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世界中で再生可能エネルギー（以下，再エネ）の導入が劇

トではなく，貨幣価値などの客観的・定量的とし

的に進んでおり，もはやこの流れは不可逆的である。

て表されるものである。

なぜ世界中で再エネの大量導入が進んでいるのだろ

この便益というやや硬い響きのする経済学用語

うか。再エネの推進は単に「地球に優しいから」と

は，残念ながら日常会話で頻繁に登場する類の言

いうふんわりとしたエモーショナルな運動でも一過

葉ではなく，それゆえ，多くの人々がそれについ

性の投資ブームでもない。「なぜ？」という根本理由

て関心をもつ機会が少ない。あるいは，あったと

を常に考えないと，再エネを推進する側も懸念を示

してもそれはなんとなくの感覚的・主観的問題に

す側も根拠のない水掛け論ばかりになってしまう。

矮小化されがちである。
「なぜ再エネを推進する

本稿ではこの「なぜ再エネが必要なのか？」の意義

のか？」の根本的意義が十分に知らされないと，

を理論的に整理する 。
1

「なんとなく推進」
「とにかく反対」という感情的
な対立構造に容易に転じてしまう。
この根本的な意義が不在するゆえの対立構造は，

便益という概念の不在

一般の人々だけでなく，本来科学の担い手である
エンジニアや工学系研究者にもあてはまる。便益

「なぜ再エネが必要なのか？」という問いに対

という経済学用語は，実は経済学者が驚くほど，

して，結論から先に述べると，答は端的に「社会

他の分野の専門研究者や実務者に知られていない。

的便益をもたらすから」となる。便益 benefit と

ある分野では当たり前の基本的な用語や概念が，

は，ある財やサービスが人に与える経済福祉の貨

他の分野ではまったく知られていないということ

幣表現のことである。特定の企業だけが得る利益

は，縦割り行政的な現在の科学技術の分業体制に

profit とは異なり，便益はすべてのステークホル

おいては，残念ながらしばしば見られる。

ダーが得るものであり，特に地域住民や国民，地

再エネに対して賛成や反対などさまざまな意見

球市民などにもたらされる場合，社会的便益とも

をもっている人たちの間で合意形成に至るために

呼ばれる。

はどうしたらよいだろうか？ それは「地球に優

再エネの便益は，例えば CO2 の削減による気

しいから」程度のなんとなくの感覚論や観念論で

候変動緩和（地球温暖化防止）や大気汚染の防止など

はまったく通用しない。重要なのは，客観的数字

が挙げられるが（詳細は後述），それらは「なんとな

で示すことである。理論があり，データとエビデ

く良いことがある」という感覚的・主観的メリッ

ンスがあり，数値で示すことができて初めて，意
見を異にするものと共通のテーブルについて交渉
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ができ，合理的な議論が可能であろう。逆に理論
や数値なしに再エネを推進するとしたら，それは

単に圧力や横車でしかなく，本来の再エネの意義
から乖離しかねない。

つまり，市場は常になんらかの形で失敗してい
る可能性があるということを常日頃から意識して
おくことが最も現実的な考え方になる。現在のシ

我々のシステムは完璧だろうか？

ステムは完璧ではなくうまくいっているわけでは
ない。そう考えることは，決して現状否定ではな

再エネのような今まであまり見られなかった新

く，反体制的な考えでもない。現状を疑い，それ

しい技術が導入される場合，特にそれが我々の生

を改善しようとすることは，本来，イノベーショ

活を支えるインフラ技術になればなるほど，新し

ンを惹起し新しい時代に向かって進むための素朴

い技術に対して不安や懸念が表明されがちである。 でニュートラルな原動力なのである。
例えば「再エネがたくさん入ると停電になる！」
など，既存インフラの質が脅かされるかのような

