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第1章 諸外国における電力需給等の状況と原子力政策の動向 

諸外国における原子力政策動向について分析を行った。調査対象は、米国（連邦・イリノイ州・

ニューヨーク州・コネティカット州）、英国、フランスとし、各種制度の基礎情報として、各国の電

源構成等や、エネルギー政策全般の動向についても記載した。 
 

1-1 米国 

1-1-1 基礎情報 
（1）1次エネルギー供給構成の推移 

 
図 1.1 米国の1次エネルギー供給構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（2）発電電力量構成の推移 

 
図 1.2 米国の発電電力量構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（3）部門別・産業別エネルギー需要の推移 

 
図 1.3 米国の部門別・産業別エネルギー需要の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（4）エネルギー自給率の推移 

 
図 1.4 米国のエネルギー自給率の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（5）エネルギー起源CO2排出量の推移 
 

 
図 1.5 米国のエネルギー起源CO2排出量の推移 

（出所）IEA, CO2 Emissions from Fuel Combustion 2019 
 
1-1-2 電力自由化および再生可能エネルギー導入拡大に係る動向 1 
（1）自由化進展 

1990年代以降、米国では、卸電力市場と電力小売市場において自由化が推進された。卸電力市場

では、1992年に成立したエネルギー政策法によって独立系発電事業者の市場参入が認められ、実質

的に全米大での自由化が実現することとなった。その後、連邦エネルギー規制委員会（FERC, 
Federal Energy Regulatory Commission）を中心に卸電力市場の自由化がさらに進められ、1996
年にFERCが制定した規則である「オーダー888・889」によって、電力会社の送電部門と発電部門

の機能分離と、電力会社が保有する送電線への第三者によるアクセスの開放が義務付けられること

となった。 
オーダー888 は、系統運用の効率化と中立性確保のために独立系等運用者（ISO）の設立を推奨

しており、これに対応して米国北東部では、既存の協調的なプール制度を引き継ぐ形で幾つかの ISO
が設立された。また、1999年12月にFERCが発令したオーダー2000によって、電気事業者は ISO
を広域化した地域送電機関（RTO）と呼ばれる広域系統運用機関を設立し、FERCによる承認を取

得した。一連の過程を経て、今日の米国では ISO-NE、PJM、MISO、SPPという4つのRTOを

含む7つの ISO/RTOが系統運用者としての業務を実施している。 
卸電力市場が連邦政府の管轄権の下、連邦法やFERCの規則等によって全米規模での自由化が進

められた一方で、小売電力市場の管轄権は各州に帰属するものとされ、小売電力市場自由化の実施

はその要否も含めて各州の判断に依存している。 
1990 年代の半ばには、小売全面自由化が大半の州の公益事業委員会によって検討されていたが、

2000 年に発生したカリフォルニアの電力危機の影響によって、多くの州で小売自由化の延期や中

断、中止等が決定され、2017年末現在、電力小売全面自由化が実現している州は全米50州のうち、

13州及びワシントンDCに留まっている。 

 
1 電気事業連合会、「米国の電気事業」、<https://wwwfepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_jigyo/usa/detail/1231554_4803 html>; 
一般社団法人海外電力調査会、「各国の電気事業 米国」、<https://www.jepic.or.jp/data/global01 html>; 電力中央研究所

「米国の『発送電分離』が示唆する日本への教訓」<http://criepi.denken.or.jp/jp/serc/denki/world_book/009.pdf> 
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電力小売市場の自由化の有無に関係なく、最終消費者に供給される電力はいずれの州においても、

卸電力市場からの購入か電気事業者による自社発電、あるいは双方の組合せにより調達される。一

般的に、規制州の電気事業者は規制料金下で必要原価の確実な回収が出来るため発送電を含めた垂

直統合形態を採用する場合が多い。 
2017年8月、米国のエネルギー省（DOE, Department of Energy）が「電力市場と電力の供給

信頼性に関する長官宛てのスタッフ報告書」を発表した 2。その中でDOEは自由化市場とベースロ

ード電源の早期閉鎖の関連性を示唆したほか、同年 10 月には、FERC に早期閉鎖の危機にある石

炭・原子力発電所を保護するための規則導入を指示し、実際に制定案告示（NOPR, Notice of 
Proposed Rulemaking）が連邦官報に記載されるなど、電力自由化と電力系統の回復力・信頼性担

保との関係性の見直しが進み、その賛否を含め議論が活発化した。そして、2018年1月、FERCは

「系統のResilienceに関する新たな手続きを開始し、DOE NOPRに係る手続きを終結する」旨の

声明を発表した。FERC は声明の中で、DOE による 9 月 29 日付けの提案に関する検討（Docket 
No. RM18-1-000）を終結、Resilienceを優先課題として位置付け、2018年1月8日付で新たな手

続き（Docket No. AD18-7-000）を開始、基幹電力系統のResilienceを時系列で検証することを発

表した。また、FERCは新たな手続きにおいて、FERCおよび市場が基幹電力系統のResilienceに
ついて追加的な措置をとる必要性を検討する際に必要な情報を提供することを RTO に命令してい

る。 
 
（2）再生可能電源の導入状況 
米国における再生可能エネルギーについては、2005年頃までは、水力が大部分を占めたが、同年

以降、風力の割合が増加している。風力のシェアが増加した背景として、ブッシュ政権が導入した、

2005年エネルギー法の存在が挙げられる。同法施行当初、風力、地熱、バイオマス、太陽光は、0.024 
$/kWh の生産税控除（Production Tax Credit: PTC）が受けられることとされたため、風況が良好

で高稼働が期待できる地帯を多く有する米国では、風力を中心に導入量が急速に拡大した。その後、

2011年以降からは太陽光についてもパネル等装置のコスト削減や、同制度を背景として導入が促進

されることとなった。 
なお、PTC の価格については、見直しが行われており風力発電に対して 2016 年の 2.3 セント

/1kWhを基準として、2017年：▲20%、2018年：▲40%、2019年：▲60%とPTCの適用額を段

階的に減額し、それ以降は制度自体を廃止することとしている。2014 年末で一回失効したPTCで

あるが、2016 年までに基準を満たしたプロジェクトは遡及される。2020 年度現在、同制度は廃止

されている。3 

 
2 原子力産業新聞「米エネ省、電力市場と電力の安定供給に関する評価報告書 公表」、2017/8/25、<http://www.jaif.or.j
p/170825-a/> 
3 DOE, “2017 Wind Technologies Market Report”, P67, < 
https://www.novoco.com/sites/default/files/atoms/files/doe_2017_wind_technologies_market_report_0818.pdf > 
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図 1.6 米国の発電量に占める再生可能エネルギーの割合 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（3）再生可能エネルギー・他電源に関する関係政策の動向 

IEA の統計によれば、米国の総発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は 17.0%であり、

その内の39.2%を水力発電が占める。水力以外では、風力発電のシェア（37.0%）が最も大きく、次

いで、太陽光（11.6%）とバイオマス（9.0%）である。新規容量に関しては、再生可能エネルギー

が 20GW／年を越えるペースで導入されている。2017 年のトランプ政権誕生によって再生可能エ

ネルギー優遇税制の先行きが不透明となったものの、州レベルでの推進政策やコスト低下は続いて

いる。 
 
米国における再生可能エネルギー政策の大きな枠組みとして、連邦レベルでは、「再生可能生産税

額控除（Renewable Electricity Production Tax Credit, PTC）」や「ビジネス・エネルギー投資税額

控除（Business Energy Investment Tax Credit, ITC）」など、再生可能エネルギーを導入する企業

や個人向けの税控除や、加速償却制度、融資保証プログラム等が実施されてきた。 
2008 年の金融危機直後（2009 年）に発足したオバマ政権は、雇用創出と環境・エネルギー政策

を結びつけた「グリーン・ニューディール政策」を打ち出した。具体的な経済対策として導入され

た「2009年米国回復・再投資法（American Recovery and Reinvestment Act 2009, ARRA）」によ

って、PTCの延長や、ITCの延長と規模拡大、クリーンエネルギー融資保証制度の規模拡大などが

実施され、再生可能エネルギーに対する補助規模が大幅に増加した。また、ARRAにより、米国財

務省の管轄で再生可能エネルギープロジェクトに対する補助金プログラムも設立された
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（Department of Treasury Section 1603）4。なお、増額された融資保証と再生可能エネルギー補助

金プログラムは既に終了している。 
 
第二期オバマ政権では、国内のあらゆるエネルギー資源を活用することによるエネルギー自給率

の向上とクリーンエネルギーの基盤形成を目指す「全方位エネルギー戦略(All-of-the-Above Energy 
Strategy)」が打ち出された。また2014年6月には、米国環境保護庁（EPA）が、大気浄化法のセ

クション111(d)5に基づいて発電設備からのCO2排出量を低減するクリーン・パワー・プラン（Clean 
Power Plan, CPP）をオバマ政権における温暖化対策の重要な一環として発表した。CPPでは、EPA
が各州の温室効果ガス排出基準を定め、目標到達のために火力発電プラントの発電効率の改善、高

効率の新設備への移行、再生可能エネルギーの導入拡大などの政策措置を推進し、2030年までに米

国全土の発電部門によるCO2排出量を2005年比で30%低減目標が示された。 
2015 年 8 月にEPA が発表したCPP の最終案では、温室効果ガス削減における再生可能エネル

ギーの役割が強調された。最終案の中でEPAは、全国で一定の技術・経済性基準を満たす新規（2012
年以降）再生可能エネルギーのポテンシャルを 706,000 GWh と試算し、再生可能エネルギー及び

省エネルギーの導入促進プログラム（Clean Energy Incentive Program, CEIP）を提案した。CEIP
では風力発電、太陽エネルギー発電、省エネプロジェクトに対し、排出レートクレジット（Emission 
Rate Credit, ERC）を発行することが定められている（一つの州は最大3億トンCO2相当のERC）。
CEIP に参加する州において、州政府の行動計画最終案を提出した後に建設される再生可能エネル

ギープロジェクトは、2020年と2021年における発電量1MWh当たり1つのERCを受け取る（半

分は州から半分はEPAから）。そして2022年義務履行開始後、ERCを火力発電事業者への販売が

許可されることが定められた。 
ARRAの導入により延長されたPTCと ITC政策はそれぞれ、2014年末、2016年末に期限とな

る予定であったが、2015年12月に成立された歳出法案では石油輸出解禁のトレードオフとして、

PTC政策の復活とフェーズアウト、及び太陽エネルギーITCの延長が盛り込まれた。この法案によ

って、風力発電に対するPTC税補助の延長（とその後段階的なフェーズアウト）及び太陽光発電に

対する ITC税補助率の延長が決定され、米国の再生可能エネルギー市場にとって短期的なリスクは

回避された。 
2015 年末の法案可決にともなって延長された現行の PTC では、風力は 2017 年から 2019 年に

かけて控除額が当初の 4 割まで削減され、2017 年内に着工した発電所では 1.9 cent／kWh の控除

が受けられる。風力以外の電源は 2017 年末までに着工していなければ適用されない。なお、2020
年現在、同制度は廃止されている。数年先にわたるPTCが設定されたことで、1年単位の失効と復

活によりもたらされていた年末の着工ラッシュが緩和され、より計画的な導入が進んでいるものと

みられている。 
 
容量が急速に拡大する一方で、大量導入の影響を懸念する声も高まっている。2017年8月にDOE

が「電力市場と電力の供給信頼性に関する長官宛てのスタッフ報告書」を公表し、再生可能エネル

ギーの大量導入による電力供給の信頼性について、特に電力系統の信頼性の低下と電力市場価格の

低下に着目して、検討と対策の必要性を示した。とりわけベースロード電源について、同報告書で

 
4 U.S. Department of the Treasury, “1603 Program: Payments for Specified Energy Property in Lieu of Tax Credits”, 
<http://www.treasurygov/initiatives/recovery/pages/1603.aspx> 
5 大気浄化法によって、EPAは国家環境大気質基準（National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)）やNational 
Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants（NESHAP、セクション112）に含まれていない有害性大気汚染物質

を、同法のセクション111(d)に基づいて規制可能である。 
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は、補助金や税制上の優遇策を受けた再生可能エネルギーの台頭で卸電力価格が低下し、原子力や

石炭発電所の経済性が悪化している、と指摘している。これに加え、電力の供給過剰時のネガティ

ブプライシングによって、発電を一時的に停止することの難しいベースロード電源が閉鎖に追い込

まれるメカニズムについても説明している。 
こうした再生可能エネルギーの大量普及に伴う課題に対し、2017年10月、燃料貯蔵型ベースロ

ード電源に対し総括原価での料金回収を可能とする規則の制定について、FERCを中心とする関係

者による議論が行われた。2018 年 1 月、FERC は、「系統の回復力に関する新たな手続きを開始

し、DOEの NOPRに係る手続きを終結する」旨の声明を発表し、RTOに対しFERCおよび市場

が基幹電力系統のResilienceについて追加的な措置が必要かを検討する上で必要な情報を提供する

よう命令している。 
この他、パリ協定からの離脱に続き、トランプ大統領による石炭火力発電所に対するCO2排出規

制の緩和策が注目されている。2018年8月に発表された環境保護局（EPA）の “Affordable Clean 
Energy”素案によれば、オバマ政権時代に設定された連邦レベルの厳しい排出規制に代わり、各州

が独自に削減計画を決めることができる。何も対策が行われない場合に比べ、2030年の削減量は最

大で1.5%程度と見込まれており、関係者からは老朽化した石炭火力の運転が延長されることで大気

汚染や気候変動が進むことに対する強い懸念が寄せられている。 
 
 

表 1-1 米国のエネルギー政策に係る主要法令と概要 
年 法令等 概要 

1992 1992年エネルギー政策法 再エネ補助拡大；PTC政策確立；電力自由化開始 
2005 2005年エネルギー政策法 税控除政策の延長；バイオ燃料の利用拡大措置  

2009 
2009 年米国回復・再投資法

（ARRA） 
再エネに対する補助は大幅に拡大 

2013 クリーン・パワー・プラン（CPP） 
CO2排出量の具体的な削減目標を設定、再生可能

エネルギー及び省エネルギーの導入促進プログ

ラム 

2015 歳出法案 PTC政策の復活・延長とそれ以降のフェーズアウ

ト、太陽エネルギーITCの延長  
2018 Affordable Clean Energy Rule  CPPの廃止、CO2排出量の大枠の規制を設定 
（出所）各法令等より日本エネルギー経済研究所作成 

 
 
1-1-3 原子力事業関係政策の動向 
（1）原子力発電所の新設・廃止等動向と政治的議論の動向 
（i）新設原子力発電所に対する生産税控除の延長 
トランプ政権成立後の 2017 年 11 月、連邦議会下院へ提出された税制法案では、2005 年エネル

ギー政策法で定められた新設原子力発電所への生産税控除の取得期限延長や、控除の対象を non-
tax paying partnersにまで拡大するという内容が盛り込まれた。しかし、審議の過程で原子力を対

象とした生産税控除の文言は削除され、12 月に大統領が署名し成立した法律（Tax Cuts and Job 
Act）には特に記載はなされなかった。これを踏まえ、2017 年 12 月、イサクソン上院議員（共和

党；ジョージア州選出）を含む共和党議員は、原子力生産税控除に関する修正を含む法案を上院財
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政委員会に提出している。（法案には、新規計画に対して適用される原子力生産税控除の取得期限を

延長し、その新規計画に関与する公共団体（qualified public entity）は taxpayerとして扱われ、そ

の税控除を適格なプロジェクトパートナーに譲渡し、譲渡先が控除税を使用できるようにする条項

が含まれている。）2018年2月、2018年超党派予算法（Bipartisan Budget Act of 2018）が大統領

の署名を経て成立した。同法は、2017年4月に下院へ提出されたものであり、原子力生産税控除に

関する規定内容は、前述のイサクソン上院議員が2017年12月に上院財政委員会へ提出した法案と

同様(生産税控除の対象期限延長と対象拡大)のものである。（生産税控除の詳細については、（2）ア

を参照。） 
 
（ii）原子力発電を含むベースロード電源を対象とした支援策の検討 

2017 年 1 月に成立したトランプ政権は原子力発電を支援する姿勢を表明している。同年 6 月、

トランプ大統領がエネルギー政策に関する演説の中で、原子力分野を復活・拡大させる方針を示し

た 6ほか、米国エネルギー省（Department of Energy: DOE）のペリー長官もプレスブリーフィン

グの中で、「原子力発電抜きでは、クリーンエネルギーの利用リストを真に完成させることはできな

いと確信しており、トランプ大統領もまた同様である」と述べるなど原子力発電の推進に前向きな

姿勢を示した 7。 
トランプ政権成立以降に DOE を中心として展開された、原子力発電を含むベースロード電源支

援策の導入に関する議論動向は以下のとおり。 
 
(ア) 国内電力市場や送電網に関する60日間の調査指示（2017年4月） 

DOE のペリー長官は、「国内電力システムには国の経済や国家安全保障にさえ影響する大きな変

化が起こりつつあり、これには詳細な調査が必要」との見解を述べ、信頼性の高い電力システムを

確保するための政策提言に向け、国内電力市場や送電網に関する 60 日間の調査の実施を同省スタ

ッフに指示した。 
 
［調査指示に関する長官メモ（調査指示の主旨抜粋）］ 
国内電力システムには国の経済や国家安全保障にさえ影響する大きな変化が起こりつつあり、これに

は詳細な調査が必要である。具体的には、多くの人々がベースロード電力の供給体制と補償方法に疑

問を呈す一方、発電ミックスの多様性が縮減したことにより、Resilience（送電網が機能停止から回復

する力）やベースロード電源が影響を受けるとの意見がある 8。 
 
(イ) 電力市場と電力の信頼性に関する長官宛てのスタッフ報告書を公表（2017年8月） 

DOEは、ペリー長官が指示した60日間の調査結果をまとめたスタッフ報告書（Staff Report to 
the Secretary on Electricity Markets and Reliability）を公表した。当該報告書は、従来型の発電

所が早期閉鎖に直面する中、信頼性に対する補償が継続して実施されるよう市場を変革していく必

要があることを強調し、多くの発電技術が過去に燃料供給上の課題に直面したという事実に触れ、

発電用燃料の敷地内貯蔵の可否について一層の配慮が必要となるとした。 
 

6 The White House, “Remarks by President Trump at the Unleashing American Energy Event”, Jun/29/2017, <https://ww
w.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-unleashing-american-energy-event/.> 
7 原子力産業新聞、「米エネ省長官が明言、「トランプ政権は原子力分野で世界的リーダーへの復帰を目指す」、2017/6
/28、<http://www.jaif.or.jp/170628-a/>. 
8 原子力産業新聞、「米エネ省長官、信頼性のあるベースロード電源確保で電力市場の調査 指示」、2017/4/26、<http://
www.jaif.or.jp/170426-a/>. 
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(ウ) ペリー長官、送電網の回復力保全で原子力支援を連邦エネルギー規制委員会に指示（2017年9
月） 

DOEのペリー長官は、スタッフ報告書の内容を受け、国内送電網の信頼性、およびトラブル等に

よる一時的な機能停止から回復する力を保全するため、卸電力市場における原子力と石炭火力への

支援措置も含め、迅速な措置をとるよう連邦エネルギー規制委員会（Federal Energy Regulatory 
Commission: FERC）に指示した 9。 
指示の中で長官は、電力網のResilienceが米国の経済および安全保障にとって極めて重要である

との認識を示し、電力系統にResilienceを提供する発電設備に対し十分な対価が与えられていない

卸電力市場の問題点を指摘した。 
その上で、信頼性およびResilienceを評価する市場を速やかに構築する必要があるとして、電力

系統の信頼性とResilienceを担保するために必要な燃料の供給信頼度の高い（fuel-secure）電源の

費用回収を担保するための Grid Resiliency Pricing Rule 制定案告示（Notice of Proposed 
Rulemaking: NOPR）をFERCに示し、検討を指示した。 
 
［Grid Resiliency Pricing Ruleの主要点］ 
・対象となる電源は以下の要件を満たすことが必要。 
①ISOやRTOの制御区域内に立地すること 
②周波数や電圧といった電気品質の保全も含めた信頼性維持に資するサービスが供給可能である

こと 
③極渦現象のような天災および人的災害、ハリケーンのなどの異常気象遭遇時でも発電所内に90
日分の燃料供給力があること 

④環境保全上の規制すべてを順守していること 
 
・ISOやRTOが制御する市場に対しては、経費を全面的に回収できる公正かつ合理的な料金表と、

適正な利益率の設定を義務付ける。 
 
(エ) Grid Resiliency Pricing Rule制定案告示（NOPR）を連邦官報掲載（2017年9月） 

DOEは、NOPRを正式に連邦官報に記載、FERCに対し、NOPRが連邦官報に掲載されてから

60日以内に、規則制定に関し最終的な行動の実施を指示した 10。 
同NOPRに対し、賛成・反対の両派から、1,500通を超える大量のパブリックコメントがFERC

に寄せられ、利害関係者の関心の高さが明らかとなった。FERC は、DOE により指示された対応

期限内に、全てのパブリックコメントを精査することは困難であるとし、対応期限の30日間延長を

DOEに求め、DOEはこれを承認した。 
 
(オ) FERCによるDOE NOPRに対する最終決定（2018年1月） 

FERC は、「系統の Resilience に関する新たな手続きを開始し、DOE NOPR に係る手続きを終

結する」旨の声明を発表した。FERCによる声明および命令の概要は以下のとおり。 
A) DOE NOPRに関する検討の終結 

 
9 原子力産業新聞、「米エネ省長官、送電網の回復力保全で原子力支援を連邦エネ規制委に指示」、2017/10/3、 
<https://www.jaif.or.jp/171003-a> 

10 Federal Register (82), “Proposed Rules”, Oct/10/2017,  
<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-10-10/pdf/2017-21226.pdf>. 
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・2017年9月29日付けのDOE NOPRに関する検討（Docket No. RM18-1-000）を終結する。 
・連邦電力法第206項において、RTO/ISOの料金の変更をFERCが実施するためには、現行料

金が、「不公平で不当、差別的で特恵的（preferential）」であることを示す必要があるが、NOPR
およびパブリックコメントおける議論はその点を示すに至らなかった。 

・また、NOPRでは、90日間のサイト内燃料貯蔵能力を有する電源を対象として、支援策を講じ

ることとしているが、当該基準が公平で合理的である理由が示されていない。また、90日間の

サイト内燃料貯蔵能力を保持しない電源であっても、Resilienceに貢献する電源は存在するが、

当該ルールがそれらの電源に対して差別的であり、特恵的な措置である、という論点について

NOPRでは有効な反論が示されていない。 
・上述の理由から、RM18-1-000に関する手続きを終結させる以外の選択肢をFERCは有してい

ない。 
 

B) 基幹電力系統のResilienceに対する検証の開始、RTO/ISOへの情報提供の指示 
・FERCは、Resilienceを優先課題として位置付け、2018年1月8日付で新たな手続き（Docket 

No.AD18-7-000）を開始し、基幹電力系統のResilienceを時系列で検証する。 
・新たな手続きでは、RTO に対し、FERC および市場が基幹電力系統の Resilience について追

加的な措置が必要かを検討する上で必要な情報を提供することを命令する。 
・各RTO/ISOは、要請された情報を、命令から60日以内に提出しなければならない。また、関

心のある主体は、RTO/ISOの提出期限から30日の間に、リプライコメントを提出することが

出来る。 
 
(カ) FERCによる最終決定に対するDOEの反応（2018年1月） 

DOEは、長官によるFERCへの返答文を公表した。長官は、FERCによりResilienceに関する

調査が開始されることに謝意を示すとともに、DOE NOPRにより活性化したResilienceに対する

国民的議論に対し、FERCと協力して取り組む意向を示した。 
 
(キ) Resilience に関するRTO/ISOからFERCへの情報提供（2018年3月） 
A) 情報提供の概要・今後の手続きの流れ 

2018年3月9日、各RTO/ISOがDocket No.AD18-7-000に基づきFERCに情報提供を行った。

同情報提供では、各系統運用者がどのようにResilienceを定義し、確保のためにどのような取り組

みを実施しているかについて報告が行われた。それぞれの報告は、各 RTO/ISO の管轄地域の地理

的・制度的な相違を反映した多様性に富む内容となったものの、以下数点については各RTO/ISOの

見解が概ね一致した。（Resilienceの定義等、各RTO/ISOによる議論の相違については、下記（B）
以下を参照。） 

 
［各RTO/ISO報告における概ねの共通点］ 
・ システムの信頼性やレジリエンスに関して喫緊の課題は存在しないとの認識（報告内で存在

しない旨を明記、または、その旨の言及なし）。 
・ Resilienceの定義に関してはFERCの定義に対し概ね異論なし。 
・ Resilienceに対する脅威として（DOE NOPRで提起されたような）電源の多様性に力点を

置いた主張はなく、多くは送電網やガスパイプラインの途絶に懸念を示した。 
・ PJMを除くほぼ全ての運用者（MISO、ISO-NE、ERCOT、SPP、NYISO、CAISO）は、
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系統のResilience対策について、各管区におけるステークホルダーを交えた対策で現状では

十分であるとの考えを示した。 
 
その他、個別機関の情報提供において特筆すべき点としては、 
・ PJMからFERCに対し、各RTOや ISO（およびRTO管轄外の地域で活動するFERC が

規制する送電事業者）がResilienceに関する懸念に対処するための市場改革案と関連する補

償メカニズムを9か月から12か月以内に提出するよう命じるよう求めたこと。 
・ ISO-NEが、レジリエンスに関する最大の課題は燃料の確保であると主張し、電力部門と暖

房部門がともに天然ガスへの依存度を高めている点に言及したこと。（ただし、中期的には

ISO-NE地域で天然ガス不足に陥る可能性があるものの、当面は ISO-NEが行っているステ

ークホルダーを交えた検討プロセスに基づいて対策を講ずる時間的猶予を認めるよう、

FERCに対し依頼している。） 
 
等が挙げられる。（詳細は以下（C）Resilience 確保に関しRTO/ISO がFERC に求める事項を

参照。） 
 

FERC による一連の手続きの次のステップとして、各ステークホルダーは 30 日以内（4 月 9 日

まで）に RTO/ISO が提供した情報についてコメントを提出することが可能であり、それらの議論

を踏まえ、追加的な対策や評価の必要性についてFERCが判断することとなる。 
 
B) Resilienceの定義 

DOE NOPRに関する議論（上述（iii）～（v）参照。）では、Resilienceの定義が争点の一つとな

った。DOE NOPR賛成派は、「信頼度（Reliability）は、顧客への供給の喪失や中断を最小化する

概念であるのに対し、回復力（Resiliency）は、通常業務の崩壊を回避し、通常状態に可能な限り早

期に回復する能力と定義される」（NEIパブリックコメント11）とし、Resilienceと信頼度（Reliability）
は別概念である点を強調する。一方で、DOE NOPR反対派は、Resilienceと信頼度（Reliability）
は同義の概念で区別出来ず、Resilience の確保を目指す対策を実施しなくとも、現状の信頼度

（Reliability）向上の取組みを継続することにより確保が可能であると主張している。 
FERCは、Docket No.AD18-7-000において、Resilienceの定義について共通理解が得られない

との見解を示した上で、FERC による Resilience の定義案を公表し、RTO/ISO に対して、FERC
による定義案の修正要否と、修正が必要と考える場合の修正案の提出を要請した。 
今回の情報提供において各RTO/ISO が示した見解は、FERC の定義に同意するか、軽微な修正

を加える程度のものしかなく、Resilienceの定義が重要論点と認識されていたDOE NOPRの是非

に関する議論と比べ、不活発なものとなった。 
各RTO/ISOともにFERCによる定義案を概ね了承している点は共通しているが、詳細において

は、若干の相違も存在する。具体的には、NYISOがDOE NOPR反対派の主張を踏襲し、Resilience
と信頼度（Reliability）がしばしば同一の概念であるとの見解を示したほか、PJMは、FERCの定

義を基本的に踏襲しつつも、RTOとして実務者の観点から語句に若干の修正を加えた点が特徴的で

ある（表1-2参照）。 
 

 
11 NEI (2017), “Reply Comments of the Nuclear Energy Institute”. 



 
 

19 
 

 
表 1-2 各機関によるResilienceの定義 

 
（出所）NIAC：National Infrastructure Advisory Council 

 
（出所）各種資料 12より日本エネルギー経済研究所作成 

 
 
 
 

 
12 PJM (2018), “Comments and Responses of PJM Interconnection, L.L.C.”; MISO (2018), “Responses of the Midcontinent 
Independent System Operator, Inc.”; NYISO (2018), “Response of the New York Independent System Operator, Inc.”; ISO-NE 
(2018), “Response of ISO New England Inc.”. 

FERC NIAC NERC PJM
定義 破壊的な事象の規模や時間を減しかつ乗り

切る能力。そのような事象を予測し、吸収し、
適応し、あるいはまた迅速に回復する能力も
含む。

同左  破壊的な事象の規模や時間を減らす能力。
特定のインフラや事業のレジリエンスの効果
は、潜在的に破壊的影響を及ぼしうる事象を
予測し、吸収し、適応し、あるいはまた迅速に
回復する能力に依存する。

破壊的な事象の規模や時間を減したり乗り
切ったりする能力。システムの脆弱性や脅
威を特定し、計画し、準備し、緩和し、吸収
し、適応し、あるいはまた適時に回復する能
力も含む。

原文 The ability to withstand and reduce the
magnitude and/or duration of disruptive
events, which includes the capability to
anticipate, absorb, adapt to, and/or rapidly
recover from such an event.

同左 The ability to reduce the magnitude and/or
duration of disruptive events. The
effectiveness of a resilient infrastructure or
enterprise depends upon its ability to
anticipate, absorb, adapt to, and/or rapidly
recover from a potentially disruptive event.

 The ability to withstand or reduce the
magnitude and/or duration of disruptive
events, which includes the capability to
identify vulnerabilities and threats, and plan
for, prepare for, mitigate, absorb, adapt to,
and/or timely recover from such an event.

MISO NYISO ISO-NE
定義 基本的にFERCの定義に賛同

しかし、「特定の有害事象を乗り
切る能力」だけでなく、「供給源
の多様化といった電力システム
の変化に適応し、電力システムを
とりまく環境が日々進化する中で
も安定した系統運用を行う能力」
も含まれるべきである。

NIACの定義を採用する レジリエンスの定義について直
接の言及なし。実質的にFERCの
定義を採用。

原文 運転の信頼性とレジリエンスは
高度に連関した概念であり、しば
しば同一のことを指す。

 NIACのLaFleur委員がGrid
Resilience Orderの中で示してい
る「レジリエンスは、電力システ
ムの運転の信頼性を維持するた
めの既存の要件の一要素であ
る」という見解に賛同。
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表 1-3 PJMによる修正提案要旨 

 
（出所）PJM13をもとに日本エネルギー経済研究所作成 

 
C) Resilience確保に関しRTO/ISOがFERCに求める事項 

Resilience確保に関するFERCへの要望事項に関する質問について、PJM、MISOが具体的要望

を提示した一方、他のRTO/ISOの一部は、各機関により検討中の対策で十分対処可能であり、FERC
への要望事項はないと回答した。 
各機関による具体的な要望・取組み事項としては、市場改革（卸電力市場や容量市場の改善等）、

燃料供給体制の強化、送配電機能の強化を実施すべきとする意見が多く見られ、各機関による情報

提供でも当該内容について重点的に紙面が割かれている。 
上述のとおり、各機関の要望は少なく、概ね類似した内容に収束する傾向にあるが、その中にお

いてPJMと ISO-NEの見解は特徴的であるといえる。 
PJMは、市場改革を通したアプローチに着目し、情報提供の中で自らが検討中の卸市場制度の改

善案について詳細に説明。その上で、FERC が各 RTO や ISO（および RTO 管轄外の地域で活動

するFERCが規制する送電事業者）に対し、9か月から12か月以内にResilienceに関する懸念に

対処するための市場改革案と関連する補償メカニズムの提出を命令するように求めた。 
一方で、ISO-NE は、電力部門と暖房部門がともに天然ガスへの依存度を高めている点を取り上

げ、燃料の確保がResilienceに関する最大の課題であるとの見解を示している。この ISO-NEによ

る見解は、ガス火力依存度の拡大により Resilience 上の課題が生じるとする点で NOPR における

DOEの課題認識と共通している。 
また、ISO-NE の見解は、燃料安全保障上のリスクへの対応策として、場合によっては系統信頼

度維持のために必要となる設備維持等の措置を排除しない点においても、ベースロード電源の保護

を主張する DOE の主張と一部共通する点があるといえる。しかしながら、ISO-NE は、設備維持

等の措置について、確実な燃料調達と供給もしくは需要側インフラの強化が実現し、燃料輸送制約

の根本原因が解消されるまでの一時的な措置とみなしているため、ベースロード電源に対する総コ

スト回収ルールを恒久措置として導入しようとしたNOPRにおけるDOEの見解とは、対象期間の

認識が異なっている。 
 

  

 
13 PJM (2018), “Comments and Responses of PJM Interconnection, L.L.C.”. 

FERC PJM変更 変更主旨
破壊的な事象の規模や時間を減
しかつ乗り切る能力。

 破壊的な事象の規模や時間を減したり乗
り切ったりする能力。

破壊的事象を「乗り切る」ことを要件とすると、費用対効果
を考慮せずにあらゆるハザードに対処できる能力を備え
る義務が生じてしまう。

そのような事象を予測し、吸収
し、適応し、

全ての破壊的事象を「予測」することは不可能。

 システムの脅威や脆弱性を特定した後は、対策を計画・
準備・しなければならない。

あるいはまた迅速に回復する能
力も含む。

あるいはまた適時に回復する能力も含む。 「迅速に」という要件が含まれると、非合理的な期待を生
みかねず、適時に回復が行われた場合でも論争の火種と
なってしまう可能性があるため、削除するべきである。

システムの脆弱性や脅威を特定し、計画
し、準備し、緩和し、吸収し、適応し、
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表 1-4 各RTO/ISOからのFERCへの要望事項 

 
 

PJM ISO-NE MISO NYISO
概要 ・FERCに対し、複数の要望を提案。特に市

場改革によるResilience強化策について
は、重点的にに紙面を割き説明。

・FERCへの要望としては特になし。
※ 一方でFERCによる質問（3）-e「市場
ベースの概念、運用手順、NERC信頼性基
準または計画手順の中で、Resilienceに取
り組む上で修正すべきものはあるか？もし、
存在する場合は、修正案を記述すること。」
に対する答えとして、独自に検討中の施策
内容を回答。

・情報技術、送電計画、地域間運用
（Information Technology Tools,
Transmission Planning, Inter-regional
Operations）の分野でResilience拡充
の余地があると考えられると回答。

・FERCによる対応は不要と主張。
・Resilience強化のための、ステーク
ホルダーとの対話やそれに基づいた
送電設備増強・市場設計の改良など
現行のNYISO独自の対策で、課題へ
の対処が可能との見解を示す。

Resilience
強化にお
ける分掌・
法的権限
の確立

・FERCは、Resilienceの確保を求める根拠
が既存の法的枠組み（FPA Section 215の
運転の信頼性に関する要件※にあり、ま
た、FPA Section 217の料金設定や発電事
業者に対するサービスの質等に関する要
件も、Resilienceを求める論拠を支えるもの
である※ことを明示すること。）
※FPA Section 215において、信頼性に関
する要件の提案は、電力信頼度機関
（Electric Reliability Organization）によりな
され、FERCは承認権限を有すると規定。
（DOEや他の主体による提案は不可とな
る。）
※FPA Section 217は、主に送電設備に関
する規定。

Resilience
に関する
定義の確
立

・このプロセスを通じて、系統のResilience
に関する実用上の暫定的な定義を定め、共
通理解を確立すること。

プロセス
および法
的権限の
定義

・RTOによる脆弱性や脅威の評価の妥当
性（reasonableness）について、なんらかの
証明を得るための公式あるいは非公式のプ
ロセスを確立すること。

Resilience
の評価プ
ロセスの
設定

・Resilienceを評価することは、18 CFR §
35.34(k)(7)とNERC TPL standards で要求
されているRTOの地域運用計画の策定に
関する責務に含まれることを、本プロセスの
資料中に明示すること。

市場改革 ・脆弱性や脅威を評価・緩和し、普及を計画
するといったResilience計画の実施に必要
と考えられる料金体系の改定案を含む、情
報提供を全てのRTOおよびRTOに準ずる機
関に求めること。
・Resilienceに対処するための市場改革や
関連する補完的メカニズムについて、定め
られた期限内に情報提供をするよう、全て
のRTOおよびRTOに準ずる機関に求めるこ
と。

・市場設計の改良
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（出所）各種資料 14より日本エネルギー経済研究所作成 
 ※情報提供において各機関が重点的に言及した項目は、背景を黄色に変更している。 
 
 
 
 
 
 
 
(ク) RTO/ISOからFERCへの情報提供に対するPJMの反応（2018年5月） 
 2018年5月9日のコメントでPJMは、レジリエンスの問題に関して個別の基準及びアプローチ

を望む RTO/ISO の意見を尊重しつつ、送電系統のレジリエンスを強化するイニシアティブは、各

RTO/ISO の境界で区切られるべきではないと述べた。各地域がどのようにして具体的な問題に取

り組むかという点の判断は留保しながらも、FERCによる直接の検討は必要だと主張し、各地域に

よる個別のアプローチと委員会による包括的なアプローチをミックスさせることが理想的だとした。

その中で、PJM は各地域による個別の取り組みが必要であり、PJM が実際に取り組んでいる課題

として、燃料安全保障とGas-Electric Coordinationを挙げている。 
 燃料安全保障への取り組みに関して、ISO-NE は地域のステークホルダーと協力して特有の政策

を実施しており、委員会に対して政策の継続的な実施を許可するように求めている。CAISOも包括

 
14 PJM (2018),” Comments and Responses of PJM Interconnection, L.L.C.”; MISO (2018),” Responses of the Midcontinent 
Independent System Operator, Inc.”; NYISO (2018),” Response of the New York Independent System Operator, Inc.”; ISO-NE 
(2018),” Response of ISO New England Inc.”. 

PJM ISO-NE MISO NYISO
情報提供 ・PJMに対し、次の内容の情報提供を求め

ること：緊急時、通常の運用ができない状
況が長引いたとき、また予期せぬ復旧事態
において、市場に対するオペレーションでは
ない形で介入すること

燃料供給
体制の強
化

・ガス火力発電所の運用に影響するため、
FERC管轄下のガスパイプラインについて、
RTOとの協調体制やコミュニケーションを向
上させること。また、州間パイプラインについ
ては、下記の対策も要求する。

・LNGおよび石油のサプライチェーンへの拡
充
・天然ガスインフラの拡充

送配電機
能の強化

・ローカルな配電会社（LDC）とのコミュニ
ケーションや協調を拡充するため、そのよう
な取り組みを支援すること。

・送電計画プロセスにおいて
Resilienceを評価する。
・配電システムのResilienceを高める。
・事象への対処能力を高めるため、地
域間運用を拡充する。

・送電設備増強（独自に実施）

二元燃料 ・PJMは全てのBlack Start Unit（外部電源
途絶時に発電設備を起動するための電源）
について二元燃料仕様にすることの義務化
に向けて動いているが、次なる取り組みと
して、復旧過程でBlack Start Unitに続いて
起動させる電源（一般的にはcritical load
units、PJMではCritical Restoration Unitsと
呼ばれる）について、燃料の確保を含む要
件がFERCレベルで定められるべきであると
考えている。

・二元燃料（dual-fuel resources）の運用を
促進するための規制緩和

情報通信
との協調

・RTOに対し、電力システム以外の重要イ
ンフラ（情報通信等）との協調体制を築くた
めの取り組みを示すよう求めること。

・業界が最新の技術を採用できるよ
う、環境を整える。

その他 ・再生可能エネルギー容量および送電容量
の拡大
・その他の電力およびガスの需要削減策
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的なアプローチがありうることを認めながらも、それぞれの RTO/ISO が地域に特有のメカニズム

を必要とする事情を抱えているという見解を述べている。同様に、PJM も燃料安全保障の問題が、

PJM の管轄地域内にある大規模電力システムの信頼性とレジリエンスに与える影響を懸念してい

る。PJMによる具体的な動きとして、燃料安全保障の脆弱性に関する分析と燃料供給の途絶に直面

する可能性があるPJMの管轄地域に対する評価基準の構築がすでに開始されている。 
 Gas-Electric Coordination への取り組みに関して、PJM はガスパイプライン産業との協力の中

で、信頼性の概念を超え、ガスパイプライン産業と PJM の双方に資するレジリエントなオペレー

ションを実施してきた。PJMとガスパイプライン産業の間では、情報共有とコミュニケーションの

手続きが確立しているが、PJMは一部のパイプライン産業とRTO/ISOの間で十分にコミュニケー

ションが行われていないことを問題視している。そのため、Gas-Electric Coordinationにおいては、

FERCがコミュニケーションの開放性を高めるような一定の規制を定めることが必要だとする見解

を述べている 15。 
 
(ケ) トランプ政権の動向と各関係者の反応（2018年6月） 

2018 年 6 月 1 日のホワイトハウスによる発表の中で、トランプ政権はインフラとエネルギー供

給網を強固で安全な状態に保つことが、国家安全保障、治安、経済を意図的な攻撃や自然災害から

守ることにつながると表明した。特に、燃料備蓄可能な発電施設はエネルギーミックスにおいて欠

かすことができず、拙速な閉鎖による急速な減少は、エネルギー供給網のレジリエンスに影響を及

ぼすとの見解を記し、そのような事態を防ぐ措置の準備を DOE のペリー長官に要請した 16。直接

的には言及されていないが、「燃料備蓄可能な発電施設」の記載から、当該施設が石炭・原子力の

発電所であることが一般に理解されている 17。 
このホワイトハウスの発表を受け、米原子力エネルギー協会（NEI）は、エネルギー供給網のレ

ジリエンスと国家安全保障において原子力が果たしている役割をトランプ政権が認識しており、プ

ラントの早期閉鎖に対処する措置を検討していることを歓迎する旨のコメントを発表した。また、

NEIは原子力発電所の廃止措置が開始されると運転再開が不可能になると説明し、発電所が有する

燃料備蓄性が国家安全保障にとって重要であることを強調している 18。 
ホワイトハウスによる発表では具体的な措置が言及されなかったが、発表同日、国家安全保障会

議用に措置案を盛り込んだメモがリークされた。メモの中では、DOEが連邦電力法および国防産業

法に規定された緊急事態権限を行使する案が示されており、具体的には閉鎖のリスクを抱える発電

所から 2 年間優先的に発電容量と電力を購入することを RTO/ISO に義務付け、その間に DOE が

エネルギー供給網のレジリエンス維持のための包括的な分析、具体的なアクションを実施すること

が記載されていた。このような案は、トランプ政権の活動に深く貢献している Murray Energy 社

や FirstEnergy 社の最高経営責任者たちによって以前から掲げられており、支援対象の発電所は、

石炭産業内のトランプ大統領支持層によって所有されていることが知られている 19。 
 

15 PJM, “Reply Comments of PJM Interconnection, L L.C. under AD18-7”, May/9/2018. 
 < https://www.pjm.com/-/media/documents/ferc/filings/2018/20180509-ad18-7-000.ashx> 

16 The White House, “Statement from the Press Secretary on Fuel-Secure Power Facilities”, Jun/1/2018, 
<https://www.whitehouse gov/briefings-statements/statement-press-secretary-fuel-secure-power-facilities/> 

17 The Washington Post “Trump Orders Energy Secretary Perry to Halt Shutdown of Coal and Nuclear Plants”, Jun/1/2018, 
<https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-officials-preparing-to-use-cold-war-emergency-powers-to-protect-
coal-and-nuclear-plants/2018/06/01/230f0778-65a9-11e8-a69c-b944de66d9e7_storyhtml?utm_term=.e11e63a7af07> 

18 日本原子力産業協会、「米原子力協会、トランプ政権の原子力発電所救済支持を歓迎」、2018/7/3、
<http://www.jaif.or.jp/180608-a>  

19 The Washington Post, “Trump orders Energy Secretary Perry to halt shutdown of coal and nuclear plants,” Jun/6/2018, 
<https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-officials-preparing-to-use-cold-war-emergency-powers-to-protect-
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当初、FERCの委員長であるMcIntyreは、FERCの方向性に関して、マーケットを歪めるよう

なことは行わないとの言及にとどめていた。しかし、DOEによるメモが漏洩すると、McIntyre委
員長は漏洩したのはあくまで “draft addendum”だとし、具体的なものが無いかぎり何も始めない

とコメントするに至った 20。また、公開イベントで McIntyre 委員長は、緊急事態権限の行使は妥

当でないとする意見を述べている。また、同様に、環境団体、天然ガス生産者、電力マーケットに

おける活発な競争を推進してきた共和党・民主党員は、トランプ政権がエネルギー省の案を強行す

る方向に傾いている兆候を非難している。 
FERCに案を拒否されたトランプ政権は、同年10月3日、DOEのBernard McNameeをFERC

の委員5人のうちの1人に任命した 21。McNammeの略歴および過去の言動から、彼はトランプ大

統領とペリー長官の目標を共有していると考えられている。しかし、同年1月には、FERCによる

DOE NOPRの拒否が、委員のうち4人がトランプ大統領による指名で選ばれていたにもかかわら

ず起こっており、McNamme の存在によって状況が変わるという考えは必ずしも妥当ではない。 
McNamme の加入後、Kevin J. McIntyre が2019年1月2日に亡くなり、Cheryl LaFleurが同

年8月30日に辞任している。Cheryl LaFleurやKevin J. McIntyreの後任候補について、まだホ

ワイトハウスからの指名はない。22委員会メンバーは基本 5 名で構成されるが、現在のメンバーは

Neil Chatterjee、Richard Glick、Bernard L. McNameeの三名のみである。23いずれのメンバーも

トランプ大統領によって指名されている。 
 
（2）制度措置（法令等）とその動向 
(ア) 生産税控除（PTC）、融資保証制度、建設遅延時における損失補填制度とその動向 
連邦レベルでの原子力支援策の一環として、生産税控除（Production Tax Credit: PTC）が導入

されている。これは、新原子力発電所の運転初期の 8 年間、容量 6,000 MW まで 1 kWh 当り 1.8
セントの PTC を提供するというものである。資格のある改良型原子力施設は上記の容量の割当を

受けた原子力施設で、2021年1月1日以前にサービスを開始しなくてはならないとされていたが、

ボーグル増設計画の現在の日程では、3号機と4号機の完成はそれぞれ2021年11月と2022年11
月であり、建設遅延により従来の規定のままではPTCが受けられない状況にあった。このため、同

計画を受注したウェスチングハウス（WH）社の倒産申請後、ボーグル計画のオーナー企業らは完

成までに必要な追加経費の評価において、PTCの期限延長と追加の融資保証を連邦政府から受けら

れる可能性や、東芝によるWH社の親会社保証金の支払いなどを検討していた。同計画ではすでに

2010 年 2 月、米エネルギー省（DOE）が総額 83 億 3,000 万ドルの融資保証適用を承認していた

が、2017年9月にDOEは追加で最大37億ドルを融資保証すると提案した。こうした流れを受け、

2018年超党派予算案ではエネルギー政策法の関係条項に新たな文言が追加 24され、2020年12月末

 
coal-and-nuclear- 

plants/2018/06/01/230f0778-65a9-11e8-a69c-b944de66d9e7_storyhtml?utm_term=.672aa67c080e > 
20 S&P Global Platts, “FERC Resilience Review Not Impacted by Potential DOE Action to Stop Baseload Retirements”, 
Jun/21/2018, <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/062118-ferc-resilience-review-not-
impacted-by-potential-doe-action-to-stop-baseload-retirements> 
21 The White House, “President Donald J. Trump Announces Intent to Nominate Personnel to Key Administration Posts”, 
Dec/4/2018, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-announces-intent-nominate-personnel-key-
administration-posts-64/> 
22 JEPIC、「米国：FERCのCheryl LaFleur委員、2019年6月の退任を発表」、2019/2/1、 
<https://jepic.or.jp/world/2018/20190201_01.pdf> 
23 FERC, “Current and Previous Commissioners”, Dec/17/2019, <https://www.ferc.gov/about/com-mem/prev-
comm.asp> 
24 電気事業連合会、「発電税控除期限の延長含む超党派法案成立」、2018/3/1、 < 
https://wwwfepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1257622_4115 html> 
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以降に運転開始する新設原子力発電所に対しても制度全体で 600 万 kW を上限にPTC が適用され

ることとなった。また、PTC 制度に上限枠が設けられたことで、SMR など現在検討されている革

新型原子力設備も、PTCの対象となる道が開かれた。 
 
【参考】エネルギー法改正に関する詳細 
・2005年エネルギー政策法において、PTC制度対象となる設備は、2021年1月1日までに運

転を開始する必要があると定められていたが、同法改正により、2020年12月31日より後

に、運転を開始した設備については、（制度全体で600万ｋＷを上限に）設備が運転した順

にPTC適用枠の割当が行われることとなった。 
・このため、3号機が 2021 年 11 月、4 号機は 2022 年11 月に運転開始する見通しのボーグル

に対してもPTC制度が適用される見込みである。 
・また、PTC 制度対象となる認定設備の累積認定容量がPTC 制度上限枠の 600 万kW に到達

するまでに運転開始した原子力設備は、PTCの割当を受けることが出来るため、SMRなど

現在検討されている革新的原子力設備も、PTCの対象となる道が開かれたこととなる 25。 

 
25 GPO, “Energy Policy Act of 2005”, Aug/8/2005, <https://www.gsa.gov/cdnstatic/PLAW-109publ58.pdf>および、同法を改定

した、The U.S. Congress, “H.R.1892 - Bipartisan Budget Act of 2018” Apr/4/2017, < https://www.congress.gov/bill/115th-
congress/house-bill/1892/text#toc-H38A53ACFE62549058A0453A5DBF34A2F>による。なお、改正後のエネルギー法の根

拠条文は以下のとおり。 
2005 Energy Policy Act におけるPTC関係箇所 
‘‘SEC. 45J. CREDIT FOR PRODUCTION FROM ADVANCED NUCLEAR POWER FACILITIES. 
‘‘(a) GENERAL RULE.—For purposes of section 38, the advanced nuclear power facility production credit of any taxpayer 

for any taxable year is equal to the product of— 
‘‘(1) 1.8 cents, multiplied by 
‘‘(2) the kilowatt hours of electricity— 
‘‘(A) produced by the taxpayer at an advanced nuclear power facility during the 8-year period beginning on the date the 

facility was originally placed in service, and 
‘‘(B) sold by the taxpayer to an unrelated person during the taxable year. 
 
