

特権を享受していない多数の国の反発を招

き、結果として日本に一方的に不利な解釈

の出現と定着をすら招きかねない。目本が

現実の国際政治においてそうした微妙な立

場にあることを、まず認識すべきである。

3．　「恐怖からの解放」への国際協調

　　は不可避

　そもそも、モラトリアム条項が派生した

大元の文脈は、より一般的な「大量破壊兵

器の拡散とテロの拡大」の防止である。そ

の実現に向けて、国際協調に基づいたアプ

ローチと具体策が必要だとする指摘は、最

近公刊された報告・文書にほぼ共通して見

られる。ここでは、最も重要なものとして、

上述の国連上級パネル報告書［7］を踏まえ

た国連・アナン事務総長の国連改革に関す

る最終報告［8］に注目する。同報告書は、序

章に続いて、「欲求からの解放」「恐怖から

の解放」「尊厳を持って生きる自由」「国連

の強化」という4つの課題毎の考察（第H～

V章）がなされている。これらの現状分析

の結果を踏まえて、結論（第VI章）と付録

（「各国首脳及び政府の決定のために」と題

した具体的行動の提案）が導かれる。

　問題の現状分析について、原子力に関連

する内容は、第皿章“Freedomfromfear”の

5エルバラダイ構想の同条項と六ヶ所再処理施設の関係

　性（同施設が適用外であること）に限っていえば、同

　施設が既に事実上完成しているがゆえに‘additional

　facility7には該当しないことが指摘できる。

6目本は、非核兵器保有国で商業規模の原子力発電と燃

　料サイクル事業を保有運営している唯一の国である。
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6℃。Nuclear，biological　and　chemical　weapons”

（第97－105段落）である。最も注目すべき

条項は以下のとおりである（カッコ付き数

字は同報告書の段落番号）：

（98）核兵器保有国の責務。NPT再検討会議

　　での具体的施策の採択を強く推奨。

（99）原子力平和利用を巡る緊張状態の緩

　　和策。「モデル追加議定書7」採択によ

　　るIAEAの検認権能の強化。各国にウラ

　　ン濃縮・Pu分離能力の開発の自主的な

　　放棄を促す8一方で、（たとえばIAEA

　　を保証人とする、市場価格に基づく）

　　平和利用用途の核燃料供給保証。

（100）NPTを補完する最近の努力を歓迎：国

　　連安保理決議1540号9、核拡散に対する

　　安全保障構想（PSI）’o。

　また、具体的提言である付録（Annex）にお

いては、“Freedom倉om驚ar”に関する提言

（第6段落）に、（a．k）のll項目が挙げられて

いる。原子力との関連では以下がある：

（b）NPT全条項の完全遵守、とりわけ以下に

ついて誓約すること：

　（i）「カットオフ条約11」に関する交渉の

71AEAの保障措置活動における加盟国政府との権利・義

　務等の法的関係を文書化したものであり、NPT加盟国
　が個別にIAEAと取り交わすことが求められている。

　以下を参照のこと：
　htt／／www，iaea．or　Publicatiolls／Documen重s／1nfcircs／l998／

8原文は以下のとおり：”＿creatingincentivesfbrStatesto

　voluntarily　forego　the　development　ofdomestic　uranium

　enrichment　and　plutonium　separation　capacities，＿”

9増大する大量破壊兵器の拡散懸念について、とくに非

　国家主体の行為への対抗措置を規定している。第4956

　回会合、2004年4月28日採択。以下を参照のこと：
　htt　l〃daccessdds，un．or　doc／UNDOCIGEN姻04／328／43／P

　一’】o米国ブッシュ大統領が2003年5月に提唱した、大量

　破壊兵器（WMD）及びその輸送手段、関連物質の輸送を

　中止させるための自主的取り組み。日本も参加を表明

　している。詳細は以下を参照されたい：

n核兵器用核分裂性物質生産禁止条約（FMCT）。1993

　年に米国クリントン大統領（当時）が提案した。以下

　を参照のこと＝

　　早期解決

　（ii）核爆発実験のモラトリアム及び核実

　　験禁止包括条約（CTBT）の発効へのコ

　　ミットメントの再確認

（iii）モデル追加議定書を、NPTにおける

　　検認義務の規範とすること

　（iv）NPTにおける「平和利用の権利」「不

　　拡散に対する義務」の原則に整合する、

　　国内ウラン濃縮およびPu分離施設の

　　獲得に対する代替案についての早期

　　合意を図ること12

個別条項及びその具体的内容についての

当否はさておき、何よりも、以上のような

方向性での具体的な行動が世界的な「恐怖

からの解放」において必要だという認識が、

国連という場で定着しつつあることを直視

せねばならない。世界的に共通化しつつあ

る核不拡散への懸念と対処の必要に対して、

目本としても賛意と参加の意思を示すこと

が、何よりもまず必要である。その上で、

主張すべき権利は主張することと同時に、

権利の行使としての平和利用目的の原子力

施設の設置・運営が上記の懸念に照らして

問題ない、もしくは問題なく対処が可能で

あることを立証せねばならない。さらに、

自国利益のみに留まらず諸外国（とくにア

ジア太平洋地域）における上記懸念の緩和

と解決に向けた道筋をも、合わせて提案し

ていくことが求められている。

4．具体的手法：資機材の国際管理か、

　　個別箇所での多層防護か

エルバラダイ構想で注目を浴びたもう一

12本条項の原文は以下のとおり：”Committhemselvesto
expediting　agreement　on　altematives，consistent　with　the

