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7. 高比率の太陽光発電シミュレーション 
7.1. 概要 

GHG 排出ゼロのためには、再生可能エネルギーに転換すべきと言われて

います。原子力という選択肢もありますが、多くの人は原発の廃止を強く望

んでいます。 
5.3項の再生可能エネルギーにも記載しましたが、日本では、水力発電を増

やす余地はあまりありません。地熱発電は主要電源の一つになることもない

でしょう。また、風力発電に適した風況の良い立地も多くありません。再生

可能エネルギーの発電量を大幅に増やすには、消去法的に太陽光発電に依存

せざるを得ません。しかし、太陽光発電は、発電変動が大きい欠点がありま

す。 
本章では、太陽光発電の比率を大幅に増やした場合、どのような不都合が

生じるかを定量的に示しました。発電量の変動問題を検討するための、日本

の条件に基づくシミュレーションを探したのですが見つかりませんでした。

そのため、近似的な手法ですが、全国電力需給の毎時変動シミュレーション

を自分で試みました。気象庁は全国 41 箇所の地点で、１時間ごとの日射量

（全天日射量）の測定データを公表しています。2018年の１年間のデータを

用い、日本の総電力量の60%を太陽光発電が占める場合を想定し、１時間ご

との発電電力量の変動を試算しました。試算精度は少し悪くても、およその

状況を見える形で定量的に示すことを目的としたものです。 
シミュレーション結果からは、多くの問題が定量的に明らかになりました。

また、検討結果は、太陽光発電のみに大幅に依存するのではなく、原発やCCS
付き火力発電を併用すべきことを示唆していると考えます。 

 
7.2. 想定する電源構成 

2050 年までに GHG を 80%削減するという長期目標に従い考えます。こ

のシミュレーションの検討を始めた2019年初めの時点では、GHG80%削減

に対応する日本の電源構成の想定は、殆ど見掛けなかったように思います。

そのため、下記のように電源構成を想定してシミュレーションを行いました。 
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パリ協定の日本の「約束草案」では、2030年の温室効果ガスを2005年度

比で 26%削減することになっています。2030 年の電源構成は、再生可能エ

ネルギーの水力、バイオ・廃棄物、地熱の合計は約15％です。深部地熱のよ

うな新たな取り組みをしない限り、これ以上増やす余地は少ないと思われ、

2050年の時点でも、精 2々0％くらいと想定しました。 
前章に記載したCCS の適用は、CO2 排出をゼロにできない工業プロセス

を優先すべきと考えると、CCS付き火力の電源比率は数%でしょう。このシ

ミュレーションでは、単純化して太陽光発電の問題を明確にするため、CCS
付き火力は考慮しませんでした。 
化石燃料発電を最低限の 5%くらいとし、原発をゼロにすると仮定すると、

残りは太陽光発電と風力発電に依存することになります。 
2030年想定の太陽光発電は7.0％、風力発電は1.7％です。それを2050年

までに、大幅に増加させなければなりません。太陽光発電が60％くらい、風

力発電が15％くらいと想定しました。 
風力発電が少ない理由は、日本には偏西風を有効に活用できる立地が乏し

いためです。洋上なら立地はあるのですが、日本周囲に遠浅の近海は少なく、

水深 50m までと言われる着床式風力発電を設置できる場所は限られます。

浮体式の風力発電は開発途上で、経済的に成り立たないだろうと私は考えて

います。 
消去法的に太陽光発電への依存が大きくなります。2050年の日本の電源構

成を下記のように想定してシミュレーションを行いました。 
2050年の日本の電源構成の想定例 

化石燃料発電      5% 
水力・バイオ・地熱  20% 
太陽光発電          60％ 
風力発電           15％ 

 
7.3. 日射量と太陽光発電出力 
太陽光発電（以下 PV と略）モジュールに到達する太陽光の波長別日射照
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度は、太陽高度などにより変化するため、一定ではありません。また、PVモ

