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摘

要

持続可能な開発目標や地域循環共生圏，Society 5.0 など，様々な将来ビジョンが提
示される中，実際に変革を起こすためにはマクロな分析に基づくミクロな設計が不可
欠となる。本稿では，地域において再エネが主力エネルギー源となるために乗り越え
ねばならない課題について議論する。特に，再エネ関連の技術システム開発状況を踏
まえ，地域で選択できるオプションの生成と，その中から実際に導入を検討するため
に必要なシステム設計・評価を実施するにあたり必要な要素について，著者らのこれ
までの成果と地域における活動から考察する。
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1．はじめに
パリ協定（UNFCC, 2015）や持続可能な開発目標
（SDGs: Sustainable Development Goals）
（ United
Nations, 2015），バイオエコノミー（Eur opean
Commission, 2018），第 5 期科学技術基本計画にお
ける Society 5.0（内閣府, 2016），第 5 次環境基本計
画における地域循環共生圏（環境省, 2018），プラチ
ナ社会（プラチナ構想ネットワーク, 2012）など，将
来社会のビジョンに関する多様な提案が国内外で出
されている。いずれもより良い社会システムが満た
す要件や姿，含まれている機能について示している
ものであり，気候変動緩和のための低炭素化と適応
のための技術開発，デジタル革命，誰ひとり取り残
さない社会，地域資源を活かした自立・分散型の支
え合う社会，自由な選択が許される資源の心配がな
い全員参加型の社会など，細部に違いはあるもの
の，共通点も多い。いずれも特定の学術分野だけで
到達できる将来社会ビジョンではないことは，それ
ぞれの定義からも明らかであり，要素技術，技術を