NPTprinciplesofthe　righttopeaceful　usesandthcobliga－

tions　fomon－prolifもration，to　the　acquisition　ofdomestic

uranium　enrichment　and　plutonium　separation　f哀cilitiesl”
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表一2NPT補完施策としての「トップダウン」方策対「ボトムアップ」方策の得失
方策　　　　　　　　　　　　　　　資機材の国際管理 個別拠点での多層防護

アプローチ トップダウン ボトムアップ

概要

・原子力資機材を多国間管理された施設に限定
・誠実履行国の平和目的での利用に対し、国際機関を保証人とする

資機材の市場条件での供給保証

・参加国が個別自主的に、r保障措置」r核物質防護」r不拡散安全保
障」の各段階の措置の履行を遵守する
・rG8グローバルパートナーシップ」などを通じた二国間または多国間

協調

提案例
エルバラダイ構想

国連上級パネル報告

ブッシュ構想

不拡散に対するG－8行動計画

参加国のイン
センティブ

　i参加国の立場・条件により、負う義務に差異を生じる。とくに
×　i「核兵器国」対「非核兵器国」の利害の差を拡大し、「疑惑国」に

　iは参加のインセンティブが働かない

　3
　i理念を共にする国が同様の条件で参加可能。とくに誠実履行
O　i国にとっては追加負担が小さい

　8

施設・技術など

の必要

　3
？　i限定数の国際拠点（管理センターもしくは核燃料パーク）の立

　馳が必要
　旨

　　3
x？i現行NPT遵守施策の拡張であるが、多数の個別拠点で状況に
　　1応じた設備、機能の配備を要する

　　8

要の施策の実
施に係る費

　8
　1国際拠点での集中対処のため、実施において規模の経済が働
O　I
　iき、総コストが小さい可能性あり
　1

　i多数の個別拠点での対処を要し、実施の総コスト大。ただし、フ
？　iルスコープ査察等の措置を実施済みであり限定的な追加対処
　iで済む場合のコストは小

間接コスト（制

度設計・運用
に係る費用）

　　…

　　1統一した枠組みに異なる利害を持つ多数の国が参加する上
×？。
　　1で、設計・運用の両面で相当の調整努力が必要
　　1

　　…
　　1参加国間の二国間・多国間協調の集積として構築されるので、
O？・　　1柔軟な制度設計・運用が可能
　　3

核不拡散強化
の実効性

　…

×　i「疑惑国」の参加がなければ実効性に欠ける
　l
　I

　：
　1「疑惑国」の参加が得られずとも、自主的な実施が地域的な広
O　iがりを持って「囲い込む」ことにより、実効性が期待できる

　8

総合評価

　；
　i理想的には望ましいが、現実的には実効性を持つだけの多く
×　iの国の参加は期待薄

　1

　3
　i個別対処の労は大きいが、現実的により多くの国の参加を期
O　i待でき、施策の即効的な実効性を期待できる

　1

つの点であるr原子力の資機材の多国籍管

理」は、より重要な問題を内包する。

IAEA憲章によれば、第皿条「任務」第A－6

項において「機関みずからの活動並びに機

関がみずから提供し、その要請により提供

され、又はその管理下若しくは監督下にお

いて提供された物質、役務、設備、施設及

び情報を利用する活動に対して、前記の基

準13が適用されるように措置を執ること14」

とされている。この条項の解釈によっては、

IAEAが世界の原子力資機材を統轄管理す

る正当性と権限を保持する可能性を生じる。

　厳密には、最近提案されたNPT強化補完

策には、大別して2種あると考えられる。第

一に、エルバラダイ構想に代表される、国

際機関が世界中の原子力資機材を統轄管理

B　r健康を保護し、並びに人命及び財産に対する危険を

最小にするための安全上の基準（労働条件のための基
準を含む。）」

14原文は‘加providefortheapplicationofthesestandardsto

its　own　operation　as　well　as　to　the　operations　making　use　of

materials，services，equipment，f乞cilities，and　infbrmation

made　availablc　by　the　Agency　or　at　its　request　or　undcr　its

controlorsupervisionl＿”以下を参照のこと：

遮＿また、脚注13　を含む和訳は以下に拠った：

する案である。第二に、ブッシュ構想及び

G－8行動計画が指向する、各国の自主的努力

による個別対処の集積として目指す機能を

実現する方向である。表一2は、それらの方

向性を概略比較したものである。提案や構

想によって細部に差があるために一概に結

論づけるのは難しいが、エルバラダイ構想

が指向するトップダウン式の国際管理は、

全ての国が参加する理想形としては望まし

いが、モラトリアム条項に関する目本の該

当の解釈の例にみるように、参加する国に

よって義務に大きな差異を生じやすい。と

くに、生来NPTが内包する核兵器保有5力国

と非保有国との間の不平等性を助長する一

方で、一連の構想が明示的にもしくは暗に

対象とする「疑惑国15」の参加を得られな

い公算が強い。すなわち、誠実履行国の権

利を阻害する一方で、核不拡散の改善に実

効1生を期待できない恐れがある。

i5例としては、NPT脱退や核兵器保有を宣言した北朝鮮、

未申告の原子力活動を行なっていたことが判明したイ

　ランであり、NPTに加盟していないインド、パキスタ

　ン、イスラエルなども挙げられる。パキスタンについ

　ては、A．Q．Khan氏の「核拡散の地下国際ネットワー

　ク」も近年の大きな懸念材料として浮上した。
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他方、自主的個別対処の集積として目的