ジュール表面での太陽光の反射もあります。それらはPV 出力に影響するた

め、一般的に測定されている全天日射強度とPV 出力は、正確には比例しな

いことが指摘されています。また、モジュール温度もPV出力に影響します。

なお、全天日射強度から精度良くPV 出力を予測する研究も行われています

が、その様な研究は、確りした研究機関が行う仕事でしょう。 
一方、全天日射強度と PV 出力は、比例関係に近いことが報告されていま

す。以下に示すシミュレーションでは、国内にある多様なPV 設備をそのま

まに、合計設備容量を 8 倍以上に増やすことで、PV による発電電力量の比

率が総発電電力量の60%に達した場合を想定したものです。 
発電量のどれほど大きな変動が生じ、その対応策として、どれほど大容量

の電力貯蔵が必要になるか、見える形で概略を示したいと試みたものです。

近似計算ですが、それほど見当外れではないだろうと考えています。以下に

具体的な方法を示します。 
 
7.4. シミュレーション方法 
① 国際エネルギー機関（IEA）の統計データには、2018 年の日本の正味総

発電電力量は 1.04 兆kWh、PV による発電電力量は 724 億kWh と示され

ています。このシミュレーションでは、年間総発電電力量は区切りが良い 1
兆kWhとし、PVは60%の6,000億kWhとして検討しました。 
 
② 同じ IEAの統計には、2018年の月ごとのPVの発電電力量は、図-7.1の

ように示されています。なお、2018年の年初に比べて年末のPV設備の設置

容量は約10%増加したと推定されます。年初のPV設備設置容量に換算した

毎月の発電電力量を基礎データとし、年間合計のPV発電電力量が6,000億

kWhになるように、毎月のPVの発電電力量を設定しました。 
 
③ 日本全体では晴れた地域もあれば曇った地域もあり、PV発電量の変動は

平準化されます。日射量が報告されている全国41地点について、各々PV設
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置容量のデータがあれば、日射量の荷重平均をすべきです。特に想定すべき

日本全体のPV設置容量分布が無かったため、シミュレーションで日射量は、

41地点の単純平均値を用いました。1時間ごとの全天日射量のサンプルを図

-7.2に示しました。 

 

 
 
④ PV発電電力量は、PVモジュール温度に依存します。モジュール温度は、

気温の他に日射量や風速にも依存し、検討はそれほど簡単ではありません。 
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温度の影響などを考慮するため、月ごとのPV 総発電電力量を、月ごとの総

日射量と1時間ごとの日射量の比率で比例配分することで、1時間ごとのPV
発電電力量を試算しました。 
 
⑤ 電力需要は、探せば全国のデータがあるのかもしれませんが、2018年の

東京電力での 1 時間ごとの電力使用実績データ（合計 2,912 億 kWh）を参

考に、その比率で総電力量が1兆kWhになるよう設定しました。 
 
⑥ 総電力量の 60％を占めるPV 電力量は、日射量に応じて変動するものと

し、残りの40%は、年間を通じて一定としました。40%は7.2項に記載した

ように、風力発電に、水力、地熱、バイオマス・廃棄物発電と、最小限の化

石燃料発電を加えたものです。 
40％を一定電源としたのは、主に単純化してPVによる変動を示したかった

ためです。加えて、風力発電については、発電変動の適切な想定を思い付か

なかったこともあります。また、水力発電のうち揚水発電は、変動運転を行

うことになると思いますが、後述する電力貯蔵の一部を担うものと考えまし

た。 
 
7.5. 電力需給 
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60%太陽光発電需給シミュレンーションの結果の一部を、図-7.3～図-7.6に