‘‘(b) NATIONAL LIMITATION. — 
‘‘(1) IN GENERAL. —The amount of credit which would (but for this subsection and subsection (c)) be allowed with respect 

to any facility for any taxable year shall not exceed the amount which bears the same ratio to such amount of credit as— 
‘‘(A) the national megawatt capacity limitation allocated to the facility, bears to 
‘‘(B) the total megawatt nameplate capacity of such facility. 
‘‘(2) AMOUNT OF NATIONAL LIMITATION. —The national megawatt capacity limitation shall be 6,000 megawatts. 
‘‘(3) ALLOCATION OF LIMITATION. —The Secretary shall allocate the national megawatt capacity limitation in such 

manner as the Secretary may prescribe. 
‘‘(4) REGULATIONS. —Not later than 6 months after the date of the enactment of or any amendment to this section, the 

Secretary shall prescribe such regulations as may be necessary or appropriate to carry out the purposes of this subsection. 
Such regulations shall provide a certification process under which the Secretary, after consultation with the Secretary of 
Energy, shall approve and allocate the national megawatt capacity limitation. 

“(5) ALLOCATION OF UNUTILIZED LIMITATION. — 
“(A) IN GENERAL. —Any unutilized national megawatt capacity limitation shall be allocated by the Secretary 

under paragraph (3) as rapidly as is practicable after December 31, 2020— 
“(i) first to facilities placed in service on or before such date to the extent that such facilities did not receive an allocation 

equal to their full nameplate capacity, and 
“(ii) then to facilities placed in service after such date in the order in which such facilities are placed in service. 
 
[弊所訳（一部のみ）] 
PTC対象となる設備容量のうち、未使用分については、パラグラフ（3）の規定に基づきDOE長官により2020

年12月31日以降の可能な限り早い時期に、以下の順で割当が行われなければならない。 
（i）第一に、当該日（2020年12月31 日）またはそれ以前の日付において稼動を開始した対象設備について

は、当該設備の定格出力のうち既にPTCの割当を受けていない容量 
（ⅱ）次に、当該日（2020 年 12 月 31 日）より後に、運転を開始した設備については、設備が運転した順に

（PTC適用枠の）割当を行うこととする。 
※重要箇所は青字、改正法により付け足された箇所は弊所により朱記している。 
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図 1.7 今後のPTC適用の時系列（対象設備は弊所想定） 
（出所）各種法令より日本エネルギー経済研究所作成 
 
なお、PTCが制定された2005 年のエネルギー政策法には次世代原子炉またはクリーンエネルギ

ー技術について、事業コストの最大80%を対象とする連邦による債務保証も盛り込まれている。こ

の制度の最初の適用例は再生可能エネルギーであり、当時は原子力発電にこの制度を適用するため

には議会の承認が必要であった。 
原子力発電へのこの制度の適用は2008年である。2008年にDOEが次世代原子炉（合計185億

ドルを上限とする）およびウラン濃縮プラント（合計 20 億ドルを上限とする）の建設支援策とし

て、債務保証制度に基づく募集をかけたところ、17 の原子力事業会社から 19 件の応募（185 億ド

ル上限に対しては1220億ドル分の応募）が集まるなど、業界から高い関心が寄せられた。 
業界は発電所施設に対する債務保証の上限を 1000 億ドルまで増やすよう要望し、政府も債務保

証の上限を2010、2011年と二度にわたり360億ドルまで拡大することを予算案に盛り込んだ。し

かしこれはどちらも議会に承認されず、当初の 185 億ドルの上限は維持された。（これまでのとこ

ろ債務保証制度が適用された例はボーグル原子力発電所3、4号機とV.C.サマー原子力発電所2、3
号機の計 4 基にとどまっている。）原子力発電所の新規建設には 1 GW の出力につき 70 億～80 億

ドルが必要と見られるが、この金額はどの会社にとっても負担であるため連邦債務保証制度には業

界からの関心が高く、185億ドルの現行の上限はそれにくらべて低すぎるという声がある 26。 
また、エネルギー政策法では、原子力事故に伴う賠償責任を最大125億ドルに制限するプライス・

アンダーソン法の2025 年までの拡大・延長が定められ、100 MWまでの出力を有する原子炉につ

いては最大 3 億ドルの損害賠償保険に加入可能になるように定められた 27。加えて、しばしば新規

原子炉の建設の上で規制手続きや訴訟による操業の遅延が事業上の障害となることに鑑み、これら

の遅延から生じた損害に対して 20 億ドルを上限とする財政支援が盛り込まれた。これは新型原子

炉（1993 年以降に設計が承認された原子炉）の建設遅延によるコストを最初の 6 基について保障

する支援策である（最初の 2 基は各 5 億ドルを上限に 100%、残る 4 基は 2.5 億ドルを上限に 
50%28）。 
 
 
(イ) 原子力エネルギーリーダーシップ法案（NELA）の提出（2018年9月） 

2018年9月6日に超党派議員によって上院で「原子力エネルギーリーダーシップ法案（NELA）」
が提案された。この法案は、近年、安価なガスや再生可能エネルギーの台頭により国際的な競争力

を失っている米国の原子力産業が世界におけるリーダーシップを取り戻すため、官民協力の構築を

 
26 World Nuclear Association, “US Nuclear Power Policy”, Nov/2018,  

< http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx > 
27 幣研、「Energy Policy Act of 2005の構成と内容」、2005/9、 <https://eneken.ieej.or.jp/data/pdf/1150.pdf> 
28 高度情報科学技術研究機構、「アメリカの原子力政策および計画 (14-04-01-01)」、2015/1、 

< http://wwwrist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=14-04-01-01> 

▼2021.11？ボーグル３号 ▼ＳＭＲ？
全設備容量がＰＴＣ対象 ＰＴＣ制度対象設備の累積が600万ｋＷに達するまでの間

▲2022.11？ボーグル４号
2020年12月31日まで← →2021年１月１日以降



 
 

27 
 

軸に発展を目指すもので、政府による特定の発電施設からの電力購入契約（PPA,Power Purchase 
Agreement）の期間上限の延長（現行10年→40年）など、発電事業に対する支援のほか、高速中

性子を用いた新型炉開発の支援も盛り込まれている。昨年の提案以降議論に進展がない中で、2019
年3月27日にＬ．マコウスキー議員と超党派議員15名の連名で再提出された 29。 
以下、NELAの概要を示す。 
【Nuclear Energy Leadership Act の概要】 

Lisa Murkowski(アラスカ州選出)やCory Booker(ニュージャージー州選出)らで構成される

超党派グループによる提出。 
 
【目的】 

次世代原子力発電所の建設支援・技術振興・人材開発によってロシア、中国に譲ってしまっ

た原力における世界的なリーダーシップを回復すること。連邦政府による次世代原子炉の早期

導入、研究施設の建設・拡充、燃料入手の簡易化、次世代の原子力研究者育成、R＆D 支援な

どによって、次世代原子炉の市場化やビジネス面での主導権回復を図る。 
 
【方針】 

DOE 原子力部門に対して、次世代原子力発電の R＆D を支援する 10 年間の戦略計画の策

定を指。また次世代原子炉の燃料に必要なHA-LEU(高アッセイ低濃縮ウラン)の供給不足に対

し、(2035 年または民間市場での入手が可能になるときを期限に)DOE の備蓄分から必要最低

限の量を供給する計画を立案。また原子力発電における民間、連邦政府、研究所の間の官民パ

ートナーシップ（PPP）を促進する。 
 
【施策】 
法案は以下の要素を含む。 
 
1: PPA期間の延伸(10年→40年) 
大規模原子力発電施設において利潤を発生させるまでには一般的に 10 年以上かかることが

多いことを考慮し、連邦政府に対しこれまで最長10年とされていた長期契約を最大40年まで

延長することを承認。電力購入ではない公的利益に適う契約に関しては10年を上限とする。 
 
2: 長期戦略の策定および原子力エネルギーの長期購入契約のパイロット版の作成 

NELAでは、DOE長官に対し連邦政府・国立研究所および民間産業を相互に結びつけ、戦

略的な原子力産業の発展を促進する 10 年間の長期戦略計画の策定を求めている。また、次世

代発電技術の早期導入を促すべく、国防省など関係する省の長との協議の上で DOE 長官に長

期電気購入契約のパイロット版を策定するよう指示している。次のことを考慮において 2023
年 12 月までに最低一件の契約を結ぶことを要求しており、一定の要件が満たされれば 30、市

場価格平均より高値での買い取りを認めている。 
 

29 U.S. Senate, “Republican News”, Mar/27/2019, 
<https://www.energy.senate.gov/public/index.cfm/2019/3/murkowski-booker-and-13-colleagues-reintroduce> 

30 具体的には、次の条件である。A:その技術が新鋭技術であること。B:危機シナリオにあって、重要施設に対し信頼

性とレジリエンスのある電力供給が可能で、安全保障上の利益に適うこと。特に系統遮断時またはアイランディング

状況下での耐久性があること。また、他にエネルギー省長官が国益に適うと判断するもの。 
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さらに、NELAは2028年9月末までに4つ以上の高速炉の実証プログラム実施を含む合意の

締結を求めている。 
 
3: 加速器を用いた高速中性子利用の推進 

現在、高速中性子の原子炉ベースの発生装置はロシアと中国のみにあり、アメリカでは高速

炉開発に関する実験が困難であり、次世代原子炉開発の大きな障害である。そのため、2025年

までに原子炉ベースの高速中性子を用いた実験が可能な研究施設を建設し、高速増殖炉の研究

を促進することを求めている。 
 
4: 次世代原子力燃料セキュリティプログラム 

原子炉の燃料実験にはハイアッセイ・低濃縮ウラン(HA-LEU)31が不可欠だが、それについ

ての国内生産能力がない現状を考慮し、NELA では法案成立後一年以内に、DOE の備蓄から

最低限の量を、リース・販売など様々な手段で次世代原子炉のメーカーに対し供給する計画を

策定する。法案では2022年までに2トン、2025年までに10トンの供給を求めている。 
 

5: 大学原子力リーダーシッププログラム. 
次世代原子炉を支える人材を確保するべく、「大学原子力リーダーシッププログラム」を設

立し、関連する分野の学生や研究者に対し奨学金、R＆D予算支援などを行う。年間500人の

大学院生、600人の学部生に原子力工学及び関連分野の学位を授与するなど先端技術を持った

原子力人材を育成する。 
 

【先進型原子炉施設および開発目標（Advanced Nuclear Reactor R&D Goals）】 
NELA においては、官民学の有機的な協力を促進するために「次世代原子炉（advanced 

nuclear reactor）」が満たすべき具体的な目標を設定した。具体的には最近の世代ものに比べ

て、以下の要素において顕著な機能向上をもつ核分裂炉、あるいは核融合炉である。 
 
(i) 追加的な固有の安全性を有していること 
(ii) 核廃棄物の発生量削減 
(iii) 燃料効率の向上 
(iv) 冷却機能喪失に対する耐久性向上 
(v) 信頼性向上 
(vi) 核拡散抵抗性の向上 
(vii) 発電熱効率の向上 
(viii) 冷却水の消費量軽減 
(ix) 電力利用および非電力利用が統合可能であること 
(x) 電力需要に見合った導入に対応できる、モジュラー方式が可能であること 
(xi) 電力需要の変化に対応可能で、間欠性のある再生可能エネルギーを補完できる運用上の柔

軟性があること。 
 
 

 
31 ハイアッセイ・低濃縮ウランとは5重量パーセント以上20重量パーセント以下のウラン235同位体を包含するウ

ランのことである。20重量パーセント以上は高濃縮ウランと呼ばれる。 
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(ウ) S.97・原子力エネルギー革新法（NEICA）の成立（2018年9月） 
NELAを提出した議員のうち数名は同時期にNEICA (Nuclear Energy Innovation Capabilities 

Act)を提出し、これは 2018 年 9 月 13日に可決された。同月 28日にトランプ大統領による署名に

より成立した。NEICAも同様に原子力発電産業の促進を目標としている。DOEに対して、民間の

研究者との協力を優先し、高度な原子炉設計概念を試験、実証することを求める法案。国立研究所

および DOE に対する、技術専門知識を結集した、実験炉建設を可能にする「国立原子炉イノベー

ションセンター」の創設の認可。さらに、原子力規制委員会(NRC)に対して、NRCが安全問題に関

する専門知識を提供するとともに、同センターを通じて開発された新技術についての知見が得られ

るようDOEと協力するよう求めている。32 
他の提唱者：共和党はJames Risch（アイダホ州選出）、Shelley Moore Capito（ウェストヴァ

ージニア州選出）、Mike Crapo（アイダホ州選出）、民主党はRichard Durbin（イリノイ州選出）、

Joe Manchin （ウェストヴァージニア州選出）、Sheldon Whitehouse（ロードアイランド州選出）、

Chris Coons （デラウェア州選出）。 
 

(エ) 原子力イノベーション改新法（NEIMA）の成立（2019年1月） 
2019年1月、原子力支援のため超党派の議員により提案された、原子力イノベーション改新法が

トランプ大統領による署名により成立した。同法は、NRCに対し、商用の先進型原子炉施設に対す

る規制プロセスを改変するよう指示するもので、新型炉の審査に関し、予見可能性があり、効率的

な規制プロセスを運用しなければならない旨を定めている。 
【原子力イノベーション改新法概要】 
Nuclear Energy Innovation and Modernization Act (NEIMA) (S. 512) 
 
● 成立過程 33 
原子力産業支援のための超党派法案。 
 2017年3月2日に上院で提案され、環境・公共事業委員会に附された。議長はジョン・バ

ラッソ議員（John Barrasso、共和党ワイオミング州選出）。 
 2019年1月14日に大統領が署名し、成立した。 
 
● 目的 34 
 先進型原子炉の商用化とイノベーションが実現しうるような規制プロセスや専門的知見を

開発するためのプログラムとすること。 
 不正確な作業量の見通しや原子炉の早期廃止により不当に事業者に負担をかけることなく

産業界のニーズを満たすために費用回収スキームを見直すこと。 
 
 
 

 
32 電気事業連合会、「原子力エネルギー革新法(NEICA)、上下両院を通過」、 

<https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1258527_4115.html> 
33 US Congress, “Nuclear Energy Innovation and Modernization Act”,  

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512> 
34 US Congress, “Nuclear Energy Innovation and Modernization Act”,  

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512/text> 



 
 

30 
 

● 概要 35 
 NEIMA は NRC に対して、商用の先進型原子炉施設に対する規制プロセスを改変するよ

う指示（direct）する。 
 NEIMA は、商用の先進型原子炉施設の規制のための審査の実施やその迅速化のために

NRC が予算計上される資金をどのように管理しているかについて 1990 年の総合予算調

整法（Omnibus Budget Reconciliation Act）に記されている内容を修正する。 
 NRCは、既存のNRCの規制ガイドラインに沿った形で、予見可能性があり、効率的な規

制プロセスを運用しなければならない。 
 DOEは許認可申請者に対し、NRCの審査費用の一部を負担するための助成金を提供しな

ければならない。 
 NRCは、技術選択に関してニュートラルな（technology-inclusive）、先進型原子炉の開発

において一層の技術的イノベーションを促す、新しい規制の枠組みを 2024 年末までに策

定しなければならない。 
 NRCは検査の原則的なスケジュールや、バッフルフォーマーボルト（PWRの炉内構造物

の一種で、一部の設計では劣化が進みやすいことから特別な対策が進められている）に対

する追加的な検査に関するガイダンスについても、必要な見直しを行わなければならない。 
 NRC は原子力エネルギーに関連する研究開発において用いられる施設に対する許認可を

発行することができる。NRCは議会に対し、事故耐性燃料（accident tolerant fuel）の審

査プロセスの状況を報告しなければならない。 
 NRC は①ウラン回収に関する許認可を 10 年から 20 年に延長することの安全性とフィー

ジビリティについて議会に報告し、②ウラン回収に関する定期的な許認可審査事案の費用

を固定することのフィージビリティを明らかにするために自主的に行われているパイロッ

ト研究を完成しなければならない。 
 DOE は、少なくとも 10 年に一度、DOE が保有する余剰ウランの管理に関する長期計画

を策定しなければならない。 
 
● 先進型原子炉について（SEC. 103. Advanced nuclear reactor program. ）36 

【段階的な許認可審査】予見可能性があり、効率的でタイムリーな許認可プロセスを実現するた

め、本法の発効から270日以内にNRCは既存の規制枠組みの中で、次のことを実現するため

の戦略を開発し、実施する： 
 商用の先進型原子炉の段階的な許認可審査 
 許認可プロジェクト計画（licensing project plan）を用いた許認可審査 
 概念設計評価（conceptual design assessment）を任意に用いることのできる許認可審査 

 
【リスクインフォームドの許認可審査】本法の発効から 2 年以内に、NRC は適切と思われる範

囲でリスク情報を活用した評価技術や、運用実績に関する情報に基づいた評価技術（risk-
informed, performance-based licensing evaluation techniques）を用いるための戦略、さらに

商用の先進型原子炉に向けた指針を策定し、実施する。 

 
35 US Congress, “Nuclear Energy Innovation and Modernization Act”,  

<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512> 
36 US Congress, “Nuclear Energy Innovation and Modernization Act”,  
<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512/text#toc-id319b2b61-981b-4538-928e-53d448d5adf9> 
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 上記には次の課題に取り組むための評価技術や指針も含まれる： 
 NRCによる商用の先進型原子炉の許認可審査の過程で特定された課題 
 SECY–93–092およびSECY–15–077で説明されている、認可ベース事象の選定と評価、

ソースターム、閉じ込め性能、緊急時対策を含む課題 
 

【研究炉や試験炉の許認可】予見可能性があり効率的でタイムリーな審査のため、本法の発効か

ら2年以内にNRC は既存の規制枠組みの中で、研究炉や試験炉の許認可に関する戦略をおよ

び関連する指針を策定し、実施する。 
【技術選択に関してニュートラルな規制枠組み】2027年12月31日までに、NRCは商用の先進

型原子炉に関して新しい原子炉の許認可を申請する際に任意で用いることのできる、技術選択

に関してニュートラルな規制枠組みに関する仕組みの策定を完了する。 
【トレーニングと専門性】NRCは本法の発効から可及的すみやかに、上記の取り組みや、申請前

の情報交換および商用の先進型原子炉の許認可申請の審査を行うための準備のために、必要に

応じてスタッフのトレーニングや専門家の登用を行う。 
【充当金の承認】2020 年から 2024 年にかけて毎年度 14,420,000 米ドルがNRC に充当される

ことを承認する。 
 
● 研究炉や試験炉への民間投資の促進について（SEC. 106. Encouraging private investment 

in research and test reactors）37 
【目的】本項の目的は研究炉や試験炉への民間投資を促進することである。 
 1954年の原子力法の104項 cを次のように修正する： 
 （NRC が許認可を発行することのできる研究開発用の施設が列挙されている）一文目の

最後に、「104項bに特定されていないタイプの施設」を加える。 
 末尾に「NRCは31項に定められた研究開発活動に用いられる施設で、許認可申請者が研

究サービス、試験サービス、あるいはエネルギーを第三者に販売する場合にも許認可を発

行することが認められる。ただし、許認可申請者が研究開発や教育・トレーニングを除く、

エネルギーまたはエネルギー以外またはその両方の販売によって得る収入が施設の所有・

運用にかかる費用の75%以内で、かつエネルギーの販売が収入の50%以内である場合に限

る。」を加える。 
 

表 1-5 米国の原子力関係法案の概要 
成立/提案年

度 
法律名称 内容 

2005年 Energy 
Policy  
Act of 
2005 

アメリカの総合的なエネルギー戦略を定めた法律。以下の原子力に

関する内容を具体的に含んでいる。 
 PTCの制定。 
 次世代原子炉またはクリーンエネルギー技術について、事業コ

ストの最大80%を対象とする連邦による債務保証。 
 原子力事故に伴う賠償責任を最大 125 億ドルに制限するプライ

ス・アンダーソン法の2025年までの拡大・延長。 
 

37 US Congress, “Nuclear Energy Innovation and Modernization Act”,  
<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/512/text#toc-id65EC09BCA1694034B0BF12B81C0D23CF> 
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2019年3月 
再提出 

NELA 近年、安価なガスや再生可能エネルギーの台頭により国際的な競争

力を失っている米国の原子力産業が世界におけるリーダーシップを

取り戻すため、官民協力の構築を軸に発展を目指すもの。 
 PPA期間の延伸(10年→40年)。 
 長期戦略の策定および原子力エネルギーの長期購入契約のパイ

ロット版の作成。 
 原子炉ベースの高速中性子を用いた実験が可能な研究施設の建

設。 
 次世代原子力燃料セキュリティプログラム。HA-LEU を DOE

の備蓄から最低限の量を、リース・販売など様々な手段で次世

代原子炉のメーカーに対し供給を行う。 
 大学原子力リーダーシッププログラム（奨学金、R＆D 予算支

援）。 
2018年9月 NEICA DOEに対して、民間の研究者との協力を優先し、高度な原子炉設計

概念を試験、実証することを求める法案。 
 国立研究所およびDOEに対する、技術専門知識を結集した、実

験炉建設を可能にする「国立原子炉イノベーションセンター」

の創設の認可。 
 NRCが安全問題に関する専門知識を提供するとともに、同セン

ターを通じて開発された新技術についての知見が得られるよう

DOEと協力する要請。 
2019年1月 NEIMA NRCに対し、商用の先進型原子炉施設に対する規制プロセスを改変

するよう指示するもので、新型炉の審査に関し、予見可能性があり、

効率的な規制プロセスを運用しなければならない旨を定めている。 
 先進型原子炉施設に対する規制プロセスを改変するよう指示。 
 DOE は許認可申請者に対し、NRC の審査費用の一部を負担す

るための助成金を提供。 
 NRC は原子力エネルギーに関連する研究開発において用いら

れる施設に対する許認可を発行することができる。NRCは議会

に対し、事故耐性燃料（accident tolerant fuel）の審査プロセス

の状況を報告しなければならない。 
 ウラン回収に関する許認可を10年から20年に延長。管理の長

期計画の策定。 
 先進的原子力施設の性能判定基準を設定するとともに議会に報

告することをNRCに義務付ける。 
 2年以内にNRCは既存の規制枠組みの中で、研究炉や試験炉の

許認可に関する戦略をおよび関連する指針を策定し、実施する。 
 2020年から2024年にかけて毎年度14,420,000米ドルがNRC

に充当。 
 原子力法の 104 項 c の修正。研究炉や試験炉への民間投資を促

進。 
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1-2 アメリカ（イリノイ州） 

イリノイ州には11基の既設原子力発電所が所在している。それら全てを所有しているExelon社

は、2014年頃、採算悪化を理由にClintonやQuad Cities 等の発電所を早期閉鎖すると予告した。

これを受け、イリノイ州議会は、2014年5月、原子力発電所閉鎖に関する州下院決議1146を可決。

同決議は、州内11の原子力発電所が、州の安価な電気料金や経済成長に寄与しており、carbon-free
発電の 92%を供給していることを認め、それらが閉鎖の危機に直面していることを指摘、加えて、

市場ベースの解決策や GHG 排出増による社会的コスト及び発電所閉鎖による経済面や供給面での

影響に関する研究を州の各機関に対し求める内容であり、州政府は決議に基づき検討を開始した。 
 

表 1-6 イリノイ州に立地する原子力発電所一覧 

 
（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成（事業者により早期閉鎖が予告された発電所は赤色背景として

いる。） 
 
2015年1月、上記決議を受け、イリノイ州商務委員会、環境保護庁等の4機関の連名で、“Potential 

Nuclear Power Plant Closings in Illinois”と題した報告書を公表、各機関は閉鎖によって起こりえ

る電気料金・GHG排出量・地域経済等への影響等について試算した。同時に、考えられる市場ベー

スの解決策として、以下の5項目を検討した。 
 
1. 現状の競争原理の継続、市場制度変更は保留 
2. キャップ・アンド・トレード制度を導入 
3. 炭素税の導入 
4. 新たな低炭素電源の利用割合基準（low-carbon portfolio standard）の制定 
5. 持続可能な電源開発計画の基準を策定する（sustainable power planning standard） 
 
その後、州議会での各種議論を経て、2016年に、Senate Bill 2814 （SB2814）が提出され、修

正が行われたのち同年12月に上下両院で可決、州知事の署名を経て2017年6月1日付けで発効し

No. 名称 炉型 事業者 発電容量
（MW）

運転
年数

設備利用率
（2010-16平均）

1 Braidwood-1 PWR Exelon 1,270 29 94.8 

2 Braidwood-2 PWR Exelon 1,230 28 84.1 

3 Byron-1 PWR Exelon 1,242 31 95.5 

4 Byron-2 PWR Exelon 1,210 29 94.7 

5 Clinton-1 BWR Exelon 1,098 29 93.5 

6 Dresden-2 BWR Exelon 950 46 98.5 

7 Dresden-3 BWR Exelon 935 45 97.3 

8 Lasalle-1 BWR Exelon 1,207 34 96.2 

9 Lasalle-2 BWR Exelon 1,207 32 95.6 

10 Quad Cities-1 BWR Exelon 940 44 98.0 

11 Quad Cities-2 BWR Exelon 940 44 96.2 
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た。 
 
 SB2814は、低炭素電力としての原子力発電の価値を認め、その発電量にクレジットを支払うZero 
Emission Standard（ZES）制度の実施を定めている。その概要は以下のとおり。 
 
①定義 
 Zero emission credit：Zero emission facilityから発電される1MWhの電力の環境価値を表す

取引可能なクレジット（以下、ZEC） 
 Zero emission facility：(1)原子力による発電、(2)PJM、MISOに連系をしている設備（以下、

ZEF） 
 Agency：イリノイ州電力局（Illinois Power Agency、以下、電力局） 
 Commission ：イリノイ州商業委員会（Illinois Commerce Commission、以下、商業委員会） 
 
②調達義務 
 州内で小売事業を行う電力会社が、2017 年 6 月 1 日から始まる供給年（delivery year）に、

2014年（暦年）における各事業者の年間販売電力量の16%に当たるZECを cost-effective に
生み出す能力を有するZEFとの間で、電力調達契約を締結するよう義務付け。 

 調達期間は、2026年5月31日までの10年間。 
 ZECの量は、ZEFから発電される全て。 
 
③ZEFの条件 
 調達プロセスに関与する ZEF は、電力局が定める日までに、以下の必要な情報を揃えて申請

を行う。 
 ZEFの運転開始日、残りの運転可能期間 
 2005年から2015年までの年間発電量及び残りの運転可能期間における発電量予測値 
 2017年6月以降の6供給年における、1MWh当たりの発電・管理に要するあらゆるコス

トの予測値 
 契約期間中のZECの発電に対する継続的なコミットメント 

 
④ZECの価格 
 各供給年におけるZECの価格は、炭素の社会的費用（Social Cost of Carbon、以下SCC）に

同じ。ただし、当該供給年の市場価格指数（market price index）が、2016年5月末までの12
か月の市場価格に基づくベースライン市場価格指数（baseline market price index）を上回る

場合には、電気料金の高騰を防ぐことを目的に上回った分だけ ZEC の価格を減額する。その

上回る額がSCC以上の額になった場合、ZECは0になる。 
 SCC：U.S. Interagency Working Group on Social Cost of Carbon（省庁横断型作業部会）

によって2016年8月に更新された割引率3%における炭素の社会的コスト16.50 $/MWh
を用い、供給年毎にインフレ調整を実施。2023 年 6 月以降の供給年においては、供給年

毎に1 $/MWh上昇するものとする。 
 ベースライン市場価格指標：2016年5月末までの12か月の市場電力価格（電源価格及び

容量価格）に基づくもので、31.40 $/MWh。 
 市場価格指標：電源価格及び容量価格の予測に基づくもの。 
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⑤その他 
 本改正法案が発効後、電力局は45日以内にZESに準ずる調達計画を公表する。 
 その後、10日間のコメント期間と必要な修正期間を経て、発効後60日以内に、電力局は同調

達計画を商業委員会に提出する。商業委員会は、同調達計画が費用対効果の高い ZEC の調達

を行うものと確認される場合には、提出後45日以内に必要な修正を加え、承認を行う。 
 
⑥電気料金の上昇の制限（追加） 
 ZESとは別に、SB2814は州内で小売事業を行う電力会社に対して様々な省エネ・再エネ促進

策の実施を規定している。例として、以下のような施策を定めている。 
 2030年までに、省エネ策の実施によって電力需要を21.5%削減 38 
 インバーターの所有等、一定の条件を満たす分散型再エネ設備を所有する顧客に対するリ

ベートの支払い 39 
 これらの施策の実施や ZEC の調達に際し、事前に商業委員会に対して計画を提出することが

定められており、それらのコストは、商業委員会からの承認を得ることで、全ての顧客から賦

課金として（kWh当たり同一の単価で）回収することが認められている。ただし、賦課金によ

る電気料金の過度な上昇を抑える必要から、法案修正過程の中で以下の制限が新たに追加され

た。 
 毎月の家庭用電気料金の平均上昇幅が￠25/kWh以内 40 
 毎年の産業用（非家庭用）電気料金の平均上昇幅が、2015 年（暦年）の平均値である￠

8.9/kWhに対して、1.3%以内 41 
電気料金の上昇が上記の制限を超えると予想される場合、商業委員会に申請したうえで、電力

会社は施策の実施やZECの調達の再検討を行うこととしている。 
 
⑦発電停止時の規定 
 ③で述べたように、電力会社と売買契約を結んだ ZEF の発電量が ZEC として買い取られる。

契約期間中、ZEFは継続的な発電に対し尽力する必要がある。 
 以下の場合、ZEF は発電の免除を認められるが、発電を停止するとZEC の支払いを受けるこ

とができない。 
 ZEF の管理能力で対処できない事態が発生した場合 42（天災、洪水、干ばつ、地震、嵐、

火災、落雷、伝染病、戦争、暴動、騒乱、市民的不服従、労働争議、労働力・資源の不足、

サボタージュ、内乱、爆発、政府・軍隊・法的設置機関による指令・規制・制限等、商業

上の合理的な努力をもってしても回避・克服が不可能な事態） 
 以下の場合、ZEF は契約を終了することができる。ZEF が契約終了を選択した場合、商業委

員会による調達計画の承認プロセスが再度行われる 43。 
 発電、発電所の所有・貸借、ZEFの発電・所有・貸借に対して、新たな税・特別審査 44・

 
38 顧客数300万人以上の電力会社に対する義務。 
39 顧客数20万人以上の電力会社に対する義務。 
40 顧客数300万人以上の電力会社の場合。顧客数50万人以上300万人未満の場合は￠35/kWh以内。 
41 実質、￠9.0157/kWh以下ということになる。 
42 ZEFの管理能力が及ぶ範囲での発電停止に関する規定は、法律（SB2814）には明記されていない。 
43 違うZEFからの調達契約を締結させるものと考えられる。 
44 「special assessment」具体的な内容は明記されていない。 
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料金が課された場合（ただし、イリノイ州議会が定めたものに限る。連邦法が定める一般

的な税・特別審査・料金・要件は除く。） 
 契約開始時点において、ZEFの所有者・運転者による合理的な予測が不可能な理由により

4,000万ドル以上の資本支出が必要となった場合 
 NRCがライセンスを終了した場合 

 
 SB2814 の成立を受け、Excelon 社は収益の大幅な悪化を理由に 2017 年 6 月と 2018 年 6 月

にそれぞれ閉鎖を計画していたClintonとQuad Citiesの両原子力発電所で、今後少なくとも

10年間の運転継続を検討していると発表した 45 
 イリノイ州のZEC制度を巡り、Dynegy、NRG、Calpineを含む電力供給者協会は「ゼロ排出

証書（ZEC）による原子力発電所への支援は結果として他の電源の負担で賄われることになり

不公平である」として、2017 年 2 月にイリノイ北部地区連邦裁判所にイリノイ州当局を被告

とする訴訟を提起している。同裁判所は、2017 年 7 月に、被告側の主張を認め提訴を却下し

た。却下の理由として同裁判所は、イリノイ州の所轄権限であるゼロ排出証書のプログラムは

連邦の監督下にある電力卸市場と充分に分離されており、連邦の動力法（Federal Power Act）
による当該プログラムの無効化は認められないとした。なお、原告側は判決を不服として7月

17日、シカゴ第7連邦巡回裁判所に上告した。 
 2018年9月13日、控訴審の判決が下され、シカゴ第7連邦巡回裁判所も原子力発電所への支

援策は州の権限の範囲内であるとし、提訴を却下した。支援策によって競合他社の負担が上昇

するとしても、それは電力市場全体への間接的な影響の結果に過ぎないとした。これに対し

ESPAは裁判所が3つの重大な論点について見落としおよび誤解をしているとして判決の再審

理を求め、争う姿勢を示した 4647。 
 2019 年 4 月 15 日、連邦最高裁判所は、ZEC プログラムを不満とする上訴を取り上げないと

した。2016年にニューヨーク州とイリノイ州で成立したZECを使った原子力発電所支援策に

対し、一部の独立系発電事業者等の反対派が、市場の公平性の観点から卸電力市場を監督する

連邦の司法判断を求め上告していた。上記2州を所轄する連邦地方裁判所、連邦巡回区控訴裁

判所でそれぞれ却下され、最高裁判所に上訴していたもの。48 
 また、同法に則り、電力局は商業委員会による承認を受けた調達計画の最終計画書を 2017 年

4 月に公表している 49。以下、同法および電力局の電力調達計画に定められた制度の実施フロ

ーを示す。 
 イリノイ州電力局（IPA）が年間の調達計画を作成。イリノイ商業委員会（Illinois 

Commerce Commision）の承認を経て、IPA はクレジットの対象事業者を公募、排出基

準（CO2・SO2・NOx・PM）等を勘案し、制度対象となる発電事業者を決定。 
 イリノイ商業委員会の承認を経て、制度対象となる発電事業者は、電気事業者 

 
45 原子力産業新聞、「米イリノイ州：原子力への財政支援措置を含むエネ法案が知事の署名で成立」、2016/12/12、 

<http://www.jaif.or.jp/161212-a/> 
46 E&E News, “Nuclear subsidies triumph over legal challenges”, Sep/14/2018, <https://www.eenews net/stories/1060097023> 
47 Exelon, “Exelon Statement on the U S. Court of Appeals Decision to Uphold the Legality of Illinois’ Zero-Emissions Credits”, 
Sep/13/2018, <http://www.exeloncorp.com/newsroom/exelon-statement-on-the-u-s-court-of-appeals-decision-to-uphold-the-
legality-of-illinois%E2%80%99-zero-emissions-credits> 
48 電気事業連合会、「海外電力関連 トピックス情報」、2019/5/29、 

<https://www.fepc.or.jp/smp/library/kaigai/kaigai_topics/1259334_4815.html> 
49 Illinois Power Agency, “Electricity Procurement Plan: 2017 Final Plan”, Apr/18/2017, 

<https://www.illinois.gov/sites/ipa/Documents/2017ProcurementPlan/2017-IPA-Procurement-Plan pdf> 
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※（ComEd、Ameren Illinois）とクレジットの調達契約を締結する。 
※イリノイ州で10万件以上の小売契約を結んでいる電力会社（ComEd、Ameren Illinois）
は、発電事業者と直接契約。契約件数が 10 万件を下回る電気事業者に関しては、発電事

業者からのクレジット購入を IPAが代行する。 
 

 
図 1.8 イリノイ州のZES制度の概要 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 
 

1-3 アメリカ（ニューヨーク州） 

ニューヨーク州には6基の既設原子力発電所が所在している。2015年11月、その中の一つであ

るFitzPatrick を経済性の低下を理由に早期閉鎖することが所有者であるEntergy 社によって発表

された。また、他の発電所についても、早期閉鎖の議論が後を絶たない状況にあった。 
 

表 1-7 ニューヨーク州に立地する原子力発電所一覧 

 
（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
（事業者により早期閉鎖が予告された発電所は赤色、閉鎖決定の発電所は青色背景としている。） 

イリノイ州電力局（IPA）

・調達計画の提案
・対象発電所の報告

発電事業者電気事業者※
(Electric utilities)

・契約締結を命令

・クレジットの調達契約締結

・制度運営に必要な情報の提供

・料金支払い

・クレジットの販売

・応札
・対象発電所の選定

需要家

イリノイ州商業委員会

・計画の承認
・対象発電所の承認

・料金支払

No. 名称 炉型 事業者
発電容量

（MW）
運転
年数

設備利用率
（2010-16平均）

1 Fitzpatrick BWR
Entergy

⇒Exelon
849 40 90.0

2 Ginna PWR Exelon 608 46 93.6

3 Indian Point-2 PWR Entergy 1,067 42 89.3

4 Indian Point-3 PWR Entergy 1,085 39 94.1

5 Nine Mile Point-1 BWR Exelon 642 46 92.7

6 Nine Mile Point-2 BWR Exelon 1,320 28 90.9
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2011年の就任以来、エネルギービジョンの改革（REV, Reforming the Energy Vision）を掲げて

いたクオモ州知事は、2015年11月にその一環として「2015 New York State Energy Plan」を制

定。以下の目標を2030年までに達成すべきものとして掲げた 50。 
 
・GHG排出量を1990年比で40%削減 
・再生可能エネルギー比率を50%まで拡大 
・建築物のエネルギー消費を2012年比で23%削減 
 
このような目標を背景に、原子力発電所の早期閉鎖による GHG 排出量の増加を危惧した同知事

は、閉鎖を食い止める政策措置の検討を州政府に対して提案した。2016年1月、ニューヨーク州公

益サービス局（NYDPS）が、排出削減のための政策“Clean Energy Standard”の草案を公表。こ

の中で、再生可能エネルギーの普及策に加え、既設炉の維持策である“Nuclear Zero Emission 
Credits (ZECs)”を規定した。 
なお、“Clean Energy Standard”は NYDPS からの依頼を受けてコンサルティングを行った

Brattle Groupによる報告書（“New York’s Upstate Nuclear Power Plants’Contribution to the 
State Economy”）を参照し、設定が行われた。 
（同報告書の要点） 
・州北部の原子力発電所の閉鎖により、今後10年間で電力価格が150億ドル上昇。 
・税収入が年間1億4,400万ドル減少。 
・CO2排出量が年間1,600万トン増加。 
・州のGDPが31.6億ドル減少。 

 ・州内の24,480人分のフルタイム雇用が喪失 
 
 

[参考：NY州のクリーンエネルギー支援制度の関係性] 
 REV(Reforming the Energy Vision)（2014年） 
 2014 年に NY 州の Cremo 知事が提唱した、地球温暖化防止等を目標としたイニシアティブ。“Clean, 

resilient, and affordable energy system for all”をスローガンに、クリーンエネルギーを主軸として、エ

ネルギー安定供給や産業・雇用拡充も同時に実現を図る。 
 Cremo知事は、New York Public Service Commission (PSC)等の州政府機関に、イニシアティブの具体

化のための方策を作成し、実行に移すよう指示。 
 
 SEP(State Energy Plan)（2015年） 
 NY州のEnergy Lawにおいて制定が義務付けられた、ニューヨーク州のエネルギー計画。 
 法律上は最低でも先行き10年を対象に見通しを含む想定を行うよう求められているが、検討主体である