の実現に接近するボトムアップ型の施策は、

参加国が同様の義務を負うために格差を生

じにくいという意味で、より多くの国の参

加を促しやすい上に、疑惑国の参加を得ら

れないとしても、周辺地域の国が地域的広

がりをもった施策の協調を図ることで疑惑

国を「囲い込む」効果が期待できる。

　施策の優劣判断では、現実状況に鑑みれ

ば至近時点での実効性をこそ重視すべきで

あり、少なくとも当面は後者のアプローチ

が勝ると結論づけざるを得ない。現実に、

目本はPSlへの積極参加を表明16しており、

保障措置・核物質防護・輸送の阻止（PSl）の

三段階、いわば現状施策に立脚した「多層防

護」による自主的措置を追及し、後者の方向

性を志向している。今後は、これに賛同し

歩調を合わせる国を増やしていく努力も求

められよう。

5．おわりに＝日本は「優等生」を卒

　　業して「学級委員』へ成長を

　IAEAによるr統合保障措置17」の適用が

2004年9月15日より開始されたことは、長年

にわたるルール遵守における日本の努力が

認められた結果であり、喜ばしい。しかし

このことは単にそれに留まらず、今や日本

が「ルールを守る優等生」から卒業し、今

後は「ルールを創り、提案し、それを自ら

率先して実践する」いわば学級委員になる

よう求められているのではないだろうか。

16以下を参照のこと：
h重t：／／～、～vw．mo飴．σo，’／mof泡●／aiko／釦kaku　OI　si／si．html

17未申告の核物質・原子力活動が存在せず、その保有す

　る全ての核物質が保障措置下にあり平和利用されてい

　るとの『結論』をIAEAが得ることを条件に、豆AEAの
査察の効率化を図るよう適用される。以下を参照のこ

　とl
htt：／／ww～v．nucmext．’／news／hoshou／2004092801．htmI

　具体案の提案だけでなく、実際に各国の

参加を促すことは容易ではないが、逆に困

難だからこそ日本として果たすべき
幅oわ1θssθ0鯵g8’なのだと考えたい。一一連の

国際議論を読み誤り、好機を逸し危機に陥

るようなことのないよう、今こそ関係者の

英知を結集すべきときである。

　　　　　　　【参考文献】

［ll　EIBaradei，M．“Towards　a　Sa飴r　World，”The

　Economist，160ctober2003。なお、エルバラダ

　イIAEA事務局長の談話・報文は全て以下から
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［21

［31

［41

15］

［61

［71

［81

EIBaradei，M．ら℃urbingtheNuclcarThreat：

Sevcn　Steps　to　Raise　World　Security，”The　Finan－

cial　Times，Feb，2，2004．関連情報は以下：

わtt：／／news．負．com／cms／s／6c54bc7c－74cO－l　ld9－a76

9－00000e2511c8．html

“Multilateral　Approaches　to　theNuclearFuel

Cycle：Expert　Group　Report　submitted　to　the　Di・

rector　General　ofthe　Intemational　Atomic　Energy

Agency，’汀NFCIRC640，IAEA（Fcb。22，2005），

availabIe　at：

htt：／／www．iaea．or　IPublications／Documents／1nfd

EBaradei，M。，Introductory　Statement　to　the

Board　ofGovemors，Feb．28，2005．

“Strengthening　Intemational　Effbrts　Against

WMD　Prolifヒration，”Feb．11，2004，available　at：

htt：／／www．w短tehouse．ov／news／releases／2004／02

／20040211－4．html

“G－8Action　Plan　fbr　Non－Prolifbration”（Sea

Island　Summit，2004），available　at：

もらA　more　secure　world：our　shared　responsibility，”

Report　ofthe　High－1evel　Panel　on　Threats，Chal－

lenges　and　Change，A／59／565，December2004，

availablc　at：htt　l〃www．un．or　secureworld

ら61n　larger　fヤeedom：towards　development，security

and　human　rights　fbr　all，”Report　ofthe　Secre－

tary－General，A／59／2005，March2005，avai1＆ble

at：h璽一血

〔長野轟嬬藤研究所〕

一47一



核不拡散を巡る最近の国際的論調
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口巫亟］

　　欧州異常熱波、急増する冷房需要とその抑制策
一ADEME／IEA主催ワークショップCoolingBuildingsinaWamingCli－
　　　　　　　　　　　　　mateの会議報告一