示しました。電力供給は夜間には不足し、昼間には正午頃を中心として大幅

に過剰になります。 
 
7.6. PVのピーク発電量 
第一の関心は、PVのピーク発電量の大きさでしょう。毎日のピーク発電量

とPV 設備kW の比率の 365 日分のデータを図-7.7 に散布図で示しました。 

 
日本に導入されているPVは、累積設備容量で約1/4が住宅用、約3/4がメ

ガソーラーです。平均の設備利用率は、住宅用が約12％、メガソーラーは約

14％と言われますので、両者を併せた全体の設備利用率は約13.5％になりま

す。設備利用率13.5％で、年間6,000億kWhを発電するには、逆算すると

PVの設備容量は5.07億kWになります。 
図-7.7は、PVのピーク発電量を5億kWで割ったグラフになっています。

冬季のピーク発電量は、設備kW の0.4 以下であるのに対し、5 月前後に最

大では設備kWの0.8に達しています。 
余談になりますが、2018年の最大のピーク発電量は、5月20日の11時か

ら12時のものです。全天日射量が3 MJ/m2/h以下の地点は網走、静岡、松

江、長崎、鹿児島の 5 箇所で、その他 36 箇所の平均値は 3.58 MJ/m2/h で
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す。 
 
7.7. 月ごとの各種電力量 
図-7.8には、月ごとの各種電力量を示しました。PV発電電力量は、冬季の

12月、1月が低く、3月から8月頃が高水準です。40%を占める一定電源は、

時間当たり一定のため月間値は少し変動しています。 

 
電力需要は、冬季の 12 月と 1 月、夏季の 7 月と 8 月が高水準です。その

結果、12月と1月に大きな電力供給不足が生じています。 
このシミュレーションで、1 月の電力不足は 300 億 kWh 近くに達し、約

320 億kWh の 1 月のPV 発電電力量に匹敵する値です。一方、電力供給過

剰は4月、5月が最大です。PV比率が高くなると、昼夜の電力変動に加え、

発電電力量の季節変動も大きな問題になることが分かります。 
 電力需給が均衡しない場合には、電力貯蔵設備を設け、充電か放電で調整

することが必要になります。図-7.8 には、月々の充電だけと、マイナスで示

した放電だけを各々合計して示しました。年間の充電量と放電量は等しく、
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このシミュレーションの場合、約3,100億kWhになっています。PVの年間

発電電力量は6,000億kWhですから、PV発電量の約半分は、電力貯蔵設備

への充放電を経た上で使用されることになり、電力貯蔵に伴う電力損失が問

題になります。 
 
7.8. 電力貯蔵の必要量 
図-7.9 には、電力貯蔵設備を設け、充電・放電により電力需給の均衡を図

るシミュレーションを示しました。冬季にはPV 電力量が需要を下回り、電

力貯蔵設備からの放電で補われ、4月から6月頃は、PV発力量が過剰で、電

力貯蔵設備に充電されます。 

 
なお、シミュレーションでは、電力貯蔵量がマイナス域に入らないよう、1月

初めの電力貯蔵量を約500億kWhと高い値に設定しています。また、年間

合計の電力需給は等しくしているので、年初と年末の電力貯蔵量は等しくな

っています。  
図-7.9 のデータには PV の昼夜の発電変動も含まれていますが、グラフで

は殆ど認識できない小さなギザギザで示されています。それに対し、季節に

よる電力貯蔵量の変動は800億kWh（80,000GWh）近くで、非常に大きい

ことが分かります。 
日本の既存の揚水発電の電力貯蔵容量は130GWhと言われ、それより遥か
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に大きな値です。また、日産自動車が2019年初めに発表した電気自動車で、

航続距離364kmと発表された新型「リーフE+」の電池は、62kWhのよう

ですから、13億台分くらいになります。なお、将来の電力需給変動の対策と

して、電気自動車のバッテリーを利用する考えがありますが、PV の余剰電

力は昼間に発生するため、昼間使用している電気自動車は、PV 電力の需給

均衡に有効に利用することはできません。 
 
7.9. 電力貯蔵による損失 
大容量の電力貯蔵が必要になることで生じる問題は、膨大な設備費が掛か

ることに加え、電力貯蔵に伴う電力損失です。 
蓄電池の貯蔵効率は、使用劣化による効率低下を考慮すれば、平均的に

80％前後と考えるべきでしょう。電力を一旦蓄電池に貯蔵すると、損失で

20％が失われることになります。 
しかし、貯蔵効率が高い蓄電池を、PV 発電の季節変動対策で必要となる

800 億 kWh 規模の電力貯蔵に利用することは、設備費が余りに膨大になる

ため不可能です。 

 