Energy Planning Boardが必要と判断した際には任意の期間について検討が行われる。過去には、2002
年（2005年に一部改定）、2009年、2015年にそれぞれ制定されている。 

 Cremo知事の指示のもと作成を開始したため、REVを具体化した目標と実現のための方策を記載。 
 
 CES(Clean Energy Standard)（2016年） 
 CESは、SEPの目標達成に向けた具体的手段として、電力分野における再エネ促進と、原子力発電所の

維持を目的に導入された制度。NY州公益事業委員会権限により、電気事業者を拘束する命令。 
 再エネ電源を対象としたRES（renewable energy standard）と 
 原子力電源を対象としたZEC（zero-emissions credit）の二種のクレジット制度を包含※ 
※ORDER ADOPTING A CLEAN ENERGY STANDARD内にRES・ZEC双方のクレジットを定義 

 
50 なお、REV,2015 New York State Energy Plan,CES,ZECの定義と関係性は以下のとおり。 
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図 1.9 NY州のクリーンエネルギー支援制度の関係性 

（出所）各種資料 51をもとに日本エネルギー経済研究所作成 
 
ZECsの具体的な内容は以下のとおり。 
 Zero-emission電源として州北部の原子力発電所を位置付け 
 Zero-emission電源からの発電量（ZEC）の買取を小売事業者に義務付け 
 ZECの買取価格の上限は、運転コストと卸売価格の差額の見通しを元にNYPSCが毎年設定 
その後、詳細な制度設計の検討・審査やパブリックコメント等のプロセスを経て、2016 年 8月、

NYPSC によってClean Energy Standard は承認され、ZEC に関する買取期間・買取価格等がよ

り細かく定められた。ZECの制度設計の要点は以下のとおりである。 
 期間 

2017 年4月1日から2029年3月31日までの12年間を、2年毎に6期間に分割（Tranche）
し期間毎に補助額を算定。 

 
 Tranche 1: April 1, 2017 – March 31, 2019 
 Tranche 2: April 1, 2019 – March 31, 2021 
 Tranche 3: April 1, 2021 – March 31, 2023 
 Tranche 4: April 1, 2023 – March 31, 2025 
 Tranche 5: April 1, 2025 – March 31, 2027 
 Tranche 6: April 1, 2027 – March 31, 2029 

 
51 New York State, “New York State Energy Plan”, <https://wwwnyserda ny.gov/Researchers-and-Policymakers/New-York-State-
Energy-Plan>; Find Law, “New York Consolidated Laws, Energy Law - ENG § 6-102. State Energy Planning Board”,     
<https://codes findlaw.com/ny/energy-law/eng-sect-6-102 html>; Find Law, “New York Consolidated Laws, Energy Law - ENG § 6-
104. State Energy Plan”, < https://codes findlaw.com/ny/energy-law/eng-sect-6-104 html>; New York State, “Reforming the Energy 
Vision”, 
< https://static1 squarespace.com/static/576aad8437c5810820465107/t/5b43ab7570a6ad28d506172e/1531161461418/CES-ov-fs-1-
v4.pdf> ; STATE OF NEW YORK, “Public Service Commission Order: Order Adopting a Clean Energy Standard”, Aug/1/2016, 
<http://documents.dps nygov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId=%7b44C5D5B8-14C3-4F32-8399-
F5487D6D8FE8%7d>; New York State , “The Energy to Lead: 2015 New York State Energy Plan”, < https://energyplan ny.gov/-
/media/nysenergyplan/2015-state-energy-plan.pdf >; and New York State, “ REC and ZEC Purchasers”, 
<https://wwwnyserda ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/REC-and-ZEC 
Purchasers> 
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 対象 

 州内の4発電所のうち、対象はupstate（州北部）に立地するFitzpatrick、Ginna、Nine 
Mileの3発電所である。 

 downstate（州南部）の Indian Pointは対象外。理由として、同発電所は「立地地域の電

力価格が高く収益性が高いため（because of its location in an area of higher electric 
system constraints enjoys a much higher level of market revenues.）」とのことである。 

 
 補助額 

 対象発電所が発電した電力量に対するクレジットを「Zero-Emissions Credit（ZEC）」と

定義。ZECはNew York State Energy Research and Development Authority（ニューヨ

ーク州エネルギー研究開発局）によって全量買い取られ、以下の算定式で算定された額を

補助する。（○数字は（一財）日本エネルギー経済研究所の加筆） 

 
図 1.10 ZEC算定式 

（出所）ニューヨーク州ホームページ 

 
①Social Cost of Carbon（SCC） 
 U.S. Interagency Working Group(省庁横断型作業部会)によって算定される「炭素の社会

的費用」の予測値。 
 第1期間（Tranche 1）は「42.87 $/short ton」を適用し、第2期間以降は上昇。 
②Baseline RGGI Effect 
 The Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI)は、ニューヨーク州を含む9つの州が、

電力部門のGHG排出削減等のために設定した枠組みで、CO2の cap and trade等のプロ

グラムを実施している。 
 プログラムの実施で受取可能な額（予測値）はZECから控除される。 
 第1期間については、「10.41 $/short ton」が控除される。 
 ①とは異なり、第2期間以降も$10.41で固定される。（第2期間以降の上昇分は、次の③

に反映されるためとのことである。） 
③Amount Zone A Forecast Energy Price and ROS Forecast Capacity Price combined 
exceeds $39/MWh 
 NYISOのZone Aにおける電力価格と、ROS（Rest of State：Zone A~F）における容量

価格それぞれの予測値の合計が基準価格 39 $/MWh を上回る場合、上回った分が控除さ

れる。基準価格は第1期間における予測値であるため、第1期間における③の額は0とな

る。 
 第 2 期間以降、 $39/MWh を上回る場合に控除のみがなされ、39 $/MWh 以下になって

もZECに付加されることはない。 

① ③②
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①～③より、第1期間におけるZEC価格は42.87$ － 10.41$ = 32.47 $/short tonとなり、こ

れをMWhに換算すると17.48 $/MWhとなる。 
 
 発電停止時の規定 

上述のとおり、ニューヨーク州ZECに関して、州北部の3発電所が発電したZECをニューヨ

ーク州エネルギー研究開発局が買い取ることが定められている。対象発電所の発電義務は、当

該期間のZEC価格が0となる場合を除いて発生し続ける。 
ただし、以下に記載の条件が発電所のパフォーマンスに対して設定される。52これらの条件は、

所有者に発電所のパフォーマンスを高水準で維持させることを目的に、制度案の公表以降に追

加されたものである。 
 ZEC 買取量の上限値を、対象発電所全体で年間27,618,000 MWh に設定 53。対象3発電

所のうち 1 つが恒久閉鎖した場合、上限値は 18,412,000 MWh に、2 つが恒久閉鎖した

場合、上限値は9,206,000MWhに減らされる 54。 
 当該期間の対象発電所による発電量が、ZEC 買取量の上限値の 85%未満となった場合、

次の期間におけるZEC 買取量の上限値は 1,000,000 MWh 削減される。次の期間内に発

電所のパフォーマンスの回復が見られ発電量が上限値以上となった場合は、その次の期間

の買取量上限値は元に戻される。 
 
なお、イリノイ州と同様、ニューヨーク州のZEC制度に関しても廃止を請求する訴訟が連邦地裁

に提起された。2016年10月、Dynegy、Eastern Generation、NRG Energy及び電力供給者協会

は、州を越えて電力取引を管轄するFRECの管轄権がZEC制度によって侵害されていると主張し、

ニューヨーク州公益事業委員会（PSC）による同制度の撤廃を求め、米国ニューヨーク州南部連邦

地方裁判所に提訴した。同年12月、PSC及びExelon等は、同地裁に提訴の棄却を求める申立を行

った。2017年7月、同裁判所は、同制度が州の管轄事項に属していることが明確であるとして原告

側の主張を退ける判決を下している 55。 
本件に関し原告は控訴したが、2018 年 9 月、連邦第二巡回裁判所は、ZEC 制度は連邦法によっ

て制限されるものではなく、被告側の主張は、連邦法の目的への明確な違反を明らかにしたもので

はないとして退けた。裁判所は、ZEC制度による影響が、連邦法の領域専占 56に相当すると述べる

には不十分だと述べた 57 58 59。 

 
52 ZEC制定時点では、対象3発電所のうち、FitzpatrickはEntergy社、GinnaとNine Mile PointはExelon社の所有だ

ったため、発電所のパフォーマンス条件は「Fitzpatrick」、「Ginna＋Nine Mile Point」で別々に課される予定だった

が、FitzpatrickがEntergy社からExelon社に売却されたため、3発電所全体での条件となった。 
53 IAEA PRISによれば、対象3発電所（4基）の合計容量は3,283MWであり、ZEC買取量の上限値は設備利用率9
6%で発電した場合とほぼ同じである。 
54 Nine Mile Pointには2基があるが、全体として1つの発電所として扱われることになっており、もし1,2号機のど

ちらかでも恒久閉鎖した場合、Nine Mile Point全体がZEC対象外となる。 
55 Reuter, “U.S. Judge Refuses to Halt New York Nuclear Power Plant Subsidies”, Jul/26/2017, <https://wwwreuters.com/
article/us-new-york-nuclearpower/u-s-judge-refuses-to-halt-new-york-nuclear-power-plant-subsidies-idUSKBN1AA2VF> 
56 専占(preemption)：連邦法に矛盾する州法を無効にすること。 
57 Exelon, “Exelon Statement on The U S. Court of Appeals Decision to Uphold The Legality Of New York's Zero-Emissions 
Credits”, Sep/27/2018, <http://www.exeloncorp.com/newsroom/exelon-statement-on-the-u-s-court-of-appeals-decision-to-uphold-
the-legality-of-new-yorks-zero-emissions-credits>  
58 EDF, “United States Court of Appeals for the Second Circuit”, Sep/27/2018, <http://blogs.edf.org/climate411/files/2018/09/NY-
ZEC-2nd-Circuit-Opinion.pdf> 
59 RTO Insider, “Appeals Court Upholds NY Nuclear Subsidies”, Sep/27/2018, <https://wwwrtoinsider.com/ferc-new-york-nuclear-
zero-emission-credits-100581/> 
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ニューヨーク州の原告は、イリノイ州の原告とともに本件に関し、連邦最高裁判所に上告したが、

2019年4月15日、連邦最高裁判所は、ZECプログラムを不満とする上訴を取り上げないと発表し

た。最高裁は、販売可能な電力量を増やすことによってのみ価格に影響を与える州の政策は連邦法

によって専占 
されない 60との連邦第7巡回区控訴裁判所による判断を支持した。これにより、ZECが、連邦エ

ネルギー規制の法規とも齟齬はないとする裁定が繰り返し下されたことになる。61 
 
 ZEC制度の実務フロー 

ZEC制度の実務フローを以下に示す。 
 ニューヨーク州公益事業委員会が制度措置の実施要否を判定し、対象施設を決定。 
 ニューヨーク州エネルギー研究開発局（NYSERDA）が事業者とクレジットの購入に関す

る契約を締結。 
 ニューヨーク州公益事業委員会は、NYSERDAに対し、ZECの購入に要した費用を小売

事業者に課金する権限を付与。 
 NYSERDA は、小売事業者との間で、NYSERDA が ZEC の購入に必要とした費用を小

売事業者から回収する契約を締結。 
 必要な費用は従量料金に加算し、需要家から回収。 

 

 
図 1.11 ニューヨーク州のZES制度の概要 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 
 
 
 

 
60 Foley Hoag, “Seventh Circuit Upholds Illinois ZEC Program for Struggling Nuclear Units”, Sep/18/2018, < 
https://www.lawandenvironment.com/2018/09/18/seventh-circuit-upholds-illinois-zec-program-for-struggling-
nuclear-units/> 
61 電気事業連合会、「連邦控訴裁判所、ニューヨーク州原発支援策(ZEC)も支持」、2018/10/24、 
<https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1258543_4115.html> 

ニューヨーク州エネルギー研究開発局（NYSERDA）

・制度措置の実施要否を判定
・ZEC価格の決定

発電事業者

・クレジットの販売 ・クレジット購入契約の締結

需要家

・料金支払

ニューヨーク州公益事業委員会
（NYPSC）

・対象施設の決定
・各種権限の付与

小売事業者
（Load Serving Entity）

・料金反映 ・料金支払

・支払い・ZEC購入費を課金

・実施内容の報告

※従量料金
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1-4 アメリカ（コネティカット州） 

コネティカット州には、Dominionの保有するMillstone原子力発電所2、3号機が所在している。

Dominion は、同発電所が安価なシェールガスや再生可能エネルギーの台頭によって競争力を失っ

たとして、同発電所の閉鎖を示唆 62した。これを受け州政府は、同発電所の運転継続を目的とする制

度の導入を検討し、2017年に同発電所の支援を可能とする法案が成立した。 
 
1-4-1 コネティカット州のエネルギー戦略 
コネティカット州は、2013年に包括的エネルギー戦略（CES, Comprehensive Energy Strategy）

を制定。2020 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年比 10%削減、2050 年までに 2001 年比 80%
削減する目標を定めている。 
 
1-4-2 ゼロ炭素電力の調達に関する法案 

2017年10月、州内で稼働するMillstone原子力発電所2、3号機への支援措置を設定した「ゼロ

炭素電力の調達に関する法案」（SB1501）がコネティカット州議会で可決され、その後、マロイ州

知事の署名により成立した。 
同法によって、Millstone 発電所からの電力を再生可能エネルギー電源と同様に無炭素電源とみ

なし、発電事業者と配電事業者との間で、長期間の電力供給契約を結ぶことが可能となった。州エ

ネルギー環境防護省（DEEP, Department of Energy and Environmental Protection）および公益

事業規制当局（PURA, Public Utilities Regulatory Authority）による評価の結果、Millstone発電

所が同法による支援要件を満たす発電所であると確認された場合、長期契約に基づく支援が実施さ

れることになる。 
マロイ知事は、同法成立に先立つ同年 7 月に、同発電所の運転継続にともなう将来の経済性評価

を実施するよう、DEEPおよびPURAに対し行政命令として指示しており、DEEPおよびPURA
は、同発電所を2027年7月以前に早期閉鎖した場合の影響について、市場やエネルギー供給保証、

燃料の多様化、送電網の信頼性確保、州内の温室効果ガス排出量、州経済への影響等の面から評価

した。なお、DEEP およびPURA は、2017 年 12 月に上記調査の報告書案を発表している（報告

書案の詳細については、下記を「DEEPおよびPURAによる報告書案」を参照）。 
同法に基づく上記の評価作業が完了し、州政府による当該発電所への支援が州民の利益に資する

と裏付けられれば、州議会の承認を経て、DEEPとPURAのコミッショナーがMillstone発電所を

「有資格の原子力発電施設」と認定。全体として年間120億kWhを超えない発電量について、3年

以上10年未満の長期電力供給契約を発電事業者と締結することが可能となる。 

 
62 Bloomberg, “Latest U.S. State to Offer Nukes a Lifeline is Connecticut”, Oct/26/2017, <https://www.bloomberg.com/ne
ws/articles/2017-10-26/connecticut-becomes-latest-state-to-throw-lifeline-to-nuclear> 
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図 1.12 コネティカット州の原子力支援制度の概要 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 
1-4-3 DEEPおよびPURAによる報告書案 63 
（1）報告書案の公表 

2017年12月、DEEPおよびPURAは、「ゼロ炭素電力の調達に関する法律」に基づき、Millstone
発電所の将来的な経済性を分析した報告書案（Draft Report）を公表した。報告書案の概要は、以

下のとおり。 
 
 1997年以降、ニューイングランドに建設された発電容量の80%は、ガス火力発電であり、現在計

画中の発電容量においてもガス火力発電は、40%近いシェアを占める。天然ガス価格は低位に推

移することが見込まれるものの、ガス火力発電所の増加によりニューイングランドはガス価格の

急騰の影響を受けやすくなり、また、電力システムの安定性に対し、重大な脅威が生じている。

そうした背景を受けて、Millstone発電所の重要性が再認識されている。 
 Millstone発電所は2021年～2035年の間、採算性を維持すると見込まれる。 
 収益性は2017年の現在価値換算で23.73億ドルであり最も好ましくないケースでも、12.82

億ドルと推定される。 
 Millstone 発電所が 2022 年に閉鎖された場合を想定し、閉鎖分を再生可能エネルギーで ①0%

代替（代替なし）②25%代替 ③100%代替 の3つのシナリオを想定。 
 Millstone発電所が閉鎖された場合、不足分はガス火力発電により代替されることとなるが、

卸電力市場の天然ガスへの依存度が増加し、冬季の価格ボラティリティの増加や、系統信頼

度上の重大な課題を招く恐れがある。 
 Millstone 発電所は州の年間生産を 3.507 億ドル創出し、2018 年～2040 年の合計では、現

在価値換算で42億ドルの価値を創出する。Millstone発電所が閉鎖されるシナリオの現在価

値は 15 億ドルであるため、Millstone 発電所が閉鎖された場合、27 億ドルの現在価値が喪

失することとなる。 
 

63 詳細は、「平成29年度原子力の利用状況等に関する調査（系統制約・競争環境下における原子力利用に係る調

査・研究）報告書」を参照。 
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報告書案を受け、Millstone発電所を所有するDominion社は、報告書案が「Millstone発電所が

コネティカット州のエネルギー、環境、経済目標実現に必須である点を明確」に指摘したとして評

価する一方、発電所の収益性に対する分析については、「的外れなもの」であるとし、「当局は時間

制約による間違いについて直ぐに認識するだろう」との見方を示した。 
 

（2）報告書 64 
2018年2月、DEEPおよびPURAは、「ゼロ炭素電力の調達に関する法律」に基づき、Millstone

発電所の将来的な経済性に関する報告書を公表した。報告書の概要は以下の通り。 
 Millstone 発電所はコネティカット州とニューイングランド地域全体に重要な価値を提供し

ている。DEEP と PURA の評価によると、コネティカット州の法的拘束力のある 2020 年

GHG排出削減目標やGC3が最近提案した2030年目標を達成するためにMillstoneは不可

欠である。 
 LAI の基準ケース想定では、税引き後キャッシュフローの現在価値は 24 億ドルである。市

場と運転環境において、ガス価格の低迷と運用コストの10%上昇という、起こりそうもない

ほど厳しい仮定をおいた場合にも、現在価値は 13 億ドルと算出され、複数のシナリオで収

益性が見込めるとの認識を示した。一方で、前提条件の選択（2 基の原子炉の運転類似性、

労働力の地域コスト、企業・一般・管理費用を含む）主要コストの前提を変更するだけで評

価に大きな変動が生じる可能性があるとして、支援計画の推進が妥当であると結論付けてい

る。 
 Millstone 発電所を失うことは、燃料の多様性に著しい影響を与え、卸エネルギー市場をよ

り天然ガスに依存させることになる。これは、天然ガスの需要が高まる時期（寒波）や供給

が減少する時期（供給途絶）における電力システムの脆弱性をもたらすだろう。 
 Millstone発電所が2022年に閉鎖された場合を想定し、閉鎖分を再生可能エネルギーで ①

0%代替（代替なし）②25%代替 ③100%代替 の3つのシナリオを作成した。0%代替ケー

スでは、2021年半ばにMillstone2号機、3号機を閉鎖するのに関連する税負担は、2035年

に閉鎖する場合と比べて 7 億ドル増加する。25%代替ケースでは、税負担は 18 億ドルに上

る。（ただし、エネルギー効率、デマンドレスポンス(EE/PDR)による導入者のコストは含ま

ない）100%代替ケースでは、税負担は55億ドルに上る。 
 ゼロエミッション電源の追加や新設はコネティカット州やニューイングランド地域に価値

をもたらす。ゼロエミッション電源の新設や漸増は、コネティカット州とニューイングラン

ド地域の炭素排出量を削減し、GWSA 排出量削減目標を達成するために必要であると同時

に、雇用創出や州の歳入増加をもたらす。天然ガスでない新たな電源（new non-gas resources）
は、システムの燃料多様化を改善し、電力需要を満たすために必要なガスの量（the gas 
commodity）やガスパイプライン能力を低減させ、卸電力市場や容量市場のコストの減少に

寄与することが示されている。 
 既設のゼロエミッション電源はコネティカット州に利益をもたらす。ゼロ炭素電源として原

子力発電を維持することは、コネティカット州の GWSA 排出量削減目標を達成するために

必須である。 
 

 
64 詳細は、「平成29年度原子力の利用状況等に関する調査（系統制約・競争環境下における原子力利用に係る調

査・研究）報告書」を参照。 



 
 

46 
 

（3）コネティカット州における入札実施に関する書類に関する情報 
2018年7月31日、コネティカット州はゼロカーボンエネルギー開発を担う民間業者に対して入

札を公募した。概要は以下のとおり。 
 DEEPは原子力・水力・再生可能エネルギー・ゼロカーボン電源と共同設置されたエネルギ

ー貯蔵システムをはじめとした、ゼロカーボン発電源からの入札依頼を発行し、プロポーザ

ルの募集を開始した。 
 入札に参加できるのは、発電設備の容量や運転期間といったプロジェクトの適格性と、プロ

ジェクトの実施に必要な技術・経験の有無といった入札者の適格性について、所定の条件を

満たした事業者となる。 
 プロポーザルは100点満点で評価される。評価においては、契約価格や経済効果といった定

量的評価と、環境影響や電力システムへの影響、政策への適合性といった定性的評価が行わ

れる。規模や電源種別の多様なプロポーザルが集まることが想定されるため、評価に際して

「経営リスクにさらされた既存の電源」以外のプロポーザル内容を組み合わせて「経営リス

クにさらされた既存の電源」に対する得点を評価したり、「経営リスクにさらされた既存の電

源」の一部を他のプロポーザルと組み合わせて評価対象としたりすることも行われる可能性

がある。 
 評価の結果 EDC との契約交渉プロセスに進んだ適格の入札者は、その旨を通知され、両

EDCと個別に契約を結ぶ。 
 

（4）PURAによる決議草案の発表 
2018年11月、PURAはMillstoneに関する決議草案を公表した。 
PURAはMillstoneについて「経営リスクにさらされた既存電源」として認定するという決議草

案を発表した。PURA は決議草案の中で、Dominion がMillstone の将来的な存続可能性について

判断するのに十分なデータを公表したと述べている。Dominionとしては今年9月に、Millstoneが
経営リスクにさらされていることを認めるよう、DEEP から PURA に勧告してもらうことに成功

したのに引き続き、自社の主張が認められたことになる。また、Dominion は来年春までに、2023
年6月から2024年5月の ISO-NE先物容量市場へ参加するかどうかを判断することになる。 
 
（5）入札結果 65 66 

12 月 28 日、コネティカット州は州法に基づき、原子力発電施設の鑑定評価を実施およびゼロ炭

素電源への入札を実施した。その結果、原子力発電の入札は2件、太陽光発電の入札は9件（うち

2件はエネルギー貯蔵とセット）さらに1件の洋上風力発電が落札された。 
Millstoneは異なる期間・発電量で24種類の応札を実施し、それらのうちからDEEPはMillstone

の全発電容量のうちおよそ50%分を10年間供給する契約を選定した。DEEPは本入札を二つの期

間に分割し検討している。ひとつは同発電所にとって安定的な経営が見込まれている、足元の 3 年

間である。これらの3年間においてはDominionが提出したエネルギー関連コストのみが価格に反

映されている。それ以降の経営リスクにさらされているとされる2022から2029年の期間がもうひ

 
65 Connecticut’s Official State Website, “Gov. Malloy Announces Zero-Carbon Resource Selections”, Dec/28/2018, 
<https://portal.ct.gov/Malloy-Archive/Press-Room/Press-Releases/2018/12-2018/Gov-Malloy-Announces-Zero-Carbon-Resource-
Selections> ; World Nuclear News, “Connecticut Signs up for Nuclear Electricity”, Jan/2/2019, <http://www.world-nuclear-
news.org/Articles/Connecticut-signs-up-for-nuclear-electricity> 
66 入札仕様書に関する詳細は、「平成30年度原子力の利用状況等に関する調査（国内外の原子力政策・法制度に関

する調査・研究）報告書」を参照。 
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とつの期間であるが、これらの期間に電力価格に関しては、Dominion の直面する経営リスクおよ

び発電コストを電力価格に反映するよう送配電事業者に指示を出している。そして、交渉の締切日

として定められた2019年3月15日、Dominion社とEversource社およびUI社間の交渉が、Dominion
社が所有するミルストン原子力発電所の施設を維持する形で合意に達した。声明を出したコネティ

カット州のLamont知事は、「発電所の閉鎖によって、ニューイングランドのCO2排出がおよそ25%
増え、輪番停電のリスクが増加し、何十億ドルもの電源交換費用が必要となり、1500名以上の給料

のいい仕事が失われてしまう。公益事業者との協定では、ミルストンのゼロ炭素電源を 10年間確保

すること（年間 1650 万メガワット中 900 万メガワットのアウトプット対して 67）、元々選ばれた入

札内容と比較し、契約による電気料金納付者の増分コストをおよそ 50%削減することが決定した」

と述べている 68。今後、ドミニオン社と公益事業社の協定は、同州の規制当局（PURA）でレビュー

される予定である。なお、PURA は協定のレビューを 180 日間かけて行う。契約の詳細やミルスト

ンが公益事業社に電力供給を開始する日程は、PURAのレビュー終了後、公開される予定である 69。 
もう一件の入札はNew Hampshire州に位置するSeabrook原子力発電所によるもので、これは

平均コスト3.9 cents/kWhをベースとして値段が決定された。70契約は2022年から始まり、容量は

190万MWhである。 
 

1-5 アメリカ（ニュージャージー州） 

 原子力支援法案 
ニュージャージー州では、総電力需要量の約 4 割を産出する原子力発電所の維持を目指す政策が

実施されてきた。2017年12月、州議会の上下両院は、早期閉鎖リスクを抱える原子力発電所の支

援に関する法案を各院担当委員会の全会一致で承認。同法案は、電源多様化とCO2排出量削減に貢

献すると認められた原子力発電所に対し、発電量に応じた追加料金を支払う「原子力多様性認証

（NDC, Nuclear Diversity Certificate）」プログラムの創設案を盛り込んでいた 71。翌年の3月下旬

に改めて上下両院で提出された法案では、NDC に代わってZEC 制度の設置が明記され、4月に州

議会が可決、5 月には P.マーフィ州知事による署名がなされた。この法案により、州の公益事業委

員会（BPU, Board of Public Utilities）は、発電所の財務情報や外部の専門家の雇用など、広範囲

の裁量権を持つことになる。なお、法案に署名した同日、マーフィ知事は州内の再生可能エネルギ

ー開発を段階的に進める法案と 2050 年までに州内の電力供給を 100%無炭素電源で賄うことを目

標とする「改訂版エネルギー・マスター・プラン」の策定を命じる行政命令にも署名をしている 72。 
 

 
67 Dominion Energy, “Signed Agreement Ensures Millstone Power Station will Continue to Provide more than 90 
Percent of Connecticut’s Carbon-Free Electricity for next 10 Years”, Mar/15/2019, < 
https://news.dominionenergy.com/2019-03-15-Dominion-Energy-Millstone-Nuclear-Statement> 
68 Connecticut’s Official State Website, “Governor Lamont and Commissioner Dykes: Agreement Between Dominion and 
Eversource/UI Good for Environment, Economy, and Ratepayers”, Mar/15/2019, < https://portal.ct.gov/Office-of-the-
Governor/News/Press-Releases/2019/03-2019/Governor-Lamont-Agreement-Between-Dominion-and-Eversource-UI> 
69 New Heaven Register, “Last Minute Deal Reached to Keep Connecticut’s Millstone Nuclear Plant Open”, 
Mar/15/2019, <https://www.nhregister.com/news/article/Last-minute-deal-reached-to-keep-Connecticut-s-
13692774.php> 
70 Public Power, “Conn. selects nuclear, solar and offshore wind proposals”, Jan/2/2019, 
<https://www.publicpower.org/periodical/article/conn-selects-nuclear-solar-and-offshore-wind-proposals> 
71 日本原子力産業協会、「米ＮＪ州で原子力支援プログラム盛り込んだ法案 成立」、2018/4/16、
<https://www.jaif.or.jp/180416-a> 
72 日本原子力産業協会、「米ＮＪ州知事が原子力支援法案に署名」、2018/5/24、<https://www.jaif.or.jp/180524-a> 
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（1）法案概要 
 BPUがクレジットに相当するZECの発行単価を計算式に従って年ごとに決定。 
 州内の公益電気事業者は、原子力発電所が受け取るZECの総数に配電電力の割合を乗じて、

前年分の支払いを各原子力発電所に対して行う。 
 ZEC購入関係で支払われたすべてのコストを全面的に回収するため、BPUは1kWhあたり

0.004ドルの追加料金を公益電気事業者（送配電事業者 73）の顧客に対して必ず課す。 

 
図 1.13 ニュージャージー州の原子力支援制度の概要 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 
（2）発電所が満たすべき要件 
 2030年まで、あるいはそれ以降の運転認可を取得。 
 支援がなければ早期閉鎖に追い込まれることを裏付ける財務情報の提示。 
 州内の電源多様化やCO2排出量削減における多大な貢献。 
 その他の州法や連邦法等に基づく同様の支援金の受け取りがないことの証明。 
 BPUが定める25万ドル以下の参加費。 
 
 
（3）認定後の手続き 
プログラムへの参加資格があると認定された最初の1年間とその後3年間、ZECを受け取った

後は、追加の3年毎にBPUがその原子力発電所の適格性を審査する。適格と認定を受けた期間中

に運転を終了せざるを得なくなった場合、その発電所は閉鎖理由の如何によらず（ただし洪水、干

ばつ、地震等の不可抗力事象による場合は除く）、ZECを購入した公益電気事業者（送配電事業

者）に購入額と同等の補償金を支払う義務を定めている。 

 
73 公益電気事業者の定義については、New Jersey Statutes Title 48. Public Utilities 48 § 3-51を参照。左記において以下の

定義がなされていることから、日本における一般送配電事業者と同様の位置づけであると見做すことが出来る。 
“Electric public utility” means a public utility, as that term is defined in R.S.48:2-13 , that transmits and distributes electricity to end 
users within this State. 
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（4）対象発電所の選定と制度の施行 
ニュージャージー州の ZEC 制度は、イリノイ州やニューヨーク州の制度と同様の制度設計を採

用している。イリノイ州やニューヨーク州のZEC制度については、制定直後から火力発電事業者な

ど制度を不服とする関係者により廃止を訴える訴訟が提起されており、BPUは同州においても裁判

が提起されること等の懸念も含め、導入に慎重姿勢を示していたとの報道が見られた。しかしなが

ら、2019年4月15日連邦最高裁判所は、イリノイ州およびニューヨーク州の原告の訴えを退ける

決定を下したため、先行 2 州と同様の制度設計として場合における ZEC の法的妥当性は強固とな

り、訴訟リスクは大きく後退したといえる。 
成立した法案どおりに制度を実行するために、BPUは、2019 年4月の期限までに法令の手続き

を終える必要があった。特に創設が急がれる適格性審査の申請プロセスと州の公益電気事業者（送

配電事業者）が原子力発電所からZECを買い取る仕組みに関して、2018年10月にBPUが関係者

への照会を行った 74。 
その後、2018年11月19日にBPUはZEC 制度と申請プロセスを承認。この承認により、適格

性審査の申請窓口が同年の 12 月 19 日まで開かれることになった。各発電所は ZEC 制度への申し

込みに際し、クレジットの必要性と需要家から徴収される資金が適切に割り当てられていることを

上記の要件を満たした上で説明する必要がある。BPU は審査において、発電所の適格性を見極め、

ZEC を受け取ることが決まった原子力発電所を順位付けしたリスト 75を作成し、2019 年 4 月に委

員会の会議へ提出した。ZEC委員会によって、承認の際に必要な評価基準（表 1-8）が存在してお

り、条件に満たしていることを確認して報告する必要がある。法律との一貫性を保つため、審査は

二つのチームによって実施され、一つ目のチームが最初の審査を行い、後に二つ目のチームが順位

付け、採点、比較検討を担当することになる。これらのプロセスを経て、最終的にクレジットの必

要性が認められた原子力発電所のみがクレジットを受け取ることができる 76。Hope Creek, Salem 
1, and Salem 2が現在クレジットを受けている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Utility Dive, “New Jersey Regulators Open Docket to Shape Nuclear Subsidies”, Sep/4/2018, 
<https://www.utilitydive.com/news/new-jersey-regulators-open-docket-to-shape-nuclear-subsidies/531430/> 
75 N.J.S A.48:3-87.5(d)を確認するも、公表されていなかった。 
76 State of New Jersey Board of Public Utilities, “NJBPU Approves Zero Emission Credit Program and Application Process for 
Nuclear Power Plants”, Nov/19/2018, <https://www.bpu.state nj.us/bpu/newsroom/2018/approved/20181119 html> 
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表 1-8 ZEC承認評価基準 
 

 
（出所） BPU77 
 

1-6 アメリカ（ペンシルバニア州） 

2017 年、ペンシルバニアの原子力による発電量は全米で 2 番目に高く、州の発電量の 42%を占

めていた 78。しかし、2017年5月、原子力発電事業者の米エクセロン社は、ペンシルバニア州で所

有するスリーマイルアイランド原子力発電所 1 号機について、州のエネルギー政策に変化が起こら

なければ 2019 年 9 月に永久閉鎖する方針を表明。当初、運転期間の延長が認められていた 1 号機

は 2034 年まで稼働することが可能であったが、再生可能エネルギーの台頭や電力卸売り価格の長

期的な低下に加え、PJMが実施した設備容量確保のためのオークションで競り負け、運転の継続が

難しくなったことが決定の原因であった 79。州はこの閉鎖決定を受け、州議会で超党派の「原子力

エネルギー委員会」を設置し、イリノイ州、ニューヨーク州をモデルにしたZEC制度の導入検討を

 
77 BPU, “BPU DOCKET NOS. E018080899, E018121338, E018121339, & E018121337”, P25, < 
https://www.state.nj.us/bpu/pdf/boardorders/2019/20190418/4-18-19-9A.pdf> 
78 State of Pennsylvania, “Profile Overview”, <https://www.eia.gov/state/?sid=PA#tabs-4> 
79 日本原子力産業協会、「米エクセロン社、ＴＭＩ原子力発電所1号機を2019年に早期閉鎖へ」、2017/5/31、
<https://www.jaif.or.jp/170531-a> 
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開始した 80。現時点では、州レベルで原子力発電を支援する政策は策定されていない。 
他方、米エクセロン社は州で運転中のピーチボトム原子力発電所について、運転期間の延長を

2016年に申請しており、2018年8月、米原子力規制委員会（NRC）がピーチボトム原子力発電所

2、3 号機の運転認可をさらに 20 年延長するための審査申請を受け入れた。この申請が承認される

と、合計運転期間は80年となり、2050年以降にまで延長されることになる。エクセロン社は「ク

リーン・パワー計画」における目標達成が主な目的であると説明しており、環境および経済面でペ

ンシルバニアを支えることになると強調している。NRCによる審査結果は2020年3月に下される

見込みであり、本件に関する公聴会が実施される予定である 81。 
 

1-7 アメリカ（オハイオ州） 

オハイオ州の規制緩和された電力市場下で、原子力産業は低価のガス発電や助成されている風力

発電との競争により、経済的に厳しい状況に直面していた。そうした状況下で、2017 年 2 月、

FirstEnergy 社はオハイオ州のデイビスベッセ原子力発電所及びペリー原子力発電所の閉鎖ないし

売却の検討に入っていることを公表。同時に、2基を対象としたZEC制度の設立に尽力していくこ

とを発表した。州は上下両院においてZEC法案を上程しており、これまで下院の公益事業委員会に

対して 3 度の公聴会が開かれたが、不活発なロビー活動と消費者や環境団体からの反発により、目

立つ動きがなかった 82。 
その後2018年3月、子会社であるFirstEnergy Solutions（FES）社は、経済性の悪化を理由に

デイビスベッセ原子力発電所とペリー原子力発電所を 2021 年までに閉鎖することを発表。その発

表の中で、継続して政策立案者とともに解決策を追及する方針を示した。実際、発表後、同社はエ

ネルギー省のペリー長官に、早期閉鎖のリスクを抱える石炭火力及び原子力発電所を救済するため

の連邦動力法第202条（c）に基づく緊急命令をPJMに発令するよう要請しており、運転継続の意

思を示している。加えて、FES 社は連邦破産法第 11 条の適用を申請し、同法適用下で構造改革、

試算の売却、法律および規制上の救済を求めた 83。市民に対しても、The Ohio Clean Energy Jobs 
Allianceを結成し、同発電所のオハイオ州経済における重要性の周知を始めている 84。 
 2019年4月、「オハイオ州におけるクリーン大気プログラム（Ohio Clean Air Program）」の策

定を目的とする下院 6 号法案が、同州の下院議員によって超党派で提出された。同プログラムは、

クリーンなエネルギー源として認められた主に原子力と太陽光を対象とする電源に対し、1MWhの

発電毎に 1 クレジット$9.25 相当の「クリーン大気クレジット」を付与する内容である 85。同法案

は、2019年5月29日にオハイオ州議会の下院において賛成多数で可決され通過した。同年6月時

点で、上院の「エネルギー公共事業委員会（Energy and Public Utilities Committee）」に対する問

い合わせが終了。7月17日に原子力への補助を1年遅らせる修正案が上院を通過し、立法化される

 
80 日本原子力産業協会、「米国原子力発電所のためのゼロエミッションクレジットを巡る州および連邦レベルの動

き」、2017/7/24、 <https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2017/07/usa-npp-zero-emission-credits.pdf> 
81 日本原子力産業協会、「米規制委、ピーチボトムの80年運転審査申請を受け入れ」、2018/8/31、 
<https://www.jaif.or.jp/180831-a> 
82 JAIF米国原子力政策動向、「米国原子力発電所のためのゼロエミッションクレジットを巡る州および連邦レベルの

動き」、2017/7/24、<https://www.jaif.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2017/07/usa-npp-zero-emission-credits.pdf> 
83 海外電力調査会、「米国：ファーストエナジー社、所有する原子力発電所の閉鎖を発表」、2018/3/28、 
<https://www.jepic.or.jp/world/2018/20180328.pdf> 
84 Cleveland. Com, “FES to Ask State for Customer-Paid Subsidy to Save Nuclear Plants”, Oct/21/2018, 
<https://www.cleveland.com/business/index.ssf/2018/10/fes_to_ask_state_for_customer- html> 
85 Ohio House of Representatives, “Ohio Clean Air Program Fact Sheet”, Apr/12/2019, 
<https://ohiolis.sharefile.com/share/view/s57d92e3d6a54ea7a> 
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こととなった 86。 
 これを受け、FES社は当該発電所の早期閉鎖を撤回、デイビスベッセ原子力発電所における燃料

交換の準備に着手すると表明した 87。同法により、FES社は2021年1月から2026年12月までの

間、1億5000万ドルが消費者から徴収されることになる。 
 
（１） 法案概要 
 州内の原子力発電所が対象となる。 
 発電事業者は、同州Air Quality Development Authority (AQDA)に対して、クレジット発行

の申請。 
 AQDAは、1MWhあたりの発電につき１クレジット($9)を付与する。 
 配電事業者は、年間1億5000万ドルを消費者から徴収。徴収した金額はTreasury of Stateの

原子力発電ファンドに預け入れ。 
 原子力発電ファンドに預けられた資金は、各クオーターの最終期間に AQDA が Treasury of 

Stateに指示し、発電事業者に分配される。AQDAは指示の前に州の公益事業委員会に対して

助言を求める。 
 ファンドから発電事業者の配分は、当該電源から得られたクレジット数×クレジットの価格に

よって決められる。 
 特定のクオーターにおいて、ファンドにある資金が送金に必要な額に満たない場合、AQDAは

クオーター終了後21日以内にTreasury of Stateに未払い分の送金を指示する。 
 

 
図 1.14 オハイオ州の原子力支援制度の概要 

（出所）各種資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 

 
86 The Ohio Senate 133rd General Assembly, “H.B. NO. 6”, <http://www.ohiosenate.gov/legislation/GA133-HB-6> 
87 CISION, “FirstEnergy Solutions Applauds Enactment of HB6 Legislation”, Jul/24/2019, <https://www.prnewswire.com/news-
releases/firstenergy-solutions-applauds-enactment-of-hb6-legislation-300890693 html> 
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1-8 英国 

1-8-1 基礎情報 
（1）1次エネルギー供給構成の推移 

 
図 1.15 英国の1次エネルギー供給構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（2）発電電力量構成の推移 

 
図 1.16 英国の発電電力量構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（3）部門別・産業別エネルギー需要の推移 

 
図 1.17 英国の部門別・産業別エネルギー需要の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（4）エネルギー自給率の推移 

 
図 1.18 英国のエネルギー自給率の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（5）エネルギー起源CO2排出量の推移 

 
図 1.19 英国のエネルギー起源CO2排出量の推移 

(出所) IEA, World Energy Balance 2019 
 
1-8-2 電力自由化および再生可能エネルギー導入拡大に係る動向 
（1）自由化促進 
英国における電力供給は、1980年代まで国有企業による発送電一貫体制により行われていた。し

かし、国有体制下での非効率性が顕在化し、電気料金が高止まりした結果、1983年以降、段階的に

電力自由化が進められた。 
 

[電力自由化の経緯] 
1983年 エネルギー法：発電部門への参入自由化 
1990年 電気法施行：国有電気事業者の分割・民営化、電力取引所（電力プール）設立、発電、 

大口小売り自由化（続いて1MW超の小売市場自由化） 
1994年 1MW~100kW小売自由化 
1998年 100kW以下の小売市場自由化 
1999年 全面自由化・小売自由化措置が完了 
2000 年 「2000 年公益事業法（1989 年電気法の修正法）」成立、電力・ガス市場委員会の設

立、配電・供給 
ライセンスの分離、供給義務の接続義務への修正実施 

2001 年  プール制度を廃止、新たな卸電力取引制度（New Electricity Trading agreement: 
NETA）開始 

2002年 小売価格規制を完全に廃止し、配電会社の配電部門、小売部門の法的分離 
2005年 グレートブリテン全域卸電力取引市場（BETTA，British Elctricity Trading and 

Transmission Arrengements）発足 
2007年 北アイルランドでアイルランドとの統合市場であるSEMが発足 88 

 
88 海外電力調査会、「世界の電力事情：日本への教訓 英国編」、2017/11、 
<http://criepi.denken.or.jp/jp/serc/denki/world_book/004.pdf> 
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国有電気事業者の民営化・電力自由化等の施策は旧式の非効率な石炭火力や過剰な電源設備の見

直しを進め、電気事業の効率化に貢献したが、競争の激化や再生可能エネルギー導入による原子力・

火力発電所の稼働率低下を事業者が懸念し、発電所への投資意欲が減退した結果、国内発電設備の

老朽化を招く一因ともなった。 
2008年の気候変動対策法で英国は、温室効果ガスの排出量を2050年までに1990年比で80%削

減することを法制化している。目標実現のため、CCS 付火力や原子力の建設を最大の CO2 排出源

である電力部門で進めると同時に、電力系統に調整力を供給する火力をはじめとした給電指令可能

な電源への投資が再生エネルギーの大量導入時に必要となるが、そのために必要な電源の開発が十

分に実施されていない現状がある。十分な電源開発が行われていない中、EU による環境規制の強

化を受けて既存の火力発電所の閉鎖が予定されることになった。加えて、既存原子力発電所の閉鎖

も見込まれているため、最終的には、既存電源の約2割に該当する19GWの電源が閉鎖される予定

である。 
2013年12月に成立した「エネルギー法2013」は、老朽化した石炭火力や原子力発電所（20GW、

国内の発電容量の約 1/4 相当）の廃止を今後 10年間で進めることを決定した一方、2050 年までに

倍増すると考えられている電力需要の将来像を踏まえ、大規模発電所 20 か所の新設を予定してい

る。発電所新設のために必要であると見込まれている投資額は今後 10 年間で 1,100 億ポンドであ

る。 
ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS, Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy）は、電源開発のために必要な投資を従来の市場メカニズムの下で集めることは困難であ

るとして、①低炭素電源への投資支援を図るための差額精算契約（CfD）②供給力確保のための発

電容量市場（Capacity Mechanisim）③炭素価格下支えのための下限価格（Carbon Price Floor）④

電源の低炭素化促進のための火力発電所のCO2排出基準の導入（Emission Performance Standard）
という4つの施策を基礎とする電力市場改革（EMR, Electricity Market Reform）をエネルギー法

とあわせて実施することを決定した。 
EMR において原子力発電所新設と密接に関連するものは①CfD の実施である。英国で原子力発

電所の建設計画が実施されているのは6ヶ所ある。これらのうち、最も計画が進展しているHinkley 
Point Cの新設計画にEDFが中国CGN（China General Nuclear）と共同で参画することを英国