外部コスト，またの名を，隠れたコスト

懸念は多い。もちろん技術の安全性の検証は重要
だが，場合によっては必要以上に，あるいは十分

さて，本稿ではこの市場の失敗を引き起こす要

な科学的根拠なく，新技術に対する不安感や不信

因の中で
（ii）
の外部性，特に負の外部性（外部不経済）

感が拡大する場合もある。

について着目する。外部不経済とは，市場取引を

その根底にある理由は，もしかしたら「我々の

介さずに他の経済主体に不利な影響を与えるもの

社会はうまくいっており，新技術によってそれが

であり，公害や環境影響がその典型例である。本

うまくいかなくなる」という不安を多くの人が抱

来取るべき対策をきちんと取れば，その対策コス

えているからかもしれない。心情的にはある程度

トは市場で取引される価格に加味される。仮にそ

理解できるとして，では我々の現在のシステムは， の対策を怠り，必要な対策コストが「なかったこ
新しい技術を必要としないほど，本当にうまくい

と」にされ取引価格に反映されない場合，売り

っているのだろうか？

手・買い手ともに安い価格で取引の合意は可能で

「現在のシステムがうまくいっている」とした

ある。しかし，その対策の不備により生産地で災

ら，それはどのようなものだろうか。それは，経

害をもたらしたり，最終消費者の健康被害を引き

済学的にはパレート最適と呼ばれるものでる。パ

起こしたりした場合，その被害コストは誰が支払

レート最適とは「ある人の状態を悪化させること

うのだろうか？ このように，市場取引の「外」

なしに，他の誰かの厚生を改善することができな

にアウトソーシングされてしまうコストは外部コ

いような状態」を指す。

ストまたは別名，隠れたコストとも呼ばれる。

適切に設計された完全競争市場の下では需要と

この外部コストに関する研究は，一部の研究者

供給が均衡するとパレート最適となるが，実際に

による地道な研究以外は，残念ながら日本ではま

はさまざまな要因によりパレート最適ではない結

だまだ希薄なようである。それゆえ，便益という

果がもたらされる場合がある。このようなパレー

概念と同様，一部の分野の研究者以外にはその概

ト最適ではない状態は市場の失敗と呼ばれる。

念が知られておらず，一般市民のみならず，エン

一 般 に 市 場 の 失 敗 の 主 な 要 因 と し て，
（i）
独

ジニアやジャーナリスト，政策決定者の間でさえ

占・寡占の存在，（ii）
外部性の存在，
（iii）
情報の

も，この外部コストという概念が行き渡っている

非対称性の存在，などが挙げられる。
（i）
～
（iii）

とは言えない。彼らの書く論文や記事や報告書の

の要因は，常に我々の社会の中の至るところに存

中に「外部コスト」という用語がまるで登場しな

在する。人類は未だかつて完璧にうまくできてい

いとしたら，それはやはり「なかったこと」にさ

るシステム，すなわちパレート最適な市場を実現

れ，ますます隠れたコストになりがちである。

したことは残念ながらないのが現状である。

電力やエネルギーの分野における外部コストの
再生可能エネルギーがもたらす便益とは
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研究は海外では国家プロジェクトレベルで活発に