組合せた技術システム，それを活用する社会・経済
システムなどといった異なる層を跨いだ熟議が必要
といえる。国内外におけるエネルギーに関する現状
については既存の記事（古山, 2019a; 2019b）に解説
をゆずるが，特に，2013 年比の温室効果ガス（GHG）
排出削減の目標として，2030 年に 26％削減をパリ
協定において約束し，2050 年に 80％削減すること
を閣議決定したことは，国内のエネルギーシステム
設計において強い目標となっている。ただし，2030
年までの蓋然性を有した 26％削減シナリオの延長
線では 2050 年の 80％削減に到達できないと言われ
ており，従来型のエネルギーシステムにおける技術
革新では不十分といえる。
環境・エネルギー分野においてなされてきた研究
開発はこうした将来社会ビジョンへ向かうための手
段となる。特にエネルギーについては，蓄電や蓄熱
といったエネルギーとして貯蔵する蓄エネルギー技
術や，電力を水素やメタンなどのキャリアに変換し
て利用する Power-to-gas など，基礎研究の成果が蓄
積されてきており，エネルギーシステムにおける太
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陽光（PV）や風力といった変動・分散型再生可能エ
ネルギー
（変動性再エネ）のさらなる導入拡大に向け
て，エネルギー製造・貯蔵／運搬・利用に関する検
討が活発化している（JST-CRDS, 2019）。技術の研究
開発が進む一方，導入拡大によるエネルギーネット
ワークへの影響は既に顕在化してきている。2019
年現在の優先給電ルールにのっとり，変動性再エネ
の 出 力 抑 制 が 既 に 実 施 さ れ て お り（ 九 州 電 力,
2019），出力抑制事例が無かったとしても多くの地
域で変動性再エネの系統連系に関する回答保留が起
きている。送配電網インフラの今後の管理方針など
政策的な戦略も必要になる中，周波数変動に対する
調整力の設置や新しい市場メカニズムに合わせた電
源制御，需要・供給予測に基づくデマンドレスポン
スなど，新たな可能性が提示されてきている。研究
開発成果の適材適所な配置と応用，社会実装へ向け
た具体的なアクションが必要であり，ライフサイク
ルで要素をシステムとしてつなぎ合わせる設計と，
適切な時間的・空間的範囲の設定に基づいた評価が
不可欠といえる。しかし，変動性再エネの調整や新
たな市場メカニズムの導入，地域でのアグリゲータ
の必要性など，潜在化・顕在化している課題はいず
れも複雑化してきており，対策となる技術システム
案も多様に存在し，複雑化してきている。また，エ
ネルギーシステムにおける技術システム案の中に
は，数年から 10 年以上の稼働を前提として導入を
検討すべきものもあり，変化し続ける社会の中で技
術システムを選択することが困難な状況となってき
ている。
SDGs Goal 7 でアクセシビリティを確保すべきと
されているエネルギーは，「af fordable, reliable,
sustainable, and modern energy」とされており，こ
れは途上国・先進国問わず，energy を持続的に供
給・利用するために必要な観点の一部と言える。こ
れが示すエネルギーの具体的な特徴は多様に挙げる
ことができるが，例えば，affordable とは手頃なエ
ネルギーと解釈でき，安価であるということだけで
なく，任意の地域において入手しやすく，変換技術
や資源に対する社会の導入障壁が低いようなエネル
ギーといえる。地域循環共生圏において活用すべき
とされている地域資源は，affordable な資源ともい
える。さらに reliable であるためには，供給断絶リ
スクが低く，防災・減災につながるエネルギーであ
るべきであり，それが枯渇性の資源の不使用もしく
は循環によって sustainable に利用できることが要
求されている。地域循環共生圏が目指す基本方針で
ある経済社会システム，ライフスタイル，技術など
あらゆる観点からのイノベーション創出や，経済・
社会的課題の同時解決に資するようなエネルギーの
選択肢は，modern で多様な形が地域ごとに設計さ
れるべきといえる。地域特性を考慮した最適システ
ムの設計が必須である。
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本稿では，地域において再エネが主力エネルギー
源となるために乗り越えねばならない課題について
議論する。特に，再エネ関連の技術システム開発状
況を踏まえ，地域で選択できるオプションの生成
と，その中から実際に導入を検討するために必要な
システム設計・評価を実施するにあたり必要な要素
について考察する。
2．将来社会のシナリオ分析と環境・エネルギー
分野の課題
社会課題は時間的・空間的に広範囲なスケールか
らの論理構造の解明と目標に向けたビジョニング・
シナリオ分析が必要といえる。図 1 に将来社会のシ
ナリオ分析を概念的に示す。SDGs やパリ協定とい
った枠組みには 2030 年のような目標となる年が設
定されている。社会のビジョンはこれらの枠組みよ
りも遠くの将来に存在するものといえる。このとき，
時間的に連続なビジョンへ到達するシナリオを描く
ことが求められる。シナリオ分析には大きく課題解
決型の思考が可能となるフォアキャスティングと，
目標追求型の思考が可能となるバックキャスティン
グといった種類がある。SDGs やパリ協定における
目標，Society 5.0，地域循環共生圏といったいわゆ
る Big picture は，空間的にマクロで時間的に長期
なスケールから分析されるものであり，バックキャ
スティングによる目標追求によって到達可能なシナ
リオを探索することが必要といえる。一方，変動性
再エネの出力抑制や回答保留，バイオマス資源の調
達経路の確保，低炭素化技術の開発と導入など，現
況がこのまま進むとどうなるのかを Business-asusual シナリオとして対策を検討するフォアキャス
ティングによる課題解決は，空間的にミクロで時間
的に短期なスケールでの設計を必要とするものであ
る。課題の解決は必要ではあるが，目標への到達に
は十分ではない。マクロな分析に基づくミクロな設
計を可能にする方法論が必要といえる。
環境・エネルギー分野においては，多様な研究開
発とともに，課題も確認されている（JST-CRDS,
2019）。例えば，環境分野においては，食料生産に
関しては水―エネルギー―食料の依存性（nexus）が
課題となっており（FAO, 2014），農業由来の環境負
荷が制御しづらいこと（Schnoor, 2014）と合わせ，モ
デル化（例えば，Bazilian et al., 2011）や特定技術の
寄与の分析（Kikuchi et al., 2018）が成されてきてい
る。再エネに関しては低炭素化・化石資源消費削減
などが主な環境影響とされることが多いが，環境の
問題は地球温暖化だけではなく，多様な課題がある
ことが分かっており，再エネ主力化においても，例
えば，レアメタル等必要資源のリサイクルなどは関
連する課題といえる。一方，エネルギー分野の課題
は，大きくエネルギー供給，利用，ネットワークに
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分割することができ，特に，再エネ関連技術につい
ては低コスト化と変動調整に関する研究課題が多い
（JST-CRDS, 2019）。ここで，例えば低コスト化につ
いて研究課題が示されてはいるものの，本来，エネ
ルギーシステムを更新していくにあたり，技術シス
テムの耐用年数が長かったり，インフラを伴うもの
であったりするため，図 1 に示すような長期的な
分析と視座が必要といえる。図 2 は，例として均
等化発電原価として長期的な分析ができている事例
（Koyama, 2019）を示した。従来型の大規模化石由来
火力発電や原子力発電については，燃料価格の上昇
や安全対策の徹底により，燃料関連・発電所関連の
均等化発電原価が上昇傾向にある。一方，変動性再
エネ由来の電源の例として記載されている太陽光発
電については，現在，低コスト化が進んでいる状況
であり，既にいずれの発電方式よりも安価になる見
込みとなっている。図 2 には調整力によるコスト
が含まれていないが，これらの電源が Af fordable
なエネルギー源として利用できるようになったと