政府は承認し、CfD に則って 35 年間にわたり新設原子力の電力買取価格保証（89.5 £/MWh、
Sizewell Cの計画条件がHinkley Point Cの1号機運開までに整わない場合は92.5 £/MWh）を実

施することで合意している。 
 
（2）再生可能電源の導入状況 
英国では2002年より「再生可能エネルギー使用義務（Renewables Obligation, RO）制度」が導

入され、当該制度下での優遇政策の結果、洋上風力発電の導入が加速した。また、小規模（5MW以

下）の再生可能エネルギー発電を対象とした固定価格買取制度（Feed-in Tariff, FIT）が2010年に

導入され、太陽光発電について高額な買取価格が設定されたことで、2010年以降導入が一気に拡大

した。 
2018年に、英国は発電量の33.5%（前年比3.9ポイント増）を再エネから供給した。同年の再エ

ネ発電量は前年と比較して12%増加し、111.1TWhに達した。 
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図 1.20 英国の発電量に占める再生可能エネルギーの割合 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（3）再生可能エネルギー・他電源に関する関係政策の動向 
英国の再生可能エネルギー政策の基本的な枠組みは、財政支援、供給における阻害要因の除去、

新技術の開発から成っている。英国では 2002 年以降、大規模再生可能エネルギー発電施設導入支

援策として、再生可能エネルギー購入義務制度（RO, Renewable Obligation）が採用され、再生可

能エネルギーの導入拡大に一定の成果を挙げてきた。しかし、想定以上に再生可能エネルギーの導

入が進んだことで、促進制度費用が問題視されるに至り、再生可能エネルギーのうち成熟技術につ

いては、当初の予定よりも早期に競争原理を導入することが議論されるようになった。その後、電

力市場改革下で、RO の新規適用を 2017 年 3 月末で廃止し、新たな支援策として市場メカニズム

が働く差額精算契約制度（CfD）を導入することが2015年に決定された。 
CfD（差額決済契約）で発電事業者は、通常の市場ルート（すなわち競争入札を通じた電力事業

者との長期契約や、電力市場での取引）を通じ電力を販売することが求められる。同時に発電事業

者は、CfDCounterparty89との民間契約として差額決済契約（CfD）を締結する。CfDは、政府が

決定するストライク・プライス（Strike Price）と卸電力市場価格（Reference Price）との差額を

両者の間で清算する契約であり、市場のリファレンス・プライスがストライク・プライスを下回る

場合は、発電事業者はストライク・プライスとの差額をCfDCounterparty組織から受け取り、上

回る場合は発電事業者がCfDCounterpartyに対し支払う。CfDは再生可能エネルギーに加えて原子

力発電も対象としており、現在、同制度下において、英国の6地点で原子力発電所の建設計画が進

 
89 発電事業者にとってのCfD契約の締結主体として国務大臣により指定された法人または自然人。発電事業者に対

する支払額の算定および契約に基づく精算業務を行う。 
（詳細は、Energy Act 2013, 7 Designation of a CFD counterparty,< 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/section/7/enacted > を参照。） 
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められている。一方で、BEISの依頼を受け作成され、2017年10月に公表されたレビュー90は、RO
やCfD等の地球温暖化対策が最終料金を上昇させる主要要素であると指摘し、段階的な縮小と他の

政策への移行を推奨している。 
地球温暖化防止に向けた全体的な戦略としては、2008 年 11 月に、国内の温室効果ガス排出を

2050年までに1990年比で80%削減することを目標とした「2008年気候変動法（Climate Change 
Act 2008）」を発効している。続いて政府は、2020 年までに最終エネルギー消費に占める再生可能

エネルギーの割合を 15%とするよう加盟国に義務付けた 2009 年の「EU 指令」91に基づき、同年

に「国家再生可能エネルギー・アクションプラン」92（National Renewable Energy Action Plan, 
NREAP）を開始した。同プランでは、全産業部門に共通の目標として、2020 年までに最終エネル

ギー消費に占める再エネの割合を15%とし、部門別の内訳を電力が30%（うち小規模電源が2%）、

熱が12%、輸送機関が10%とすることを目標としている。 
また、気候変動法に基づき、2009年7月に「英国低炭素移行計画（UK Low Carbon Transition 

Plan）」が、2011年12月に「炭素計画（Carbon Plan）」がそれぞれ公表されている。「英国低炭素

移行計画」では、温室効果ガス排出量の 2008 年比 18%削減に向けた 2020 年までの包括的な低炭

素移行計画が示され、「炭素計画」では、2020 年代半ばに温室効果ガス排出量を 1990 年比で半減

とする目標達成に向けた取り組みが示されている。 
2017年10月には、政府は「クリーン成長戦略（Clean Growth Strategy）」を公表。英国が経済

成長と二酸化炭素排出量削減の両立において世界で発揮するリーダーシップのあり方を示した。1
年後の2018年10月には、二酸化炭素排出量を減らす革新的な技術を商業化している英国のビジネ

スに対して、民間セクターと共同の投資をすることで技術展開の加速化を目指す「クリーン成長基

金（Clean Growth Fund）」が発案された 93。 
諸制度の導入により風力発電を中心として、再生可能エネルギー発電設備の導入が推進されたが、

陸上風力に関しては、建設予定地周辺住民からの反対の声が強く、政府は地域住民に建設計画への

発言権を与えるために制度変更を実施した。また、再生可能エネルギー発電設備の系統接続におい

て、必要な系統増強が間に合わない状況も発生している。このため、英国では必要な系統増強を待

たずに接続点までの連系を行った発電設備の早期接続を認めるConnect and Manageという手法が

2010年8月から開始されている（2011年2月より本格運用開始）。早期接続後に送電会社は発電実

績を基に系統増強を行うことになるが、発電事業者は系統増強までの間は出力抑制を受ける可能性

が高くなることを許容することが義務付けられている 94。 
 
 
 
 

 
90 Helm, Dieter, “Cost of Energy Review”, Oct/25/2017, <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/654902/Cost_of_Energy_Review.pdf> 
91 European Commission, “Renewable Energy Progress Report”, Jun/15/2015, <http://eur-
lex.europa.eu/resource html?uri=cellar:4f8722ce-1347-11e5-8817-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF#page=15> 
92 GOV. UK, “National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom”, July/1/2010, 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/47871/25-nat-ren-energy-action-plan.pdf#page=5> 
93 GOV. UK, "Clean Growth Fund: Request for Proposals.", Oct/30/2018, <https://wwwgov.uk/government/publications/clean-
growth-equity-fund.> 
94 幣所、「欧州における再生可能エネルギー発電導入拡大に伴う動き」、2018/11/6、 
<http://wwwmeti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/pdf/002_02_00.pdf> 
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表 1-9 英国のエネルギー政策に係る主要法令と概要 
年 法令等 概要 

2002 ユーティリティ法2000 
（Utility Act 2000)） 再生可能エネルギー利用義務（RO）制度導入 

2008 
気候変動法（Climate Change Act 
2008） 

2050年までに温室効果ガスの80%削減目指す 

2008 
エネルギー法 2008（Energy Act 
2008） 

再生可能エネルギーの固定価格買取（FIT）制度

導入 

2009 
「英国再生可能エネルギー・アクシ

ョンプラン（UK Renewable Action 
Plan）」 

2020 年までに最終エネルギー消費に占める再

エネの割合を15%とする目標設定 

2010         －  固定価格買取（FIT）制度の運用開始 

2010 「再生可能エネルギー・ロードマッ

プ（Renewable Energy Roadmap）」 上記15%再エネ目標の具体的方策を示す 

2013 「エネルギー法2013」 
エネルギー市場改革（EMR）のもとで、差額決

済契約（CfD）および容量市場（Capacity 
Market）を導入ｓ 

2017 「クリーンな成長戦略 (Clean 
Growth Strategy) 

再生可能エネルギー関連技術に約 9 億ポンドの

投資を行いイノベーションを促進を目指す。 
（出所）各法令等より日本エネルギー経済研究所作成 
 
【参考1】英国の低炭素支援制度の変遷 
英国の低炭素電源支援制度は、RO制度（RPS）、FIT、FIT-CfDの順に制定され順次統合され

た。2019年4月までは、5,000kW未満の電源はFIT、5,000kＷ以上の電源はFIT-CfDという

区分であったが、英国政府は、2019年4月以降FITの新規受付終了を決定。2019年4月以降

は、5,000kW以上の電源を対象としたFIT-CfDのみが新規電源を募集することとなる。 
 

表 1-10 英国の低炭素支援制度の変遷と支援対象となる発電機容量 

 
（出所）東京海上日動リスクコンサルティング 95,BEIS96資料をもとに日本エネルギー経済研究所作成 

 
95 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社、「平成26年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業（海外におけ

る新エネルギー等導入促進施策に関する調査）」、2015/2、<http://wwwmeti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000525.pdf> 
96 Department for Business, Energy, and Industry, “The Feed-in Tariffs Scheme”, Dec/2018, 
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【参考2】過去のFIT-CfDオークション結果および予算額の推移 
過去に実施された、FIT-CfDオークション結果と予算は以下のとおり。（落札容量はMWh以下

四捨五入） 
 

表 1-11  Round1 （実施日：Oct. 2014 – Mar. 2015） 

 
（出所）BEIS97より日本エネルギー経済研究所作成 

表 1-12 Round2 （実施日：Mar. – Sep. 2017) 

 
(出所）BEIS98より日本エネルギー経済研究所作成 
 
CfD予算の推移については以下のとおり。 
 
 

 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765647/FIT_Closure_Governme
nt_Response.pdf> 
97  Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Contracts for Difference (CFD) Allocation Round One Outcome”, 
Feb/19/2015, 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407059/Contracts_for_Difference
_-_Auction_Results_-_Official_Statistics.pdf> 
98 Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Contracts for Difference Second Allocation Round Results”, Sep/11/2017, 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643560/CFD_allocation_round_2
_outcome_FINAL pdf> 
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表 1-13 過去予算と現在計画中の第3ラウンドにおけるCfD予算 
(million £) 

 
(出所）BEIS99より日本エネルギー経済研究所作成 

 
1-8-3 原子力事業関係政策の動向 
（1）原子力発電所の新設・廃止等動向と政治的議論の動向 

1990 年代には原子力発電は総発電量の 25%ほどを占めていたが、老朽化による廃止や経年劣化

によって少しずつ発電量は低下し、2018年時には原子力発電の割合は20%を割った。現在、イギリ

ス国内にある原子炉のうち最新のものは 1987 年に着工されたサイズウェルB 原子炉であり、それ

以来20年以上原子炉の新規建造は行われてこなかった。その結果、現在15ある既存の原子炉のう

ち約半分が2025年には老朽化し、2030年には上記のサイズウェルB以外はすべてが老朽化すると

見込まれており、再生可能エネルギー目標達成のために既存の原子炉の運転延長や新規建造の検討

が進められている。例えばEDFは、2012年にハンタストン原子力発電所の運転を7年間、ヘイシ

ャム原子力発電所の運転を5年間延長することを決定した 100。 
また、2017年にメイ政権下で発表された「クリーンな成長戦略」では再生可能エネルギーの価

格経済性の強化が言及されており、より高効率で価格競争力のある原子炉開発の必要性が指摘され

ている。「クリーンな成長戦略」においては発電コストの低下を進めるために4億6千万ポンドを

原子力開発に投資することを決定し、低炭素社会実現において原子力を重要な電源と位置づけるな

ど、積極的な開発投資が行われている。また「クリーンな経済成長」では原子炉の新規建造につい

ても構想されている。ヒンクリーポイントC原子炉は既に政府とEDFの間で契約が結ばれ、

2025年運転開始の予定で建設が着手されている。 
メイ政権に代わるジョンソン政権も積極的な原子力推進の姿勢を維持している 101が、対する野党

労働党も原子力開発推進に極端な反対論をとっているわけではない。ジェレミー・コービン労働党

党首は長年の反原子力主義者と伝えられている一方で 2019 年総選挙で労働党は原子力の活用推進

をマニフェストで訴えた。ロング・ベイリー影の経済相もウィルファ原子力発電所建造計画を強く

支持するなど、原子力政策の推進を指示する声も根強く、原子力開発の推進を巡って主要政党が真

っ向から対立するという状況ではない 102。反原発を推進する市民団体の運動はあるものの、世論調

査サイトである YOUGOV によれば 63%のイギリス人が原子力エネルギーの活用を支持しており、

政治問題の大きな争点を占めるほどには至っていない 103。 
一方で、ヒンクリーポイントCの建造計画には、英国会計検査院から消費者へのコスト面でのリ

スクを十分に評価しておらず、英国政府の原子力発電所計画は拙速であるとの批判もなされている。

 
99 Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Contracts for Difference (CfD): Third Allocation Round”, Jan/21/2019, 
<https://www.gov.uk/government/collections/contracts-for-difference-cfd-third-allocation-round> 
100 Foro Nuclear, “EDF Energy Extends Lives of UK AGR Plants”, Mar/1/2016, <http://www.world-nuclear-news.org/C-EDF-
Energy-extends-lives-of-UK-AGR-plants-1602164 html> 
101 World Nuclear News, “UK’s new premier promises boost for nuclear power”,Jul/26/2019, 

< https://www.world-nuclear-news.org/Articles/UKs-new-premier-promises-boost-for-nuclear-power > 
102 Financial Times, “Energy: Generating Criticism”, Aug/19/2016, <https://wwwft.com/content/8135630a-5a5d-11e6-9f70-
badea1b336d4> 
103 World Nuclear Association, “Nuclear Power in the United Kingdom”, < http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx > 
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会計検査院は政府に対し、①ヒンクリーポイントCのCfD契約の監督・管理体制構築のため、当局

からCfD制度の運営を受託する実施主体であるLCCCのCfD契約の管理能力を確保し、プロジェ

クト全期間を通じて効果的なレビューメカニズムを設定・原子力を支援すること ②政府の原子力

政策の戦略的な根拠を定期的に再検討しヒンクリーポイントC計画が遅延・中止された場合の代替

案について RAB モデルのコンサルテーション等の検討を進めることの 2 点を勧告している。この

英国会計検査院による勧告を受け、英国の下院決算委員会は2017年11月に、ヒンクリーポイント

Cおよび同計画に適用されたCfD契約に関し勧告を行った。同勧告の中には、政府と発電事業者の

間で合意されたCfD契約の単価が高騰した要因について「政府が、発電事業者側にすべての建設リ

スクを負わせようとしたため」であるとし、「BEISと財務省は、大規模インフラプロジェクトを評

価する際、異なるファイナンス手法のコストとリスクに関する影響を意思決定者に示さなければな

らない」との内容も含まれる 104。 
CfD 契約に関し、代替策を含めさらなる検討を求める勧告を踏まえ、BEIS は 2019 年 7 月に原

子力への RAB モデル適用に関するコンサルテーションを実施した 105。政府は、2019 年 10 月 12
日に一般からの意見募集を締め切り 2020 年 2 月現在、募集された意見について分析を実施してい

る段階にある 106。 
RABモデルは、政府が決定する認可料金（Allowed revenue）を基に発電事業者に対価の支払いが

行われる仕組みであり、発電電力量に対して期間を通じて一定の固定単価が保証されるCfDモデル

とは異なり、対象となる発電設備の実績に基づき一定期間ごとに支払い水準が見直される。最大の

特徴は、電力を提供する運転時のみならず、発電開始前の建設時においても消費者から費用を徴収

することを可能とする点であり、建設中金利など資金調達コストの削減を通じた、消費者負担の軽

減が期待されている。RABモデル対象となる発電事業者が受け取る対価は、事業に必要となる費用

の積算を基に算定される。 
RABモデルにより、発電事業者が負うこととなるリスクが低下することで、プロジェクトのリス

クプレミアムを含む資金調達コストが低下することが期待できる。ヒンクリーポイントCに適用さ

れたCfD契約では、ほぼ全てのリスクを発電事業者が負担する条件としたために、同契約において

発電事業者として参画するEDFの想定する内部収益率(IRR)が8%程度 107にのぼり、需要家の負担

を増加させる大きな要因となっていた。 
これに対し、RAB モデルでは建設遅延等を含めた多くのリスクから発電事業者が解放されるた

め、調達資金リスクが大幅に低下することが期待される。（RAB モデルの原子力分野への適用につ

いて分析したOxford大学のHelm教授による報告 108によれば、発電事業者をリスクから隔離する

ことで、原子力プロジェクトのリスクは理論上、英国国債と同等水準となるとしている。）他方、RAB
モデルに対しては、発電事業者への適切な支払額を決定するために複雑な制度設計が必要となる点

や、条件次第では事業者の重大な過失により生じた費用を需要家が負担する恐れがある点 109などの

 
104 下郡（2018）、「原子力発電をめぐる英国FIT-CFDの現状と課題」、P10、 < 
https://eneken.ieej.or.jp/data/7940.pdf > 
105 BEIS，“Regulated Asset Base (RAB) model for nuclear”, < 
https://www.gov.uk/government/consultations/regulated-asset-base-rab-model-for-nuclear > 
106 2020年2月3日の講演において、駐日英国大使館の担当官は、RABモデルに関するコンサル

テーションへの締め切りは、今後数カ月程度で完了するとの見通しを示している。 
107 EDF press release, “Update on Hinkley Point C project”, Sep/25/2019, < https://www.edf.fr/en/edf/update-on-
hinkley-point-c-project> 
108 Dieter Helm（2018）, “The Nuclear RAB Model”, P10, < 
http://www.dieterhelm.co.uk/assets/secure/documents/The-Nuclear-RAB-Model-12.06.18.pdf > 
109 NECG(2019), “#30 – UK RAB Model”, < https://nuclear-economics.com/30-uk-rab-model/ > 
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懸念も同時に示されており、BEISのコンサルテーション等による詳細な議論の進展が期待される。 
 
【参考：BEISによるRABモデルに関する資料】 
新規の原子力プロジェクトが競争の激しいエネルギー市場で成功するためには、持続可能な資

金調達モデルがあることが不可欠であり、政府は「規制資産ベース」（RAB）モデルの実行可能性

を検討した。政府の評価では、RABモデルは資金調達コストを削減し、それにより消費者の負担

を軽減することによって、資金の価値を最大化する可能性がある。 
 
上記の利益を具現化する上で、RABモデルが具備すべきと考えられる特徴は以下のとおり。 
 
a)政府支援パッケージ（Government Support Package ,GSP）を通じて、稀頻度であるものの発現

時に大きな影響を及ぼすリスク事象から、政府が投資家及び消費者を保護すること。 
b)経済規制レジーム 110（ERR，Economic Regulatory Regime ,ERR）にもとづく、消費者および投

資家間における公正な費用およびリスクの分配。 
c)ERRの運営を行うための規制機関の設置。 
d)ERRにより規定された量の資金を電力供給者からの徴収し基金を組成、原子力新設計画に対

し、その建設および運用の両段階に亘り（資金調達面で）支援する一連のプロセス（Revenue 
Stream）の構築。 

 
RABモデルは、水道、ガス、電力網などの独占的インフラ資産のために英国で一般的に使用さ

れている経済規制の一種。「政府支援パッケージ」と「経済規制レジーム」で構成され、規制機関

が電気料金を設定する。このような規制の効能として、規制制度下で送電コストが 1990 年代半

ばとの比較で17％減少したことなどが挙げられる。 
「政府支援パッケージ」は、投資家から資金を調達する際に適用されるもので、低い確率であ

るが民間部門が耐えられないであろう影響の大きいリスク 111から、投資家及び消費者を保護する

もの。資金調達上限が比較考慮できる世界的なベンチマークに基づき設定 112され、必要となる資

金がそれを超えた場合は、政府が資金を提供し続行するか、プロジェクトを中止し、中止補償金

（注：discontinuation payment意訳 113）を支払うことで投資家を保護する。 
「経済規制レジーム」は、消費者から費用を回収する際に適用されるもので、認可料金（注：

allowed revenueの意訳）は規制当局により決定される。認可料金はCfDと違い固定額ではなく、

実績に基づき一定期間ごとに見直される。このレジームの最大の特徴は、電力を提供する運転時

のみならず、発電開始前の建設時においても消費者から費用を徴収することを可能とする点であ

る 114。これは結果的に資金調達コストの削減に繋がり、費用を徴収される消費者にとってもメリ

 
110 Regimeは、邦訳時は「制度」が該当するものと思われるが、プロジェクトごとに決定される点を踏まえると、

包括的なニュアンスを持つ「制度」を当てはめることで、誤解を招く恐れがあるため、敢えて、英語表現を残すこと

とした。参考：Oxford Dictionary of EnglishではRegimeについて、”a system or ordered way of doing things”と
表記されている。 
111 報告書P12 28節において、リスクの具体例として、(a)境界値を越えたコストオーバーランが生じるリスク (b)債
権市場の混乱 (c)市場において保険が得られないリスク (d)政治リスク が例示されている。 
112 僅かな可能性でしか建設費の増加が当該水準に到達しないと思われる水準で設定される。 
113 定訳なし。compensation for discontinuance打切補償と類義として訳出。報告書P12 30節  
114 報告書P9 14節 でHPCにおいて適用したCfDの課題として、「原子力新設計画に必要となる￡15-20bnの費

用を調達できるプロジェクトの開発主体が僅かにしか存在せず、また、金融投資家についても、長期の建設期間を要

し費用増加や遅延のリスクが存在することを考慮して、建設期間中の投資を志向しない状態が継続してきた」（ Few 
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ットとなる。また、ヒンクリーポイントにおけるCfD（35年間）と違い、運転する全期間にわた

り徴収することも可能であるが、より短い期間設定もあり得るものとしている。 
 
認可料金（Allowed revenue）の代表的な構成要素は以下のとおり。 

―加重平均資本コスト(WACC) ：規制当局によって認められている資本コスト 
―規制上の資本価値(RAB or RCV) ：規制当局によって効率的であるとして発生および承認

された累積資本支出の合計 
―減価償却費 
―運転コスト 
―公租公課 
―グリッドコスト 
―廃止措置関係引当金 
―インセンティブ他 

 
図 1.21 認可料金（Allowed revenue）の算出概念 

 
RAB のWACC は特定分野の知識に基づく資本金のベンチマークを考慮して規制当局が決定す

るものである。一方、TTT の WACC は建設中および運転開始初期には出資者が競争によって設

定した初期 WACC が適用され、その後イングランド・ウェールズの水処理に関する規制当局

（Ofwat）によって運転期間において定期的にリセットされる。 
 

RABモデルは投資家に最大のインセンティブを与え、かつ消費者のリスクを最小にするような

資金調達方法により、資金調達コストを削減することを目指している。そのために、建設費に対

してベースラインが設定され、実績がそれを下回った場合は投資家だけでなく消費者にもメリッ

トが享受される（逆に超えた場合には、追加費用を投資家と消費者で分担することになる）。投資

家・消費者双方にとってのお金の不確実性が低減されることも重要な要素であろう。投資家と消

費者のリスク配分は今後とも調整の余地があるが、投資家がコントロールできないリスク、例え

ば建設費自体の変動は消費者負担になりえる。 
 

 投資からコスト回収までの流れ 
（建設時） 
電力供給者  ：その時点の市場シェアに応じた課金を支払う。 
    課金相当を消費者に請求する。 
仲介機関  ：電力供給者からの支払いを回収する。 
プロジェクト会社 ：仲介機関から支払いを受け取る。 

 

 
Project developers have balance sheet that can accommodate the ￡15-20bn cost of delivering a new nuclear 
project, and financial investors have been unwilling to invest during the construction phase given the long 
construction period and risk of cost increases and delays.） との記載があり、その代替策モデルの検討の中で

RABモデルを検討しているため、CfDと比較におけるRABモデルの最大の相違は、建設中における資金調達を可

能とする点であると考えられる。 



 
 

65 
 

（運転時） 
電力供給者  ：「認可料金－卸電力市場からの収入(以下「差額」という。)」 

の請求を受ける。 
    差額がプラスの場合、この差額相当を消費者に請求する。 
    差額がマイナスの場合、この差額相当を消費者に還元する。 
仲介機関  ：差額がプラスの場合、電力供給者からの支払いを回収する。 
    差額がマイナスの場合、この差額相当を電力供給者に還元 

するとともに、プロジェクト会社に請求する。 
プロジェクト会社 ：卸電力市場に電力を売却する。 
    差額がプラスの場合、仲介機関から支払いを受け取る。 
    差額がマイナスの場合、この差額相当を仲介機関に還元する。 

 
参考：RABにおける建設期間中の投資回収について 

RAB と CfD の最大の相違点は、建設期間中において、事業者が収益を得ることができる点で

ある。CfD は、発電量に紐づいて支援が行われる。このため、発電が行われない建設期間中、事

業者は、CfDによる支援が受けられないこととなる。他方で、RABモデルでは、建設期間中であ

っても、RAB（規制資産）にWACCを乗じた額の支払いを事業者が受けることが出来る。 

 
図 1.22 プロジェクト期間におけるRAB残高の推移イメージ 

※例示であり、実際の形態は異なる可能性がある。 
 

点線部左側の建設期間において、積みあがったRAB の残高に対し、WACC を乗じた額が事業者

に対して支払われることとなる 115。（CfD をはじめ、発電電力量に支援が紐づく支援措置では、

建設期間中の資産の資本コストに関する、支援は行われない。このため、事業の実施主体が、そ

の間の資本コストを負担する必要がある。） 
 

（2）制度措置（負荷追従運転・容量市場創設・新設時債務保証等）動向 
2012 年に成立した新設時債務保証制度は、40 億ポンドを上限にインフラ建造の際にかかる費用

 
115 報告書P14 38節より記載。 報告書を通じて、確実に建設期間中に支援対象となると判断できるのは資本コス

ト相当部分（RAB×WACC）。その他の費用に関しては明確な言及がないため今後のコンサルテーションで概要が得

られていくものと思料。TTTなどの事例を確認したが、資本コスト相当額に関する記載が殆どであり、その他の費

用が運転前に支払い対象になるかは確認できなかった。（減価償却費については、運転開始後に償却進行するとの記

載が、本報告書中にあるため、運転前に償却開始が成される可能性は低いものと思料。その他の費用の取扱いについ

ては現状不明。） 
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の調達の際に政府による保証を与えることで、インフラ建造に伴う巨額の資金調達の負担を軽減す

るものであり、最低でも2026年までは継続される。この制度の対象となるのは「国家的に重要な」

インフラに限られるが、原子力に関していえば、先述のヒンクリーポイントC原子炉着工にあたっ

て、20億ポンドの政府保証がこの制度を通じて行われることが当初取り決められていた。しかしな

がら、2017年9月には英国政府は建設を請け負うEDFに対して、建設期間中に英国政府の事前承

認なしにNNB Generation Companyの支配権を売却しないという誓約と、政府保証を利用する現

在の意思がないことを認めるよう要請。この英国政府の要請を踏まえ、2017年9月にEDF取締役

会が下した最終投資決定では、政府保証を利用しないことが確認された。 
 
容量市場創設は、石炭廃止に伴い、エネルギー供給安定を促進するためにとられた政策の一つで

ある。容量市場は、再生可能エネルギーの間欠性など、エネルギーの安定供給を脅かす低供給状況

へのバックアップ容量としてオークション形式で実施されるものである。2014年にオークションを

初めて実施して順調に進めてきていた。しかし、2018年2月に行われたT-4オークションでは予想

を下回る£8.4/kWという低価格で落札され 116、その実効性が不安視する声もある。一方、英政府は、

この低価格を歓迎し、容量市場は競争を活性化し、消費者を守り、エネルギー安全保障を確かにす

るものだと評価している。117 

 
図 1.23 英国の容量市場におけるオークション容量と価格推移 

（出所）Watt-Logic118 
 
オークション価格が発電所の活動に影響を与えるインパクトは非常に小さいと考えられており、

Centrica’s Kings Lynn, Killingholme and Peterborough plantsといった発電所はほとんどゼロ価

 
116 Reuters, “British power capacity auction fails to attract gas projects”, Feb/9/2018, < https://uk reuters.com/article/uk-power-
auction/british-power-capacity-auction-fails-to-attract-gas-projects-idUKKBN1FT12A > 
117 KPMG, “Capacity Market auction results”, <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/02/capacity-
market-auction-results.pdf> 
118 Watt-Logic, “Capacity market top-up auction clears at a record low price”, Jun/24/2019, < http://watt-
logic.com/2019/06/24/june-2019-capacity-auction/ > 
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値で取引されていた。容量に対する支払いがいつ行われるかが明確ではないため、事業者は発電所

を運転可能なままにしておく為のコストを支出するよりも発電不可時に払うペナルティのリスクを

回避する傾向にある 119。 
 
イギリスの原子力発電は長らくベースロード電源と位置づけられており、負荷追従運転はその性

能要件とはみなされておらず、設計時にも検討材料にあがることは少なかった 120。 既存のマグノ

ックス原子炉やAGR型においても技術的な困難から、負荷追従運転の想定はなされていなかった。

しかし、加水型の比較的新しいサイズウェルB型には負荷追従運転能力があるとされる。イギリス

が脱炭素社会を進める上では間欠性に対応できる電源の必要性はこれからも繰り返し問題になると

考えられ、議論はこれから促進されていくものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 同上 
120 Pouret, Laurent and William Nuttall, “Can Nuclear Power be Flexible?”, 
<http://www.templar.co.uk/downloads/0203_Pouret_Nuttall pdf> 
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1-9 フランス 

1-9-1 基礎情報 
（1）1次エネルギー供給構成 

 
図 1.24 フランスの1次エネルギー供給構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 

 
（2）発電電力量構成の推移 

 
図 1.25 フランスの発電電力構成の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（3）部門別・産業別エネルギー需要の推移 

 
図 1.26 フランスの部門別・産業別エネルギー需要の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
 
（4）エネルギー自給率の推移 

 
図 1.27 フランスのエネルギー自給率の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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（5）エネルギー起源CO2排出量の推移 
 

 
図 1.28 フランスのエネルギー起源CO2排出量の推移 

（出所）IEA, World Energy Balance 2019 
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1-9-2 電力自由化および再生可能エネルギー導入拡大に係る動向 
（1）自由化促進 
フランスの電力自由化に関して、国内では2000年2月に「電力自由化法」が制定されたが、1999

年2月にはEUが小売電力自由化を規定していたため、1999年時点で年間消費電力量1億kWh超

の大口需要家から自由化は実施されていた。2007 年まで、以下に示す段階的な対象の拡大が進み、

家庭用を含めて全面的に開放された。 
 1999年2月：年間消費電力量1億kWh超の大口需要家（約20%） 
 2000年5月：年間消費電力量1,600万kWh超の大口需要家（約30%） 
 2003年2月：年間消費電力量100万kWh超の大口需要家（約37%） 
 2004年7月：全ての企業と全ての自治体 
 2007年7月：家庭用を含む全ての需要家 

 
フランスでは、高い発電比率を占める原子力発電によって、電力自由化における目標のひとつで

ある低価格での電力供給が達成されているとして、EU が定めた電力自由化に関する共通規則の遵

守は最低限の義務を履行する形で進められてきた。しかし、電力自由化後も原子力発電による低価

格電力の恩恵を国民に還元する手段として、規制料金が維持されたため、独占的な原子力発電を推

進し、規制料金下で電力供給を行うフランス電力（EDF）のシェア縮小は限定的な範囲に留まった。 
EDFによる独占的な電力供給を問題視した欧州委員会は、フランス政府に対して競争を促進する

政策措置の策定を要請し、これを受けフランス政府は「電力市場の新たな構造に関する法律」

（NOME法）を2010年に成立させた。NOME法では、EDFの独占的な原子力発電の運用を継続

して認める見返りに、原子力による発電の一定量を規制（ARENH）価格で競合事業者に販売し、

国内需要家向けの規制料金を 2015 年までにARENH 価格に近付けることによりEDF と競争事業

者が電力調達コストについて同一の条件下で競争することを可能にした。さらに、NOME法では、

2016年1月から契約容量36kVA超の大口需要家向けの規制料金が廃止された。 
 
競争促進を目指したARENH価格の導入により、競合事業者の電力販売への参画は徐々に増加傾

向を示し、2014年末の時点における消費電力量ベースで、新規参入事業者による自由化料金契約は

契約容量 250kW 以上の大口需要家のうち 31%、EDF や非国有配電事業者による自由化料金契約

は同29%を占め、規制料金契約は同40%となっている。 
2016年1月から契約容量36kVA超の大口需要家向けの規制料金を廃止することに先立ち、小売

事業者は2014年4月、2015年7月、2015年10月の3回にわたり政府作成の通知文書の需要家へ

の送付を義務付けられた。2015年12月に報道された見通しでは、2014年末時点で約45万軒、年

間 1,250 億 kWh の需要家のうち、約 7 割がEDF の自由化料金を選択し、残り 3 割が別の事業者

へスイッチするとされた。なお、エネルギー規制委員会（CRE）の発表によると、2015年12月時

点で自由化料金への切り替えを行っていない需要家の数は 14 万 5,000 軒であるとされている 121。

一般小売において切り替え行った軒数は、2017年12月のCREの発表では、3220万軒のうち17%
にあたる550万9000軒である 122。 
 

 
121 CRE、「プレスリリース」、2015/12/23、 <http://www.cre fr/documents/presse/communiques-de-presse/fin-des-tarifs-reglem
entes-pour-les-sites-professionnels-chiffres-actualises-au-21-decembre> 
122 CRE、「プレスリリース」、2017/12/05、<http://www.cre fr/documents/presse/communiques-de-presse/la-cre-publie-son-obs
ervatoire-des-marches-de-detail-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-du-3e-trimestre-2017> 
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自由化料金への切り替えを行わなかった需要家への対処として、2016 年 1 月以降、5%増しの規

制料金が小売事業者より暫定供給として適用され、2016年7月以降はEDFを含めた競争入札によ

りデフォルト供給事業者を選定することが決定された。CREはこの選定に際し、 
 自由化料金を自発的に選択した需要家よりも最後まで不作為を続けた需要家に有利な料金

が適用されることがあってはならない 
 多くの需要家が従来の小売事業者の下に止まるような結果は避ける必要がある 

との意見を表明し、応札価格設定のプロセスや落札ロット（複数の需要家をまとめた単位）数の制

限等が提示された 123。その後、2016年5月にCREから入札結果が発表され、EDF（48ロット）、

ENGIE（47 ロット）、ENERGIES LIBRES（47 ロット）、DIRECT ENERGIE（47 ロット）、

HYDROPTION（37ロット）、UNIPER（36ロット）等が落札した 124。 
 
（2）再生可能電源の導入状況 

IEA の統計によると、2018 年のフランスの再生可能エネルギーの発電電力量は総発電電力量の

19.6%を占めており、その内の 57.7%を水力発電が占める。非水力の再生可能電力については、再

生可能エネルギーの内、風力発電のシェア（25.3%）が最も大きく、次いで、太陽光発電（9.0%）

とバイオマス発電（7.3%）である。なお、2018年の再生可能エネルギー合計発電量は112TWhで、

そのうち65TWhが水力発電、28TWhが風力発電、10TWhが太陽光発電、8TWhがバイオマス発

電、0.6TWhが潮力・波力発電となっている。 
 

 
123 CRE,“Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la désignation de fournisseurs assurant la continuité de fournit
ure à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité”, Apr/25/2016, <http://www.cre fr/content/download/143
65/171493/version/1/file/160425CahierDesChargesAO_ContinuiteFourniture.pdf> 
124 CRE HP, <http://www.cre fr/documents/deliberations/decision/continuite-de-fourniture/consulter-la-deliberation> 
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図 1.29 フランスの発電量に占める再生可能エネルギーの割合 

（出所）IEA, Energy Balance of OECD Countries 2019  
 
（3）再生可能エネルギー・他電源に関する関係政策の動向 
長年、フランスは再生可能エネルギーの導入促進策として、2000年の「電力公共サービスの現代

化および発展に関する法律（電力自由化法）125」によって規定された固定価格買取制度（Feed-in 
Tariff, FIT）および競争入札制度を主軸としていた。同法では、独立発電事業者による系統への無

償接続を規定する一方、フランス電力公社（Électricité de France, EDF）および地方配電事業者に

は、再生可能エネルギーによる電力を固定価格で買い取ることを義務付けている。また、競争入札

制度の実施も規定しており、こちらを適用した場合、落札者は提案書の仕様に従い電力売買の長期

契約を締結できることが定められていた。 
FIT では一部の電源を除いて、エネルギー効率や設備規模など特定の条件を満たすことで、基本

となる買取価格にプレミアム価格が加算されることとなっている。2000年以降も複数回にわたって

基本買取価格、プレミアム価格、買取区分などの改定が行われており、本土と海外県・領土によっ

て異なる買取価格が設定されている場合も多い。FIT では、プレミアム価格の変動こそあるが、基

本的には一度決定された買取価格が買取期間中は継続して支給されるものであった。これに対し、

2008年に欧州委員会によって策定された「環境保護に関する国家補助ガイドライン」（2008/C 82/01）
に従い、フランス政府は 2016 年 5 月に設備容量 500kW 以上の再生可能エネルギー発電設備を対

象に、電力を市場で販売した収入に加えて、プレミアム価格 126を支給する「Feed-in Premium (FIP)」

 
125 Loi no 2000-108 du 10 février 2000. 
126 上記のFITによるプレミアム価格とは別のもの。 
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へ移行をした。FIP 制度の適用が除外される対象設備の要件として以下のものを定めている 127。な

お、FIT 制度下で売買契約を締結している再生可能発電設備も、FIP の対象設備としての要件を満

たしている場合はFIP制度に変更することができる。 
 水力発電：設備容量500kW以下 
 太陽光発電：設備容量100kW以下の屋根設置型設備、簡易入札による設備容量100~500kW

の屋根設置型設備 
 バイオガス発電：設備容量500kW未満 
 洋上風力発電：浮体式洋上発電設備 
再生可能エネルギー導入目標は、2009年の欧州連合（European Union, EU）による「EU再生

可能エネルギー促進指令（EU 指令）」（2009/28/EC）で設定された数値をベースとしている。EU
指令を受けて作成した「複数年投資計画（PPI）」と「国家再生可能エネルギー行動計画（National 
Renewable Energy Action Plan, NREAP）」では、2020年までの詳細な導入計画やエネルギーミッ

クスを規定し、2015 年に成立した「グリーン成長のためのエネルギー移行法（エネルギー移行法）
128」では、2030 年までの導入目標が定められた。エネルギー移行法は、2020 年までに再生可能エ

ネルギー消費量の割合を 23%に、2050 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で 75%削減する

という目標をNREAPと「環境グルネル法」129からそれぞれ引き継いでおり、同法における2030年

までに40%削減するという目標は、両者の中間的な目標として定められている。 
また、「エネルギー移行法」を基盤に、政府は2016～2018年と2018～2023年のより具体的な中

期目標を規定した「複数年エネルギー計画」を2016年10月に策定した。その中で、再生可能電源

設備容量の目標は、2023 年には 2014 年より約 70%増の 71～78GW、そのうち陸上風力が 21.8～
26.0GW、太陽光が18.20～20.2GWとされている。 
 

表 1-14 フランスにおける再生可能エネルギー政策の変遷 
年 法令等 概要 

2000 電力自由化法 導入促進策：FITおよび入札制度 

2009 

EU再生可能エネルギー促進指令 2020年目標：再エネシェア23% 

環境グルネル法 
2050年目標：温室効果ガス排出量75%削減な

ど 
複数年投資計画(PPI) 2020年目標：エネルギー別導入目標 

2010 
国家再生可能エネルギー行動計画

（NREAP） 
2020年目標：エネルギー別導入目標 

2015 エネルギー移行法 2030年目標：再エネシェア32%など 
2016 複数年エネルギー計画 2023年目標：再エネ発電容量70%増 

（出所）各法令等より作成 

 

 

 
127 環境省、「諸外国における再生可能エネルギーの普及動向調査」、2016/11/29、<https://www.env.go.jp/earth/report/h29-
03/h28_chapt01.pdf> 
128 Loi no 2015-992 du 17 août 2015. 
129 2007年に政府が主導し、環境団体や地方自治体などが参加した「環境グルネル会議」の結果とEU指令を受けて

制定された法律。この中では、①エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を（EU指令と同値の）2020
年までに23%にする、②2020年までに年間再生可能エネルギー生産量を20Mtoe増大する、③2050年までに温室効果

ガスを1990年比で4分の1に削減する、といった目標が設定されている。 
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表 1-15 フランスの再生可能エネルギーの導入目標内訳 
 

～2018 年  ～2023 年  

陸上風力  15 GW  21.8-26 GW  

洋上風力  500 MW  3 GW  

太陽光  10.2 GW  18.2-20.2 GW  

水力  25.3 GW  25.8-26.05 GW  

木質バイオマス  540 MW  790-1040 MW  

バイオガス（メタン）  137 MW  237-300 MW  

地熱  8 MW  53 MW  

海洋エネルギー  -  100 MW  
（出所）Legifrance, Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie
を基に作成 
 
「複数年エネルギー計画」では、EDF に、2025 年の目標達成に向けた戦略計画を 6か月以内に

提出するよう求める一方、原子炉閉鎖の決定は「供給の安定性を脅かしてはならず、発電所からの

CO2排出量の増加や、家庭の購買力及び産業界の競争力の低下につながってはならない」とも規定

している 130。2017年11月、原子力発電比率引き下げの目標年次の延期を決定した。原子力削減目

標の達成時期は、2030～35年になるという見通しを示している。 
なお、フランス政府が2019年1月に公表した10年間のエネルギー戦略計画（草案）では、通常

の入札制度を通じて2028年の再生可能エネルギー（水力を含む）の設備容量を、2017年の48.6GW
から 2倍の 113GW に増やす方針が示されており、中間目標として、2023 年に 74GW の導入する

目標が示されている。 
この計画（“Programmation pluriannuelle de l’énergie”, PPE）は、2019-2023年と2024-28

年の様々なエネルギー部門の導入計画を定めおり、2028 年までに 4～6 基の原発（Fessenheim 原

発の原子炉 2 基を含む）を閉鎖する方針を示すとともに、入札を通じて、陸上風力は 2017 年末時

点の13.5GWから、2023年には約25GW、2028年には35GW、洋上風力については、ほぼ導入の

ない現状から2023年に2.4GW、2028年には約5GWに増加させるとしている。太陽光発電につい

ては2017年末の7.7GWから2023年には21GW、2028年には約40GWまで増加させる一方、水

力の導入量は、2017 年末の 25.3GW から 2028 年には約 26.6GW の微増に留める見通しである。

着床式洋上風力については、2019年に500MWの入札を70 €/MWh以下の価格で実施する予定で、

その後、2020年には1,000MWの入札を65 €/ MWh、2023-24年には1,000-1,500 MWの入札を

60 €/MWh で実施、加えて、2021 年には浮体式洋上風力の初回入札を実施する計画である。2021
年の初回は250MWを120 €/MWh、2022年に250MW、2024年には250-500MW分入札に付し

たうえで、2025 年以降は、毎年 500MW のプロジェクト（着床式または浮体式）を 1 回提供する

方針を示している 131。 

 
130 Ministere de la Transition ecologique et solidaire, <http://www.developpement-durable.gouvfr/IMG/pdf/PPE-complet-1.pdf
> 
131 Reuters, “France to Double Renewables Capacity Under 10-year Energy Plan”, Jan/26/2019, 
< https://wwwreuters.com/article/us-france-energy/france-to-double-renewables-capacity-under-10-year-energy-plan-
idUSKCN1PJ1T0> 
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上記のとおり、再生可能エネルギーの導入拡大はフランスの主要な取り組みであるといえるが、

FIT による電力買取の財源となる CSPE は増加を続けており、国民の電気料金負担は増加してい

る。このため、同国では今後の導入拡大については、高額な補助金に頼る方式ではなく、市場原理

を活用し、より少ない補助水準あるいは、補助金なしの状態での導入促進を目指すこととなるが、

そのために、再生可能エネルギー分野における一層のコスト削減が重要な課題となっている。 
 
 

1-9-3 原子力事業関係政策の動向 
（1）原子力発電所の新設・廃止等動向と政治的議論の動向 
フランスの原子力産業の保護、育成は政府主導の下、実施されてきた。原子力開発が世界的に注

目され始めた2000年以降、政府は原子力関連企業の効率化・合理化や競争力の維持・向上のため、

2001年9月にFramatome ANP（現Framatome）、COGEMA（現Orano）などを傘下とする持

ち株会社AREVAを設立した。 
原子力関連の研究開発は原子力・再生可能エネルギー庁（CEA）の担当であるが、原子炉製造は

Framatome、原子燃料サイクルはOranoと政府出資企業が担っている。Oranoの事業は、ウラン

の調達、転換・濃縮（子会社を通して）、成型加工、再処理である。 
2007年10月に設立されたArevaと三菱重工の合弁会社であるATMEAは、1,100MWの電気出