電力定格 充電時間 応答時間 設備寿命 貯蔵効率 設備費/kW

MW 年 % ユーロ/kW

揚水発電 10-5,000 1-24 h 10s-2min 50+ 70-85 470-2,200

圧縮空気エネルギー貯蔵 100-300 1-24 h 15min 30-40 42-54 450-1,150

先進的断熱圧縮空気エネルギー貯蔵 100-300 1-24 h 5-15min 30-40 -70 600-1,200

電解水素-洞窟貯蔵-CCGT発電
233充電
650放電

55 days min 20 35
1,274

放電kW

電解水素メタン化-洞窟貯蔵-CCGT発電
343充電
650放電

45 days min 20 24
1,824

放電kW

電解水素-圧力容器貯蔵-燃料電池発電
0.3充電
0.7放電

1.5 days min 20 31
4,861

放電kW

電解水素液体燃料化-貯蔵-CCGT発電
200充電
360放電

60 days min 20+ 18-22
2300-2600

放電kW

大規模鉛蓄電池 0.001-50 s-h ms 3-15 60-95 200-650

大規模リチウムイオン蓄電池 0.001-50 s-h ms 5-20 95(DC) 700-3,000

大規模ナトリウム硫黄蓄電池 0.5-50 s-6 h ms 15 85-90(DC) 700-2,000

大規模レドックスフロー蓄電池 0.01-10 s-10 h ms 5-20 70-80(DC) 4000-9000

電力貯蔵技術

表-7.1　大規模電力貯蔵技術の比較

出所：“Assessment of the Potential, the Actors and Relevant Business Cases for Large Scale and

 Long Term Storage of Renewable Electricity  by Hydrogen Underground Storage in Europe”, June 2014
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表-7.1 は大規模電力貯蔵技術を比較したものです。一国の発電量の調整に

使用できる大規模電力貯蔵技術は限られています。蓄電池は電力貯蔵効率は

高いのですが、充電容量が小さく１日以内程度で使用するのが一般的で、価

格もかなり高いものです。 
揚水発電は、100万kWを超えるものも可能で、電力貯蔵効率も70%程度

と高いのですが、24時間程度の充電期間で使用するものです。 
圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）も、24時間程度の充電時間で使用する

もので、電力貯蔵効率は42-54%と少し低くなります。 
太陽光発電の季節変動に対応した大容量で長期間の電力貯蔵には、電気エ

ネルギーを化学的エネルギーに変換して貯蔵することが必要になるでしょう。 
その技術として、余剰電力で水を電気分解し、発生した水素を圧縮貯蔵す

るものや、水素をメタンや液体燃料に変換して貯蔵する技術があります。電

力に戻す際には、水素焚きなどのガスタービン複合発電が用いられます。ガ

スタービン複合発電なら、単基で数10万kWの発電が可能です。 
この方式なら、貯蔵量が非常に大きくなっても、水素等の貯蔵設備が大き

くなるだけなので、設備費が異常に大きくなることを避けられます。 
しかし、電気分解による水素を利用した電力貯蔵で問題なのは、電力貯蔵

効率が低いことです。水の電気分解と水素の圧縮貯蔵でのエネルギー損失が

あります。また、電力に戻すガスタービン複合発電の発電効率は60%と想定

されています。それらを総合すると、電力貯蔵効率は、精 3々5%程度になり

ます。電力貯蔵することで、その2/3が失われることになります。 
 
7.10. 電力貯蔵シミュレーション 
対策として、貯蔵効率が高い蓄電池などによる比較的小容量の電力貯蔵設

備で、毎日の昼夜の充放電のかなりの部分をカバーし、残りの充放電用で主

に季節変動対応として、貯蔵効率は低いが設備単価も低い大容量の電力貯蔵

設備を組み合わせることです。それにより、貯蔵効率が低い大容量電力貯蔵

設備の充放電量を減じることができます。 
ここでは、合計の電力貯蔵容量が5億kWh（500GWh）の小電力貯蔵設備
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と、その電力貯蔵量が上限に達した場合の充電と、貯蔵量がゼロになった場