高橋雅仁

　2003年夏に欧州を異常熱波が襲った。

パリでは最高気温が40度を超える日も続

いたという。パリのふだんの夏季は冷涼で

あり（最高気温の平年値は24度）、冷房設

備を持っている家庭は少なかったため、異

常高温によって熱中症にかかる人が続出し

た。フランス全土では約1万人が死亡した

という。現在、欧州におけるエアコンの普

及率は非常に低いが、この異常熱波を境に、

冷房機器を設置する家庭が増えつつある。

地球温暖化に伴う気侯変動によって、欧州

の夏季気温が上昇し、欧州でも米国や日本

のように冷房需要が増加する可能性がある。

欧州の住宅用・業務用建物において今後急

増する冷房需要へどのように対応すべきか

を議論するため、2004年6月に南仏に

おいてADEME（フランス・環境エネルギー

管理庁）／1EA主催でワークショップ”Cooling

Buildings　in　a　Wa㎜ing　Climate”が開催され

た。小文はその会議報告である。発表資料

はIEAのホームページからダウンロード出

来る［1］。ここでは、個別発表の中身には立

ち入らず、会議の内容を概観する。

　はじめに、欧州の冷房需要の現状を述べ

る。欧州OECDにおける冷房機器の普及率

は、現在、家庭部門では5％、業務部門で

は27％に過ぎない。米国では家庭が6

5％、業務が80％、日本では家庭が85％、

業務が100％である。ただし、同じ欧州

でも北部南部では事情が異なり、ドイツや

フランスなど中部地域と北欧に比べて、イ

タリアなど南部地域の冷房需要は非常に大

きい。しかし、冷房機器は、中部地域でも

非常に速いスピードで普及すると予想され

ており（図1、出所：文献［1】）、2020

年には冷房設備が設置される建物面積は欧

綱鞘2礁心◎1繍

soo

40り

3◎o

2◎o

1◎o

　㊤
　華9畠砦　　　　　撃9導0　　　　　奪蜂奪5　　　　　2β0（拳　　　　2005　　　　　20韮0　　　　　20撃5　　　　　2窃2〔｝　　　　2G25

図1　欧州6ヶ国における1985－2020年までの冷房建物面積の推定

　　　　　　　（出所＝文献［1］、0．Fernandes）
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欧州異常熱波、急増する冷房需要とその抑制策