力を持つ加圧水型原子炉であるATMEA 1の開発や宣伝を行っている。福島第一事故の発生によっ

て世界的に原子力開発は逆風を受け、当時Areva は業績不振に陥った。2015 年 6 月、フランス大

統領の決定によって再編が進められ、EDFがNew NP（旧AREVA NP）を傘下に収め、原子力発

電所建設や燃料集合体製造に関する事業を、New AREVAは、燃料サイクル、フロントエンド、バ

ックエンド事業を行うこととなった。2018年1月、New NPはFramatomeに、New AREVAは

Oranoに社名を変更している。 
2017年12月時点で、フランス国内で58基、計63.1GWの原子力発電所が運転中、EPR1基が

建設中である。 
2015年8月の「エネルギー転換法」では、原子力発電比率を2025年までに50%に引き下げ、か

つ設備容量63.2GWを上限とすることを定めた。政府は原子力の利用を継続するものの、その役割

を減少させていく姿勢を示している。現在、Flammanbille-3号機を建設中であるが、総設備容量の

上限設定に伴い、同等以上の既設炉を閉鎖する必要性が生じている。ただし、2017 年 11 月、政府

は原子力比率引き下げの目標年次の見直しを決定した。見直しの理由は、原子力発電の利用が計画

通り進められた場合、2020年以降に電力供給が不足し、CO2排出量が増加すると警告したRTE社

の分析に因るところが大きい 132。オランド政権は2025年までに原子力依存度の50%削減を目標に

定めていたが、マクロン政権はこれを2035年にまで10年間延期している。 
フランスにある原子力発電所の多くは 80 年代から 90 年代にかけて建設され、今後 5 年以内に

40年の設計寿命を迎えるものが多数ある。これらについて稼働継続、廃止、または新増設するか検

討が行われている。 
 

（2）制度措置（負荷追従運転・容量市場創設・新設時債務保証等）動向 
現在、フランスでは Flammanville-3 号機を建設中であるが、エネルギー転換法によって総設備

容量の上限が設定されたことから、Flammanbille-3号機の運転開始と引き換えに2020年4月まで

 
132 Reuters, “France Postpones Target for Cutting Nuclear Share of Power Production”, Nov/7/2017, <https://wwwreuters.c
om/article/us-france-nuclearpower/france-postpones-target-for-cutting-nuclear-share-of-power-production-idUSKBN1D71TM> 
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にFessenheim 原子力発電所を閉鎖することを決定した。2017 年 1 月 24 日、EDF は取締役会に

おいて、Fessenheim 原子力発電所を閉鎖することで生じる損害に係る補償協定をフランス政府と

協議した。取締役会は協定を承認し、条件が整い次第、CEO が署名することを許可した 133。同年

4 月 6 日の取締役会で永久閉鎖の条件を決定。①この決定は Flammanbille-3 号機が起動した日に

のみ効力を発揮すること、②原子力設備容量を現状の6,320万kWに制限したエネルギー移行法を

遵守する上での必要条件であることが定めされている 134。 
 
EDFに対する補償協定の内容は、以下の通り固定部分と変動部分に分類されている。 
 固定部分の内訳は、職員の再訓練費、廃止措置経費、原子力基本施設税、運転停止後に係る

費用等で、総額約4億9,000万ユーロを、2019年に20%、2021年に80%支払い 
 変動部分は、閉鎖に伴う 2041 年までの損失を補う目的で、Fessenheim 原子力発電所を除

いた同社の90万kW級原子炉による実際の発電量と電力卸売価格に基づいて金額を決定 
 変動部分は、Fessenheim 原子力発電所に出資するドイツ EnBW（17.5%）やスイス CNP

（15%）も、一定の条件下では、契約比率に応じて補償金の受け取りが可能 135 
 

閉鎖の要件として、EDF からの要請により発行され、2018 年後半に予定される Flamanville-3
号機（EPR）の運転に伴い効力を発揮し、Fessenheim 原子力発電所の運転認可を解除する政令が

必要となっている。また、Flamanville-3 号機の建設許可の延長 136、Paluel 2 号機の運転継続 137、

欧州委員会によるEU規則と協定の整合性の確認も必要となっている。 
EDF取締役会の決定を歓迎した環境・エネルギー・海洋省（当時）は、政府がEDFと協力しな

がら産業戦略を推進していくことを表明している。また、この決定により、Fessenheim 原子力発

電所の運転延長に必要な投資を節約し、他の主要な産業プロジェクト（水力発電、その他の再生可

能エネルギー、Flamanville-3号機、運転延長プログラムであるGrand Carénage、輸出プロジェク

ト）へ注力することが可能になったとしている 138。 
 
 ARENH制度導入  
欧州委員会は、2007年の全面自由化後も維持されているEDFの安価な規制料金が、自由な市場

競争の障害になっているとして、フランス政府に措置を求めた。この要請を受け、2010年に、電力

市場における競争促進を目的とする「電力市場体制に関する法律（NOME法）」が可決された。こ

の法律は、フランスの競争力がある価格設定を維持しながら欧州委員会からの要求に対処すること

 
133 EDF, “Compensation Protocol for the Closure of the Fessenheim Nuclear Plant”, Jan/24/2017, <https://www.edf fr/en/th
e-edf-group/dedicated-sections/journalists/all-press-releases/compensation-protocol-for-the-closure-of-the-fessenheim-nuclear-plant> 
134 原子力産業新聞、「EDF理事会、フェッセンハイム原子力発電所の永久閉鎖条件承認」、2017/4/10、<http://www.jai
f.or.jp/170410-a/> 
135 「一定の条件」の内容は公表されていない。World Nuclear News, “EDF Agrees to Fessenheim Closure Compensati
on Protocol”,  
Jan/25/2017, <http://www.world-nuclear-news.org/C-EDF-agrees-to-Fessenheim-closure-compensation-protocol-2501174 html> 
136 Flamanville3号機の建設許可は2017年4月に満了。 
ASN HP, <http://wwwfrench-nuclear-safetyfr/Inspections/Supervision-of-the-epr-reactor/Resources/Decree-No.-2007-534-of-10-
April-2007> 
137 2015年5月からの10年検査において、2016年3月に蒸気発生器取替工事等でのトラブルが発生し、長期停止

中。 
ASN HP, <http://wwwfrench-nuclear-safetyfr/Information/News-releases/Fall-of-a-steam-generator-in-the-Paluel-reactor-2-buildin
g> 
138 Ministere de la Transition ecologique et solidaire, <http://www.developpement-durable.gouvfr/Segolene-Royal-ministre-cha
rgee-de html> 
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を目指したものである。これに伴い、競争促進を達成するための具体的な施策として、原子力発電

所への規制アクセス制度（ARENH）が制定された。ARENH は、EDF が発電した電力を、年間

1,000 億kWhを上限として2011年から2025 年までの15年間、EDF以外の新規事業者が規制料

金で購入することを許容するものである。 
 
 ARENH制度の見直し 

2015年以降、ARENH制度は、卸電力価格がARENH価格の42 €/MWh（2011年までは40 €
/MWh）を割り込んだことから需要が滞り、2016年には0kWhとなっていた。しかし、2016年の

原子力発電所主要機器の材料に対する危惧の広がりによる原子炉停止を受け、2016年3月には25.6 
€/MWhまで低下した卸電力価格が同年10月には43.25 €/MWhまで上昇したため、再び注目が集

まった。 
その後、EDFは「国内の一部の原子炉停止と、それに伴う卸電力価格の高騰の状況を踏まえると、

ARENHを巡って投機的な動きが出る恐れがある」として運用の一時停止を要求していたが、実施

された規制は、小売事業者側の解約条件を厳しくするという一部の修正に留められた。 
 
改正された省令では、小売事業者側から解約できる条件は以下の4つとされた 。  
- ARENH価格（42 €/MWh）が2%以上変更される場合 
- EDFとの契約内容が大きく修正される場合 
- ARENHに係る規制の変更が小売事業者の調達条件にマイナス効果を与える場合 
- 小売事業者が破産手続きに入るなどの財務的困難に直面した場合 

2017 年 12 月、CRE による発表でARENH 制度への 2018 年分の申し込みが 946 億 kWh に上

ったことが分かった。この数字は過去最高の申込量であった 2017 年受渡分を 124 億 kWh 上回っ

ており、年間上限の1,000億kWhに迫るまでになった。増加の要因として、2018年先物卸電力価

格が ARENH 価格 4.2 €cent/kWh を上回る水準を維持していること（2017 年 12 月時点 4.3 €
cent/kWh）や、複数の原子炉停止による卸電力価格の高騰を考慮し、小売事業者がリスクを回避す

る手段をとる傾向にあることが考えられる。 
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第2章 諸外国の研究機関等による原子力政策に関する分析等

の動向 
諸外国における多様な主体の原子力政策についての考え方について整理するため、各国の企業や

研究機関等が作成しているレポート等について調査実施した。 
 

2-1 The Energy Technologies Institute(ETI), Update to The Role For Nuclear 

In UK‘s Transition to a Low Carbon Economy（2018）の概要 

 
2-1-1 ETI（The Energy Technologies Institute ）の概要 
（1）設立目的 
・ETIは、英国政府とエネルギーおよびエンジニアリング企業によるPPP（官民連携）の枠組

み。 
・学会、産業および政府の仲介役として、低炭素技術を発展させることを目的に設立。  
・Science and Technology Act 1965を根拠法とし政府が資金支援。 
 

（2）業務 
・低炭素技術に対する広報活動 
・技術開発の促進（事業機会の創出、産業連携等） 
・新技術の実証 
・低炭素戦略の立案 
 

（3）提言 
・英国大の低炭素戦略 
・原子力、CCS、エネルギー貯蔵、再エネなど低炭素エネルギーに関する報告・提言を実施 

 

2-1-2 Update to The Role For Nuclear In UK‘s Transition to a Low Carbon Economy（2018）
139の概要 

（1）位置づけ・概要 
・2015年にETIが公表した“The role for nuclear within a low carbon energy system140“の更

新版。 

・2015年以降の同機関による研究成果を反映している。 

・主要な内容は以下の２点。 

 

 

 

 
139 ETI(2018), “Update to The Role For Nuclear In UK‘s Transition to a Low Carbon Economy”, < https://es.catapult.org.uk/wp-
content/uploads/2019/07/Update-to-the-role-for-Nuclear.pdf > 
140 ETI（2015），”The role for nuclear within a low carbon energy system”, < https://wwweti.co.uk/library/the-role-for-nuclear-within-a-low-carbon-
energy-system > 
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①Options, Choices, Actions [updated2018]141 
・発電、輸送、熱供給等の分野横断で費用最小を実現する、最適なエネルギー技術ポートフォリ

オの試算のため、ETIが開発した 142モデルであるEnergy Systems Modelling Environment
（ESME143）による成果を活用。単純な発電端でのコストを表わすLCOE（Levelized Cost Of 
Electricity、均等化発電原価）ではなく、系統費用や炭素制約を考慮した最適な、エネルギー技

術の組み合わせについての試算値を活用している。 
・同分析によれば、原子力を含む施策を実施することで、2050年までにエネルギーコストの上

昇をGDP比1％に抑えつつ、脱炭素化を実現することが可能。 
 
②The ETI Nuclear Cost Drivers Project:Summary Report144  
・英シンクタンクであるLucid-Catalystが2018年に公表した原子力コストのコストドライバーに

関する報告書。33例の原子力発電所建設プロジェクトの事例からトータルコストに影響を与

えるコストドライバーを抽出。それぞれのコストドライバーが原子力発電のコストに影響を与

える要因と英国で有力となるコスト削減策について分析。 
・英国の原子力新設について、大幅なコスト削減の可能性があることが、示されている。 
 
[補足] The role for nuclear within a low carbon energy system（2015）の概要 
・大型炉とSMRの導入を含む原子力の新設は、低炭素社会への移行の一部をなすことが出来る。 
・大型炉は、ベースロード電源の提供に最も適している。イングランドおよびウェールズにおける 2050
年までの導入量の地理的上限の試算値は、3,500万kW。大型炉と比較すると、SMRは、ベースロード

電源としてのコスト競争力は劣後する。 
 

（2）結論 ※記述が抽象的な箇所については、本文の記載をもとに弊所補足。 
・②The ETI Nuclear Cost Drivers Projectにおいて、今後、英国で原子力分野におけるコスト削減

が可能であるとの強い確証が示された。しかしながら、その実現には、全てのコストドライバ

ーに対し、政府を含む全ての関係者が協力した統合的な取組みを行わなくてはならない。 
 
・2025-2035年までの期間においては、現行の100万kW級の原子炉が唯一、英国において適用

可能な設計である。①のESMEによるコスト感度分析 および ②The ETI Nuclear Cost 
Drivers Projectで示された、コスト削減施策実施による学習効果 を踏まえると、これらの大

型炉の建設は、現在時点においても引続き、最も低廉な低炭素エネルギーシステム構築の選択

肢である。 
 
・英国における原子力分野のコスト低減施策が、コスト減少曲線の形状に与える影響について

 
141 ETI(2018), “OPTIONS, CHOICES ACTIONS updated”, < https://d2umxnkyjne36n.cloudfront net/insightReports/Options-Choices-
Actions-Updated-Low-Res pdf > 
142 詳細は、ETI HP, < https://www.eti.co.uk/programmes/strategy/esme>を参照。開発者はETIであるが、現在は、イノベ

ーション促進のための英国政府による資金交付団体である Innovate UKにより支援を受ける低炭素イノベーション支

援団体のEnergy System Catapultに開発を移管。 
143 ESMEの詳細については、ETI（2013）, “Modelling Low-Carbon Energy System Designs with the ETI ESME Model”, < 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.eti.co.uk/legacyUploads/2014/04/ESME_Modelling_Paper.pdf> 
144 CleanTech Catalyst Ltd, Lucid Strategy, Inc. (2018), “The ETI Nuclear Cost Drivers Project: Summary Report”, 
 < https://d2umxnkyjne36n.cloudfront net/documents/D7.3-ETI-Nuclear-Cost-Drivers-Summary-Report_April-
20.pdf?mtime=20180426151016 > 
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は、引き続き検討が必要 145。 
 
・SMRsやAMRs（新型原子炉）は、100万kW級原子炉が現在提供しているベースロードのみ

ならず、より幅広い財やサービスを提供できる可能性がある。 
例）負荷追従能力、熱供給、水素製造等の幅広い用途の可能性。 

  
・原子炉の製造・組立て・建設に関する各種イノベーションは原子力開発のコストとリスクを低

減する可能性がある。また、それらのイノベーションは現在研究開発が進められている

SMRs、AMRsおよび核融合炉のコスト削減にも応用できる可能性がある。 
 
・原子力熱供給システム（第四世代炉および核融合炉によるもの）については、技術面および商

業面における実現性が証明されていないが、いくつかの炉型については、2035年までに初号

機が運開する可能性がある。それらの、商用炉は、低炭素社会への移行に伴うコストをより低

減し、経済的な機会を英国および諸外国に提供する可能性がある。それらの技術が低コストで

利用できるかは、シンプルな設計と工場生産によるモジュール設計の実現の可否に依存してい

る。 
 
・設計時において、コスト削減に対し並外れた注力を行い、かつ、労働費用削減および原子力品

質が要求される機器の削減を検討しなければ、原子力発電の新設を商業的に成功させることは

困難である。 
 
・エネルギーシステムに関するシナリオを検討する際には、ミスリーディングを避けるため

LCOEのみに着目することは回避しなければならない。熱需要、輸送分野の脱炭素化に関する

不確実性を取り込んだモデリングにより、英国の大気汚染の法定水準を満たしつつカーボンニ

ュートラルを実現するシナリオを検討する必要がある。原子力は、正しい政策枠組みとともに

用いられることで、英国の低炭素エネルギーミックスにおいてコスト競争力を示し、エネルギ

ー政策に関する目標を支えることが可能となる。 
 
・①Options, Choices, Actions [updated2018]の漸進シナリオ(※Clockwork scenarioの弊所仮訳)によ

れば、原子力は、英国の低炭素移行において引きつづき価値の高い技術である。 
 

2-1-3 Options, Choices, Actions [updated2018]の概要 
（1）検討方法 

ETIが開発した、エネルギーシステムの経済計算モデルであるESMEを活用して、2050年までの

間の、費用最小を実現するエネルギーポートフォリオについて試算。 

 

当該モデルは、以下の多岐に渡る要素を踏まえた検討を行うことが可能。 

 分野：輸送、建築、産業利用 

 
145弊所補足：ETIは、UAEにおけるバラカ原子力発電所計画やSize Well原子力発電所のコスト削減に関する試算

を踏まえると、②のThe ETI Nuclear Cost Drivers Projectにおける英国の原子力建設のコスト減少曲線の試算値は

相当保守的であると評価している。このため、更なる研究で、より実態に即したコスト削減幅について検討すべきと

いうのが上記主旨。 
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 利用形態：電力、熱、水素利用 

 エネルギー源：化石燃料、バイオマス、原子力および再エネ 

 インフラ構築費：送配電設備費、ガス供給ネットワーク費、回収CO2のパイプライン輸送お

よび貯蔵費 

 

・また、ESMEは、上記を踏まえた2050年までのエネルギーコストについて、エネルギー安全保障

やエネルギーのピーク需要などの制約を考慮しつつ検討することが可能 146。 

 

※ESMEの仕様に関するレポートによると、エネルギーセキュリティーについては、電力系統の

「N-1電制」やエネルギー輸入依存度について、試算時に計算制約として設定できるとする記載

あり 147。 

 

（2）主要事項 

1.バランスの取れた多重方向アプローチ（multi-vector approach）が、手ごろで、低炭素な英国の

エネルギー移行を可能とする。 
（バランスの取れた多重方向アプローチを採用した場合、エネルギー変革に伴うエネルギーコ

ストの上昇率を2050年まででGDP比1％以内に抑えることが可能。特定の鍵となる技術を放

棄した場合、低炭素目標の実現は困難なものとなり、産業を危険にさらし、ライフスタイルの

選択を厳しく制限するものとなる。） 
2.イノベーションの潜在性を踏まえると、明確なエネルギーミックスを指し示すことは不可能で

あり、最も有望な技術をバスケットとして開発していくことが必要。 
3.バイオマスは電力および熱供給に留まらず、ガス体や液体燃料の製造に活用できる。 
4.CCSは、多岐に渡って解決策を提供する。CCSがない場合、2050年までのエネルギーコスト

の試算値は、倍増することとなる。 
5.バイオエネルギーとCCSを組み合わせることで、ネガティブエミッション（発電によりCO2
を減少させる）が可能となる。 

6.エネルギーシステムの柔軟性に関するニーズは変化する。蓄電、蓄熱、ガス（水素）貯蔵は重

要な要素となる。 
7.低炭素な熱供給技術は存在するが、消費者への普及が鍵となる。 
8.輸送の電化が普及しつつあり、システム全体のコーディネーションが重要。 

 

（2）結論 

 商業開発において優先すべき技術を、バイオマス技術、CCS、洋上風力、新型原子力、ガス化装

置、輸送および熱供給の効率化と規定。 

 

その上で、新型原子力については、以下の分析を示した。 

 

・技術の商用可能性については証明されていない。 

 
146 ETI (2018), “OPTIONS, CHOICES ACTIONS updated”, P12, < 
https://d2umxnkyjne36n.cloudfront net/insightReports/Options-Choices-Actions-Updated-Low-Res.pdf > 
147 ETI (2013), “Modelling Low-Carbon Energy System Designs with the ETI ESME Model”, P23, < https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.eti.co.uk/legacyUploads/2014/04/ESME_Modelling_Paper.pdf> 
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・Hinkley Point Cの建設は進行しているが、原子力発電計画の認可に時間がかかるため、2030年以

降の開発については不透明な状況にある。 
・SMRsについては、2030年代から2040年代頃に利用可能な電力および熱供給の選択肢として評

価できる。 
 
 2018年分析では”Clockwork” “Patchwork Scenario”の２種のシナリオが示されている。 
※なお、両シナリオとも、別の経済前提で試算が行われているため、エネルギー選択によるGDP
等への影響分析等は示されていない。 

表 2-1 シミュレーション分析のシナリオ前提 

（試算前提/2050年） Clockwork Patchwork 

人口 7,150万人 7,500万人 

一人当たりGDP ￡48,000 ￡50,000 

（出所）ETI148 
 

※Clockworkの前提は、主に中央政府の経済見通しに基づくが、人口動態については、国家統計局

の「低移民」想定に基づく。 
※Patchworkの前提は、政府見通しと基本的に整合を取っているが、より人口が多く、一人あたり

所得の高い状況を前提としている。都市化、輸送モデル変容、経済のサービス化がより一層進展し

た状況を想定しているため、エネルギー需要は（GDP規模と比較して）比較的低位に推移する前

提を置いている 149。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
148 ETI (2018), “OPTIONS, CHOICES ACTIONS updated”, P20, < 
https://d2umxnkyjne36n.cloudfront net/insightReports/Options-Choices-Actions-Updated-Low-Res.pdf > 以下、本節で使用す

る図表の出所は同様。 
149 同上。 
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（i）漸進シナリオ(Clockwork Scenario)：政府による適切な調整のもとでエネルギー投資が進展、

16GWの大型第三世代炉が設備利用率90％で導入される。 
 

 
図 2.1 漸進シナリオ(Clockwork Scenario)における設備容量 

（出所）ETI 
 

 
図 2.2 漸進シナリオ(Clockwork Scenario)における発電量 

（出所）ETI 
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（ii）パッチワークシナリオ(Patchwork Scenario)：中央政府による調整がなく、2基の原子炉建設

以降新設が行われない。 
 

 
図 2.3 パッチワークシナリオ(Patchwork Scenario)における設備容量 

（出所）ETI 
 

 
図 2.4 パッチワークシナリオ(Patchwork Scenario)における発電量 

（出所）ETI 
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2-1-4 The ETI Nuclear Cost Drivers Project:Summary Reportの概要 150 
（1）調査目的 
英国において計画されている原子力発電所新設計画のコストおよびリスクの低減を目的とする研

究。世界各国の原子力発電所新設プロジェクトを対象としたコスト比較を実施し、プロジェクトコ

ストに強い影響を与えるコストドライバーについて分析、コスト低減策をまとめている。 

 

（2）分析手法 
・世界各国の原子力発電所建設プロジェクトについて、トータルコストに影響を与えるコストドラ

イバーを分析し、8種類の主要コストドライバーを特定。 

・各国のプロジェクトの当事者に、調査趣旨と回答方法について説明したうえで、全体のプロジェ

クトコストおよび各コストドライバーのコストへの影響度（5段階評価）について尋ねる質問票

への回答を依頼。加えて、各要素に関してインタビューを実施。 

・得られた質問票を集計しデータベース化、回帰分析により各コストドライバーがプロジェクトの

トータルコストに与える影響度を分析。 

 

【調査手順】 

①各プロジェクトについて主要なコストドライバーを分析。議論の結果、下記の８種類のコストド

ライバーを主要なコストドライバーとして特定。 

 

表 2-2 主要コストドライバーとその定義 
コストドライバーの分類 主要な関係者 概念定義 

ベンダーによるプラント

設計 

原子炉ベンダー 建設前に行われる設計の全業務。 

炉型の決定、設計の完遂、過去プロジェクト

における設計知見の活用能力を含む。この概

念は、プラントの設計詳細（容量、熱効率、

耐震性）から、より広義の要素であるプラン

トの建設可能性やプロジェクトの計画プロセ

スを含む。 

機器および素材 EPC事業者 151 プラントで使用されている機器、コンクリー

ト、鉄（原子力品質または非原子力品質の双

方を含む）の物量だけでなく、コスト上の課

題に取り組むための戦略を含む。 

建設の実行 EPC事業者 EPC事業者プロジェクトを完遂するうえで、実

施されるすべての決定と実施事項。この概念

は、サイト計画と準備、再設計など完成まで

の全ての現地業務（例：プロジェクト実施戦

 
150 CleanTech Catalyst Ltd, Lucid Strategy, Inc. (2018), “The ETI Nuclear Cost Drivers Project: Summary 
Report”, < https://d2umxnkyjne36n.cloudfront.net/documents/D7.3-ETI-Nuclear-Cost-Drivers-Summary-
Report_April-20.pdf > 
151 設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設（Construction）を担う、プラントエンジニアリング企業の

事業領域。 
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略、スケジュール管理、下請けやサプライヤ

ーとの協業等）を含む。 

また、この概念は、品質保証等の独立内部監

査プロセスも含む。 

この概念は、コンソーシアム全体の効率性と

生産性を図る指標である。 

労働者 労働者 プロジェクトサイトで従事する直接・間接の

労働者や、サイト外で設計や機材の生産・組

み立てを行う労働も含む。この概念は、賃

金、研修費、習熟労働者の割合を含み、個々

の同労者の生産性に関する指標である。 

プロジェクトの統治と開

発 

所有者 このドライバーは、プロジェクト所有者が行

う、プロジェクトの開発、契約、資金調達、

およびプロジェクト運営コストである。この

領域は、プロジェクト所有者の保有する領域

横断の能力、すなわち、発注した複数号機建

設や、設計変更、WACC、およびEPC事業者

やサプライヤーとの契約など横断的知識であ

る。 

政治および規制 政府および規制機

関 

国に固有の要素である規制の相互作用と政治

的支援（法制面および税制面双方を含む）。こ

のドライバーは、規制機関の経験、規制と事

業者との相互協力の頻度 152、サイトにおける

許認可プロセスの詳細を含む。また、同ドラ

イバーは、政府のファイナンスにおける役割

や、プロジェクトの顧客に対し国が果たし得

る役割を含む。 

サプライチェーン サプライヤー 

ベンダー 

サプライチェーンを特徴づける要素である、

経験、準備、および品質認証（原子力級の品

質、非原子力級品質の双方）を含む。 

運営 運営者 原子力プラントの運転にかかるすべてのコス

ト。（例：燃料価格、要員数、賃金、設備利用

率、計画外停止率等） 

（出所）ETI153 
 

②ベンチマークの決定 

・質問票の回答者が回答する際に、プロジェクト価格の比較対象となるベンチマークとして、オー

 
152 Pace of interactionを弊所仮訳。規制と事業者の相互の取り組み、対話と解釈して仮訳。 
153 CleanTech Catalyst Ltd, Lucid Strategy, Inc. (2018), “The ETI Nuclear Cost Drivers Project: Summary 
Report”,  
< https://d2umxnkyjne36n.cloudfront.net/documents/D7.3-ETI-Nuclear-Cost-Drivers-Summary-Report_April-
20.pdf >  
以下、本節で使用する図表の出所は同様。 
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クリッジ国立研究所が1986年に実施した米国のPWRプラントのコスト推計値 154（＄6,870/ｋW）

を使用。 
 

③質問票の送付 

・回答者が実施したプロジェクトの金額と、ベンチマークと比較した場合の各コストドライバーに

対する評価を尋ねる質問票（ 図 2-5 ）を送付。ベンチマークのスコアを0として、ベンチマーク

からのコスト増減への程度に応じて-2～＋2までの評点（ 表 2-3 ）を記入するよう依頼。 
 

 
図 2.5 質問票におけるプロジェクトコストおよびコストドライバーの評点入力票 

（出所）ETI 
 

表 2-3 コストドライバー分類の評点 
分類 評点 

著しくコストを低減した -２ 

ある程度コストを低減した -１ 

コストに影響を及ぼさなかった ０ 

ある程度コストを増加させた １ 

著しくコストを増加させた ２ 

（出所）ETI 
 

③得られた質問票を基にデータベースを作成。プロジェクトコストと各コストドライバーの評点を

基に回帰分析を行い、各ドライバーがコスト全体に与える影響度について分析を実施。 

 

（3）主要知見 
 コストが高騰したプロジェクトと低いコストで完了できたプロジェクトの間の主要な相違点は以

下のとおり。 
 
（i）建設着手前に設計が完了していること 
インタビューを行う中で、建設開始時の設計の完了度が資本費に大きく影響を与えることが明ら

かになった。いくつかのケースでは、原子力規制機関の設計認可が実際の建設において必要な多く

の詳細な事項を欠いている場合が見られた。 
 

154 Oak Ridge National Laboratory (1986), “Phase VIII Update Report for the Energy Economic Data Base 
Program”,  
< http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/6927146/ >, P3-11～3-14 
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建設開始時の設計完了率と資本費の関係を推計したところ、両者の間に強い相関がみられた。 
 

 
図 2.6 設計完了率と資本費総額 

（出所）ETI 
 
 
 
 
 
 

（ii）既設炉の設置地域 
・既設炉に関し分析した結果、ヨーロッパおよび北米における原子力発電の建設費は高騰する傾向

にあるのに対し、他の地域のコストは安価となる傾向が見られた。 
 

 
図 2.7 既設炉のジャンルによるLCOEの相違 

（出所）ETI 
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（iii）評点と建設費の相関 
・建設費と評点には大きなばらつきが見られた。 
・コストが高いプラントは多くのコストドライバーで評点が低かった（数値が高かった）。 

 
図 2.8 評点平均値と資本費総額 

（出所）ETI 
 
 
（iv）低コストのプロジェクトとコストが高騰したプロジェクトに共通する要素 
・コストが高騰したプロジェクトと低位に推移したプロジェクトには共通するコストドライバーの

特徴が存在することが判明した。 
 

表 2-4 プロジェクトコストに影響を与える共通事項 
低コストのプラント 高コストのプラント 

・設計が建設の前に完成または完成間際であ

る。 

・多くの程度、（他プラントの設計を）再利用し

ている。 

・豊富な建設マネジメントの経験 

・費用が低く高度に生産的な労働力 

・経験豊富なEPCコンソーシアム 

・経験豊富なサプライチェーン 

・建設開始前に詳細に建設計画を策定するこ

と。 

・建設コスト削減および運転成績向上に向けた

国際的なプログラムの存在。 

・同一サイトに複数号機を建設する。 

・初号機ではない。 

・建設前の段階で設計が未完である。 

・建設期間において規制機関による重度の干渉

が行われる。 

・初号機のデザインである。 

・プロジェクト参加者間で紛争が生じる。 

・サプライチェーン由来による著しい遅れ。 

・建設期間が長い。 

・相対的に、高い人件費と、低い生産性。 

・プロジェクトオーナーによる不十分な管理。 

（出所）ETI 
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（v） 資本費（の投資額）を低減することは、調達資本金利を低減するのと同様に重要 
表 2-5 には、ヨーロッパ/北米地域におけるコストシナリオが記載されている。第一行目に、現

行の同地域における評点平均（＋1.4）の場合の資本コストを、7％・6％・9％の各金利の前提で比

較している。本平均評点を、0.0 や-1.0 まで低下させることで、ヨーロッパ/北米地域における資本

コストが有意に低下することが見て取れる。ヨーロッパ/北米地域における評点を0や-1.0まで低下

させることは挑戦的な課題である。しかしながら、-2.0 にすることは、1 サイトに 4 基やそれ以上

の基数を建設しなくてはならず、欧州の労働時間に関する法令に抵触することを踏まえると極めて

困難である。 
 

表 2-5 ヨーロッパ/北米地域におけるコストシナリオ 

 
（出所）ETI 
 
 
 
 
 
（vi）コスト低減の機会 
・各コストドライバーの評点による感度分析を実施したところ、EU/US地域において、すべてのコ

ストドライバーにおいてベストプラクティスが行われた場合、大幅なコスト削減ポテンシャルが存

在することが示された（ 図 2-9 ）。 
 

 
図 2.9 EU/US地域におけるコスト削減機会 

（出所）ETI 
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・コストドライバーのデータセットによる分析によれば、各コストドライバーが最終コストに与え

る影響度は以下のとおりとなった。 
 

表 2-6 コストドライバーのプロジェクトコストへの影響度 
コストドライバー 相対的重要度 
サプライチェーン 高い 
労働力 高い 
プロジェクトの統治と開発 高い 
建設の実施 中程度 
政治および規制 中程度 
機器と素材 中程度 
ベンダーによるプラント設計 中程度 
運営 － 

（出所）ETI 
 

（4）結論 
・比較的少数の把握しやすい要素が原子力発電所のコストに大きな影響を与えていることが明らか

となった。原子力発電所の建設は、巨大で複雑なプロジェクトであるが、本研究による知見は、簡

潔であり、対話を行った多くの専門家からの同意を得ることができた。 
 
・コスト削減策が英国で適用可能であるという強力な証拠が存在する。特に欧州や米国以外で実施

されたプロジェクトによって実証されたそれらの施策は、英国の新規建設プロジェクトに適用可能

であることを強く示唆している。成功した新たな建設プログラムは、（他のプロジェクトの事例より

得られた）知見を最大化し、すべての関係者に対しコスト削減のインセンティブを与える設計を意

識的に継続することで、コスト削減を実現した 155。 
 
・複数の原子力発電所を導入すること自体は、必ずしもコスト削減を保証しない。複数機、一定間

隔あるいは、複数ユニットの（同時）建設でコスト削減を実現するためには、事業実施共同体は、

すべての主要な主体による複数のコスト削減機会を取り入れた、適切に設計された意識的なプログ

ラムを実装および管理する必要がある。 
 
・建設中の資本利率削減以外においても、比較的大幅なコスト削減が可能である。ヨーロッパおよ

び北米の大規模なGen III/III+原子炉の平均コストは、建設金利を7％と仮定すると資本コストで

$ 10,387/kW、LCOEでは$ 132/MWhに相当する。本調査の方法論では、プロジェクトコストは、8
要素からなるコストドライバーのそれぞれの評点に対応している（コストドライバーの評点が悪い

プロジェクトはコストが大幅に増加し、評点の良いプロジェクトはコストが低下する 156）。各コス

トドライバースコアに対し、（北米/欧州地域のコストドライバーの評点を）世界平均（水準）のパ

 
155 CleanTech Catalyst Ltd, Lucid Strategy, Inc. (2018), “The ETI Nuclear Cost Drivers Project: Summary Report”, P41, < 
https://d2umxnkyjne36n.cloudfront net/documents/D7.3-ETI-Nuclear-Cost-Drivers-Summary-Report_April-
20.pdf?mtime=20180426151016 > 
156 括弧内については、理解の促進のため弊所が本文の趣旨を踏まえ追加。 
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フォーマンスまで向上させることができた場合、建設中の金利を下げることなく、少なくとも

35％のコスト削減を行える。これ（コストドライバー評点の改善）には、プロジェクト開発者や

EPCだけでなく、プロジェクトのすべての利害関係者がコスト削減を追求していることを前提とし

ている場合可能である点に留意する必要がある。この可能性を実現するために必要な、取組の統合

プログラムを実現するために、政府を含むすべてのプロジェクトの利害関係者による組織的な行動

が必要となる。 
 
・大規模なGen III/III+原子炉と軽水SMRは、次世代型原子炉よりも市場活用に向けた準備が整っ

ている。大規模なGen III/III+原子炉は、近い将来、英国の低炭素電力の相当量を供給するポテンシ

ャルを持っている。次世代型炉についても、段階的にLCOEを第３世代炉よりも引き下げ、ライ

センスを取得するポテンシャルが存在する。中国では、商業規模の高温ガス炉が系統連系される予

定である。HTGRについては、向こう5年間の原子力新設計画に向けた検討において活発な検討が

行われる可能性が高く存在している。高温の産業熱を生産できることや、サイトごとの異なる要求

に対応できるポテンシャルを有する点において、それらの原子炉は、現行の 1.5GW級の軽水炉が

果たす役割を担う可能性がある。それらの先進的設計は、英国の規制当局により承認される必要が

ある。 
 
・コスト低減とより予見性のある建設の実現により、（原子力新設プロジェクトに関し）知覚され

るリスク認識の低減と、建設中の金利費用の低減することが可能となる。本調査で取り組んだコス

トドライバーの特定によって、プロジェクト期間を削減、プロジェクト期間の予見可能性を、中

国、韓国および日本でのプロジェクトのコンソーシアムが実現しているように、改善できるポテン

シャルが存在する。これらの取り組みは、原子力発電所建設における実際上および認識上のリスク

低減を可能とし、建設期間中の金利低減につながる可能性がある。 
 
・「その他世界（欧州/米州を除く世界）」における、軽水炉のコスト低減は、国家大のプログラム

と、継続的な合理的なベストプラクティスの導入によるものである。継続的なコスト低減に主眼を

置いた国家による原子力プログラムは多様な「学習効果」実現を可能とする。建設が進行する状況

を継続させることは、各企業が教訓を実際に生かすことを可能とする。サプライチェーンを準備で

きた状態で維持し、同一のEPCコンソーシアムと労働者をプロジェクトからプロジェクトへと活

用していくことを可能とする。また、加えて、機器や資材に関して規模の経済を達成させること可

能とする。日本、韓国および中国で見られるような、長期に渡る政治的に支援された原子力開発計

画は、繰り返し低コスト（で原子力プロジェクトを完遂することを）可能とする。それらの効果

は、「その他世界（欧州/米州を除く世界）」において確認されている。いくつかの、コスト低減は

英国、米国、フランス、スウェーデンにおいても、多くの原子力新設プログラムが実施された

1960年代から1980年代において確認することができる。そのような、原子力建設コスト低減プロ

グラムは、長期的な、プラントの建設に関わるすべてのステークホルダーの協力に基づくもので、

すべての鍵となるコストドライバーに関する、不断の効率性と節減への注力を要求するものであ

る。 
 
・中国、韓国および日本のプロジェクト実施組織は、原子力新設に関し、継続的な効率性向上を継

続して実現するために、十分なリソースを投入している。全ての企業は設計の過程で得られた教訓

を統合し公式化することで、後続のプラントに活用できるようにしている。何が良好か（そして、
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何が良好でないか）について「事後反省」された生きた文書が存在し、失敗が繰り返されることは

極めて例外的であり、またEPCコンソーシアムは常に最新の建設技術と手法を導入している。中

国、韓国、および日本は、大規模で複雑な建設プロジェクトの実施に関し、高い経験を有してお

り、多くの「ソフトスキル 157」(例：ロジスティクス、計画、調達、現場管理)は、原子力建設にも

十分に移転されている。 
 中国、韓国および日本については、英国に対し移転不能な、いくつかの「文脈上」の利点を享受

している点については留意する必要がある。有意に低廉かつより生産的な労働力が存在する（すな

わち、課題に対しより長い時間をかけることが可能）。規制当局は、原子炉ベンダーやプロジェク

トの開発主体ではなく、政府から支払を受けており、十分に独立している一方で、プロジェクトの

完結には協力的である。中国は、ひとたび政治的な方向付けが決定すれば、大きな意思決定を迅速

に下すことのできる国営企業の存在により利益を受けており、民営企業の場合、取締役会の承認に

長期を要することと対照的である。3つの国は全て、訴訟問題が生じることが極めて例外的という

風土から利益を得ている。しかしながら、いずれの「文脈上」の要素も、英国において有効なコス

ト削減プログラムの導入を妨げるものではない。 
 
・近年の北米および欧州において見られる新設計画の課題については、一部、地域的な「文脈」に

起因している。国内の産業における経験知は、数十年におよぶ活動休止よって棄損し、開発事業者

は、労働者やサプライチェーンの経験を頼りにしたり、梃にしたりすることが出来なかった。従っ

て、相当数のリソースを労働者の訓練または再訓練と、サプライチェーンの立ち上げに分配しなく

てはならなかった。これは、政府および企業の間の統合的された、長期にわたる努力とビジョンが

欠如していたことの影響および結果である。 
 
・本調査により特定された35項目のコスト低減機会の内、本プロジェクトチームは、英国におけ

るコスト低減において最も大きな機会を与える、以下のより少数の行動について特定した。これら

の行動は、根拠に基づき、各種インタビュー、および回帰分析により、強く支持されるものであ

る。 
 

表 2-7 コスト削減の有力施策とコストドライバーにおける分類 

コスト削減施策 コストドライバーにおける分類 

建設前にプラント設計を完了させる ベンダーによるプラント設計 

契約上のベストプラクティスを踏襲する プロジェクトの統治と開発 

同一サイトに複数号機を建設する 同上 

原子力プロジェクトの人材を効率的に運用する手法の開発 労働力 

 
157 ソフトスキル:対人的な交渉・指導・意思疎通などをうまく行える能力（または知恵）。ハードスキルと異なり、

能力の測定が困難。 
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ベストプラクティス活用やコスト削減施策の体系的な適用に関する政府

の支援 

政治および規制 

学習を最大化し奨励する制作プログラムの設計 同上 

ファイナンスにおける政府の積極的役割 同上 

規制をコスト効率的性に焦点を当てて改革する 同上 

（出所）ETI 
 

 

2-2 MIT, The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World(2018)

の概要 

 
2-2-1 報告書の背景 

2000年代の大半を通じ、アメリカでは原子力発電が有益な電源として扱われていた。しかし、

2000年代後半に起きたシェールガス革命と経済危機による需要の低下や代替エネルギーの台頭に

より、今日は厳しい状況に直面している。本報告書では、将来時点における原子力の必要性につい

てシミュレーション分析を基に分析を行っている。そのうえで、現在原子力が経験している苦境に

ついて分析を行い、各種対応策を提言している。 
 

2-2-2 本文の概要 
本報告書では、現在原子力が直面する苦境について捉えつつも、同大が開発した電力系統におけ

るエネルギーコストのシミュレーションモデルによる結果をもとに、脱炭素化が求められる将来の

電力システムにおいては、原子力発電を含む電源ポートフォリオが電力システムの費用を最小化す

るなど重要な役割を果たし得る点を指摘する。 
そのうえで、現在時点で原子力が直面する最大の課題を新設時のコストであると定義し、コスト

削減を目指す上での課題および産業界と政府が採るべき対応策を提示している。 
 

2-2-3 2050年の電源構成に関するシミュレーション 
同報告書では、2050年の各国・地域の電力システムの総コストについて、同大が開発したシミュ

レーションモデルであるGenXモデル 158を基に試算を行っている。 
本報告書では、以下、世界の6地域について分析を実施している。 
・TBT（天津、北京、唐山）、中国 
・浙江省、中国 
・フランス、ヨーロッパ 
・英国、ヨーロッパ 

 
158詳細については、 2-4-3 分析手法（GenXモデル）を参照。 
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・テキサス、米国 
・ニューイングランド、米国 

 
 対象地域ごとに若干の際はあるものの、炭素制約が存在する前提下において、原子力を含む電源

ポートフォリオは、電力システム全体のエネルギーコストを低下させることとなる。この傾向は、

炭素制約が強まるほどより顕著となる傾向にあり、例えば、以下のフランスにおける試算結果のよ

うに、強い炭素制約が課されるほど、原子力を含まない（再エネ・蓄電池等主体の）電源ポートフ

ォリオのコストは上昇し、原子力を含むポートフォリオがコスト優位性を持つこととなる。 

 
図 2.10 フランスにおける発電コスト 

（縦軸：発電コスト、横軸：1kWhあたりの炭素制約） 
（出所）MIT159 
 
2-2-4 産業界・および政府の対応策 
（1）産業界の課題・対応策 

課題 近年、原子炉の建設を事前に設定された時間・予算内で完了させるマネジメントの不手

際が相次いでいる。建設の遅延はコストの増加 160に直結するため、早急な対応が必要とされ

る。 
 
対応策1 実証済みのプロジェクト・建設マネジメント手法の採用 
 建設開始前に設計の大部分の完成させる 
 実証済みのサプライチェーン及び熟練した労働力の活用 
 設計プロセスの早期段階におけるメーカー及び建築業者の参加 
 多数の外注先をまとめる経験・専門性を持つ管理者の採用 
 すべての請負業者がプロジェクトの成功により利益を得ることができる契約内容の確立 
 設計や建設段階における予期せぬ変更に対応できる柔軟な規制環境の構築 

 
対応策2 設計の規格化と建設手法におけるイノベーション 

 
159 Massachusetts Institute of Technology(2018), The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World, 

< https://energymit.edu/wp-content/uploads/2018/09/The-Future-of-Nuclear-Energy-in-a-Carbon-Constrained-World.pdf > 
160 Vogtle・V.C. Summer発電所は、建設の遅延によりコストが2倍になったことが指摘されている (p 16)。 
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分野横断的な技術（工場や造船所でのモジュール建築、免震技術、最新のプラントレイアウト

等）の使用による発電所新設のコスト・時間の削減 
 

課題 世論の反発により、原子力からの撤退が世界中で進んでいる。 
対応策 受動的安全性の追求 
受動的安全機能（高い化学的・物理的安定性、高い熱容量等）を確保することにより、操作と

ヒューマンエラーへの対応が容易になる。 
 

（2）政府の課題・対応策 
課題 電力市場において、原子力は競争力を失いつつある。そのような状況下で原子炉の新設

を促進するためには、政府レベルの取り組みが不可欠である。 
政府による対応策 原子力の利点を踏まえた市場・政策の設計 
 （原子力の低炭素化への貢献を加味した）低炭素技術の平等な取り扱い 
 新技術導入に係る市場規制の調整 
 政治的に実行可能な使用済み燃料の管理 
 ライセンスの供与を目的とした試験および運転を実施するための敷地の確保 
 新型炉の設計から建設に係るR&D、新型炉の許認可、実証炉の建設と運転、実証成功に