合の放電は、大電力貯蔵設備で充放電するものとしてシミュレーションを行

いました。図-7.10、図-7.11は、小電力貯蔵シミレーションの例、図-7.12は

大電力貯蔵の年間シミュレーション結果です。  
このシミュレーション結果では、各々小容量と大容量の電力貯蔵の年間の

充放電量は、ほぼ同量の約1,500億kWhになっています。 
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なお、小電力貯蔵設備の貯蔵容量を大きくすれば、大電力貯蔵設備の充放

電量は小さくなりますから、設備計画の際には、2 種の電力貯蔵設備の容量

比率の最適化が必要です。 
前者の電力貯蔵効率が80%、後者の貯蔵効率が35%とすると、約1,300億

kWh の電力が貯蔵損失として失われることになります。電力貯蔵損失を考

慮すると、60%太陽光発電に必要な発電量は、6,000億kWhではなく、 7,300
億kWhであることになります。 
 
7.11. 充放電速度 
電力貯蔵設備としては、必要となる充電速度、放電速度の大きさも重要で

す。2018年1年間の1時間ごとの充電量、放電量を図-7.13～図-7.16の散布

図で示しました。 
大電力貯蔵では、充電は水の電気分解を想定していますが、最大部の一部

を無視しても3億kWくらいの大きな量になります。それは、PVの最大ピ

ーク発電量が4億kWに達するためです。 
大電力貯蔵の放電の最大値は約 1.2 億 kW です。1.2 億 kW の水素ガスタ

ービン複合発電か必要になることを意味します。 
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7.12. 電力貯蔵を無くせるか 

PV 出力の季節変動による大規模な電力貯蔵の必要性を指摘しましたが、

PV の設備容量を大きくすることで、季節変動対応の大電力貯蔵を無くすこ

とができるでしょうか。 
そのためには、図-7.8 に示したように、電力供給量が最も不足する 1 月に

も、不足が生じないようにする必要があります。1 月の PV の月間発電電力

量は320億kWhであるのに対し、不足電力は295億kWhですから、PVの

発電量を1.9倍（=(320+295)/320）に増やす必要があります。そうしたとし

ても、昼夜変動対応の電力貯蔵と、雨天・曇天が何日も続く場合の電力供給

手段の必要性は残るのですから、このような方法は得策でないと思います。 
 
7.13. 検討結果のまとめ 
以下に示す数値は、日本全体の合計の値です。 

① PV発電量の最大ピークは、PV設備kWの80%に達します。 
② PV発電量の昼夜の変動に加え、季節変動のため、電力貯蔵が必要になり

ます。 
③ 年間の電力貯蔵量は、年間のPV発電電力量の約半分(3,100億kWh)にな

ります。 
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④ PV発電電力量の季節変動に対応する電力貯蔵量は極めて大きく、800億