州全体で2000年の約2．5倍になると
いう予測がある。

　欧州において冷房需要が増大するドライ

バーとして、夏季気温の上昇の他に、快適

な環境に対する学習効果が大きいという。

欧州では、以前から、バスなどの公共交通、

自動車、スーパーマーケットなど業務用施

設においてエアコンを装備しているケース

が増えており、エアコンが作り出す快適な

環境を欧州の人々は学習している。快適な

環境を手に入れる手段として、個別冷房機

器は最も簡単かつ安価な手段であり、この

まま放置すれば、米国や日本のように野放

図に個別冷房機器が普及する社会になって

しまい冷房需要をマネジメントできなくな

るという懸念がある。

　冷房需要の増加は、欧州において、新た

な環境負荷・温室効果ガスの発生要因とし

て認識されている。また、従来電力需要が

冬ピークである地域（フランスやドイツな

ど）において夏ピークを顕在化させ、夏季

の電力需給逼迫を招く恐れもある。例えば、

フランスでは原子力発電所の定期検査は夏

季に行われるため、夏季の供給力は減少す

る。ADEMEは、今後国内で急増する冷房需

要を抑制するために、どのような建築技

術・空調技術が実行可能であり、それを実

現する政策手段としてどのようなものがあ

るのか、様々な分野の専門家のアイデアを

集約するため本ワークショップを組織した。

　そういう意味で、冷房需要が既に顕在化

している目本や米国、カナダにおける取り

組みへの関心は非常に高かった。エアコン

の効率基準作りにおいて、欧州は米国や目

本、韓国よりも遅れており今後強化する必

要がある、特に目本のトップランナー規制

は効率の悪いエアコンを市場から排除する

非常に優れた仕組みとして評価されていた

（Waide，IEA）。欧州における空調設備メーカ

ー・ベンダーが作るEUROVENT［2】では、2

003年よりエネルギー効率によるエアコ

ンのクラス分類・認証プログラムを導入し

ており、効率の悪い機器のクラスを順次廃

止するという日本のトップランナー規制に

似た仕組みを導入している（Saheb、

EUROVENT）。

　一方、目本や米国、カナダは、個別エア

コンの野放図な普及を招き、冷房需要のマ

ネジメントに失敗した例としても認識され

ているようであった。欧州では、このよう

な事態にならないように、エアコンの効率

規制だけではなく、都市計画や低熱負荷型

建物（パッシブ冷房など）の技術開発や普

及支援、地域冷房（DC）の導入などを用い

て、個別冷房機器を必要としない都市・建

物環境を作る必要があるという認識が会議

で共有された。今後、これらの成果は、フ

ランスを初めとする冷房需要が増加してい

るEU諸国のエネルギー需要管理施策と技

術開発にフィードバックされると思われる。

　欧州における冷房需要管理は緒についた

ばかりである。今後、欧州が、エアコンの

普及を許し目本や米国のように電力夏ピー

ク型の都市エネルギーシステムヘ移行して

しまうのか、エアコンの普及を抑制してエ

ネルギー効率の高い快適な都市エネルギー

システムを実現するのか、注視していきた

い。

　　　　　　【参考文献1

口1ワークショップ発表資料

　htt：／／www．iea．or／dbtw－w　d／Textbase／work／2004

【2】EUROVENT

〔醐轟購謙幅〕
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［『璽頸］

温暖化防止将来枠組みに関する議論の動向
　　　　　　　　一COP10とG8サミットー

上野貴弘　杉山大志

1．将来枠組みとは何か？

将来枠組みとは、2013年以降の温暖化の

国際的取り組みのことである。1997年に採

択された京都議定書は、2008年から2012年

までの先進国の排出削減数値目標を定めた。

しかし、2013年以降については何も決まっ

ていない。議定書3条9項によると、遅くと

も2005年から数値目標についての再交渉が

開始されることになっている。そのため、

2005年は温暖化防止交渉が新たな段階に進

む年となる。

　そのため、2002年頃より、将来枠組みの

あり方が、政策担当者や研究者によって模

索されてきたが、議論はいまだ一定の方向

に収敏していない。

2．COP10の交渉と将来枠組み

前述の通り、2005年から数値目標につい

ての再交渉が開始されることになっている

ものの、そのような交渉を始めたところで、

議定書に対して鋭い批判を加えて離脱した

米国が交渉に加わらないことは明白である。

　そこで、欧州連合等は、米国も参加して

いるより大きい交渉の場である気候変動枠

組条約の下で将来の取り組みについての交

渉を始めることによって、米国を交渉のテ

ーブルにつかせようと考えている。

2004年12月にアルゼンチンで開催された

COPlOでは、欧州連合は、将来の取り組み

についての「セミナー」を、議定書ではな

く枠組条約の締約国が参加する形で開催す

ることに合意して将来枠組みの交渉につな

げようと試みた。

　しかし、米国はセミナーの開催には応じ

ても、このセミナーを将来の取り組みにつ

いての交渉につなげることに強く反発した。

あくまで将来の取り組みについての交渉に

っなげることを求める欧州連合と、それに

反対する米国の溝は交渉最終目を迎えても

埋まらなかった。一部の排出量が多い途上

国も反対したと言われている。徹夜の交渉

が行われた結果、最終的には欧州連合が折

れて、セミナーは「UNFCCC及び京都議定

書の下での、将来についてのいかなる交渉、

約束、プロセス、枠組み、指令とも関連さ

せない」との文言が挿入された合意文書が

採択された。セミナーの正式名称は、政府

専門家会合（Seminar　of　Govemmental　Ex－

perts；SOGE）であり、参加者は政府関係者

に限られる。2005年5月の補助機関会合に連

続して開催される。

　セミナーを将来の取り組みについての交

渉につなげないと合意したことは、枠組条

約の場がこの問題を交渉する場であること

を条約の締約国間で合意できなかったこと

を意味している。これは枠組条約が将来的

に求心力を失っていく第一歩となるかもし

れない。

3．G8サミットと将来枠組み

そのため、枠組条約以外の場で米国が加

わっている枠組みが今後の交渉の舞台にな

る可能性がある。例えば、イギリスは、2005

年の主要先進国首脳会議（G8サミット）の
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温暖化防止将来枠組みに関する議論の動向