対する報酬の支払いとそのために必要な予算の調達 
 

規制当局（NRC）による対応策 新型炉導入を促進する規制の実施 
 新型炉が国際的に展開し、世界中で高い安全性を標準化・保証するため、国際的に規制

用件を調整 
 新型炉の性能とリスク情報に基づく基準を作成し、ライセンス取得にかかるハードルを

特定するために、新型炉の許認可プロセスのテストを実施 
 試作品の迅速な認可を可能とするために、規則および認可プロセスの明確化 
 重複する規格の不一致によるoverdesignまたはunderdesignを防ぐため、既存の設計基準

の見直し 
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2-3 IEA, World Energy Investment 2019の概要 

World Energy Investmentは、エネルギー部門全体の投資動向に関する IEAの報告書である。概観

的な特徴から、原子力に関する個別の言及は限られているが、以下に主な言及箇所をデータと共に

示す。 

 
図 2.11 2018年の各主要国・地域による電力部門への投資 

（出所）IEA161 

 
図 2.12 電力需要の推移と低炭素電源への投資による発電量見込み 

（出所）IEA 

 
161 IEA(2019), World Energy Investment 2019,< https://www.iea.org/reports/world-energy-
investment-2019> 
 本節の出所については以下同様。 
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2018年、中国が電力部門への投資において世界最大の市場であった（ 図 2-11 ）。中国では、石

炭火力への投資の大幅な減少により全体としては投資が縮小傾向にあるが、再生可能エネルギーと

原子力への投資は増加している。低炭電源への投資の拡大は世界のトレンドであるが、原子力発電

を含む低炭素電源による発電は依然として需要の成長に追いついておらず、更なる投資が必要とさ

れる（ 図 2-13 ）。 

 
図 2.13 2018年の各セクターへの年間投資とNPS・SDSにおける2025-2030年の年間平均投資

額との比較 
（出所）IEA 

 

 
図 2.14  SDSで見込まれている年間平均投資額（2025-2030年）と各地域の投資（2018年）の

比較 
（出所）IEA 
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IEAが定めたSDS達成の面から見ても、全世界において、さらなる原子力と再エネへの投資が必

要とされる。 
 

 
図 2.15 給電指令が可能な低炭素電源への投資（右図） 

（出所）IEA 

 
原子力に関する最終投資決定（FID）は、2018 年の原子炉新設に伴い、前年より 50%増加した。

他方、石炭・ガス火力のFIDsでは著しい減少傾向が見られる 
 
 
Sustainable Development Scenario（補足） 

IEAが定めている持続開発シナリオ（SDS）は、持続可能な開発目標（SDGs）において特にエ

ネルギーと関連が強い目標（SDG 3, 7, 13）達成の実現を目指す野心的かつ実践的なシナリオであ

る 162。このシナリオは、SDGsで定められた目標から逆算し、ゴールまでの最も効率的なルートを

提示している 163。 
SDSはパリ合意の目標達成要件と整合しており、特に電力部門での脱炭素化に注力している（下

図）。それゆえ、再生可能エネルギーへの投資にとどまらず、原子力に対しても他のシナリオと比

べ、積極的に投資が実施されることが期待されている。 
本報告書において、図 2-14より、2018年の原子力への投資はSDSで見込まれている額と比べ

およそ40%低く、ヨーロッパ、アメリカ、中国において最も大きなギャップが確認できる。 
 

 

 

 

 
162 IAEAも原子力がSDGsにおける17の目標のうち9つの目標達成に貢献できるとしている。 

IAEA HP, “Sustainable Development Goals (SDGs)”, <https://www.iaea.org/about/overview/sustainable-development-goals> 
163 IEA, “Sustainable Development Scenario”, Nov/2019, <https://wwwiea.org/weo/weomodel/sds/> 
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2-4 IEAによる2019年の温室ガス排出に対する評価 

2020年2月、IEAは、世界のエネルギー部門から排出されるCO2量について、2019年は過去2
年続いた増加傾向が停止し、2018年実績とほぼ同レベルの約330億トンであったと発表した 164。 
世界経済が2.9％拡大するなか、CO2排出量がさらに増加するとの予想に反して横ばいとなった

のは、主に先進経済諸国で発電にともなう排出量が減少したからだと説明。これらの国における、

風力や太陽光などの再生可能エネルギーの役割の強化、石炭火力から天然ガス火力への転換、原子

力発電所の高稼働などが排出削減に貢献した。また、IEAは、その他の要因として、いくつかの国

で気候が穏やかだったことと、新興国市場の一部で経済成長が鈍化したことなどを挙げている。 
日本については、CO2排出量が対前年比4,500万トン（4.3％）減の10億3,000万トンとなっ

た。これは2009年以降最速の削減ペースであるとともに、発電部門では過去最大の下げ幅である

とした。この要因について、IEAは、近年再稼働を果たした原子力発電所により原子力発電量が

40％拡大し、石炭や天然ガス、石油による発電量を押し下げたと指摘している。 
IEAによると、先進経済諸国におけるCO2排出量の実質的な低下は、他の国で排出量が引き続

き増加するのを相殺する結果になった。米国は国ベースの下げ幅が最大値を記録し、2019年は1
億4,000万トン（2.9％）の削減となった。これにより、米国では2019年の排出量がピーク時の

2000年から約10億トン削減されたことになる。欧州連合（EU）諸国の排出量も、2019年は発電

部門の排出量が下がったため、全体で1億6,000万トン（5％）の排出量が削減された。原因とし

ては天然ガスの発電量が初めて石炭火力を抜いたほか、風力発電量も石炭火力の発電量近くまで増

加したとしている。 
 一方、残りの国々では2019年にCO2排出量が合計4億トン近くまで増大。増加分の約80％
は、石炭火力発電量が引き続き上昇したアジア諸国のものだと指摘した。 
先進経済諸国では各国ともに発電部門からの排出量が1980年代の後半レベルまで低下したが、

この当時の電力需要量は現在の3分の一程度だった。これらの国々では、再生可能エネルギーや原

子力による発電量の増加、石炭火力からガス火力への転換、電力需要量の低下などにともない、石

炭火力の発電量が約15％低下している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 IEA Press release, Defying expectations of a rise, global carbon dioxide emissions flatlined in 2019,(11/Feb/2020) 
  < https://www.iea.org/news/defying-expectations-of-a-rise-global-carbon-dioxide-emissions-flatlined-in-2019 > 
 訳出については、主に日本原子力産業新聞の表現を引用している。 
 原子力産業新聞，IEA：2019年に世界のCO2排出量「横ばい」に、日本は原子力の再稼働で4％減，（2020年2月
12日）， 
 < https://www.jaif.or.jp/200212-a > 
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2-5 NEA, The Costs of Decarbonization -System Costs with High Shares of 
Nuclear and Renewables- 

 
2-5-1 本報告書の背景 

NEAによる本報告書は、パリ協定の2度目標達成に向けた異なるシナリオのシステムコストを

比較している。各シナリオは、多くのOECD加盟国の目標である1kWhの発電あたり50 gCO2を
達成可能とするものであり、再生可能エネルギーの普及率によって分類されている。特に、均等化

発電原価（LCOE）の低価が著しい風力及び太陽光発電の変動がシステムコストに与える影響に焦

点が当てられており、それらの分析結果を踏まえ、政策オプションが提言されている 165。 
 
2-5-2 インテグレーションコスト 

IEAは以下の６つの要素が変動電源（VRE : Variable Renewable Energy）のインテグレーショ

ンにおいて重要な要素であるとしている。 
・Variable：電力の出力は、リソース（太陽光や風）に依存し、需要や市場によって変動するもので

はない。 
・Uncertain：生成される電力量を正確に予測することはできない。 
・Location-constrained：VREはすべての場所において有効なわけではなく、最適な場所に制限が

ある。 
・Non-synchronous：VREプラントは、パワーエレクトロニクスを介してグリッドに接続する必要

があり、グリッドと直接同期されない。 
・Modular：個々のVREユニットの規模は、従来の電源設備よりはるかに小さい。 
・With low variable costs：一度建設された後は、運用コストは軽微である。風力および太陽光発電

ユニットの短期的な限界費用はゼロである。 
 
上記六つの要素によって決定されるシステムコストは以下の四つに分類される。 
 

① Profile Costs：VREからのアウトプットの増加により発生するコストを指す。 
・VRE設備を追加するごとに発電事業者の利益は逓減する。 

 太陽光・風力発電は、気候条件と発電時間に制限があり、多くの場合で従来の発電設備

よりコストがかかる。 
・従来型電源（火力発電、原子力）による柔軟な対応が必要になり、コストが増加する。 

 VREの導入により変動性が高まり、従来電源を起動及びシャットダウンを行って柔軟に

対応する必要が出てくる。これによる従来電源の摩耗や効率の低下によってコストが増

加することになる。 
② Balancing Costs：システムの安定性確保のためのコストを指す。 
・変動電源による発電は不確実性（プラント停止、発電予測値の予測誤差）への対処のために運転

予備力の運用が必要となり、安定性確保のコストが上昇する。 
 予測誤差が生じた場合、運転予備力の稼動による追加コストがかかる。 

 
③ Grid Costs：VRE発電所建設の地理的制約による送配電コストを指す。 

 
165 電力システムの総コストを構成するPlant-Level Generation Cost (LCOE)とGrid-Level System Costに関して、本報告

書は再エネ発電の変動性の影響が大きい後者を分析の射程としている。 
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・送電網の拡張と補強にかかるコストが上昇する。 
・送電網の拡張に伴う送電ロスが増加する。 

 地理的制限により、グリッドから離れた位置にプラントを建設した場合、送電ロスは増

加することになる。 
・逆潮流に対応するための配電ネットワークコストが増加する。 

 分散型太陽光発電の場合、ローカル需要が生産した電力を消費するのに不十分な場合、

頻繁に逆潮流が発生することになる。これに対処するために、配電ネットワークへの投

資を必要とする場合がある。 
 

④ Connecting Costs：発電所と送電網の接続にかかるコストを指す。 
・洋上風力のような遠隔地に建設される電源の場合、接続にかかるコストがより高くなる。 
 Connecting Costsは、LCOEのプラントレベルに含まれることもシステムコストとして扱われる

こともある。これは、Connecting Costsをプラント開発者か、送電網事業者のどちらが負担する必

要があるかが法制度の中で異なるという商業的現実を表している。前者の場合、それらはプラント

レベルのコストの一部であるため、完全に内部化されるが、後者の場合、システムコストで考慮さ

れる外部のコストとして扱われる。 
 

 
図 2.16 システムコストの構成要素 

（出所）OECD166 
 
図 2-16 は、システムコスト全体の構成要素を表している。一般的に電源のコストとして認識さ

れるLCOEはシステムコスト全体の一部を表しているに過ぎず、実際のコストは、LCOEに、Profile 
Costs、Balancing Costs、Grid Cost 等のコストを加味することによってはじめて算出することが出来

る。再エネをはじめとした、間欠性電源は、LCOE 上は安価に発電が可能と評価されるケースもあ

るが、バックアップ等のコストを踏まえたシステムコスト全体で見れば、原子力や火力などの従来

型電源よりも多くのコストを要するのが、現状では一般的となっている。 
 

 
166 OECD, “Projected Costs of Generating Electricity 2015”, p168 <https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2015/7057-proj-costs-
electricity-2015.pdf> 
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2-5-3 分析手法（GenXモデル 167） 
・本分析で利用された GenX モデルは MIT が開発した、シナリオに応じて総システム発電コスト

を最小化した場合の発電構成を算定するシミュレーションモデルである 
 
算定手法、インプット変数等の前提 
・CO2排出量制限、需要、技術的制約、地域ごとの太陽光及び風力の利用可能性、異なる炭素規

制を踏まえ一時間当たりの投資・運転コストを算出する 
・各技術の運転効率は一定と仮定する 
・送電ネットワークの喪失、障害は想定しない 
・地域間の電力輸出入は想定しない 
・軽水炉を先進炉として扱う（コストが他の先進炉と比較可能であると考えられるため） 
・MWhあたりの発電コスト（$）で算出する。 

 
2-5-4 CO2排出目標を達成する各シナリオ 
8つのケーススタディからなる6つのメインシナリオと、2つの感応シナリオが存在する。 
 
・メインシナリオ 

 Base Case：VREなしのシナリオ。 
 10% VRE、30% VRE、50% VRE、75%VRE：VRE導入のシナリオ（普及率ごとに区分）。 
 Low Cost VRE：イノベーションにより、VRE 技術のコストが現状の 1/3～2/3 になるシナ

リオ。投資が進み、最適な水準まで政策的な支援を介さずVREが導入されると想定する。 
・感応シナリオ 

 No IC：周辺地域との連系による電力の融通がない場合の感度分析。 
 No IC, No Hydro：柔軟な水力利用及び海外との連系の重要性を評価するための感度分析。 
 

 
図 2.17 メインシナリオ概要 

（出所）OECD168 

 
167 本文の分析はMITが発明したGEN Xモデルに基づく。本モデルは、排出削減目標や規制等のパラメーターを操

作することによって、さまざまなシナリオのコストを算出できるという利点がある。 
168 同上p90 
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表 2-8 シナリオごとの設定条件 

 
（出所）OECD169 
 
2-5-5 主な分析結果 

5 つのメインシナリオにおける電源ミックスを図 2-18 に示し、それぞれの発電シェアを図 
2-19に示す。 

 
図 2.18 各シナリオの電源ミックス 

 

 
169 同上p92 
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図 2.19 各シナリオの発電シェア 

（出所）OECD170 
 
・VREの導入割合を大きくするほど総設備容量が大きくなる。（図 2-18） 

 VREは従来型電源（火力・原子力）よりも負荷率が著しく低いため、同じ量の電力を生

産するにはより大きな容量が必要になる。 
 

10％、30％、50％、75％の4つのメインシナリオと2つの感応シナリオについて、VREからグ

リッドに供給される正味電力のユニットあたりシステム総コストを図 2-20に示す。これは、ベー

スケースからの増加コストを示している。 

 

図 2.20 各シナリオのMWh・ユニットあたりのシステム総コスト 

（出所）OECD171 
 

 
170 同上p18 
171 同上p20 
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・VRE普及率の上昇に伴い、システムコストも上昇する。 
 Profile Costsが最も大きい割合を占める。 

・VREの普及率が75%のシナリオでは、主にProfile CostsとGrid Costsの増加により、Base Caseシ
ナリオと比べ、追加のシステムコストが約50$（USD/MWh VRE）増加する。 
 普及率50%のシナリオにおいて海外との連系や柔軟な水力発電がない場合には同等のコ

ストが必要となる。 
 
・VREの普及率が上がるにつれ総コスト（LCOE + System Cost）が増加する。 

 10% VRE→Base Caseに比べ5%のコスト上昇。 
 30% VRE→Base Caseに比べ21%のコスト上昇。 
 50% VRE→Base Caseに比べ42%のコスト上昇。 
 75% VRE→Base Caseに比べコストがおよそ2倍になる。 

 
・原子力比率が大きいシナリオでは総コストが低くなる。 
 
・VREの普及率が30%をこえるシナリオにおいて卸価格がゼロになる時間帯が発生する。 

 卸価格がゼロになる時間帯において、資本集約的なVREの発電コストを賄うために高い

電力価格の設定が必要となる。これにより、電力価格のボラティリティが増加する。 
 75%の普及率シナリオでは、MWhあたりの卸価格が100$を越える時間帯が普及率の低

いシナリオと比べ2倍以上（≒3750時間）ある。 
 不安定な価格の変動は不確実性を高め、投資のコストおよびリスクを増加させる。 

 
・VREは発電できる時間・気象条件に制限があり、発電できる時間帯は同様なVREが同じように

電力を生産しているため、生成される電力平均価格の低下を引き起こすことになる。これは、self-
cannibalisation.と呼ばれる現象である。図 2-21は、電力ミックスにおけるシェアの関数として、卸

売電力市場で風力発電と太陽光発電が受け取る平均市場価格を示すことで、この効果を表してい

る。 

 
図 2.21 風力発電と太陽光発電が受け取る平均市場価格 

（出所）OECD172 

 
172 同上p22 
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2-5-6 政策における推奨事項 
 パリ協定によって定められた基準を達成するためには、エネルギーシステムの脱炭素化を進める

必要がある。これは、化石燃料による従来発電を漸減させると同時に、VRE導入をすすめること

を意味する。この導入の実現に必要な大規模投資を考えると、すべての発電技術の投資家に安定性

と信頼を提供する長期的なフレームワークを作成することが非常に重要となる。 
以下に、本報告書で述べられている5つの政策提言についてまとめる。 
 

① 効率的な給電 173のために自由化市場の維持 
・短期の変動価格に基づく限界費用を基準とした自由化市場は、電力価格の低価格化及び不安定化

を引き起こし、大きな資本コストを要する低炭素技術への投資インセンティブを減退させるが、

一方で、既存の設備（火力発電等）を効率的に使用することを可能とする。 
・競争のある自由市場が、長期にわたるゼロまたはマイナス価格にどの程度まで対処できるかが問

題。政策的インセンティブがない市場でさえ、ゼロ価格は生じうる。こうした価格に対する対応

が必要である。 
・自由化市場の維持により安価な電力の安定供給を継続しつつ、低炭素技術への投資メカニズム

（以下に説明）を設計する必要がある。 
 

② 炭素価格の導入 
・炭素価格設定は低炭素発電設備の環境価値を市場に評価させる手段となる。 
・具体的には、炭素価格の設定により下記事項の実現が求められる。 

 石炭（特に褐炭）に対するガスの競争力を確保。 
 建設コストが低いガス火力発電に対する原子力発電の競争力を改善。 
 ガス発電に対する再生可能エネルギーの競争力を改善。 
 低炭素技術の開発に対する投資インセンティブの供与。 

 適切な炭素価格は、国ごとによって異なる技術的な相対コストによって変わる。しかし、

50USD/t-CO2の水準であれば、いずれの国においても上記の条件を満たすには十分である。炭素価

格の導入は、社会全体の便益を上げることに資する一方で、化石燃料の生産者や顧客に対しては損

失を生むことになる。よって、適切な保証制度の整備が持続的な制度の中には組み込まれていなけ

ればならない。 
 
③ 送配電に係る容量、柔軟性、基盤を提供する長期的な枠組みの設計 
・ネットワークのデジタル化やVRE及び分散型発電の普及により、電力システムが複雑化するた

め、柔軟性の向上が求められる。 
 柔軟性は、分散取引またはシステムオペレーターによる集中オークションを通じて、短

期の調整・準備市場において提供が可能となる。 
 柔軟性の向上に寄与する原子力及び水力発電に対する適切な評価と支援が必要とされ

る。 
・深化する国家間の連系や容量メカニズムの導入への対応が必要とされる。 
 

 
173 注：限界費用最小の発電機が給電する。メリットオーダーの意。 
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④ 低炭素技術への長期投資を促進するメカニズムの創出（FITs、PPAs、CFDs、FIPs） 
・30% VRE以降のシナリオでは、卸価格がゼロとなる時間帯が発生する。 
・発電量当たりの収益を保証するか強化するかで電力価格安定を図る制度が各国で取られている。

（FITs、PPAs: Power Purchase Agreements、CFDs：Contracts for Difference、FIPs） 
 これらの政策は競争市場原理と反するメカニズムになっている。競争入札のプロセスな

しに収益が保証されているため、保証された収益が生産コストを超えることが生じう

る。この場合、単純な富の移転が行われていることを意味する。 
・容量市場は発電設備の給電能力を評価している。 
・低炭素技術への新規投資には、資本集約的な資産への投資に際し、投資家が求める長期の信頼性

を提供することが重要である。 
 設備投資に対し公的に直接支援を行うことが最も分かりやすい手段であるが、電力市場

において自由市場を追求する政策スタンスと両立しないと考えられる。 
 政府が直接的に建設プロジェクトにかかわる戦略が英国で取られている(注：CfD)。より

大きな規模で成功するかは不明であるが、注視すべき事例である。 
・低い卸価格とVREの発電コストのギャップは、VRE導入が進むにつれて広がっていく、ギャッ

プを埋めるためには市場メカニズム外の政策的な支援や特定の補助金が必要となる。 
 このようなメカニズムはマーケット環境に左右されずに長期の収益性源確保することに

寄与する。長期の投資インセンティブが生まれることで、より長期の計画実現や既存発

電所の寿命が延びることになり、原子力発電所の平均稼動年数延長の基礎となると考え

られる。 
・低炭素生産者に長期的な収益の確実性を提供する既存のメカニズムは、炭素削減の最大化ではな

く、VRE展開の最大化に集中している。その為、電力セクター投資は増えているのにCO2 排出

は増加しているという状況が確認できる。CO2 排出・電力システムへの影響を考慮したメカニ

ズムの構築が必要であるといえる。 

 

図 2.22 風力・太陽光容量拡大とCO2 排出の関係 
（出所）OECD174 
 

 
174 同上p200 
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⑤ システムコストの内部化（上述の政策で未達成のコストについて） 
・送変電・配電（T&D）ネットワークの強化にかかるコストの内部化が必要。VREは風力や太陽

光の設置場所の地理的密度低く、多くの送電線が必要になる分散型電源としての性質や、出力が

安定しない気候条件への依存の性質などが理由で、従来電源より上記のコストが高くなる。その

ため、システムコストがより重要なコストになると考えられる。 
 

2-6 原子力に係るビル・ゲイツ氏の主張の概要 

米実業家でマイクロソフト社共同創業者のビル・ゲイツ氏は、原子力に関して以下の情報発信を

行っている。 
 

“Innovating to Zero!”175（TED Talk）, 2010 
 CO2排出は、人口×サービス×効率性×各エネルギーのCO2排出量から成り、どれかの要素

をゼロにすることが気候変動対策において目指されている。 
 人口、サービス、効率性をゼロにすることは不可能。エネルギーからのCO2排出をゼロにす

るイノベーションが必要。 
 原子力には、コスト、安全性、廃棄物の3点で大きな問題を抱えている。 
 TerraPowerが開発する新型炉は、ウランの99％を燃やすため、上述の3点を解消できる。 
 
“Q&A on the World Energy Crisis”176（ブログポスト）, 2011 
 福島事故は避けられるべき事故であった。1960年設計の第2世代炉であり、1970年代前半か

ら稼動していた。しかも緊急事態の準備は不十分であった。 
 第1・2世代の原子力発電によるキロワットアワーあたりの死者数は、石炭・天然ガス発電と

比べ明らかに小さいことは、原子力産業の大きな成果である。 
 原子力においては、過去30年イノベーションがなかった。今日では、スーパーコンピュータ

ーによる事故シミュレーションが可能であり、新設炉では大きな安全性の改善が期待でき

る。 
 
“What I leaned at work this year”177（ブログポスト）, 2018 
 最悪の気候変動シナリオを避けるためには、クリーンエネルギー技術のブレーク・スルーが

必要である。 
 太陽光や風力の成長は歓迎すべきであるが、どちらも間欠性のあるエネルギー源である。低

価な電池が発明されていない状況では、間欠性を補う電源が必要となる。 
 原子力は、24時間稼動するカーボンフリーな大規模電源であり、気候変動対策において理想

的なエネルギーである。 
 今日の原子炉が抱える事故のリスクは、イノベーションにより克服が可能である。 
 アメリカは、イノベーションの創出に最も適した国であるが、原子力に関しては50年以上前

 
175 TED, “Innovating to zero! Bill Gates”, Feb/2010, <https://www.ted.com/talks/bill_gates> 
176 GatesNotes, “Q&A on the World Energy Crisis”, Jul/19/2011, <https://www.gatesnotes.com/Energy/WIRED-Bill-Gates-on-the-
World-Energy-Crisis> 
177 GatesNotes, “What I learned at work this year”, Jul/19/2011, <https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-
2018> 
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の指導的地位を失っている。 
 TerraPowerは、進行波炉（Traveling Wave Reactors）の開発を進めており、アメリカでの建設に

向けて資金集めと規制の変更に奔走している。 
 

2-7 Google,Moving toward 24×7 Carbon-Free Energy at Google Data Centers: 

Progress and Insightsの概要 

 

2-7-1 報告書の背景 
Googleは、自社が使用する電力を年中無休でゼロ炭素の電源から調達することを長期目標とし

ている。そのため、再生可能エネルギーの購入を進め、企業の中では最も巨大な買い手となってい

るが、太陽光や風力は間歇性があるため、目標の達成は実現していない。本報告書で、Googleは
長期目標達成にむけた施策を提示するため、現状の分析・評価を実施している。 
 
2-7-2 分析手法 
本報告書では、Googleの電力消費の大半を占めるData Center Campusを分析の対象としている。

各地のData Center Campusにおける電力消費とその電力供給源の関係に注目することで、目標の達

成度合いを明らかにしている。 
Data Center Campusに対する電力供給は、①Googleが地域との間に契約している再エネの長期購

入契約（PPAs）による供給及び②地域の送電網による供給から成る。①の供給によりData Center 
Campusの電力消費を満たすことができない場合、②からの供給に頼ることになる。②による供給

に頼る時間帯は、火力発電由来の電力を含むため、ゼロ炭素電源を使用している時間として認めら

れない 178。 
分析において、目標の達成度を可視化するため、以下のようなグラフが用いられている。以下の

グラフは、24時間365日ゼロ炭素電源からの電力供給によるData Center Campusの稼動が達成され

る場合の理想的な状況（すべて緑色）を示している。CO2を排出する電源からの供給により稼動

がある期間は、緑色ではなく黒く表示される。 

 
 

 
178 逆に、①の供給で消費電力を満たすことができている時間帯は、目標の達成ができている時間帯といえる。 
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2-7-3 各地の電力消費と供給 
（1）フィンランド 

 
 2017年は97%の期間においてゼロ炭素の電力により稼動 
 主な特徴として 

 複数のPPAs（風力）を契約している 
 送電網からの供給の多くを原子力、水力、バイオマス発電が占めている 

 
（2）ノースカロライナ州 

 
 2017年は67%の期間においてゼロ炭素の電力により稼動 
 主な特徴として 

 夜間に火力発電による供給が増える 
 夜間においても原子力の稼動によってゼロ炭素の時間帯がある 

 
（3）オランダ 

 
 2017年は69%の期間においてゼロ炭素の電力により稼動 
 主な特徴として 

 太陽光発電所が7月に増えて以降、ゼロ炭素電源使用の割合が増えた 
 GoogleがPPAsを結ぶ以前は、ゼロ炭素の電力による稼動が20%であった 
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（4）アイオワ 

 
 2017年は74%の期間においてゼロ炭素の電力により稼動 
 主な特徴として 

 PPAsの締結により、風力発電所が増えた 
 風が強い期間においては、100%ゼロ炭素電源によるData Centerの稼動が達成されている

が、風の弱い機関では火力発電への依存がある。 
 

（5）台湾 

 
 2017年は16%の期間においてゼロ炭素の電力により稼動 
 主な特徴として 

 石炭と天然ガスへの依存が大きい 
 電力市場から企業が再エネ由来の電力を直接購入できるようになってから日が浅い

（2017年1月） 
 
2-7-4 結論 
 GoogleのPPAs締結は、ゼロ炭素電源由来の電力による稼動を促進しているが、特定の再エネ

電源に注力するのではなく、原子力やCCSを含む多様なポートフォリオを構築する必要があ

る。 
 フィンランドの例が示すように、原子力や水力が果たす役割は大きい。 
 ゼロ炭素電源の価値を認める政策への改革に加え、電力貯蔵や先進炉の技術開発に注力する

必要がある。 
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2-8 Union of Concerned Scientists (UCS), The Nuclear Power Dilemma 
 

2-8-1 UCSの概要 
憂慮する科学者同盟（UCS）は、1969年にMITの研究者と生徒により設立された団体である。

設立以降、環境政策や政府への政策提言を実施しており、米国において影響力の強い、研究者団体

となっている。 
共同創設者でノーベル賞受賞者のHenry W. Kendallらは、ベトナム戦争による河川の汚染を念頭

に、科学研究は直接的な兵器技術から距離を置かねばならず、差し迫った環境および社会問題の解

決に向けられるべきであると主張した 179。 
UCSは核軍縮を主要な活動目的の一つとし、歴史的に、原子力発電に対しても懐疑的な見方を

示していたが 180、2018年に公表した報告書”The Nuclear Power Dilemma”において、原子力発電所の

早期閉鎖による二酸化炭素排出増加に対し懸念を示し、米国の安価なシェールガス発電所などの台

頭により経済的理由で早期閉鎖の危機にさらされる発電所について、財政支援を行うべきとする政

策提言を行った。 
 

2-8-2 報告書の概要 
本報告書において、UCSは、米国で稼動している原子力発電所の経済的妥当性及び安全パフォ

ーマンスを分析・評価している。その評価を基に、発電所が早期閉鎖した場合のCO2排出量及び

エネルギーミックスへのインパクトを国がCO2排出削減を目指す政策を実施した場合の二つのシ

ナリオと比較・分析し、最後に政策提言をまとめている。 
 
2-8-3 原子炉の経済的妥当性・安全パフォーマンスの評価（2018年～2022年） 
評価方法 
 歳入＝地域の卸売電力市場への販売、ピーク需要時の発電量確保、財政的支援（該当する発

電所のみ） 
 支出＝燃料コスト、資本コスト、運転・メンテナンスコスト 
 Annual Operating Margin（歳入－支出）を算出し、MWhごとの利益を基に評価 
 安全パフォーマンスの評価は、NRCが定める安全要件への発電所のコミットメントを測る 
 
主な結果 
 原子力による発電の22%（16の発電所）が収益性の低い結果に（ 図 2-9 ） 
 複数の炉が所在する発電所が収益性の高い結果に（規模の経済性による）（ 図 2-24 ） 
 中西部・中部大西洋州にリスクを抱える発電所が偏在（低い電力価格＋規模の経済性によ

る）（ 図 2-24 ） 
 

 
 
 
 

 
179 UCS HP, < https://www.ucsusa.org/about/history > 
180 MIT technology review, The new, safer nuclear reactors that might help stop climate change,(27/Feb/2019), 
< https://www.technologyreview.com/s/612940/the-new-safer-nuclear-reactors-that-might-help-stop-climate-change/ > 
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表 2-9 米国における収益性の低い原子力発電所の比率 

 

（出所）UCS181 
 

 
図 2.23 単基プラントと複数基プラントによる収益性の相違 

（出所）UCS  
 

 
181 Union of Concerned Scientists(2018), The Nuclear Power Dilemma, 
   < https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2018/11/Nuclear-Power-Dilemma-full-report pdf > 
   本節の出所については以下同様。 
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図 2.24 発電所所在地と収益性 

（出所）UCS 
 
天然ガス価格、原子力発電の発電コスト、CO2排出価格が原子力発電の収益性に最も大きな影響

を与える（ 図 2-25 ） 

 
図 2.25 原子力の収益性に影響を与える要素および影響を受ける容量 

（出所）UCS 
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2-8-4 CO2削減政策と早期閉鎖のインパクト分析 
6つのシナリオ（2035年） 
Reference Case：新たな政策及び早期閉鎖（すでに予定されているものを除き）なし 
Early Retirement Case 1：政策なし＋（危機に直面している）Merchant Plantの閉鎖 182 
Early Retirement Case 2：政策なし＋Marchant Plant及びRegulated Plantの閉鎖 
Early Retirement Case 3：政策なし＋低い天然ガス価格＋Merchant Plantの閉鎖 
National Carbon Price Case：1トンあたり25ドルの炭素価格を設定、毎年5％増やす政策 
National Low-Carbon Electricity Standard Case：低炭素発電の占める割合を45%（2020年）、60%
（2030年）、80％（2050年）と段階的に増やす政策 

 
図 2.26 ケース毎の米国の原子力発電所容量 

（出所）UCS 
 
主な分析結果 
 政策の不在と低価の天然ガスを想定するシナリオ（Early Retirement Case 3）下では、原子力発

電所の早期閉鎖は天然ガスと石炭によって賄われ（ 図 2-27 ）、Referenceと比べCO2は
4~6%増加する（ 図 2-28の緑線と黒線の比較） 

 CO2削減を目指す政策は、原子力発電所の早期閉鎖を防ぎ、再生可能エネルギーの投資を増

やすことになるため、将来のエネルギーミックスに寄与する 
 原子力および再エネ支援によりCO2削減を目指す政策は高い社会的便益を計上する（ 図 

2-29 ） 
 

 
182 早期閉鎖の危機に直面している（at-risk）発電所は、2018～2032年において2で用いた分析手法によりMarginal
もしくはUnprofitableに分類されたものを指す。Early Retirement Caseで閉鎖される発電所は全てこれらのカテゴリー

に属す。 
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図 2.27 2017年および2035年のシナリオ別エネルギーミックス 

（出所）UCS 
 

 
図 2.28 米国の発電所からのCO2排出 

（出所）UCS 
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図 2.29 LCESケースと早期閉鎖ケースの社会的便益の比較 

（出所）UCS 
 
再生可能エネルギー促進と原子力発電所の早期閉鎖を回避するための政策を講じることで、政策

を講じない場合よりも大幅に社会的な便益を向上させることができる。社会的な便益は、炭素価格

による収入と石炭発電所から排出される窒素酸化物等の有害物質の排出を削減することによる公衆

衛生上の利益であり、2018年から2035年の積算である。（図 2-29は、政策措置を講じたLCESケ

ースと、Case1～3 の政策措置を講じないことにより原子力発電所が早期閉鎖されたケースを比較

したもの。） 
 

2-8-5 政策提言 
 低炭素技術を支援する連邦・州の政策（Carbon Pricing & Low-Carbon Electricity Standard）の導

入 
 消費者保護、原子力の安全要件、再エネ及びエネルギー設備やエネルギー効率改善に資する

取組への条件付財政支援の導入 
 早期閉鎖の危機にある原子炉への一時的な財政支援（高い安全水準を満たし、十分な情

報開示をしている場合のみ） 
 原子力発電所の早期閉鎖を選択する場合には、政府による代替のクリーンエネルギーへ

の転換支援による労働者保護・地域支援をおよび代替のクリーンエネルギーの推進 
 再エネ及びエネルギー効率に係る成長戦略の策定 
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2-9 House of Commons Science and Technology Committee, Clean Growth: 
Technologies for meeting the UK’s emissions reduction targets 

 
2-9-1 報告書の背景 
 本書は、英国議会の超党派議員で構成される科学技術委員会が、温室効果ガスの排出削減目標達

成に向けて低炭素技術導入拡大の必要性を主張した報告書である。本文では、イギリスは脱炭素化

において著しい成果を挙げてきたが、2050年の排出ゼロ目標を達成するためには、更なる低炭素技

術の導入が必須であることが指摘されている。輸送、エネルギー効率、市場規制等の脱炭素化に向

けた変化が必要な分野が列挙される中、発電分野において原子力に関する議論が紹介されている。 
 
2-9-2 発電部門における脱炭素化の現状と展望 
 2018年、発電部門はイギリスの温室効果ガス排出のうち15%を占めた。脱炭素化に関して、発電

部門は著しい成果を挙げてきており、2012～2017年におけるイギリス全体の排出削減のうち75%を

担っている。 
現状、政府は多くの石炭発電所と原子力発電所の閉鎖を計画しており、2030年までにおよそ3分

の 2 の発電所が閉鎖される予定である。他方、英国気候変動委員会は、将来的に増加を続けると予

想される電力需要を踏まえると、低炭素電源による年間の発電量は2020年の間に現状の2倍となる

必要があり、2030年までに130から145TWhの低炭素電源による追加の発電が必要であると見積も

っている。 
 将来の低炭素電源に関して、政府は洋上発電、原子力発電、ガス発電及びCCS技術が重要な役割

を担うと明示している。Industrial Strategy は原子力発電に関して、2030 年までに、①新設コストを

30%削減、②廃炉の見積もりコストを20%削減、③女性労働者を40%増加、④20億ユーロの国内・

国際新規契約の獲得することを目標としている。 
 政府は原子力が担う役割に一定の評価を与えているものの、洋上風力を主に推進していくことを

示唆しており、原子力の拡大には慎重な姿勢を示している。この点に関して、気候変動委員会及び

Skorupska 博士は、政府が目標としている低炭素電源への投資額では、2030 年時点で、目標と比べ

50から60TWhの電力が不足することを予測、排出削減目標を達成できないことを問題視している。

そのため、過度な洋上風力の推進を避け、緊急時にも対応可能な計画の策定が必要と考えられる。 
 
2-9-3 原子力をめぐる現状と課題 
 2017年、英国の発電量の21%を原子力が賄った。現時点で、英国で稼動している8基の原子炉の

うち 7 基が 2030 年までに閉鎖される予定であり、これら 7 基は英国の原子力発電の 87%を占めて

いる。ヒンクリーポイント発電所を始め、いくつかの新設計画があるものの、ムーアサイドやウィ

ルヴァ発電所等、経済性への懸念によって新設計画が延期される事例も起こっている。 
 原子力の新設において資本コストは大きな課題である。原子力に反対する立場は、コストの低下

が見られる再エネと異なり、原子力の新設においてコストの削減を確認できないことを指摘してお

り、将来的にもコスト削減が見込めないことを強調している。他方、原子力を支持する立場は、計

画・予算における確実性をステークホルダーに担保することで、建設コストの大幅な削減を見込め

ると主張している。 
 将来的な原子力プロジェクトの実効性を担保するのは適切なファイナンスモデルである。現在、

ヒンクリープロジェクト（において適用されているCfD方式の代替として）導入が検討されている

のはRABモデルである。Oxford大のDieter Helm教授は、RABモデルについて、最善は政府による
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直接調達であり、次善策ではあるものの、ヒンクリーで適用されている(CfDモデル)に代わるものと

して、より妥当かつ好ましいものであるとしている（なお、政府による直接調達は、財務省が規定

する制約により必然的に除外される。）。一方で、これには反対意見もあり、複雑でリスクのある原

子力のようなプロジェクトにおいて当該モデルがベストであるか議論の余地があるとの懸念が英国

国家インフラ委員会から提起されている。 
原子力発電所の建設について、（同時並行に複数サイトを建設するのではなく）1度に1箇所ずつ

進めていくことを提案している。これはサプライチェーンの移行・活用を進めていく上で有効であ

ると考えられている 183。 
科学技術委員会の（見解としては）、異なる発電方式のコストを直接的に比較することは困難であ

るものの、原子力がイギリスの排出削減目標達成に大きく寄与する点を踏まえれば、政府が、投資

価値に留意しつつ、原子力発電を支援することは妥当な行為であるとみなしている。 
政府は、原子力分野に対するRABモデルの適用を2019年中に決定しなくてはならない。それは、

政府による原子力産業の支援は費用対効果を考慮したものでなくてはならず、また、原子力産業の

拡大ではなく、維持を目的としたものとしてなされるべきである。184 
 

2-9-4 SMRsの開発 
 小型原子炉は、その規模と標準化により大量生産に適しており、従来型の原子炉よりも低いコス

トでの建設が期待できる。そのため、SMRs の開発を進めるロールスロイスは、大規模で不確実性

の大きい従来の新設プロジェクトの適切な代替として、政府の支援が見合えば SMRs の開発プロジ

ェクトに投資する準備ができていると表明している。政府のワーキング・グループ（Expert Finance 
Working Group）は、SMRs の支援のために政府がとり得る策として、SMRs のためのサプライチェ

ーンの構築やアクター間での SMRs 新設プロジェクトに係るリスク情報の共有、SMRs に適した規

制基準の設定等を挙げている。また、Nuclear Sector Dealの中で、政府はSMRsのR&Dに対して最

大5,600万ユーロの支援を実施、並びにベンダー、公益事業者、エネルギー集約的産業、金融セクタ

ーが協調し民間セクターによりファイナンス可能な商業（ベースの）プロジェクトを確立すべきと

している。 
（科学技術委員会は）Nuclear Sector Dealに基づく、政府によるＳＭＲ支援を歓迎する。政府は、

SMRに関するExpert Finance Working Groupの提言をSMR分野の規制改革も含め、遅滞なく実現し

なくてはならない。政府は、この報告に対する対応として、Expert Finance Working Groupの提言実現

のためにはどのようなステップが踏まれるべきかを提示するとともに、2030 年までに SMR の初号

機を開発する目標から算定された、主たる各マイルストーンの実現時期について示さなくてはなら

ない 
 
 
 

 
183 サプライチェーンを引き継ぐことで、前のプロジェクトで使用した装置を活用できる。 
184 84. Although it is not possible to directly compare the costs of different power generation technologies, the Government is right to 
support nuclear power subject to it representing value for money, because full lifecycle emissions from nuclear power will help the 
UK to achieve its emissions reduction targets. The Government must make a decision on implementing a regulated asset base 
framework for nuclear power by the end of this year. Subject to value for money, the Government should seek to support new nuclear 
power generation so as to sustain, but not grow, the UK’s nuclear power industry. It must anticipate any gap in future generation 
capacity such a policy would cause, and support sufficient renewable power alternatives to fill the gap.  
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2-9-5 核融合技術への支援 
 核融合は二酸化炭素を排出せず、放射性廃棄物を生み出さない。また、メルトダウンや核拡散の

リスクを抱えないという利点がある。現時点では発展段階の技術であり、2050年までの削減目標達

成において役割を果たすことは期待されていないが、依然として魅力的な技術として将来的な開発

が望まれている。イギリスが保有する磁気融合装置である Joint European Torus は、EUROATOM 条

約の下でEUから融資を得ているが、政府はEURATOM条約からの撤退を表明しており、現行の融

資は2020年末で終了する予定である。 
イギリスにおいて核融合技術の開発を進めるTokamak Energy Ltdは、民間投資を奨励する政府に

よる支援を求めている。イギリスに先駆け、アメリカでは核融合技術を先進型原子炉として定義し、

民間投資を推進する規制枠組みの設計に着手している。そのため、Tokamak Energy Ltdは英国原子力

公社（UK Atomic Energy Authority’s）に対して、アメリカで実践されているような核融合への民間投

資を奨励する立法・政策面の処置の採用を求めている。 
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第3章 原子力に関連する国際情勢等に関する状況 
諸外国の原子力に対する世論動向や、近年導入または導入が検討されている重要施策等、原子力

政策および産業に重大な影響を与え得る事象に対し、調査・分析を実施した。 
 

3-1 各国の原子力に対する世論動向 

 
3-1-1 日本 
 日本原子力文化財団が2018年10月に実施した調査結果を以下に述べる。同財団は、住宅地図デ

ータベースから世帯を抽出し、個人を割当、200 地点（1 地点 6 サンプル）を地域・市郡規模別の

各層に比例配分を行い、15～79 歳男女個人、1200 人を対象にして個別訪問留置調査 185を行った。

対象の具体的内容は以下を参考。 
 

表 3-1 調査対象属性分布表（％） 

全体 

（N=1200） 

男性 女性      
49.3 50.7      
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 
6.2 12.3 15.6 18.4 15.5 18.5 13.5 

（出所）日本原子力文化財団 186 
 
 対象者に対し、「原子力」という言葉を聞いた時のイメージを肯定的なものから否定的なものまで

26の選択肢を与え、選択させたところ、原子力に対してのイメージは肯定的なものよりも否定的な

もののほうが高いという結果がでた。「危険」（69.0％）、「不安」（56.0％）が特に高い。続いて、「複

雑」（33.3％）、「信頼できない」（21.8％）。一方、肯定的なイメージは、「必要」（24.3％）、「役に立

つ」（20.9％）という回答が多く、他の項目はきわめて低い反応水準にある。(日本原子力文化財団、

以下同様。) 
 

 
185 調査目的や内容を説明して調査票を渡し、後日再訪問して回答を回収する。対象者は目的や内容を理解した上

で、時間をかけて回答することができる。回答の回収では確実性が高く、郵送調査などに比べ高い回収率の確保が可

能である。（MACROMILL，マーケティングリサーチ用語集） < https://www.macromill.com/research-
words/placement-method.html > 
186 日本原子力文化財団，”世論調査結果(2018)”, p4, 

<https://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu30/r2018.pdf> 
  なお、質問票については、< https://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu30/q2018.pdf > を参照。 
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図 3.1 「原子力」に対して肯定的なイメージを持った人の割合 

（出所）日本原子力文化財団 187 
 

 
図 3.2 「原子力」に対して否定的なイメージを持った人の割合 

（出所）日本原子力文化財団 188 
 

 「原子力・放射線」の分野において、選択肢を与えて関心の高い事項を選択させたところ、「原子

力発電の安全性」（58.8％）が最も高く、「放射線による人体の影響」（45.6％）、「放射性廃棄物の処

分」（38.2％）、「放射線被ばくでがんになるリスク」（29.7％）、「原子力施設のリスク」（29.0％）、「福

島第一原子力発電所の状況」（28.4％）となり、リスク面に高い関心があることが分かる。 

 
187 同上, p8 
188 同上, p9 
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図 3.3 「原子力・放射線」の分野において関心の高い事項 