外部コストの発生を解消できる技術的手段として

進められている。例えば欧州の ExternE という

登場する。再エネは，単に電力を産み出すという

欧州連合（EU）の大型プロジェクトや，米国の全米

便益だけでなく，外部コストを解消できるという

研究評議会による “Hidden Costs of Energy” ，ま

大きな便益がある。

2

3

た気候変動に関する政府間パネル（IPCC）がまとめ

例えば，国際再生可能エネルギー機関（IRENA）

た「再生可能エネルギー源と気候変動緩和に関す

では，再エネの投資がなかった場合に従来型電源

る特別報告書」 などで各種電源の外部コストが

の負の外部性によってもたらされる将来の損害額

評価されている。

を試算している5。この損害額の内訳は大気汚染

4

さて，現在最も発電コストが安いと言われてい

であったり気候変動による災害の多発であるが，

る電源の一つに石炭火力発電が挙げられるが，こ

全 世 界 で 毎 年 1.2 兆～4.2 兆 ド ル（約 130 兆～450 兆

の発電コストは本当に「安い」のだろうか？ 上

円）
に達すると見積もられている。気候変動によ

記の IPCC によると，石炭の外部コストは，例え

る災害の多発は 2018 年の異常気象を体験した日

ば米国の既存の発電所で健康被害および気候変動

本でもようやくリアリティをもって我が身のこと

をもたらすコストが個別に算出されており，それ

と実感した人も多いことだろう。

ぞれ平均で約 2 円/kWh（計約 4 円 kW/h）と推計され

一方，同報告書では，気候変動対策のために必
要な再エネのコストを全世界で毎年 2900 億ドル

ている。
この無視できない外部コストは，そのコストの

（約 30 兆円）
とも試算している。この金額だけ切り

分だけ採掘場や発電所近隣の住民，さらには将来

取るとその巨額のコスト負担を誰がどう払うかと

の子孫に負の影響を与えることによって，不当に

いう問題になりがちだが，この毎年約 30 兆円の

安さを享受していることを意味する。一方で，

投資を惜しむと，大気汚染や異常気象の多発によ

IPCC の同報告書によると風力発電の外部コスト

り，毎年約 130 兆～450 兆円の損失を被る可能性

は 0.1 円/kWh 未満，従来型電源に比べ文字通り

が極めて高い。すなわち，
「コスト負担」ではな

桁違いに低い外部コストになっている。

く未来への「投資」である。

なお IPCC や他の報告書では，太陽光発電の外

また，再エネの便益は気候変動の緩和や大気汚

部コストは 1 円未満と試算されており，再エネ

染の防止に限られたものではない。例えば環境省

の中で比較的外部コストが高いことに留意すべき

が 2011 年に公表した報告書6によると，再エネの

である。日本では「再エネといえば太陽光」とい

便益はエネルギー自給率の向上や化石燃料調達に

うイメージもあるようであるが，これだけ大量の

伴う資金流出抑制効果，経済波及効果，雇用剏出

太陽光発電が風力発電に先駆けて導入されること

効果についても試算されている。

が本当によいことなのかどうか，日本全体で今一

このように，便益とはメリットや恩恵といった

度立ち止まって考えなければならないかもしれな

言葉でなんとなくの主観やイメージで語られるも

い。

のではなく，貨幣価値など客観的指標で表される
ものである。例えば公共事業の分野では費用便益

再び，再エネの便益とはなにか

分析（CBA）を行うことがその事業の妥当性を検証
する上で必要不可欠であるとされている。道路や

我々の現在のシステム，とりわけエネルギーシ

橋の場合，地方税や国税からその建設・維持コス

ステムや電力システムは，実は多くの人が思って

トが提供される。そのため，地域住民や国民に便

いるほど完璧にうまくいっているシステムではな

益があることを定量的に示さなければならない。

い。大きな外部コストを発生させる電源がある限

得られる便益として，例えば交通量の減少による

り，それは解消できない。ここで再エネが，その

ガソリン消費量の削減や CO2 削減，交通事故の
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減少などを貨幣価値に換算し，コストに対して便