重要議題の1つに気候変動を取り上げるこ

とを表明している。サミットには米国大統

領が参加するため、どのような議論がなさ

れるか、注目が集まっている。

　イギリスは2005年のG8プロセスを通じて

達成したい目標として、①科学的知見の確

立、②技術開発を加速する取り組みへの合

意を取り付けること、③G8以外の国々を巻

き込むことの3点をあげている。

　これらの目標をカバーするために、首脳

会議前に下記のような一連の国際会議を予

定している。まず、2005年2月にStabilization

2005という国際会議を主催し、温暖化に関

わる科学的知見について議論する。次に、3

．月15目から16日にかけて、G8諸国だけでは

なく、中国、インド、メキシコ、南アフリ

カ、ブラジルといった主要途上国も参加す

るエネルギー・環境大臣のラウンドテーブ

ルを開催し、温暖化制約のもとで急増する

エネルギー需要を満たす方策について議論

する。続いて3月17目から18日にかけて、今

度はG8の枠組みで、環境・開発大臣会合を

開き、「アフリカと気候変動」の関係を議論

する。さらに5月ll目から12日にかけて、

rエネルギーの技術革新と研究についての

ワークショップ」を開催する。一連の国際

会議を踏まえて、6月6目から8日まで、首脳

会議が開催される。

率が高い。

国の元首や蔵相・外相といったハイレベ

ルで温暖化防止という問題に対して多大な

資源が投入されるという点で、そのような

対話のプロセスによって相互理解が促進さ

れるというメリットはあるだろう。

　しかし、気候変動は米国の関心事ではな

いので、議長国であるイギリスがいかに努

力をしても、たいした成果は期待できない

という意見が多いようだ。

　温暖化防止技術に関する合意であれば、

米国の既存政策の正統化になるので、合意

の可能性があるかもしれない。しかし、欧

州内には現在の米国の国際的温暖化防止政

策を承認したくないとする雰囲気が強いた

め、実現可能性は不明である。当の米国自

身も、それほど国際的正統化を渇望してい

ないと言われている。

　イギリスは伝統的に外交の舞台で「バラ

ンサー」の役割を果たし、世界の分断を避

けることを得意としているが、今年に関し

て言えば、行動に制約がかかっている。と

いうのも、2005年後半には欧州連合議長国

になるため、欧州全体の雰囲気を反するよ

うな独自色を出すことが難しくなるためで

ある。ゆえに、イギリスが大陸の意向を無

視して米国と手を握ることには困難が伴う

と見られている。

4．G8サミツトの見通し

　このようにイギリスはサミット議長国の

特権を生かして、気侯変動への世界的な関

心を高め、技術開発についての合意を取り

付けることを目指している。しかし、識者

の間では、展望は明るくないとの見方が支

配的になってきている。成果物としては、

無難なコミュニケが出されるにとどまる確

【ll

［21

　　　　　【参考文献】

Intemational　Institute　f≧）r　Sustainable　DevdoP－

ment（HSD）（2004），Eαπh飽go∫iα∫ions、8〃11θ∫in，

Vol．12，No．260．

上野・杉山（2005）rCOPlO報告一京都議定書、

発車早々の黄信号」『原子力eye』51（3），54－57

頁。
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匪画亘1

EU排出権取引の動向

若林雅代

制度の概要

2005年1月より、EUで域内排出権取引制

度が開始した。同制度は、エネルギー及び

エネルギー集約型産業部門の一定規模以上

の事業所およそ12，000を対象とし、EU域内

のCO2排出量の約45％をカバーする。

EU制度の第一の特徴は、市場規模の大き

さである。EU域内からのCO2排出量は、京

都議定書を批准し2008年からの排出総量の

目標を有する先進国の約半数を占める。こ

のため、EU市場の動向は日本・カナダなど

へも少なからず影響する。

　第二の特徴は、排出権の価格変動の大き

さである。2005年からの制度開始を見越し

た先物取引は昨年からすでに始まっていた

が、その中でも100％近い価格変動を観測し

た。このように大きな価格変動は、欧州委

員会の政治決定に対する市場の反応であり、

目下のところ、制度の不確実性が主要因と

みられる。

　EU制度の開始は、ある意味で性急だった

ため、長期的な制度設計では不透明な部分

が残る。例えば、事業者に対する2008年以

降の排出枠の割当ルールや2013年以降の各

国の排出量目標も、今後の交渉事項である。

このような長期的な制度の不透明性は、対

象事業者に不確定要素を与え、的確な投資

判断を難しくする要因ともなっている。

　第三の特徴は、制度間連係である。EU制

度は、二つの意味で連係を視野に入れてい

る。一つは京都メカニズムとの連係である。

これについては、すでにJl・CDMによるク

レジットを同制度内で扱えることとする指

令が出されている。もう一つは他の国内制

度との連係である。すでに、ノルウェー・

カナダなど、EU域外の国でも国内取引制度

を導入する動きがあり、それらの市場との

連係にっいて、制度の相互認証のための政

府問協定を基本とする方針が打ち出されて

いる。

難航した排出枠の割当

対象事業所には、各加盟国が定める割当

計画（NationalAllocationPlan，NAP）に基づ

いて排出枠が割り当てられる。NAP策定に

は加盟国の裁量が認められる一方、EUの定

めたガイドラインに従う必要があり、欧州

委員会による最終案の承認を経て確定する。

2005年分の排出枠は制度開始3ヶ月前の

10月1日までに対象事業者に通達される予

定であったが、各国のNAP最終案提出が大

幅に遅れた。このため、欧州委員会は7月、

10月、12月と五月雨式にNAPを承認したも

のの、結局、チェコ、ポーランド、ギリシ

ャ、イタリアの4ヶ国は制度開始に間に合わ

なかった。

　その後、ポーランドは2005年3月に承認を

受けたが、残る3ヶ国では現在もNAPが確定

していない。また、各国は排出権取引を管

理する電子登録簿を用意し、2月末までに当

年分の排出枠を対象事業者の口座に振り込

まねばならないが、この作業にも多くの国

で対応の遅れがみられる。3月末時点で事業

者への配分が完了したのは北欧諸国とドイ

ツ、オランダの5ヶ国のみであることから、
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EU排出権取引の動向