（出所）日本原子力文化財団 189 
 
原子力発電の利用法については、原子力発電をしばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ

という意見が48.4％と多い。15年度調査から17年度調査まで、原子力発電維持・増加の意見は減

少傾向にあったが、18年度調査においてはわずかに増加した。 
 

 
189 同上, p6 
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図 3.4 原子力発電の利用法についての結果 

（出所）日本原子力文化財団 190 
 
3-1-2 米国 
 調査会社大手のGallup が 2018 年 3 月 1~10 日に実施した調査結果を以下に述べる。同社は 18
歳以上を対象に、各州でランダム・デジット・ダイヤリング法 191を用いて電話調査を行った。また、

米国の人口配分に合うように人種や年齢、性別などを考慮してサンプルに重み付けを行っている 192。 
 米国の電力源として、原子力を用いることの是非を質問したところ、49%が賛成であり、中でも強

く賛成が17％、やや賛成が32％であった。また同様に49%が反対であり、中でも強く反対が21％、

やや反対が28％であった。 

 
図 3.5 米国の電力源として原子力を用いることの是非についての調査 

（出所）Gallup193 
 

190 同上, p27 
191 コンピューターで無作為に数字を組み合わせて番号を作り、電話をかけて調査する方法。 
  詳細は以下に詳しい。 

朝日新聞社HP，「RDD」方式とは，< https://www.asahi.com/politics/yoron/rdd/ > 
192 対象母数団についての情報は確認できなかった。2017年調査では1日で1,500名を対象に調査を実施しているの

に対し、本調査では10日間をかけて調査を行ったとの記載が存在する。 
193 Gallup, “40 Years After Three Mile Island, Americans Split on Nuclear Power”, Mar/27/2019,  
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表 3-2 米国の電力源として原子力を用いることの是非についての調査（2018年詳細） 

 
（出所）Gallup194 
 
 しかし、BRi（Bisconti Research, Inc.）によって2017年に行われた調査では、発電所の近く（発

電所10マイル以内）に住む人々を対象として上記と同じ質問を投げかけると、大多数が賛成（81％）

するという結果が見られ、調査によりその結果が分かれる状態となっている。 

 
図 3.6 発電所付近の住民を対象とした米国の電力源として原子力を用いることの是非についての

調査 
（出所）BRi195 
 
 また、原子力の安全性に対する意識についても意見が二つに分かれている。原子力プラントが安

全だと思うかという質問に対して、49%が賛成であり、反対が47％であった。傾向としては、2011
年を境に安全性に疑問を持つ人々が増え、それに従い安全でないと考えている人が増えている。 
 

 
<https://news.gallup.com/poll/248048/years-three-mile-island-americans-split-nuclear-power.aspx> 
194 同上 
195 BRi, “Favorability to Nuclear Energy, U.S. Nuclear Power Plant Neighbors, Fall 2017”, 
<http://www.bisconti.com/q2.html> 
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図 3.7 米国の原子力発電所の安全性に対する意識調査結果 

（出所）Gallup196 
  
3-1-3 英国 
 BEISが2012年より毎年実施している調査について以下に述べる。BEISは、エネルギーや人権、

気候変動などに関するデータについて、16歳以上を対象に random location quota samplingを用

いて収集している。また、アンケートの内容はBEIS と Kantar Publicによって構成されている。

2019年3月に行ったWave29では4224人を対象に行った。 
 英国の電力源として、原子力を用いることの是非を質問したところ、賛成合計が35%であり、中で

も強く賛成が 9％、賛成が 26％であった。また同様に 23%が反対合計であり、中でも強く反対が

8％、反対が 15％であった。どちらともいえないという意見も多く、38％を占めている。傾向とし

ては、ここ数年は大きな変化が見られず横ばいである。 

 
図 3.8 英国が電力源として原子力を用いることの是非についての調査 

（出所）BEIS197のデータをもとに作成 

 
196 同上 
197 BEIS, “BEIS Public Attitudes Tracker: Wave 31”, Nov/7/2019, <https://www.gov.uk/government/statistics/beis-
public-attitudes-tracker-wave-31> 
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原子力が安全な電力源かという質問に対しては、34％が賛成合計であり、そのうち強く賛成が

12％、少し賛成が 22％であった。また、30％が反対合計、そのうち強く反対が 13％、少し反対が

17％となっている。どちらともいえないという意見は31％となっている。 

 
図 3.9 英国の原子力発電所の安全性に対する意識調査結果 

（出所）BEIS198のデータをもとに作成 
 
 一方で、原子力が信頼できる電力源かという質問に対しては、48％が賛成合計であり中でも強

く賛成が18％、少し賛成が30％であった。また、16％が反対合計、中でも強く反対が7％、少し反

対が9％となっている。どちらともいえないという意見は30％となっている。 
 

 
図 3.10 英国の原子力が信頼できる電力源かについての調査結果 

（出所）BEIS199のデータをもとに作成 
 
 
 

 
198 同上 
199 同上 
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3-1-4 フランス 
以下に、フランス監査統計サービス委員会（SOeS）が2013年に実施した、調査結果を示す。同

委員会では、性別、年齢、職業がフランス全体の縮図となるようクォータ法 200を採用し、15歳以上

の1910人を対象に調査を行った。 
フランスでは原子力に利益があると考える人の割合が47%であり、不利益があると考える人40%

を上回っている。福島事故から3ヵ月後は不利益があると考える人が50%で、利益があると考える

39%を11%も上回ったが、以降の調査では利益があると考える人の割合は、不利益があると考える

人を上回っている。( 図 3-11 ) 
 

 
図 3.11 フランスの原子力に対する世論の推移 

(出所)Service de l’observation et des statistiques201 
 
一方、2018年1月のCNDP(国家討論委員会：Commission nationale du débat public)によるエ

ネルギー計画に関する公開討論会で示されたConsumer Science and Analytics （調査会社、CSA）
の調査結果の概略を以下に示す。本調査は、CSAが2017年12月に18歳以上の2020人を対象に、

対面方式で実施したものである。 
各電源に関するイメージ調査では、信頼性のある電源、安定供給に資する電源、稼働率の良い電

源いずれについても原子力を選ぶ人の割合が6割を超えた。( 図 3-12 ) 
 

 
200 非確率抽出法の一種で、標本抽出の際、性・年齢構成を国勢調査の結果と同一にするなど、ある変数についての

構成比が母集団と等しくなるように標本を集める手法。 
統計WEB,< https://bellcurve.jp/statistics/glossary/7515.html > 
201 Service de l’observation et des statistiques (2013), “Commissariat général au développement durable”, < 
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/barometre_dopinion_energie_et_climat.pdf > (仏語) 
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図 3.12 電源に対するイメージ 

(出所)EDF202 
 

3-1-5 ベルギー 
 ベルギーにおける世論調査は、2010 年にForum Nucléaire が開始し、7 度目となる直近の調査

はKantar TNSによって実施された。アンケートは、長期の傾向および最新の情勢に対する反応を

把握するための質問から構成される。調査は 2019 年 7 月 15 日から 9 月 6 日の間で実施され、16
歳以上の756人から回答が得られた。 
 調査の結果、原子力発電を維持すべきとする回答者の割合が、前回の80%から83%に上昇してお

り、2025 年以降もベルギーが原子力発電を維持すべきとする回答は、前回の 30%から 47%まで上

昇した。また、ベルギーのエネルギーミックスにおける原子力の割合を減らすべきとする回答は、

75%から59%に減少している 203。 
 

3-1-6 ドイツ 
 World Nuclear Association204によると、ドイツにおける世論調査では、1998年に回答者の77%
が原子力の継続的な利用に対して肯定的な態度を示していた。そして2007年には、61%が2020年

までに原子力からフェーズアウトすることに反対している。 
 そこから一転して、福島事故後にGLOBESCANが実施した調査では、原子力は危険であり、早

急に原子炉は閉鎖されるべきだとする回答が全体の 52%となり、2005 年の 26%から割合としては

2 倍増加した。2012 年の Institut für Demoskopie Allensbach による調査では、73%の回答者が

2022 年までに原子力からフェーズアウトするという政府の方針に対して賛成の意見を示す結果が

出ている。 
 

 
202 EDF (2018), “Baromètre des énergies – vague 6, Etude de l’Institut CSA pour EDF”, < 
https://ppe.debatpublic fr/sites/debat ppe/files/barometre_des_energies_-_janvier_2018_-_ppe.pdf >(仏語) 
203 World Nuclear News (2019), “Belgian Support for Keepong Reactors Running beyond 2025 Rises” <https://www.world-
nuclear-news.org/Articles/Nuclear-support-grows-in-Belgium> 
204 World Nuclear Association (2019), “Nuclear Power in Germany” <https://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-g-n/germany.aspx> 
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図 3.13 原子力に対する態度の国際比較 

（出所）GlOBESCAN205 
 

3-1-7 台湾 
 台湾電力の職員が執筆した報告書 の中で、90 年代の台湾の世論は 55~60%が原子力に対して肯

定的な態度を示していたことが説明されている。そして 1999 年の大地震による停電後には、国民

が電力不足を強く実感することになり、放射性廃棄物等の懸念は残りながらも、原子力が70%の世

論に肯定的に受け取られる結果が出た。 
 福島事故後には、蔡英文政権下で脱原発の機運が高まり、2025年までに脱原発を実現するために

提案した電気事業法改正案が 2017 年に国会で可決。しかし、2018 年 11 月には、原発の停止を定

めた電気事業法の条文削除を問う国民投票が実施され、賛成多数で削除が決定した。投票結果は、

条文削除賛成が約589万票、反対は約401万票であった 206。なお、政権は依然として2025年目標

を目指すことを表明している。原子力発電に係る世論の意向は、2021年の8月に予定されている台

湾電力第四原発の建設再開を問う住民投票で再度表明されることになる 207 。 
  

 
 
 
 

 
205 GLOBESCAN (2011), “Opposition to Nuclear Energy Grows: Global Poll” ， 

<https://globescan.com/opposition-to-nuclear-energy-grows-global-poll/> 
206 毎日新聞（2018）、「台湾 脱原発政策を否定 住民投票で条文失効へ」，
<https://mainichi.jp/articles/20181126/k00/00m/030/058000c> 
207 東京新聞（2020）、「脱原発 揺れる台湾 凍結解除問う住民投票 二分か」， 

<https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020011402000122 html> 
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3-2 フランスのフッセンハイム原子力発電所閉鎖に伴う補償措置 

2019年9月、EDFは、フッセンハイム原子力発電所（1・2号機：各92万kW）をそれぞれ、2020
年2月と6月に閉鎖することを公表した 208。同閉鎖は、2015年8月に成立した「緑の成長に向けた

エネルギー移行法」209に準じて 210、EDF とフランス政府が 2019 年 9 月に締結した協定にもとづく

もので、政府からEDFに対し閉鎖に伴う補償措置が提供される。 
 
EDFによれば、補償措置は以下の2点により構成される。 
 

① 運転停止により生じる費用への補償 
運転停止後に発生する諸経費、基本原子力施設（BNI）税、解体経費、職員の再訓練費。 
原子炉の運転停止以降、4年間で総額およそ4億€がEDFに支払われる。 

② 収入損失に対する補償 
同発電所における発電により見込まれた将来的な収入の補償措置が、同発電所のこれまで

 
208 EDF, Press Release, Closure of Fessenheim nuclear power plant,  
< https://www.edf fr/en/the-edf-group/dedicated-sections/journalists/all-press-releases/closure-of-fessenheim-nuclear-power-plant > 

209原子力容量の上限規定は、同法Chapter II: Managing electricity production Article 187 に規定されている。同規定は、

エネルギー法のArt. L. 311-5-5 として、原子力発電所の上限容量を63 2GWに制限するよう定める規定を挿入する旨

が定められている、挿入規定の具体的な記載内容は以下のとおり。 
“Art. L. 311-5-5.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité 
totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63.2 gigawatts.” 
  
エネルギー移行法の原典については下記を参照。 
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte , 
< https://www.legifrance.gouvfr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id > 
また、エネルギー移行法による改正の対象となった、「エネルギー法」の条文については、下記を参照。 
Code de l'énergie，<https://www.legifrance.gouvfr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208> 
210 EDFプレスリリースには、「緑の成長に向けたエネルギー移行法」に準じてEDFとフランス政府の間で行われた

協議に基づく補償と記載されている。弊所で同法の原点を確認した限りにおいて、同法において、補償措置について

明示的に記載された条項は確認できなかったものの、原子力発電所容量に上限を定める規定を定めたChapter II: 
Managing electricity production Article 187 内で以下の規定を確認することができた。 
« Art. L. 311-5-7.-Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui 
présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification 
de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article 
L. 141-3. 
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif 
d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité 
d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le 
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8. 
本規定は、「フランスにおいて電力の３分の１を超える電力量を発電する事業者に対し、『エネルギー多年度計画

（PPE, première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie）』の目標達成に必要となる企業としての戦略計画を

政府へ提出する」よう義務付け、PPEの目標達成において必要となる場合には、同計画における、特に原子力を対

象とした、電源の導入量に関する変更行える」こととしている（本箇所は受動態としており主語を欠いているが、政

府が戦略計画を審査する点を踏まえれば主語は政府を指すものと考えられる。）。そのうえで、「同計画は、同計画の

実施に伴う経済上および財政上の影響を最適化し、また、エネルギーの安定供給および公的な電力供給網への影響を

考慮したものとしなくてはならない。」旨が定められている。事業者が策定した計画は、所管大臣に提出され審査さ

れることとされている。このため、フッセンハイム原子力発電所閉鎖による補償措置は、EDFの戦略計画策定にお

けるEDFおよび政府による協議の過程で、経済的・財政的影響を最適化するための手段として、導入された可能性

がある。 
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の発電量と市場価格を含む原子力発電所の卸販売電力価格の実績値 211に基づいて 2041年
までの間、支払われる。 

 

EDFとフランス政府の間では、上記協定の2年前以上前の2017年1月時点ですでに、「緑の成長

に向けたエネルギー移行法」にもとづくフッセンハイム原子力発電所の閉鎖とそれに伴う補償措置

実施について合意がなされていた。しかしながら、フッセンハイム原子力発電所の閉鎖が効力を発

効する条件とされたフラマンビル原子力発電所３号機の運転開始が当初予定の 2018 年から遅延し

たため、フッセンハイム原子力発電所は同年以降も運転を継続していた。 
2017年の同合意によれば、フラマンビル原子力発電所３号機が運転開始しない限り、今後もフッ

センハイム原子力発電所は運転を継続することが可能であったが、フランス政府がフッセンハイム

原子力発電所の閉鎖の再延期を望まなかったため、EDFと政府間で協議が行われ、2019年9月の合

意で、フッセンハイム原子力発電所を 2020 年に閉鎖することを条件に政府が EDF に補償を行うこ

とが決定された 212。 
 

3-3 EU タクソノミーにおける原子力取扱いに関する動向 

EUタクソノミーにおける原子力の取扱いの主要動向は以下のとおり 213。 
 
時期 事象 備考 
2018年7月 欧州委員会、サステナブル金融

に関するテクニカル専門家グ

ループ（ Technical Expert 
Group on Sustainable 
Finance: TEG）を設置 

金融セクター、事業会社、研究者、市民社会など

からの委員により構成されるTEGがEUタクソ

ノミー案策定を開始。 

2019年6月 TEG、「タクソノミー・テクニ

カルレポート（Taxonomy 
Technical Report）」214を公表 

原子力をタクソノミーから除外。 
※温暖化防止への貢献を認めつつも、EU規則に

おけるークソノミー参入の要件の一つである、

「他の環境目的に重大な害を与えないこと（Do 

 
211 弊所では“ex post”を「実績値」として訳出している。②の収入損失に対する補償措置は、過去値から想定される

予想発電電力量と、年ごとに集計さえる卸価格等の実績値をもとに「事後的」に補償金額が算定されるものであると

考えられる。①の Initial instalments（内金）が発電所閉鎖後４年の間に一括して支払われるのに対し、②については、

2041年までの卸電力価格の実績値をもとに事後的に清算されるものであると弊所では解釈している。 
他方、EDFのプレス文には、別の解釈（日本原子力産業協会，仏国最古のフェッセンハイム１、２号機、来年２月と

６月に運転終了へ,< https://www.jaif.or.jp/191001-a >）も存在しており、複数の意味で読める余地がある。 
212 Ministry of the Ecological and Inclusive Transition, Press Release(Oct1/2019), “The procedure to shut down the Fessenheim 
plant in 2020 is irreversibly initiated”, < https://www.ecologique-solidaire.gouvfr/procedure-fermeture-centrale-fessenheim-en-2020-
est-engagee-facon-irreversible > 
213 なお、EUタクソノミーのEUの環境政策全体における位置づけ、策定に関するEU大での議論の経緯、および、策

定における欧州委員会、欧州閣僚理事会、TEG等関係機関の関係性の概要については、以下に詳しい。 
江夏 あかね、富永 健司，「EUにおけるサステナブルファイナンス確立に向けた流れ」，野村資本市場クォータ

リー2019summer, < http://wwwnicmr.com/nicmr/report/repo/2019/2019sum06web.pdf > 
水口 剛, 「EUタクソノミーを考える」、< https://www.esg.quick.co.jp/research/1059 > 

214 EU technical expert group on sustainable finance(2019), “Taxonomy Technical Report“, < 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-
report-taxonomy_en.pdf >  
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No Significant Harm，DNSH）」に抵触しないか

という点については、タクソノミーための議論の

文脈で論じるには複雑かつ困難であるとして、現

段階でのタクソノミー折込みは見送るとした
215。 

2019年9月 EU閣僚理事会、原子力のEU
タクソノミー記載を決定 216 

ドイツ、オーストリア、ルクセンブルグは、原子

力のタクソノミー除外を要望したが、大部分の加

盟国の賛同を得られなかった。 
原子力のタクソノミー除外を希望する欧州議会

とタクソノミー記載を希望する EU 閣僚理事会

の意見が対立したため、調停委員会（Trialogue）
217（欧州議会、欧州委員会、EU閣僚理事会の3
者による調整協議）での協議が開始された。 

2019 年 12
月 

欧州議会とEU閣僚理事会、持

続可能な経済活動のタクソノ

ミー基準で合意、条件付きで原

子力の織り込みも可能に 218 
219。 

・石炭や褐炭など固形化石燃料を除いて、特定の

技術や経済活動を持続可能な経済活動から除外

しない規定に変更。このため、ガス火力や原子力

発電も「著しく（環境を）害することがない

（DNSH）」という原則を満たせば、その実現に

必要な活動として認められることもあり得ると

された 220。 
 

215 同上P234-235 
「原子力については1ページ半を割いて詳述している。気候緩和目標に対する原子力の貢献が潜在的に大きいこと

（potential substantial contribution）に関する証拠は広範かつ明確としながらも、循環経済と廃棄物管理、生物多様性、

水システムと汚染を含む他の環境目的への潜在的な著しい害（potential significant harm）に関して、原子力エネルギー

に関する証拠は複雑であり、例えば、高レベル廃棄物の長期管理に関して、地層処分が最も有望であり、いくつかの

国がこれらの解決策の実施を主導しているものの実際に稼働を開始している地下処分場はなく、明確な判断基準に基

づいてDNSH評価を行うことはできなかったと述べている。従って現段階ではTEGは、原子力をタクソノミーに含

めることを勧告せず、より広範な技術的検討を行うとしている。」 
 
上記については以下に詳しい。 
竹内 純子，「EUタクソノミーに関する議論の進展」，「環境管理」2019年 8月号, < 
http://ieei.or.jp/2019/08/takeuchi190813/ > 
 
216 EURACTIV，“Council maintains nuclear as eligible for ‘green’ finance“, Sep/27/2019, 
<https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/council-maintains-nuclear-as-eligible-for-green-finance/> 
217EU法の提案が可能であるのは原則として欧州委員会のみであり、欧州議会およびEU閣僚理事会の両者が合意し

た場合のみ法案が成立する。欧州議会が承認した法案について、EU閣僚理事会が承認しなかった場合、6週間以内

にEU理事会及び欧州議会の代表から成る調停委員会(Trilogue)が招集される。同委員会が招集から6週間以内に共同

案を作成、承認し、かつ両機関の承認により共同案が採択された場合、法案が成立する。（両機関が承認しない場合

は法案は廃案となる。） 
（詳細は、国立国会図書館HP「EU法の立法過程」< https://rnavi ndl.go.jp/research_guide/entry/eu-rippou.php#[7] > を参

照。）  
218 調停委員会による調停案は欧州委員会HPにて公表されている。 
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a 
framework to facilitate sustainable investment - Approval of the final compromise text,  
 < https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf > 
219 日本貿易振興機構，「欧州議会と理事会、持続可能な経済活動のタクソノミー基準で合意」（2019年12月19日）
< https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/aafe3c05852370ac html > 
220 Europian Parilament, “Climate change: new rules agreed to determine which investments are green” < 
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【参考】 
今後予定さ

れるプロセ

ス 

気候変動の緩和と気候変動へ

の適応に関するタクソノミー

(The taxonomy for climate 
change mitigation and 
climate change adaptation )
は、2021 年末の全面適応に向

けて、2020 年末までの成立が

予定されている 221。 

※今後の具体的な基準については、欧州委員会

が、２つの専門家グループの支援および助言を基

に作成することとなる 222。 

 
EU タクソノミーの策定にあたっては、ドイツなど再生可能エネルギー推進に積極的な加盟国の

影響力の強い欧州議会が原子力のタクソノミー除外に積極的な姿勢をみせる一方、各国の閣僚から

構成されるEU閣僚理事会はフランスなど原子力活用を推進する加盟国の意見を反映し、原子力の

タクソノミー除外に反対する姿勢をみせていた。 
欧州議会と EU 閣僚理事会の意見が対立する状況を踏まえ、両者間の調停委員会（Trilogue）が

実施され、その結果、2019年12月17日に両者の調停案が公表されることとなった。 
同調停案では、「気候変動対策の緩和に実質的に貢献する活動には、14条2aの発電活動を除く省

エネルギー活動（6 条(b)）」を含み、「技術的なスクリーニング基準として、発電での固形化石燃料

利用は環境的に持続可能な活動と考えない（14条2a）」という石炭火力発電を除外する文言が追加

され、結果として原子力や天然ガスの除外が回避された。 
ただし、今回の基準では、気候変動の緩和や適応、汚染の予防と管理といった 6つの環境目標が

設定され、このうち少なくとも一つの環境目標に貢献するとともに、他の目標を著しく阻害しない

こと要件（DNSH）としている。そのため、放射性廃棄物の最終処分の状況などによっては、基準

の定期的な見直しサイクルの中で原子力が除外される可能性は残る 223。 
今後は、欧州委員会が、EUタクソノミーの詳細基準である「技術的スクリーニング基準 224」を

技術専門家グループである「持続可能なファイナンスのためのプラットフォーム」（技術的スクリー

ニング基準の整備および改定と有用性 225のレビューを実施するために委任 226予定）の支援を受け

 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-
investments-are-green > 

The text does not preclude or blacklist any specific technologies or sectors from green activities, apart from 
solid fossil fuels, such as coal or lignite. Gas, and nuclear energy production are not explicitly excluded from 
the regulation, however. These activities can potentially be labelled as an enabling or transitional activity in 
full respect of the “do not significant harm” principle. 

 
221 European Council, Sustainable finance: EU reaches political agreement on a unified EU classification system,(18/Dec/2019), 
< https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-
unified-eu-classification-system/ > 
222 同上 
 

223 工藤 拓毅，「タクソノミーの基準合意」，『電気新聞』，2020/１/７、P12、 
224 注：technical screening criteriaの弊所仮訳 
225 注：usabilityの弊所仮訳 
226 原典において主語の規定がないため、専門家の委任を行う主体は不明であるが、欧州委員会の

管轄事項である委任立法制定のために委員を委任するという文脈上、「持続可能なファイナンスの

ためのプラットフォーム」の各委員は欧州委員会によって選任されるものと推定される。 
欧州委員会が2018年7月に委任した「サステナブル金融に関するテクニカル専門家グループ
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て委任法令 227として定義する予定である。 
加えて、欧州委員会は、技術的スクリーニング基準および欧州委員会がそれらの基準の検討を行

う際の検討方法 228の妥当性について、「加盟国の専門家により構成される専門家グループ」229の助

言を受けることとなる。 
気候変動の緩和と気候変動への適応に関するタクソノミー(The taxonomy for climate change 

mitigation and climate change adaptation )は、2021年末の全面適応に向けて、2020年末までの

成立が予定されている 230。 
 
【参考】調停委員会（Trilogue）の調停案 231における原子力関係条項 
Article 6  Substantial contribution to climate change mitigation  
1. An economic activity shall be considered to contribute substantially to climate change 

mitigation where that activity substantially contributes to the stabilization of greenhouse 
gas concentrations in the atmosphere at a level which prevents dangerous anthropogenic 
interference with the climate system by avoiding or reducing greenhouse gas emissions or 
enhancing greenhouse gas removals through any of the following means, including 
through process or product innovation, consistent with the long term temperature goal of 
the Paris Agreement: 

 
（TEG）」が、EUタクソノミー原案から、原子力を除外する動きを見せた点を考慮すれば、（欧州

議会と欧州閣僚理事会の本件に関する対立を、欧州委員会が考慮する可能性はあるものの、）欧州

委員会が委任する「持続可能なファイナンスのためのプラットフォーム」もまた、原子力を排除す

る方向の助言等を欧州委員会に対し行う可能性がある。 
他方で、後述のとおり「加盟国の専門家により構成される専門家グループ」が欧州委員会に対し

助言を行うとの取り決め存在するため、「持続可能なファイナンスのためのプラットフォーム」お

よび欧州委員会による基準作成に関する裁量は一定程度制約されるものと考えられる。加盟国の専

門家により構成される専門家グループには、加盟国である、フランスやポーランドなど原子力を推

進する姿勢の国が含まれ、また、EUタクソノミーに関する過去の議論状況からもドイツ、オース

トリア、ルクセンブルグ等の国が強く原子力排除に向けた主張を展開するものの、これらの国の主

張に他の加盟国が同調する動きが、過去の議論において大きくは見られなかった点を考慮すれば、

「加盟国の専門家により構成される専門家グループ」が、欧州委員会および「持続可能なファイナ

ンスのためのプラットフォーム」に対する牽制として機能する可能性が高いものと考えられる。 
227 委任立法とは、「欧州議会や理事会が立法手続に従って採択した立法行為について、その 
「本質的でない特定の要素を補足し又は修正するため」に、「一般的に適用する非立法行為」を 
採択する権限を欧州委員会に委任することである。その時、委任する権限の目的、内容、範囲 
及び期間についてはその立法行為で明確に規定しておく。欧州委員会が、委任された権限によって

採択する法行為は「非立法行為」であり「委任された法行為（delegated acts）」と呼ぶ。しかし、 
拘束力のあるそれら法行為の題名には立法行為と同じ規則、指令、決定を用いるので、「委任 
された（delegated）」という語をその法行為の名称の前に付けて区別する。例えば「委任され」た

規則（delegated regulation）」などとする。」（植月献二（2011）「リスボン条約後のリスボン条約後のコミトロ

ジー手続―欧州委員会の実施権限の行使を統制する仕組み―」，

<https://dl ndl.go.jp/view/download/digidepo_3050721_po_0249002.pdf?contentNo=1&alternativeNo= >） 
228 注：approachの弊所仮訳 
229注：an expert group consisting of member states’ expertsの弊所仮訳 
230 脚注218に同じ。 
231 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a 
framework to facilitate sustainable investment - Approval of the final compromise text, < 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/en/pdf > 
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(a) generating, transmitting, storing, distributing or using renewable energy in line with 
Directive (EU) 2018/2001, including through using innovative technology with a potential for 
significant future savings or through necessary reinforcement or extension of the grid; 
 (b) improving energy efficiency except for power generation activities that are referred to in 
Article 14(2a); 
 
Article 14(2a) 
2a. The technical screening criteria referred to in paragraph 1 shall ensure that power 
generation activities that use solid fossil fuels are not considered environmentally sustainable 
economic activities. 
 
Article 16c 
Regulation 2019/2088 (Disclosure Regulation) is amended as follows: 
（中略） 
By 31 December 2021, the Commission shall publish a report describing the provisions 
required for extending the scope of this Regulation to: (a) further develop the current taxonomy 
and expand its scope beyond environmentally sustainable economic activities in order to cover 
economic activities that do not have a significant impact on environmental sustainability as 
well as activities that do significantly harm environmental sustainability as well as review the 
appropriateness of specific disclosure requirements related to transitional and enabling 
activities;  
 
 
調停委員会による調停案について、欧州委員会はウェブサイトに質問対応表 232を掲載している。 

 
【参考】欧州委員会による調停案に対する質問対応表の原子関係個所 
    ※日本語部分は弊所仮訳 
 
What about nuclear energy? 
 
Today's political agreement neither explicitly excludes nor includes nuclear energy in the list 
of eligible environmentally sustainable economic activities. The importance of ‘climate-
neutral energy' for the transition has been explicitly recognised in a recital, while the 
principle of assessing ‘the feasibility of all existing technologies' has been introduced into an 
article dealing with transition activities. The decision to include or exclude nuclear energy 
has therefore been left to the detailed rules based on technical expert input, subject to ‘do no 
significant harm criteria', in particular with regards to the disposal of waste, as well as 
specific references to life-cycle considerations. 
 
本日の政治合意は、原子力を、環境上持続可能な経済活動のリストに、含むか否かについて、

明示的な記載を行っていない。「気候中立なエネルギー」の（エネルギー）移行における重要性

は、備考部において明示されているが、他方で「既存技術の実現可能性」について検証する方

 
232 European Commission(2019), “Questions and Answers: political agreement on an EU-wide classification system for sustainable 
investments (Taxonomy)”, < https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6804 > 
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針を、移行活動を扱う条項の中に組み込んできた。それゆえに、原子力をリストに含むか否か

の決定は、特に廃棄物処理、同様にライフサイクルの考慮事項への具体的参照に関して、「その

他の環境目的に著しい悪影響を及ぼさない原則」に従うように、技術的専門家のインプットに

則った詳細規則に委ねてきた。 
 
How are “transition activities” defined? 
 
Some economic activities, under certain conditions, can be considered environmentally 
sustainable under the Taxonomy, if they fulfil a number of conditions: 
 
1)   Their greenhouse gas emission levels correspond to the best performance in the sector 
or industry. 
 
2)   They must not hamper the development and deployment of low-carbon alternatives. 
 
3)   They must not lead to a lock-in in carbon-intensive assets considering the economic 
lifetime of those assets. 
 
4)   The technical screening criteria for these activities will need to ensure that these 
transition activities have a credible path towards climate-neutrality. To ensure this, technical 
screening criteria should be adjusted accordingly at regular intervals. 
 
どう「移行活動」を定義するか。 
 
ある条件下の経済活動が、以下のような多くの条件を満たすならば、タクソノミーにおいて、

環境面で持続可能と見なすことができる。 
１） 事業セクターまたは産業内において、温暖化ガス排出水準が最高水準を満たす。 
２） 低炭素代替品の開発と展開を妨げない。 
３） 炭素を排出するアセットに対して、その経済的寿命が考慮されることによるロックイン状

態を引き起こさない。 
４） これらの活動に対すし、技術的なスクリーニングを行う際の基準は、それらの導入が気候

中立性を保証する移行活動であることを担保するものである必要がある。その点を担保す

るため、技術的スクリーニングを行う際の基準は、定期的に調整されるべきである。 
 
The concept of “transition activities” is applied with regards to the climate change mitigation 
objective. Nuclear energy and natural gas are frequently debated economic activities in this 
particular context. 
 
As part of the political compromise reached, neither natural gas, nor nuclear energy are 
explicitly included or excluded from the list and the importance of assessing the feasibility of 
‘all existing technologies' is explicitly mentioned when it comes to transition activities. The 
decision on inclusion or exclusion will be carried out by the Commission in the detailed rules 
on the basis of technical input from a multi-stakeholder platform, as is the case with all 
economic activities, with the exception of power generation activities using solid fossil fuels. 
All technologies will be assessed based on life cycle considerations, as well as in accordance 
with the additional requirements that apply to transition activities, and appropriate 
technical screening criteria will be developed including to avoid ‘significant harm', including 
with regards to the disposal of waste. 
 
「移行活動」という概念は、気候変動緩和の目的に関して、適応される。原子力エネルギーや



 
 

140 
 

天然ガスはこの特殊な文脈における経済活動として頻繁に議論される。 
 
政治的妥協点の一部として、移行活動を考えるときには、原子力や天然ガスは、環境上持続可

能な経済活動のリストに、明白に含まれるとも違うとも言われず、「既存技術の実現可能性」に

ついて検証する重要性がはっきりと言及されている。このリストに含むか否かの決定は、固体

化石燃料を使用した発電活動を除く、すべての経済活動と同様に、多様なステークホルダーが

集う場から生まれる技術的知見に基づいた詳細規則の中で、委員会によって実行される。全て

の技術は、移行活動に適応するための追加の必要事項に加え、ライフサイクルの考慮事項をも

とに検証される。また、適切な技術的スクリーニング基準は、「その他の環境目的に著しい悪影

響を及ぼさない原則」に従い、廃棄物処理を考慮したうえで検討される。 
 
 

3-4 ドイツの電力需給に関する動向 

（1）停電および計画外潮流に関する動向 
欧州では、ドイツ北部の風力発電により発電された電力をドイツ南部へ送る十分な送電容量がな

く、周辺国の系統にドイツ北部からの電力が流れ込むループフローが発生することが、系統安全上

の課題となっている。欧州では、電力系統がメッシュ状に連系されているため連系線の潮流管理が

難しく、図 3-14に示すように、ドイツ北部での発電が周辺国を迂回してドイツ南部に送電され、こ

のループフローが近隣国の需給運用に影響を与えている。 
 

 
図 3.14 2015年ドイツ周辺での平均的なループフロー 

（出所）ACER/CEER, “Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity Markets in 2015”, 
2016年9月 
 
 2012年の欧州エネルギー規制機関（ACER）と欧州エネルギー規制者評議会（CEER）の年次欧

州電力・ガス市場監視報告書 233は、ドイツにおける再生可能エネルギーの大量導入と電力系統の増

強の遅れにより計画外潮流が発生し、中・東欧地域（オーストリア、チェコ、ハンガリー、ポーラ

 
233 ACER/CEER(2012), “ACER Market Monitoring Report 2012”, 
<https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report
%202012 pdf > 
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ンド、スロバキア、スロベニア）が影響を受けていると指摘した。 
さらに 2013 年、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアの送電系統運用者（TSO: 

Transmission System Operator）は、ドイツ・オーストリアの卸電力市場に関連した計画外電力潮

流に関する報告書を公開した。234報告書では、ドイツ北部および北海に集中して設置された風力発

電からの送電は、西側のオランダやベルギーなどでは既設置の位相変圧器の運用を含め一応管理さ

れているが、東側では大きな潮流がポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーを経由してオー

ストリアへ、さらに一部はより南部の地域にも流れていることを検証した。同報告書では、検討を

実施したTSOの統一した意見として、この計画外潮流は、欧州の系統運用において系統間の連系容

量の解析と割り当てを難しくし、運用の安定性の低下させることを指摘している。 
また、ACER は 2015 年、ドイツからのループ潮流に起因する電力取引による損失収益で、ポー

ランドとチェコの経済に年間2,500万ユーロの損失をもたらすと試算している。235 
 2017年、欧州委員会はドイツの国土の南北を縦断する連系線の整備が進捗せず、周辺国にループ

潮流が発生していることを理由に、現在単一の入札ゾーンであるドイツ国内市場を、再生可能エネ

ルギーが集中し電力余剰が生じている北部と、再生可能エネルギーの導入が比較的少ない南部に分

割するよう要求した。しかし、ドイツはこれに強く反発し、代替策として、単一の入札ゾーンとな

っていたオーストリア・ドイツ入札ゾーンを、ドイツ入札ゾーン、オーストリア入札ゾーンに分割

することを提案し、2018年10月に分割が実行された。 
 しかしながら、現在も周辺国の不満解消には至っていない。2018年、欧州委員会は、ドイツのル

ープ潮流により国際間の電力取引機会が失われたとのデンマークの発電事業者の訴えを受けて、ド

イツの系統運用者TenneTを対象とした捜査を開始した。236また、2019年には、入札ゾーンの切り

離しを受けたオーストリアの大手電力会社VERBUND、鉄鋼会社voestalpine、製紙業の業界団体

および電力取引所EXAAは、ゾーン分割によって1億8千万ユーロの損害を受けたとして、TenneT
を相手取り、訴訟を提起している。237 
 
 上記の状況の中では、ドイツおよび周辺国の電力品質に変化はあるのかが注目点となる。欧州エ

ネルギー規制機関協会（CEER）の公表資料 238によれば、各国の需要家停電実績について、ドイツ

の平均停電継続時間については、2016年まで概ね横ばいに推移する一方、平均停電回数については、

若干の増加傾向がみられる。（なお、再生可能エネルギー導入との直接的な因果関係について同報告

で言及はない。） 
また、ループフローの影響が懸念される中・東欧諸国（オーストリア、チェコ、ポーランド、ス

ロベニア）についても同様に、平均停電継続時間および平均停電回数に増加傾向は見られず、電力

品質は概ね横ばいであると言える。 
 

 
234 Joint study by ČEPS, MAVIR, PSE and SEPS (2013), “Unplanned flows in the CEE region In relation to the common market 
area Germany-Austria “, <https://wwwpse.pl/documents/20182/51490/Unplanned_flows_in_the_CEE_region.pdf/44c6534e-a30d-
4f06-9f7e-cb941b0ccf40> 
235 CLEAN ENERGY WIRE, Dec/29/2015, <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/loop-flows-why-wind-power-northern-
germany-putting-east-european-grids-under-pressure> 
236 CLEAN ENERGY WIRE, Apr/12/2018, <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/interconnectors-blockages-german-grid-
odds-eu-power-market> 
237 REUTERS, Nov/1/2019, <https://wwwreuters.com/article/germanyaustria-power-court/austrian-industrials-take-german-grid-
operator-to-court-over-power-flow-curbs-idUSL8N1Z83X1> 
238 CEER(2018), “CEER Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and Gas Supply“, 
<https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/963153e6-2f42-78eb-22a4-06f1552dd34c > 
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図 3.15 ドイツの一需要家当たりの年間平均停電継続時間 

（出所）CEER239資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 

 
図 3.16 ドイツの一需要家当たりの年間平均停電回数 

（出所）CEER資料より日本エネルギー経済研究所作成 

 

 
239 同上。本節内の出所について以下同じ。 
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図 3.17 中・東欧諸国の一需要家当たりの年間平均停電継続時間 

（planned and unplanned, without exceptional events） 

（出所）CEER資料より日本エネルギー経済研究所作成 

 

 
図 3.18 中・東欧諸国の一需要家当たりの年間平均停電回数 
（planned and unplanned, without exceptional events） 

（出所）CEER資料より日本エネルギー経済研究所作成 

 
（2）再生可能エネルギー導入が周波数に与える影響 
再生可能エネルギー発電設備の大量導入が電力系統の安定性に与える影響を証明することは、電

力系統の複雑性や電力系統に連系する発電設備が多数に上ることから、長らく困難であるとされて

いた。 

東京大学 生産技術研究所の合原 一幸 教授は、ドイツおよびイギリスと国際共同研究を行い、北

アメリカ、ヨーロッパおよび日本の電力網で観測された周波数時間変動のビッグデータを用いて、

その変動の統計的特性を解析した。その結果、従来想定されていた正規分布（ガウス分布）よりも

大きな周波数変動を伴う非正規分布特性を示すことを明らかにし、その数理モデルを構築した。ま



 
 

144 
 

た、再生可能エネルギーや電力取引の導入が、このような大きな周波数変動の要因となり得ること

を明らかにした 240。 

同研究では、それぞれ異なる電力需給の状況下にある、ドイツ、フランス、イギリス、フィンラ

ンド、マヨルカ島（スペイン）、日本、アメリカの電力網周波数の時間変化に関するビッグデータを

解析した。ここで、ドイツは多くのヨーロッパ諸国と統合電力網で結ばれており、フィンランドも

北欧電力網に含まれている。また、アメリカは、多数の領域に分割されているが、検討においては、

カナダの一部を含む最も大きなEastern Interconnectionの計測データを用いた。 

 
これらの電力網の周波数変動ビッグデータの解析により、下記の結果が得られた。 

 

■電力取引は周波数変動をもたらす 

１つ目の重要な結果は、ヨーロッパのデータで 15 分毎の大きな変動が見られたことである（図 
3-19）。この周期は、電力スポット市場による新規の電力供給の時間間隔に対応する。すなわち、ヨ

ーロッパの電力網の周波数変動は、電力取引の影響を強く受けていることが明らかとなった。 
 

 
図 3.19 RTE（仏）における周波数変動 

（出所）合原他 241 

上図は、フランスの系統運用者である RTE 管轄地域の 2015 年に観測された周波数のレンジを表

したもので、0時から24時の間で観測される同時刻の周波数の変動を集計したものである。左図は

0時から24時までの24時間、右図は0時から70分間の値を示している。白色線は中央値、黄色帯

は25％～75％の四分位数に収まる範囲、グレーは最大最小の周波数をそれぞれ表す。 
 

 
240 東京大学 生産技術研究所 プレスリリース,「【記者発表】日米欧の電力網の周波数変動を国際協力で解析：再生

可能エネルギーや電力取引量の増大に備えるための数理モデルも構築」，2018年1月9日， 
< https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/news/2830/ > 
241 Benjamin Schäfer*, Christian Beck, Kazuyuki Aihara, Dirk Witthaut, and Marc Timme(2018) ,“Non-Gaussian Power Grid 
Frequency Fluctuations Characterized by Lévy-stable Laws and Superstatistics”,Nature energy,(Jan/8/2018)  
※以下、特別の断りがない限り本節における図表の引用は上記資料による。 
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図 3.20 ヨーロッパ大陸地域における周波数変動の分布 

（出所）合原他 

 

図 3-20 の棒グラフは 2015 年 1 年間におけるヨーロッパ大陸地域における周波数の発生頻度を

示している。縦軸は、当該周波数の発生頻度を表す確率密度関数である。実際の発生頻度（グレー

の棒グラフ）と、正規分布（橙色曲線）を比較すると、特に周波数の逸脱の大きな周波数帯で、実

績値の正規分布からの逸脱が顕著となっている点が見て取れる。このため、実際の電力系統への適

用においては、レヴィ分布（安定分布，緑破線）や、q-ガウス分布が最も適していることが確認され

た。 
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図 3.21 周波数変動における自己相関の減衰 

（出所）合原他 

 

時刻と周波数変動との間の関係性を確認するため、周波数変動の自己相関 242について確認したと

ころ、自己相関のピークが15分ごとに発生し、特に30分毎、60分毎に顕著に見られる点が確認さ

れた。図 3-21 は各地域における自己相関を示したもので、（Mallorca：マヨルカ島、EI：北アメリ

カ連系、Nordic：ノルウェー地域、CE：ヨーロッパ大陸地域、GB：英国地域を指す） この頻度は、

多くの地域における電力取引の取引間隔に一致し、電力取引が周波数変動の要因である点が示され

ている。電力取引の新たなインターバルが始まるのとほぼ同時に、発電量の変更は行われることと

なるが、複雑で動的な電力網が新たな状態に移行するためには、緩和のための一定の時間が必要と

なる。 

 
242 自己相関については以下のHPが詳しい。< https://bellcurve.jp/statistics/course/12935.html > 
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図 3.22 異なる地域における相関時間の逆関数 

（出所）合原他 

 

自己相関に対する分析からは、さらなる知見を得ることが出来る。典型的な相関時間を τ とし、

自己相関の関数 cを以下の式として定義する。 
 

c(⊿t)～exp(-⊿t/τ)                           
 

そのうえで、自己相関の減衰の各軌跡のはじめの１分間について、典型的な相関時間τの逆関数

を算出し図示すると、同値は特定の範囲に収束することが明らかになった（ 図 3-22 ）。このこと

は、各地域ともに、周波数を同機させるための装置が実質的に異ならないことによるものと考えら

れる。（弊所注：市場で決定された発電量に合わせて各発電機が運転するとすれば、発電機に一定の

出力指令がなされてから、指定出力に到達するまでの間に系統の周波数変動が著しく発生すること

となる。出力の変化スピードは系統に同機する発電機の構成に依存するが、概ねどの国も同様の電

源を調整に用いているために上記図のように、一様の分布を示すものと考えられる。） 

 

■変動特性を説明する数理モデルを構築 

２つ目の重要な結果は、周波数の変動の統計的特性が、通常想定される正規分布（ガウス分布）

とは大きく異なっていることである。特に、正規分布では生じ得ないような大きな変動（ヘビーテ

ール）と分布の非対称性が広く観測された。 

そこで、この観測結果を再現できる数理モデルを構築した。この数理モデルを用いれば、電力網の

規模に依存してどの程度大きな周波数変動を生じるかなどの問題を理論的に定量評価することがで

きるため、電力網運用計画や制御に活用できると期待される。 

 