ストを暴き出し，市場メカニズムを通じてパレー

益が上回るかどうかが判断され，事業の妥当性が

ト最適を目指すという希求的な行動は，まさに倫

検証される 。

理的行動にほかならない（なお，アマルティア・センな

7

先の IRENA 報告書の試算では，再エネに対す
る必要投資額は年間 30 兆円と確かに巨額である

どによって批判されている通り8，功利主義は帰結主義であるた
めその考え方も限界があることには留意が必要である）。

が，来るべき災害を回避することで得られる便益

外部コストは隠れたコストとなりやすく「なか

は 130 兆～450 兆円とかけたコストを大きく上回

ったこと」にされやすい。将来の便益やリスクは

る純便益が見込まれる。再エネに対する投資が国

不確実性を含み「よくわからないもの」として無

際機関でも推奨され，世界中の多くの政府や投資

視または軽視されやすい。しかし，放置していれ

家がそれを実施しているのは，まさにこのように

ば市場は失敗する。不確実性があるものもなんと

費用便益分析という客観的評価を行った末の合理

か手探りで少しずつ推測し，多くの研究者や市民

的帰結だからである。

が議論を重ね，ある程度の幅（誤差）をもちながら

再エネへの投資は子孫への富の再配分でもある。 も合意形成を図って市場をあるべき姿に戻してい
もし再エネの便益に何ら言及せず，再エネのコス

くのが本来の厚生経済学や環境経済学の考え方で

ト負担やコスト圧縮ばかりを喧伝する議論がある

ある。

とすれば，それは未来への責任を放棄した自己中

それゆえ，再エネは再エネであればなんでも良

心的な議論と言わざるを得ない。現在，日本では

いというわけにはいかず，むしろ便益を生み出さ

再エネの推進政策のため固定価格買取制度（FIT）

ない再エネは存在意義がないともいえる。環境に

が採用されているが，この制度に関する議論でも

良かれと思っても地域住民と軋轢を生み出したり，

単に賦課金の高さや「国民負担」の観点からだけ

必要な対策を怠って土壌流出や倒壊・飛散など公

でなく，再エネの便益と次世代への富の再配分に

衆安全を脅かし負の外部性を引き起こす再エネ設

着目しなければ，最適解を得ることはできないだ

備は，再エネを推進しようとする者こそが率先し

ろう。

て厳しい評価を下さなければならないだろう。

現在の世代の我々は，将来への贈り物として何
ができるか，倫理的な観点から価値判断が求めら

結びに：地域経済への貢献

れていると言える。
本稿では「なぜ再エネが必要なのか？」という

倫理と経済学

問いから始まり，再エネがもたらす便益について
理論的な検証を行った。本稿の最後に，この再エ

ところで，倫理というと，日本の多くの人にと
っては観念的あるいは宗教的な問題だと勘違いさ

ネの便益が，実際に地域経済にも貢献するかどう
かについて短く述べておきたい。

れるかもしれない。しかし，西洋の思想体系にお

再エネには気候変動緩和や大気汚染防止といっ

いては，倫理学は経済学の一種として見なされる

た地球規模あるいは比較的広域の便益があること

こともある。例えば「最大多数の最大幸福」で有

は明らかになったが，実際に再エネ設備が導入さ

名なジェレミー・ベンサムから出発した功利主義

れる地域の地域経済の枠組みの中で，当該地域に

は規範倫理学の中の一つに位置付けられ，その考

便益がもたらされるかはまた別の話である。

え方は厚生経済学に継承されている。したがって，

特に地域住民や地域固有の自然環境・文化を無

前述の費用便益分析も厚生経済学の基本であり，

視する形で開発が進められる場合，それは却って

倫理的な指標のうちの一つであると考えるべきで

その地域に負の便益をもたらす場合すらある。ま

あろう。「なかったこと」にされがちな隠れたコ

た，風や水や太陽といったその地域固有の自然エ
再生可能エネルギーがもたらす便益とは

科学
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ネルギー資源を無料で採取しながら，雇用や資金

文献および注

循環が地域で回らず，東京資本や海外資本に搾取

1―本稿は下記文献を本特集号用に再構成し，エビデンスを追加

される形になっては，従来の地域資源略奪型エネ
ルギー開発と同じになってしまう危険性もある。
一方で，そのような大資本主導の開発に対する
アンチテーゼとして「地産地消」がもてはやされ

したものである。一部，内容や文章の重複もあるが，相補的に
読んで頂ければありがたい。
安田陽: 世界はなぜ再生可能エネルギーを進めるのか／日本は
なぜ再生可能エネルギーに後ろ向きなのか，世界別冊，no. 907,
（2018）
pp. 6-11
2―ExternE – External Costs of Energy, http://www.externe.info/

るが，これも極端に解釈されると，エネルギーの

3―National Research Council : “Hidden Costs of Energy : Un-

流通を否定し不合理な鎖国状態を強いたり，本来

tional Academies Press（2010）
.

不要な蓄電池などの高価格のデバイスを補助金な
どで追加し，結果的に地域に負の便益しか残さな
い可能性も出てくる。ここでも，費用便益分析に
もとづく怜悧な戦略が必要となろう。筆者はその
ような費用便益分析にもとづかない希望観測的な
地産地消を「バッドな地産地消」と呼んでいる9。
その地域になぜ再エネが必要なのか？ 翻って，
再エネを導入するからにはその地域に何をどのよ
うに貢献できるのか？ について，透明で客観的
な指標を示していくことが，今後，地域に愛され
ながら再エネが普及する上での重要なカギとなる
だろう。それらの議論の詳細については，本特集
の他稿に譲りたい。
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priced Consequences of Energy Production and Use”, The Na-

4―気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）
第 3 作業部会: 再生
可能エネルギー源と気候変動緩和に関する特別報告書，環境省
訳
（2012）
5―IRENA: “Remap 2016: Roadmap for a Renewable Energy
”
Future, 2016 Edition（2016）
6―環境省: 低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に
向けた提言
（2011）
7―国土交通省: 費用便益分析マニュアル
（2018）
8―アマルティア・セン: 合理的な愚か者，勁草書房
（1989）
9―安田陽:「エネルギーの地産地消」は本当によいことなのか？，
都市問題，Vol. 108, No. 11, pp. 10-15
（2017, 11）