取引は先物中心で行われ、スポット取引は

早くても4月末以降となる見込みである。

　このような事態を引き起こした最大の要

因は、大半を無償とする割当方法が対象事

業者の利害関係に直結することである。大

手事業者は、各地の事業所をあわせると年

間数十～百万トンの排出枠を必要とする。

これを市場価値（2004年3月現在でトンあた

り14ユーロ程度）で換算すると相当の資産

となる。排出枠の初期割当は、人工的に作

り出した仮想的な資産の企業間配分に他な

らず、その分配量によって企業価値が大き

く左右される。このため、より有利な分配

ルールが適用されるよう、各企業がバーゲ

ニングを行うインセンティブが生まれる。

　当然ながら、すべての主体にとって都合

のよい割当方法などなく、また各国が京都

議定書の目標を達成するために、割当の許

される排出枠総量には上限があることから、

各国政府関係者は事業者間の利害調整に苦

慮し、国内調整は難航した。ある担当官は、

「無償割当には限界があり、次期フェーズ

ではオークションによる有償割当を原則と

するべき」と漏らした。

今後の展開＝制度間連係

今後は、制度間の国際連係が議論の焦点

となろう。JI・CDMによるクレジットをEU

制度内で認めたことにより、欧州企業がこ

れらのプロジェクトを活用して排出権を獲

得するインセンティブが生まれたことにな

る。

他方、排出権の重複を回避するためとし

て、EU制度の対象である東欧企業でJIプロ

ジェクトが実施された場合、プロジェクト

の結果発生するクレジットに相当するEU

の排出枠の返上が求められる。このため、

当該企業にとっては、JIプロジェクトの対

象となるインセンティブが薄れる。さらに、

プロジェクトのべ一スライン算定にEUの

基準が優先されることとなり、プロジェク

トの範囲が狭められるなど、非EU圏の国や

企業が東欧諸国の企業に対してJIプロジェ

クトを働きかける際の阻害要因となりかね

ない点が危惧される。

　また、現在ノルウェーやカナダがEU制度

との連係の可能性を視野に入れ、国内制度

導入を検討中である。制度間連携には複数

のメリットがある。第一に市場参加者の範

囲拡大により、市場の流動性が高まる。第

二に、市場拡大によってよりコストの低い

削減機会を利用できる。これらはEUという

巨大市場にリンクする比較的小規模な制度

にとって、大きなメリットとなる。

　他方、連係によって制度が干渉し合い、

各国の政策自由度が損なわれるデメリット

もある。EUは政府間協定に基づく制度の相

互認証を求めており、その際に排出権の割

当基準や排出量のモニタリングの制度等に

おいて、一定程度の整合性を要請される可

能性がある。

　2008年からは京都議定書を批准した先進

国の問での排出権の国際取引が始まる。EU

はこの中でおよそ半分のシェアを占め、国

際市場へも多大な影響を与えうることから、

今後の動向が注目される。

〔鱗畿無所〕
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座塑亘1

米国の電気事業制度改革の現状

丸　山　真　弘

　日本では、2000（平成12）年3月21目に開始

された小売の部分自由化に引き続き、

2005（平成17）年4月1目からは全ての高圧需

要家（需要規模50kW以上）に自由化範囲が拡

大され、卸電力取引所や中立機関（送配電等

業務支援機関）といった新たな制度の運用

も開始された。さらに、2007（平成19）年4月

を目途として、全面的な小売自由化につい

ての検討が開始されることになっている。

一方米国では、2000年夏から2001年始めに

かけてのカリフォルニアでの電力危機や、

2003年8月14日の北米大停電などを受けて、

電気事業の制度改革に対する問題点が指摘

されるようになってきている。本稿では、

米国電気事業の制度改革の現状と課題につ

いて概観する。

1．小売自由化を巡る動向

一時中断僑辮

舅スカと’、ワイ

　　　　　　　　　出典1［1］を元に作成

　図1米国各州での小売自由化実施状況

　　　　　（2004年12月現在）

　2004年末の時点では、全米50州とワシン

トンD．C．のうち、16州とワシントンD．C．に

おいて家庭用需要家も含めた全面的な小売

自由化が実施されている（図1）。これらの州

のうちペンシルベニア、ニューヨーク、オ

ハイオ、テキサスといった州では、州内の

一部事業者の供給区域において、供給者の

変更率が高くなっているが、これらの区域

は自由化実施時の既存事業者の発電料金が

その地域の卸電力の市場価格と比較して相

対的に高く、新規参入者が市場競争に参加

するための価格面の余地があったことが共

通点として指摘できる。また、これ以外の

州では、家庭用需要家は供給者の変更をほ

とんど行っていない。このような州の中に

は、自由化実施時に、家庭用需要家に対し

て早期に自由化の果実を与えるといった観

点から、既存事業者に対して大幅な電気料

金の引き下げ（ratereduction）を求めたこと

の副作用として、新規参入者の参入余地が

狭められたという例（イリノイ州など）も存

在する。

　小売自由化実施にあたり、供給者を変更

する意思表示を積極的に示さなかった需要

家に対するサービス（スタンダード・オファ

ー）の料金を一定期間凍結するという制度

を採用する州が数多く見られた。多くの州

では、2004年から数年の間にこの凍結期間

が終了する時期を迎えるが、最近では、天

然ガス価格の高騰などを背景に卸電力価格

が上昇傾向にあるため、凍結期間の終了と

ともに、小売電力価格が上昇するのではな

いかという懸念が指摘されている。このよ

うな状況への対応を迫られる中、規制当局

が資本市場が考えるような資金調達コスト

を認めるのかという点に市場関係者は関心
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を寄せている。

　…方、アーカンソー州、ウエストバージ

ニア州、オクラホマ州、ニューメキシコ州

の4州では小売自由化の実施が延期されて

いたが、このうちアーカンソー州とニュー

メキシコ州では、2003年に小売自由化の根

拠法が廃止された。この動きはいずれもカ

リフォルニア電力危機を受けてのものとい

える。さらに、大口需要家のみを対象とし

て小売自由化を実施したネバダ州とオレゴ

ン州、全面自由化を目指して大口需要家に

対する自由化を実施したものの、家庭用需

要家に対する自由化実施を大幅に延長する

ことになったモンタナ州をも除いた残りの

26州では、現在のところ小売自由化に関す

る動きは全く止まってしまった状態にある。

2．卸売電力市場を巡る動向

　連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、

1999年12月20目に採択したOrder2000で、地

域的な広がりを持った、卸電力取引市場の

参加者とは独立した組織としての地域送電

機構（RTO）が送電線の運用権限を担うとい

う構想を明らかにした。FERCはさらに、標

準市場設計（SMD）に関する指令案を2002年

7月31日に明らかにしたが、この中ではRTO

を基盤とした連邦大の卸電力市場の標準化

を図ることを提唱していた。提唱された市

場では、RTOが多くの発電設備に対して集

中的に給電指令を行い、送電混雑が発生し

た場合には、地点別限界価格の仕組みを用