kWh(80TWh)近くになります。 
⑤ この検討では、合計の貯蔵容量が5億kWhの主に昼夜の電力変動対応の

小電力貯蔵と、主に季節変動対応の大電力貯蔵を組み合わせたシミュレーシ

ョンを行いました。 
⑥ 前者は蓄電池を想定。後者は、余剰電力で水を電気分解、水素やメタンな

どの形態で圧縮貯蔵し、水素焚きガスタービン複合発電による再電力化を想

定しました。 
⑦ 前者の貯蔵容量を大きくすれば、後者の年間電力貯蔵量を小さくできる

ので、最適化の検討が必要です。 
⑧ 5億kWhの小電力貯蔵を用いたシミュレーションでは、小電力貯蔵、大

電力貯蔵とも、年間の電力貯蔵量は約1,500億kWhとなりました。 
⑨ 小電力貯蔵の貯蔵効率が80%、大容量貯蔵の効率が35％とすると、電力

貯蔵により約1,300億kWhの電力損失が発生します。 
⑩ 電力貯蔵損失を考慮すると、60%PVの年間発電量は6,000億kWhでは

なく、7,300kWhになります。その場合のPVの設備容量は約6.2億kWに

なります。 
⑪ 大電力貯蔵には、3億kW規模の水の電気分解設備と、1億kW規模の水

素焚きガスタービン複合発電が必要です。 
⑫ 大電力貯蔵を無くすため、冬季でもPV発電量が不足しないよう、PV容

量を増大させる方法は、PV 容量があまりに大きくなるため得策ではありま

せん。 
 
7.14. 検討結果に基づく提案 
＜経済負担＞ 
上述しませんでしたが、PV の過大なピーク電力のため、 送電網の増強が

必要になるでしょう。また、電源周波数の制御に関する追加設備も必要にな

ると思われます。 
単に総電力量の60％をPVで供給するだけなら、PVの年間発電量が6,000



 129 

億kWh、PV設備容量が約5.1億kWで、設備単価が20万円/kWに低下す

れば、PV 設備費は約 100 兆円です。しかし実際には、電力貯蔵設備が必要

になり、電力貯蔵損失が加わり、送電網の増強などの関連費用を含めれば、

総設備費は200兆円近くになるかもしれません。 
60%太陽光発電に膨大な設備費を要するとしても、今から 2050 年を目指

し30年間をかけて行うなら、できないことではないでしょう。しかし、問題

は太陽光発電の設備寿命が短いことです。火力発電の設備寿命は30～40年、

原発は 40～60 年と想定されています。それに対し、太陽光発電の寿命想定

は20～25年です。加えて、蓄電池の寿命は、リチウムイオン電池なら10年

(充電回数4,000回)くらいです。 
膨大な費用を投じ、2050 年を目標に総電力量の 60％を占める太陽光発電

設備を整備しても、2050年には順次寿命がきてスクラップになります。2070
年代を目指して再び太陽光発電設備を整備しなければなりません。 
太陽光発電を悪く言うつもりはありませんが、変動の大きい再生可能エネ

ルギーは、適切な使い方が必要です。 
 
＜提案＞ 
このシミュレーションは、原発やCCS付き火力発電を使用しない前提で行

ったものです。原発については、多くの人が廃止することを望んでいます。

CCSについては、日本にどれだけの立地があるか不確かです。それらの利用

を考慮しなかったため、日本で GHG80%削減を目指す場合は太陽光発電へ

の依存が大きくなり、短期および季節的な発電電力量の大きな変動が生じ、

電力貯蔵が必要になります。太陽光発電に大幅に依存して日本の電力供給を

行うことは不可能ではありませんが、極めて不経済です。 
電源構成に占める太陽光発電の比率が高くなった場合、発電電力量の短期

変動の対策として揚水発電と共に、リチウムイオン電池などの蓄電池を併用

することが不可欠であると考えます。 
一方、発電電力量の長期の季節変動対策としては、CCS付き火力発電や原

発の利用を検討することが必要と考えます。国内の CCS 立地が限られる場
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合、CCS は設備寿命が残っている火力発電を使い続けるためや、CO2 排出

を無くすことが困難な工業プロセスでの利用、そして IPCCが主張している

大気中から CO2 を除去するためのバイオマス火力での利用が優先されるで

しょう。CCS付き火力発電では、発電電力量の変動を平準化する機能を考慮

すべきです。 
原発については、その併用により太陽光発電の比率を抑制すると共に、季

節的な発電電力量の変動を平準化することも果たせると考えます。原発は通

常ベースロード運転されています。しかし、電源構成で70%を超えるフラン

スの原発では、制御棒の種類を使い分けることなどで、電力需要に応じた出

力調整も行われているとのことです。設備や規則の変更が必要かもしれませ

んが、季節的な長期の発電変動に対応した原発の柔軟な運転も技術的に可能

と思われます。 
原発の運転に関しては、経済性のために安全性に目を瞑ることはできない

言う人もいると思いますが、GHG ゼロという社会の大きな変革に関し、安

全についてもう一度考えてみることも必要と思います。 