 電力の変動に関する確率的モデル 

電力系統の周波数変動は、発電と需要の変動に起因する。このため、著者らは、電力需要と周波
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数の関係性を記述する式をフォッカー・プランク方程式 243を活用して構築した。 

 

 

本式において、各記号は以下に定義される。 

 

ω：ノード（地点）における角速度(angular velocity)で、ωi =2π(fi - fR) 
   ここで、fiはノード i=1,……Nであり、fRは50Hzまたは60Hzの各系統の基準周波数を指す 
θ ：電圧位相角 
Mi：慣性力 
Pi ：発電機出力 
ξ：ランダムノイズ、ε：ノイズの増幅率 
D：減衰値 
K：結合行列（これは、各送電ノード間の関係における位相幾何学により定められる） 
 
本式では、ω＝0 のとき、全ての発電機は、各地域の目標周波数である50Hzまたは60Hzで運転

し、その安定運転状態において、全てのノードの角速度は一致する。周波数変動は、システムの支

障が発生した場合か、あるいは、システムの緊急事態からの復帰の段階か、システム間の位相の位

相幾何学上の変化が生じたときに発生する。 

筆者らは、各ノードにおける減衰と慣性力の比率を、γ＝Di/Mi （全て一律）と定義し、∑ 𝑁𝑁
𝑖𝑖 = 1𝑃𝑃𝑖𝑖 = 0 

と仮定する。 
上記式により、回転数に関する以下の式が得られる。 
 

 
 上記式は、γ、ランダムノイズである ξ、ノイズの振れ幅 ε の合計値に依存しており、これによ

り個々のノードの個別データに依存しなくとも、電力系統全体のデータにより観測が可能であるこ

とが示されている。ここで、系統の角速度 ω の変化率の緩和要因となっている、γ は、発電機にお

ける制動巻線や系統維持のための初動における措置の能力を表している。 
上記において、ωは、決定論に従わず、ξにより表記される確率論に従うこととなり、電力系統に

おける角速度は、図 3-20 にて記載されるような確率分布で表現されることとなる。 
ここで、議論の中心は、ξ の確率分布をどのような確率分布により生成されたノイズとして表現

 
243 フォッカー・プランク方程式は、時間経過による観測対象の状態変化について、確率論的に分

析する際に活用される計算式である。フォッカー・プランク方程式の導出と位置づけについては以

下のHPに詳しい。 
< http://www3.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~kiyono/handouts/bio_physH24f2.pdf > 
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するかという点となる。筆者らは、ノイズの分布について、時系列に依存する確率密度関数である

フォッカー・プランク方程式を用いて以下のように表現した。 

 
 
本式により、γ、ε、系統全体の慣性力の総和であるMを把握すれば、周波数変動の確率分布を解

析することが可能となる。 
さらに、上記式を活用することにより、式に入力されるノイズの確立分布と、式から出力される

周波数変動の確立分布の関係性を以下の式で導出することが出来る。 
 

 
 
上記式から、式に入力されるノイズを可能な限り小さくすることにより、式の出力である周波数

変動の確率分布の分散を最小化することが可能であることが示唆された。しかしながら、再生可能

エネルギーを中心とした変動性電源が大量に系統に導入された場合、式に入力されるノイズが拡大

するため、系統の周波数が目標値を逸脱する可能性は高まることとなる。また、電力取引市場の存

在は、周波数変動を増加させる他、εを増加させることでノイズの幅を増幅させる方向に作用する。

一方で、周波数変動は、γまたはMを増加させることにより緩和することが可能となる。 
筆者らは、上記モデルを活用して、各地域における電力系統に入力されるノイズの増幅率の推定

を行った。この結果（ 図 3-23 ）によれば、太陽光や風力といった変動電源の導入比率が高い地域

ほど、系統に入力されるノイズの増幅率が拡大する傾向が見られた。 
しかしながら、再生可能エネルギーの大量導入と、入力ノイズの増幅率の増加の関係は、それほ

どには厳密でないため、少なくとも現状では、電力取引の存在と需要側の変動が概ね周波数の変動

に影響を与えているといえる。 
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図 3.23 米国および欧州地域の電力系統における周波数変動 

（出所）合原他 

 

 Superstatistics 
筆者らは、モデルの確立過程に非正規性をもつ分布を想定する代わりに、観測されたデータを基

に、複数の正規分布に従う関数を組み合わせることにより、より近い確率分布のテールと尖度を再

現する、superstatisticsの手法を導入した。 

 
図 3.24 複数の正規分布を組み合わせることによるヘビーテールの生成 

（出所）合原他 

 

図 3-24 b は、日本の 60Hz地域における周波数の確立分布が示す尖度の推移を表している。比較

的短期の変動（⊿t が短期）である場合、尖度は正規分布（＝3、図表赤線）よりも低く、分布のテ

ール部が小さい（周波数が大きく逸脱する確率が低い）分布となっているが、比較的長期の変動(⊿
t が長期)の場合、尖度は正規分布よりも拡大し、より大きな周波数逸脱が正規分布よりも頻繁に生
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じる分布となっている。 
⊿tが長期となるほど、分布の尖度が拡大する理由として、時系列による消費者の活動の変化（昼

夜間による需要パターンの変化）や発電機構成の変化（各発電機の並列・解列状態の変化）が作用

しているものと考えられる。 
一定の需要や発電のパラメーター下において、周波数変動の確立分布は正規分布に従うが、時系

列変化により系統状態のパラメーターに変化が生じると、周波数変動の分布は前時点正規分布から

新たな状態下における正規分布に変化することとなる。このため、周波数変動のモデルに

Superstatisticsの手法を適用することは正当化されることになる。 
 

■小さな電力網は、より大きな周波数変動を示す 

マヨルカ島のような小さな電力網は、ヨーロッパ大陸の電力網のような大きな電力網より大きな

周波数変動を生じることが、データ解析と数理モデルの両方で示された。したがって、大きな電力

網を小さなマイクログリッドに分割すると周波数変動が大きくなると予想される。今後、アイルラ

ンドやアイスランドなどのデータやマイクログリッドのデータを用いてより詳しい検証を進めるこ

とが必要である。 

 

■再生可能エネルギーの増加も周波数変動を生み出す 

さらに、異なる電力網の比較により、再生可能エネルギーの増加は、大きな周波数変動を生み出

すことが明らかとなった。例えば、風力発電量と太陽光発電量の割合の大きいイギリスでは、アメ

リカと比べて大きな周波数変動が見られた。したがって、多くの再生可能エネルギーを導入するた

めには、そのための制御やデマンドレスポンスなどの対策が重要となる。（詳細は、図 3-23および

上記の数理モデルについての説明箇所後半部分を参照。） 

 

3-5 イギリスの原子力セクターディールに関する情報 

 2018 年 6 月に英国政府が公表したNuclear Sector Deal244において、2030 年に向けて政府と産

業界が目指す原子力セクターのビジョンが示された。そのビジョンの1つとして、2030年までに原

子力の新設プロジェクトのコストを30%削減することが掲げられている。同報告書では、この目標

を達成するため、インフラの分野においてEnergy Technologies Instituteと協働し、イノベーショ

ンの推進や最新の手法を取り入れていくことで、建設コストやサプライチェーンにかかるコスト削

減を目指す方針が説明されており、これらを支援する R&D 及びファイナンス・スキームに係る取

組みの重要性が強調された。 
 上述の報告書を受けて、同年10月に、Nuclear Industry Council（NIC）の部局の下に5つのワ

ーキング・グループが設置された。新設コストの削減に係る取組みは、New Build Cost Reduction 
Working Groupが主要な役割を担うこととなり、各ワーキング・グループの作業進捗状況は、NIC
のミーティングにおいて逐次報告され、日々の活動はNICのプログラム・マネジメント・オフィス

によって管理されている。直近 2019 年 9 月の同ワーキング・グループによる報告では、基準価格

（Hinkley Point Cでは、現行92.25￡/mwhが見込まれている）の30%減を削減目標の基準として

定めることが説明されている。また、コスト削減の障壁となるリスクの問題に関しては、リスクに

 
244 BEIS, “IndustrialStrategy“,  
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/720405/Final_Version_BEIS_Nu
clear_SD.PDF> 
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うまく対処している洋上風力の実践から、建設における最新手法の導入の必要性が強調された。同

様に、国際的な経験から、切れ目のない炉の建設が複製によるコスト削減に寄与していることが紹

介されている 245。削減目標達成に向けたより具体的な英国政府及び産業界のコミットメントのあり

方に関しては、同ワーキング・グループが報告書を作成中である 246。 
 

3-6 ホライズン計画の凍結に関する情報 

2019 年１月、日立製作所は、英国で発電事業開発を行う子会社である、Horizn Nuclear Power 
Limited が英国ウェールズ北西岸に接するアングルシー島のウィルヴァ・ニューウィッドで開発を

進めてきた原子力発電所新規建設計画の凍結を決定したことを発表した 247。 
同社は凍結の理由として、同社が英国政府との協議を進める中で、同社が求める事業継続のため

の３点の判断基準、すなわち、①民間企業としての適切なリターンの確保、②日立のバランスシー

トからオフバランス化をすることを前提とした資金調達モデルの実現、③民間企業として許容でき

る出資範囲 で合意に至るには、さらなる時間を要すると判断し、民間企業としての経済合理性の

観点からプロジェクトの凍結を決定したとしている。 
日立による決定の３日前の、BBCの報道によれば 248、凍結に関し、英ビジネス・エネルギー・産

業戦略省（BEIS）の報道官は、「ビジネス相が昨年6月に表明したように、支援に合意するには、

イギリスの消費者や納税者にとって最適で、支出に見合う価値のあるものでなくてはならない」、「関

係者全員が懸命に交渉と努力を重ねたが、現段階で政府と日立は前進するための合意に達すること

ができない」とコメントしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
245 Nuclear Industry Council, “Nuclear Industry Council – Summary of Meeting“, Sep/2019,  
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/847933/NIC_minutes_23_Septe
mber_2019.pdf 
246 NiA, “Nuclear Sector Deal Updates“, <https://wwwniauk.org/industry-issues/nuclear-sector-deal/> 
247 日立製作所，ニュースリリース，2019/1/17, < https://wwwhitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/01/f_0117.pdf > 
248 BBC NEWS JAPAN、「日立、英ウェールズの原発建設を凍結決定」、2019/1/17、< 
https://www.bbc.com/japanese/46905645 > 
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3-7 原子力申請費用に関する情報 

 原子炉の設置に係る許認可申請の費用は、各国の規定に基づいている。海外では、日本のように

一定の申請費用が定められておらず、許認可のプロセスや炉の形態に応じて申請費用が個別に算定

されることが一般である。例として、イギリスの設置許可に係る申請費用（ONRが受け取る費用お

よび原子力メーカーが審査に対応するために要する費用を含む）は、ヒンクリーポイントCにおい

て、20億ポンド（約2,800億円）と見込まれており 249、審査による収入がONRの活動に係る歳入

の大半を占めていることからも、原子力プロジェクトのコストにおいて小さくない部分を占めてい

るが分かる 250。アメリカでは、直近の許認可費用（申請者からNRC への支払い分）は 4500 万～

7000万ドル（約50億～75億円）と報告されている 251。 
 

表 3-3 許認可申請費用に係る取扱い（国際比較） 

 
（出所）各種資料 252により日本エネルギー経済研究所作成 
 

 
249 公式の費用は不明。<https://wwwneimagazine.com/features/featurethe-cost-of-hinkley-point-c-and-the-uk-nuclear-
renaissance-4578705/>を参照。参考までに、日立がホライズンプロジェクトの撤退によって計上した損失は約3,000億
円である。<https://wwwhitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/01/f_0117 pdf>を参照。 
250 ONR, “OFFICE FOR NUCLEAR REGULATION ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2018/19“, Jun/20/2019,  
<http://www.onr.org.uk/documents/2019/onr-annual-report-and-accounts-2018-19.pdf> 
251 アメリカの数値は設計に係る申請費用であるため、単純にイギリスの数値との比較はできない。NRC, “General 
Questions about NRC Fees“, <https://wwwnrc gov/about-nrc/regulatory/licensing/general-fee-questions.pdf> 
252 ・NRC, NRC Regulations Title 10, Code of Federal Regulations, §170.12 Payment of fees, 

< https://wwwnrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part170/part170-0012 html > 
・ONR, The Health and Safety and Nuclear (Fees) Regulations 2015,< 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/363/contents/made > 
・CNSC, Canadian Nuclear Safety Commission Cost Recovery Fees Regulations (SOR/2003-212), 

< https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2003-212/index html > 
   ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令, 

< https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000324 > 
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（出所）省令 253より日本エネルギー経済研究所作成 
 
 

3-8 EDFによる excell planの公表 

3-8-1 excell plan公表の経緯 
2019年 12月13日、EDFは、原子力産業界において最高レベルの基準をクリアできる高品質の

機器製造や人材の能力向上を実現するため、excell planを実施することを公表した。同計画に対し

ては2020年から2021年まで1億ユーロの予算が投じられる 254。 
本計画策定の背景として、近年、フラマトム社製・欧州加圧水型炉（EPR）の欧州域内での建設

遅延が継続し、フランス国内の原子力業界の大きな課題として認識された点が挙げられる。同炉系

を採用した、フラマンビル3号機（フランス）、の建設工事は、原子炉容器鋼材の品質問題や配管溶

接部の欠陥等により 10 年以上遅延し、コストも3倍以上の 124 億ユーロ（約1兆5,200 億円）に

増大している。また、フィンランドで、同社とドイツのシーメンス社による建設コンソーシアムが

手掛ける、オルキルオト 3 号機についても、2005 年 7 月の着工以降、工期の延期を繰り返してお

り、最終的な営業運転開始は2020年7月にまでずれ込む見通しである 255。 
上記の両発電所の建設遅延に伴い、EPRの設計・建設を請負うアレバ社（旧フラマトム社）の経

営は急速に悪化、2014年決算で48億ユーロの損失を計上し、経営危機の状態に陥った。これを受

けて、フランス政府は、原子力業界再編を通じた、同社の救済に乗り出し、2018年2月、同社の原

子炉部門をEDFへの移管が完了した 256。 
 

253 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令, 
< https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000324 > 

254 原子力産業新聞，仏電力、来年から予算1億ユーロで原子力機器の品質向上等で行動計画,( 2019年12月19日) 
< https://www.jaif.or.jp/191219-a > 
以下、多くの記載は上記記事の内容を中心に、EDFプレスリリース、現地報道、論説等を加えたもの。 

255 原子力産業新聞，フィンランドのオルキルオト３号機、２０２０年７月に営業運転開始へ，(2019年7月18日) 
 < https://www.jaif.or.jp/190718-a > 

256 電気事業連合会，【フランス】 アレバの経営危機を背景とした仏原子力産業の再編が完了，(2018年10月5日) 
 < https://wwwfepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_kaisetsu/1258517_4141 html > 
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しかしながら、EDF 移管後も建設の遅延傾向は好転せず、2019 年 6月に、フランス原子力安全

規制局（ASN）がフラマンビル3号機の配管溶接部の欠陥に対し修理を命令し、これにより運転開

始が 2020 年から 2022 年末まで延期される見込み 257となった。原子力建設部門の不振を背景に、

分社化によるEDF再編が検討される 258など、EDF移管後の旧アレバ原子力事業がEDFの経営課

題として認識される状況となった。 
上記のような状況 259を踏まえ、EDF の J.-B.レビィ会長は、2019 年 7 月、フランスの自動車大

手PSA（プジョーシトロエン）グループのJ.-M.フォルツ元会長に対し、同年10月までにフラマン

ビル 3 号機の建設遅延要因に関する監査報告書を完成させるよう依頼、同月 25 日に同氏により、

「EDF 最高経営責任者宛報告・フラマンビルにおけるEPR 建設」（通称：フォルツ報告書 260）が

報告された。 
フォルツ氏はEDFの内部資料や過去および現役幹部職員を対象とした70件のインタビュー等を

通じ検証を行い、2006年5月当時に33億ユーロ（約4,000億円）と見積もられていた建設コスト

が、今年 10月までに7回改定され、現時点で 124 億ユーロ（約 1兆 5,000 億円）に増加した事実

に言及 261。 

 
257 原子力産業新聞，仏フラマンビル３号機、配管溶接部の修理で運転開始がさらに遅れる可能性，(2019年6月21
日) <https://www.jaif.or.jp/190621-a> 
258 Bloomberg，フランス政府がＥＤＦ全株取得と非公開化検討、原発老朽化でー関係者，（2019年2月14日）， 

< https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-02-13/PMVJLX6TTDS101 > 
259 加えて、2019年10月にフランス政府がEDFに対し、6基の原子力発電所新設を検討するよ

う要請したとの報道があり（その後、財務大臣は、長期計画を検討するように指示したのみであ

り、具体的な建設に関し検討を指示したものではないと否定。）フランス政府が原子力発電所新設

を検討する中で、将来の新設における懸念を解消すべきとの意図もexcell plan導入の背景にある

可能性がある。 
 
-2018年3月に、マクロン仏大統領は、原子力発電の新規着工の可能性について言及 
電気事業連合会，[フランス] マクロン大統領、原子力発電所の新設について言及，（2018年3月5日）， 
< https://wwwfepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1257627_4115 html > 

 
-同国における原子力発電所新設検討指示に関する報道。 

Reuters, France asks EDF to prepare to build 6 EPR reactors in 15 years -Le Monde，（15/Oct/2019）,  
< https://wwwreuters.com/article/us-edf-nuclear-epr/france-asks-edf-to-prepare-to-build-6-epr-reactors-in-15-years-le-monde-

idUSKBN1WT27T > 
 
-上記の後、EDFが非公式文書で政府に対し、最新式EPRの建設費が最低で1基46億ユーロで

あると回答したの報道がなされた。（Le Monde誌報道を、ロイターが報道。） 
Reuters, France's EDF expects six new nuclear reactors to cost 46 billion euros: Le Monde，（9/Nov/2019） 
< https://wwwreuters.com/article/us-edf-nuclear-epr/frances-edf-expects-six-new-nuclear-reactors-to-cost-46-billion-euros-le-

monde-idUSKBN1XJ074 > 
 

-現地誌(Le Point)は、excell plan について、6基の原子力新設に関し議論が進められる中で、EDFが

フォルツ報告書発表後に失墜した原子力業界への信頼を取り戻し、原子力に対する世論の支持を回

復するための試みであると分析している。 
Le Point Économie Économie, Le plan d'EDF pour sauver le nucléaire français,13/Dec/2019, 
< https://www.lepoint fr/economie/le-plan-d-edf-pour-sauver-le-nucleaire-francais-13-12-2019-2353064_28.php > 
260 Jean-Martin FOLZ（2019）, RAPPORT au Président Directeur Général d’EDF-La construction de l’EPR de Flamanville, 
< https://minefi hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=104AF2DA-FA4D-4BED-B666-
4D582E2C7A8A&filename=1505%20-Rapport%20Flamanville%20pdf.pdf > 
261 原子力産業新聞，仏経済相、フラマンビル3号機建設計画の遅れとコスト超過で解決計画 要請，（2019年10月
31日），< https://www.jaif.or.jp/191031-a > 
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そのうえで、「遅延とコスト増大の主な原因として、セキュリティーや資材の品質などに関わる詳

細な事前調査が不足していたこと、複数の企業が混在する現場を統括し監督する権限を持ったプロ

ジェクトマネジャーやプロジェクト・チームの設置が遅れたこと、原発圧力容器の品質、耐久性、

溶接プロセスなどに関わる規制強化で新たな試行や修理を迫られたこと、などを挙げた。 
また、フラマンビル原発の着工以前、フランスでの新規原発着工は 1991 年のシボー原発 2 号機

を最後に 16 年間なく、その間にフランス電力のプロジェクトマネジメント能力や部品メーカーの

製造能力が低下し、特に溶接の技術や人材を喪失したと指摘した。 
一方でフォルツ報告書は、中国・台山原発で（先行するフラマンビル 3号機等の知見を活用し大

幅な工期遅延なく建設され）稼働し良好に機能しているEPR を例に挙げ、EPRのコンセプトに抜

本的な修正を加えるのを避け、フランス国内の EPR 建設でこれまでに蓄積した経験・ノウハウを

維持すべきだとした。その上で、原子力発電産業の能力の再構築と維持に向け、新たな原子炉の建

設と既存の原子炉を維持するための長期的計画の策定が必要になると結んだ。」（JETRO 報告 262 

※括弧内は、弊所補足。） 
これを受け、B.ル・メール経済・財務相は、2019年10月末、EDFに対して問題解決に向けたア

クション計画を 1 か月以内に提示することを求め、2019 年 12 月に大臣の要請に応じる形で EDF
よりexcell planが公表された。 
 
3-8-2 excell plan の概要 263 264 

excell planではその目的の達成に向けて、機器製造基準や人材の訓練と資格認定などを担当する

上級職員が計画の遂行を監督するとともに、EDF会長兼CEOに経過を直接報告する義務を負う。

2020-2021年の間に1億ユーロが投じられる。具体的には、以下の3つの重要項目に基づいて進め

るとしている。 
 
（１） 製造機器の品質向上 
・顧客とサプライヤーの関係を徹底的に検証し、今よりもバランスの取れたリスク共有、製造基準

に適合した契約の締結などを目指す。サプライヤーの選択では品質要件の遵守に一層の重きを置

き、サプライヤーは機器製造における仕様書の作成や製造可能性の評価に一層深く関与する。 
 
・新規の原子炉建設においてはサプライヤーの資格認定スキームを新たに導入し、下請やその下の

レベルの契約業者にもさらに厳格な認定を適用する。 
 
・最重要事項として、今より厳しい資格認定基準や記録管理システムを活用し、それによってパー

ツ等の品質を保証する。 

 
262 日本貿易振興機構，稼働の遅れでコスト増大の新型原発、報告書が対策を提言（フランス），(2019年11月12日) 

< https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/11/da7a2c5921ceb7c2 html > 
263 excell planの具体的内容については、原子力産業新聞が詳しく、EDFの公表した内容につい

てほぼ全文を網羅し報じている。本節の内容は主に、同誌記事の内容を踏まえ、EDFによるプレ

スリリースの内容を加味したうえで作成している。 
原子力産業新聞，仏電力、来年から予算1億ユーロで原子力機器の品質向上等で行動計画,(2019年12月19日), 
< https://www.jaif.or.jp/191219-a >  

264 EDF, EDF unveils "excell", an excellence plan for the nuclear industry,(13/Dec/2019) 
   < https://www.edf fr/en/the-edf-group/dedicated-sections/journalists/all-press-releases/edf-unveils-excell-an-excellence-plan-for-
the-nuclear-industry > 
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・機器の製造基準や人材訓練、資格認定などを担当する上級職員が機器の故障等を調査し、EDF
やフラマトム社および産業界全体で良好事例が確実に活用されるようにする。 

 
・これらの指針は、製造プロセスにおける品質改善の観点から既にフラマトム社の戦略計画に取り

入れられている。 
 
（２） 人材の能力向上 
 
・EDFは仏原子力産業協会（GIFEN）と協力して、原子力事業にともなう様々な取組みを一元的

に管理し、原子力分野に特化した大学を設立する。 
 
・知識管理システムを用いて産業界の知見を活用し、それらの知識をEDFのエンジニアリング・

センター内で広める。 
 
・多様なキャリアパスをEDFおよび業界内全体で構築するとともに、製造、建設、運営の分野間

でも構築する。 
 
・原子力産業界の基準をクリアできる溶接工を育成・雇用するため、産業界が具体的なプランを策

定する。 
 
（３） 大規模原子力プロジェクトの管理体制を強化 
 
・大規模な原子力プロジェクトそれぞれについて、EDFの会長兼CEOが戦略委員会の議長を務

め、プロジェクトの初期データを審査。また、プロジェクトの目標やコスト、スケジュールを設

定するほか、関連する財政的コミットメントについて審査を行い、主要な契約の締結を承認す

る。このような大規模プロジェクトの進展状況についても、EDF理事会は定期的に概要報告を

受けることになる。 
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第4章 国内外の原子力に係る訴訟動向 
原子力に関する法制度全般に関し、日本と海外諸国の間で違いが見られ、特に日本においては、

政府や事業者を相手とした損害賠償請求訴訟や、事業者を相手とした原子力発電所の運転を差し止

める訴訟が数多く提起されている。規制機関が安全性を確認した原子力発電所に関して裁判所が差

止めを認めた一部判決については、海外からの関心も高く、原子力事業の予見可能性をはじめとし

た原子力行政の観点からも重要な論点であることから、国内外の法制度の比較研究に向けた調査・

研究を実施した。 
なお、法制度の比較研究については、日本国内法および国外法に関する高度の専門性を要するこ

とから、法律分野において高度な専門性を有する専門家に監修を依頼している。 
 

4-1 調査における論点整理および本年度調査の実施方針 

調査・研究の準備段階において、内外法制度の比較研究に向けて必要となる要素について事前整

理を実施したところ、海外の政策担当者や法曹をはじめとした有識者の間で、議論の前提条件とな

る、日本の法制度および判例に関する理解が進んでいない点が課題として認識された。正確な内外

法制度の比較・分析を行うためには、国内外の有識者の間で、それぞれの国の法制度や判例につい

て理解し、その上で、議論を進める必要があるが、現状では、原子力に関心がある海外有識者の間

においても、日本の原子力法制度に関する理解は、差し止め訴訟判決等の際になされる海外メディ

アの報道ベースが中心であり、個々の判例に踏み込んだ、本質的理解には至っていない。 
海外識者の間で、日本の原子力関連訴訟に対する理解が進まない一因として、日本におる原子力

訴訟の重要判例に関し英訳が行われておらず、言語の違いが障壁となり、海外有識者が日本の判決

等に関し議論することが困難である点も存在するものと考えられる。 
このため、本研究においては、内外法制度の比較研究の基盤となる、日本における原子力訴訟の

重要判決の特定と、判決における重要部分の翻訳を行うこととした。翻訳した判例については、公

表用ホームページに掲載し世界から広く意見募集を行った。 
 

4-2 本年度調査の調査対象 

原子力損賠賠償訴訟の事例として、福島県南相馬市小高区の住民ら 321 人が東京電力に総額約

109億円の損害賠償を求めた訴訟（平成30年2月7日判決）、原子力発電所の運転差止め訴訟とし

て、女川原子力発電所運転差止請求訴訟に関する仙台地裁判決（平成6年1月31日判決）、を翻訳

対象とすることとした。 

4-3 公表方法 

判決後の翻訳内容については、公表用HP,Decision relating to nuclear energy industry 
< https://nuclear-law-japan.org/ >にて公開した。 
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参考資料-1 諸外国の電力市場価格と原子力発電費 
 
（1）米国 
米国の卸電力価格は、主にガス火力発電所の限界費用を元に決定される。このため、卸電力価格

とガス卸価格の相関は極めて高く、ガス卸価格が上昇（下落）する局面では、卸電力価格も連動し

て上昇（下落）する傾向にある。 
下図では、米国最大のRTOであるPJM管内の電力卸価格の平均値と多くの原子力発電所が立地

するイリノイ州ガス卸価格（Citygate Price）推移を示している。ガス卸価格が、2003年の4.12 $/
千立方フィートから 2008 年に 8.16 $/千立方フィートまで上昇する過程で、卸電力価格は、41.23 
$/MWhから71.13 $/MWhまで上昇したことが見て取れる一方、2009年以降については、①2008
年 9 月に発生したリーマンショックの影響により世界経済が大幅な減速局面に移行したこと、②技

術革新により米国におけるシェールガスの生産量が急激に増加したこと に牽引され卸ガス価格が

大幅に下落、これと同じくする形で、卸電力価格も下落に転じている。 
上記の卸ガス価格による影響に加えて、2009年以降の卸電力価格の下落については、再生可能エ

ネルギーの大量導入も影響を与えているとみられる。2005 年以降、PTC 等の支援策の下で経済原

理の枠外で再生可能エネルギー発電設備が大量に導入されることとなった。給電指令が不能で需要

に関係がなく発電を行う間欠性電源によって大量の電力が市場に供給されることで、低需要期の電

力価格が大幅下落、時間帯によってはネガティブプライス（電力価格がマイナスになる状態）をつ

ける状況が生じ、平均の卸電力価格を引き下げる要因となっている。 
2018年の米国平均の原子力発電費（赤色点線）と、卸電力価格を比較すると、2016年・17年に

おいては、発電コストが電力収入で補えない逆鞘が生じており、別途容量市場からの収入が存在す

るものの、市場から得られる収入だけで、発電コストを回収することが困難な状況であったことが

伺える。（原子力発電費は、全米平均値であるため、平均よりコストの高いプラント群は、更に厳し

い状況に直面していることが予想される。） 
2018 年については、世界的なガス需要の高まりから、米国内のガス価格も若干の上昇が見られ、

卸電力価格についても同様に底打ち感が見られた。しかしながら、2019 年には、PJM 管内の卸電

力価格は、電力需要の低迷を背景 265に、前年の＄37.83/MWh から＄27.6/MWh まで一転して下落

している。米国平均の原子力発電費は継続した低減傾向（2017 年：＄34.32/MWh ⇒ 2018 年：

＄31.83/MWh）にあるものの現下の卸電力価格下では、必要経費の回収は困難と考えられる。 

 
265 2019年第３四半期までの電力需要は、前年第３四半期までと比較して2.3％減少している。 

PJM, “State of the Market Report for PJM Q3”, P102,  
< https://wwwmonitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2019/2019q3-som-pjm.pdf > 
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図 4.1 電力卸価格（PJM）の推移と原子力発電費（2018年米国平均実績） 

                                                      ※ガス価格Citygate Price 
 ※電力価格はPJM管内のLoad-

Weighted LMP 
（出所）EIA266, NEI267, PJM268資料より日本エネルギー経済研究所作成 
 

 
266 EIA, “NATURAL GAS Prices”, Dec/31/2019, < https://www.eia gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m htm > 
267 NEI, “Nuclear by the Numbers”, Mar/2019, < https://wwwnei.org/resources/fact-sheets/nuclear-by-the-numbers > 以下、米国

の原子力発電費については断りがない限り本資料を利用。 
268 PJM HP, “Reports & Notices”, < https://www.pjm.com/library/reports-notices.aspx >。以下、断りがない限り本資料を利

用。 
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図 4.2 既設炉の発電コストと年平均電力価格の推移 

（出所）PJM, NEI等より日本エネルギー経済研究所作成 
 
全米の既設炉の発電コストと、PJM の電力価格の年間平均値を比較すると、2015 年以降、発電

コストと、卸電力価格の水準が拮抗していることが分かる。原子力業界によるコスト低減により、

発電コストは 2012 年以降一貫して下落傾向にあるが、2015 年以降の卸電力価格水準は、2014 年

水準と比べ大幅に下落しており、2016・17年以降には、全米平均の原子力発電コストを市場価格が

下回る状況となった。その後、2018年に関しては、卸電力価格が再び反転しており、平均的な原子

力発電コストを前提とした場合、原子力発電所は採算が取れる状態にあったと考えられるものの、

2019年には卸電力価格が大幅に下落、再び原子力発電費が卸電力価格の平均値を上回る逆鞘の状態

となっている。 
 
卸電力市場からの収入のみで、原子力発電所の発電コストを賄えない状態は、PJM管外の地域で

も確認される。NYISO 管内の卸電力市場収入と、2017 年の全米平均原子力発電費を比較すると、

原子力発電所が多く立地する CentralNY エリアにおいて、市場からの総収入が原子力発電費を下

回る状況が発生していた。（地球温暖化防止に資する原子力発電所の早期閉鎖を回避するため、NY
州では、ZEC制度を導入し、州内の原子力発電所が市場以外からも電力が得られるように措置して

いる。詳細は1-3アメリカ（ニューヨーク州）を参照。） 
一方で、2018年では、市場からの総収入が原子力発電費を上回っている。各地域とも2018年の

市場からの総収入は増加している。これは、冬季の厳しい寒さなどが原因でガスの需要が上がり、

卸ガス価格を上昇させたことが原因として考えられる。（2019 年データは NYISO より現時点で未

公表。） 
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図 4.3 NYISO管内の卸市場収入（卸電力市場＋容量市場等）と原子力発電費（2018年米国平均

実績） 
（出所）NYISO269, NEI資料を加工 

 
EIAによる調査によれば、新設コストを比較した場合、米国ではほぼ全ての電源のLCOE（1MWh

あたりの電源ごとの想定発電コスト）が、LACE（潜在的な電源ごとの1MWh あたりの市場価値）

を上回る状況であり、純粋な市場原理に基づけば、原子力発電所に限らずほぼ全ての発電設備の新

設が困難な状況にある。 
なお、EIAは、発電コストの比較について、「給電指令が可能な電源」と「給電指令不可の電源」

とを分けて、表記している。系統信頼度維持に必要な機能を提供する石炭・ガス・原子力発電等の

給電指令可能な電源と、風力・太陽光に代表される、給電指令不可の電源とを分類し、それぞれの

性質の中で、コストを比較するという考え方は、再生可能電源の主力電源化を図る際のコスト比較

において示唆に富むものであると考えられる。 
なお、給電指令が可能な電源のうち、大気中に二酸化炭素を排出しない電源のオプション中で比

較すると、CCS付ガス複合発電、原子力発電、バイオマス発電、CCS付石炭火力発電の順でコスト

が増加するとの結果となる。 

 
269 The New York ISO, “2018 State of the Market Report for the New York ISO Markets”, May/2019, 
<https://wwwnyiso.com/documents/20142/2223763/2018-State-of-the-Market-Report.pdf/b5bd2213-9fe2-b0e7-a422-
d4071b3d014b?t=1557344025932> 
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図 4.4 新設発電設備のLCOEとLACEの比較 

（出所）EIA270資料を基に日本エネルギー経済研究所作成 
 
（2）イギリス 
イギリスでは再生可能エネルギーの導入などに伴う潜在的な不安定の解消を目的に、電力の長期

安定共有に貢献する容量市場をオークション形式によって運営しているが、近年の容量市場のオー

クションの結果は大幅な価格下落が顕著である。2014年12月の第一回容量市場オークションでは

2018年供給分（約49.3GW）を19.40 £/kW/年、2015年では2019年供給分（約46.4GW）を18.00 
£/kW/年で価格が推移したが、2017年のT-4オークションでは8.40 £/kW/年、T-1オークションで

は過去最低額の6.00 £/kW/年で落札され、17.5 ポンドから20ポンドとされていた市場予測を大き

く下回った 271。 
容量市場価格が大幅に下落した要因の一つとして、容量市場への蓄電池の参加があげられる。原

子力や火力を比較し、発電の持続時間が短い蓄電池であっても容量市場に参加できる仕組みが採用

されていたため、大量の蓄電池設備が容量市場に参加、容量市場の需給バランスが供給余剰方向に

崩れ、容量市場価格が下落したものと考えられる。 
放電持続時間が従来型発電機よりも大幅に短い蓄電池が容量市場に大量に参加し、その価格水準

を大幅に低下させる状況に対応するため、同国の送配電会社であるNational Grid は蓄電池の供給

力としての評価に関する見直しを実施した。 
同見直しにおいて、放電持続時間が30分間に未達な電源については、容量市場での容量としての

評価(De-rating Factor)を約２割程度まで引き下げる案が提案され、2018 年以降に実施されるオー

 
270 EIA, “Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2019”, 
Feb/2019,  
< https://www.eia gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf > 

271 Ofgem, “Annual Report on the Operation of the Capacity Market in 2017/18”, Aug/6/2018,  
<https://www.ofgem gov.uk/system/files/docs/2018/08/20180802_annual_report_on_the_operation_of_cm_2017-18_final.pdf> 
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クションでは、新たなDe-rating Factorを採用することが提案された 272。 
 

 
図 4.5 英国の容量市場におけるオークション容量と価格推移 

（出所）Watt-Logic273 
 
また、スポット市場においても2016年に70 £/MWhに迫るなど上昇した時期もあったが、それ

以降は下落傾向に変化。2017年半ばから上昇に転じて、再び2018年に70 £/MWhに迫ったが、以

降下落に転じている。 

 
272 National Grid(2017), “Duration-Limited Storage De-Rating Factor Assessment – Final Report”,   
<https://www.emrdeliverybody.com/Lists/Latest%20News/Attachments/150/Duration%20Limited%20Storage%2
0De-Rating%20Factor%20Assessment%20-%20Final.pdf > 
273 Watt-Logic, “Capacity market top-up auction clears at a record low price”, Jun/24/2019, < http://watt-
logic.com/2019/06/24/june-2019-capacity-auction/ > 
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図 4.6 英国の卸電力価格の推移 

（出所）Ofgem274 
 
これらの電力価格の低位トレンドにくわえ、下記の図にあるように現状の電力市場価格のトレン

ドでは原子力のみならず、他の種類の電源においても新設の投資資金回収が困難な状況にあるもの

と考えられる。 

 
274 Ofgem, “All Available Charts”, < https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/all-charts> 
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図 4.7 各種電源の想定LCOEと英国における卸電力価格 

（出所）BEIS275,Ofgem276資料より日本エネルギー経済研究所作成 

 
275 Department for Business, Energy & Industrial Strategy, “Electricity Generating Costs”, Nov/2016, 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566567/BEIS_Electricity_Genera
tion_Cost_Report.pdf> 
276 Ofgem, “All Available Charts”, < https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/all-charts> 
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（3）フランス 
フランスの卸電力市場価格は、長期にわたり安価に推移しており、価格水準も毎年低下する傾向

にある。卸電力価格下落の主な要因は、主に欧州における再生可能エネルギーの大量導入によるも

のと考えられており、卸電力価格の急速な下落に伴い、EU 域内に給電指令可能な発電設備（原子

力・ガス・石炭等）を保有する電力各社の収益力は急速に低下している。原子力電源が主体で競争

力の高い EDF の格付も低下しており、S＆P による同社の長期信用格付については、従来 Aa3 と

されていたものが、2015年以降次々と引き下げられ、2016年には、A3に到るなど 277、卸電力価格

の低下が既存の電気事業者の経営に重大な影響を与える状況となっている。 
 

 

 
図 4.8 フランスの卸電力価格の推移（2015-2017） 

（出所）CRE278 
 

 
277 その間、E・ON（ドイツ）の格付けはA2→Baa2、RWE（ドイツ）はA2→Baa3、enel(イタリア)はA2→Baa2と、

フランスのみならず、欧州で発電事業を行う企業の業績は軒並み悪化している。 
278 CRE, “Functionning of the Wholesale Electricity, CO2 and Natural Gas Markets”, Jun/2018, < 
https://www.cre fr/en/Documents/Publications/Thematic-reports/Functioning-of-the-wholesale-electricity-and-natural-gas-markets-
2017 > 



 
 

168 
 

 
図 4.9 フランスの卸電力価格の推移（2018-） 

（出所）EPEX279 

 
図 4.10 フランスの卸電力価格の推移（2019-） 

（出所）EPEX280 
 
 
また、原子力発電は他の電源に比べてシステムコストが小さく、フランスも例外ではない。総コ

ストを考えてもフランスでは他の電源と比べても原子力が優れているといえる。 

 
279 EPEX HP, < https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction/chart/auction-chart/2019-02-06/FR > 
280 EPEX HP, < https://www.epexspot.com/en/market-data/dayaheadauction/chart/auction-chart/2019-02-06/FR > 
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図 4.11 各電源のLCOE（2014）とシステムコスト（2012）の四ヶ国比較 

（出所）World Nuclear Association281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
281World Nuclear Association, <https://www.world-nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-
nuclear-power.aspx#LCOEcosts> 
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参考資料-2 海外調査における聞き取り事項 
海外調査として、弊所は、Ad hoc Expert Group on Reducing the Costs of Nuclear Power 

Generation (REDCOST)に参加した。 
 

（1）REDCOSTの概要 
REDCOST は、経済協力開発機構・原子力局（OECD/NEA）の原子力開発委員会（Nuclear 

Development Committee（NDC）により企画・運営されている専門家会合（EG）の一つである。

2020年2月現在、NDC傘下の主なEGは以下のとおり。 
 
・Nuclear Innovation（NI）：原子力の革新技術開発状況及び今後の戦略を将来展望とともに議論す

る。 
 
・Advanced Reactors System in the Future Energy Markets (ARFEM)：地球温暖化防止と系統安

定化の課題解決に寄与しえる革新的原子炉システムを議論する。 
 
・Maintaining Low-Carbon Generation Capacity through Long-Term Operation of Nuclear 

Power Plants（LTO）：原子炉の運転延長の意義及び技術経済的課題を議論する。 
 
・Joint NEA/IEA Ad hoc Expert Group on Projected Costs of Electricity Generation：NEAと IEA
とが共同で5年に1度発行している「電源別発電コスト比較」のための専門家会合。電源別ライ

フサイクル・コストの諸元及び条件等を議論し、とりまとめる。 
 
・REDCOST：近年、先進国の第3世代炉の初号機建設プロジェクトにおいて遅延とコスト超過が

生じている現実に着目し、その要因分析と防止策提言をすることを目的としている。 
 
いずれのEGにおいても議論は2019年度中に終了し、2020年内に最終報告書がNDCから公開

される見通しである。なお、どのEG においても資料はメンバー限定であり、議論の途中経過につ

いても公開されていない。 
 
（2）メンバー 
REDCOSTの議長及びメンバーの国籍は以下のとおりである。 
英国（共同議長）、フランス（共同議長及び副議長）、ロシア（副議長及びメンバー）、フィンランド

（メンバー）、ドイツ（メンバー）、ルーマニア（メンバー）、ベルギー（メンバー）、米国 3 名（メ

ンバー）、韓国（メンバー）、日本（メンバー） 
 
（3）3rd Meeting of the Expert Group on Reducing the Costs of Nuclear Power Generation 

(REDCOST) 
 
日時：8-9 July 2019 
場所：Tour EDF, Room Puccini, 40th floor. 20 Place de la Défense 92050 Paris La Défense, France 
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＜要点・所感＞ 

 近年、先進国で相次いでいる「大型軽水炉新設プロジェクトにおけるコストオーバーラン」

の要因・背景を特定し、今後どのような対策及び政策措置が考えられるかを提言としてまと

めるためのWG。2018年に始まって今回が3回目、2020年に成果を発表する予定。 
 今回は事務局がまとめた「リスク・マトリックス」の議論がコアとなった。コストオーバー

ランにつながるリスクを「技術的要因」「組織的要因」「それ以外の（政策的な）要因」に分

類し、それぞれについてどのステークホルダーに主な責任があるか、防止策としてどんなこ

とが考えられるかを洗い出すもの。技術面では主に設計の成熟度が、組織面ではプロジェク

ト管理やサプライチェーンの構築のあり方が、政策面では規制の安定性・予見性などが取り

上げられた。 
 設計上のコスト抑制の工夫として、英国や米国といった先進国の出席者から多く提言された

「Harmonization」「標準化」については、ロシアから懸念の声があり、満場一致とは行かなか

った。 
 本会合の成果を受け、事務局がドラフト報告書を作成し10月を目途にNEA本部に提出。そ

の後、電話会議を経て2月10日の週（仮）に第4回会合、2020年半ばに最終報告書をとり

まとめ、公表。 

 
（4）The 4th Meeting of the Expert Group on Reducing the Cost of Nuclear Power Generation (REDCOST) 
6– 7 February 2020, Room BB10, NEA headquarters 
 
＜要点・所感＞ 

報告書とりまとめに向け、建設コスト抑制の現状整理と解決策の議論が行われた。 

 

 近年、原子力事業はその予見性の乏しさやコスト見通しの不確実性から、リスクある事業と

受け止められている。したがって、新規建設プロジェクトを On-time・On-budget で遂行す

る実績を示す必要がある。 

 新規建設プロジェクトにあたっては、ベンダーやオペレータだけでなく規制者も含めた多く

のステークホルダー間で、設計情報や審査項目等のすり合わせを初期段階から行い、着実な

プロセス管理をしていくことが重要。特に審査項目の明確化は規制の安定性・予見性向上に

つながる。 

 成熟した設計技術を有し、建設実績を継続的に蓄積している国（70 年代までの米国、80 年

代の日本、90 年代の韓国、2000 年以降のロシア・中国）から学ぶことは多い。いずれのケ

ースでも国の強い関与及び充実したサプライチェーンがポイント。 

 長期的には、革新技術の採用（小型モジュール炉（SMR））等や標準化により建設コスト抑制

が可能。新型炉については実証炉による実績が何より待たれる。 

 事業者にとって利用可能なファイナンスも重要。投資前段階での強い政策コミットメント及

び事業環境整備とともに、初期投資への適切な支援は、投資回収の見通し向上に有効である。 

今後は報告書を更にブラッシュアップするとともに各国の政策立案者等への説明を行い、2020年

夏ごろ、報告書公開の予定。 
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