いて対応に当たることになっている。

　しかし、RTOの導入は、従来の垂直統合

型の事業者に対して、垂直統合形態の分離

を求めるものである。また、FERCの提唱し

ている市場の具体例として示されている、

PJMなど北東部のRTOは、いずれも高度に

統合されたパワープールとして、長い歴史

を持っている。このため、垂直統合形態の

電気事業を維持している南東部の州の規制

当局や事業者を中心として、RTOに対する

批判は根強く残っている。これらの規制当

局や事業者は、RTOの導入は従来の事業体

制に大きな変化を急速に与えるものであり、

その実現には相当な無理が生じることにな

る上に、新制度形成に伴うコストも、想像

以上にかかるおそれがあると主張している。

例えば、エジソン電気協会（EEI）は、RTOを

一から作り上げるためにはおよそ1億9000

万ドルの費用がかかり、そのうちの9割はシ

ステム開発のための費用であるとの試算結

果を明らかにしている。

　米国における卸電力取引の市場としては、

北東部のPJMに代表される、相対取引とス

ポット市場取引が併存する形のプールモデ

ルを採る市場の他に、市場参加者間の直接

取引を原則とする、相対取引モデルを採用

しているテキサス州のERCOTがある。しか

しERCOTは、スポット市場が存在しないた

め、需給当日に実際に誰が発電をするかと

いうことが明確に把握できず、送電混雑へ

の対応が遅れるために、系統の運用が非効

率なものになるという問題が存在していた。

この問題への対応のため、議論が続けられ

ていたが、2006年末からERCOTにスポット

市場を導入することが2004年に決定された。

また、この制度改革に合わせ、混雑管理の

方法も、従来のゾーン別の管理から、PJM

と同じ、地点別の限界価格による管理に変

更されることになった。

3．市場支配力と安定供給

　FERCは、2004年4月14目に発電市場にお

ける市場支配力の有無を判断するための新

たな基準の案を公表した。これは、卸電力

の供給者が市場価格べ一スで電力を販売す
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ることを認めるための基準として、FERC

が検討を進めていたものであった。

　連邦動力法（FPA）によれば、卸売電力料金

が正当かつ合理的なものでない、不正で差

別的なものであると判断した場合、FERC

はその変更を命じることができることにな

っている。ここでいう「正当かつ合理的な

料金」としては、原価主義によるもの以外

に、市場支配力が行使されないような卸電

力市場において決まる市場価格も当てはま

るとされているが、この場合、卸電力市場

で市場支配力が行使されているか否かの判

定が重要となる。事業者にとっては、規制

に強く縛られることになる原価主義による

卸電力料金を強制されることには強い抵抗

感がある。

　2004年4月に示された判断基準は、市場シ

ェア基準と中心的供給者基準という二つの

基準を指標として用いるというものであっ

た。市場シェア基準は、市場での総供給予

備力のうち、市場価格べ一スで電力を販売

することを申請する者が支配する未使用の

設備容量の割合が20％を超えているかとい

う点を、中心的供給者基準は、申請者が市

場におけるピーク需要時の供給予備力を越

える未使用の設備を保有しているかという

点を、それぞれ評価する。いずれかの基準

を満たさなかった場合には、申請者は市場

支配力を持つという推定が行われる。この

場合でも、申請者はより詳細な市場の分析

を行うことを通じて、自らには市場支配力

がないということを証明することを試みる

ことが認められている。しかし、その証明

ができなかった場合、事業者は市場支配力

を低減させるための措置を提案し、FERC

の承認を得るか、原価主義による卸電力料

金を受け入れるかを選択しなければならな

い。

　なお、ここで問題としている市場の地理

的範囲は、垂直統合形態の事業者の場合に

は原則として制御区域（Control　Area）とされ、

機能している卸電力市場を持ったRTOや独

立系統運用者（ISO）に参加している事業者

の場合にはそのRTOやISOとされる。

　FERCは、2004年8月からll月までに市場

価格ベースでの電力を販売することを求め

た、ないしはその更新を求めた事業者のう

ち、31事業者に対して2004年12月までにこ

の2つの基準に基づく判断を行った。その結

果、RTOIISOを地理的市場とした5事業者

（AEP、Dayton　P＆L、Exelon、Northeast　Utilities、

PPL　Generating　Cos．）は、いずれも二つの基

準をパスしたのに対し、制御区域を地理的

市場であるとした18事業者（Entergy、

SouthemCo．など）は、検討の対象となった22

の市場のうち15で市場シェアの基準をパス

することができず、市場支配力を持つおそ

れがあると認定された。このような結果に

対しては、垂直統合形態を維持している州

の規制当局や事業者を中心として、今回の

FER．Cの案は、事実上、垂直統合形態を維持

する事業者に対してRTOへの参加を強く推

奨する、一種のインセンティブの役割を果

たしているとの批判が主張されている。ま

た、これらの規制当局・事業者やEEIは、安

定供給を確保するための信頼度の維持・向

上という点からは、FERCの主張する市場シ

ェアのしきい値は十分ではないとの主張も

展開している。

4．設備投資・獲得を巡る動向

　今後、発電設備や送電設備に対する投資

を誰が行い、投資に対するインセンティブ

をどのような形で確保するのかという点が、

制度改革の中で問題となりつつある。事業

者や投資家は、石炭火力発電や原子力発電
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としった、ベース需要に対応するための資

本集約的な電源を建設していくインセンテ

ィブとして、報酬率の引き上げや資本の加

速償却といった投資促進策を導入する必要

があると主張している。一方、需要家団体

や規制当局は、現在の料金では、長期資本

投資に必要な水準の報酬は十分に確保され

ており、事業者等の主張は、料金の引き上

げを招くものであるとの批判を行っている。

　また、卸電力市場の低迷などから、独立

系の発電事業者が設備の売却を進める中で、

既存事業者が安定的な供給力を確保しよう

とする見地から、これらの設備を買収する

という動きも見られる。このような動きに

対しては、小売の供給信頼度維持の見地か

ら、州の規制当局は比較的好意的にとらえ

ている一方、FERCや反トラスト規制当局は、

市場支配力の拡大につながるとして否定的

なとらえかたをしているという傾向が見ら

れる。FERCが提案している、発電資産獲得

に当たっての競争的勧誘プロセスに対する

事業者の意見は必ずしも一致していないが、

供給力の調達にあたり、独立した第三者機

関の下で競争入札を実施することを要求し

ている点には批判が強い。また、反トラス

ト規制当局に対する効率性の抗弁として、

供給信頼度の維持という主張ができるのか

という点も問題となっており、反トラスト

規制当局とFERCとの役割分担が求められ

ている状況にある。
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