図1

将来社会のシナリオ分析の概念．
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（2019）

き，調整力が他の発電方式を超えるほどにコストを
必要とするとは考えにくい。現段階において導入量
が化石由来の発電技術と比較して少ないものの，再
エネ関連技術は現在技術開発が行われている中で低
コスト化し得る技術システムオプションであり，既
に技術開発による低コスト化が多く成されてきた化
石資源由来の電源と比較して将来更に低コスト化し
得る可能性があるといえる。Sustainable energy を
実現する将来ビジョンに向けて，中長期で検討すべ
き技術システム案として再エネに関する技術はコス
トの観点でも有力になり得るものといえる。
3．再エネ関連の技術システムオプションと地域に
おける挑戦
3．1 次世代のエネルギーネットワーク
発電量［Wh］ベースで賦存量があり，低コスト
化が実現したとしても，出力抑制や回答保留といっ
た問題が顕在化しているとおり，電力［W］ベース
での課題が解決されない限り，実際に社会に再エネ
技術を導入できるかどうかが明らかにはならない。
再エネを主力化するには，従来の大規模で集中型の
電源からエネルギーが供給されるネットワークに加
え，中小規模で分散型の電源や蓄エネ・変動調整施
設が連系された分散型ネットワークが必要とされて
おり（Kato et al., 2016），研究課題となっている
（JST-CRDS, 2019）。図 3 に再エネを主力化する分散
型エネルギーシステムの概要を，特定の技術システ
ム案を用いた例として示す。現在の国内電力システ
ムは 10 電力会社の電力供給域によって事実上区切
られており，周波数の違いなどもあることから，電
力融通がなされている（Koyama et al., 2014）。総発
電量の多くは大規模集中型の発電所から数十万 V
の電圧で送電され，順次電圧を低下させながら各地
へ送電される。その後，21 ～ 22 kV 程度まで変電
されて配電変電所に到達し，6,600 V となって配電
される。分散型のエネルギーシステムとは，主にこ
の 6,600 V の配電網内などで電力を利用することな
どを意図しており，既に太陽光発電は 6,600 V 内で
利用できる電源となっている。従来型の大規模集中

図2 主
 な電源の均等化発電原価の分析．
（既報
（Koyama,
2019）
からの抜粋）
縦軸：均等化発電原価（燃料関連分）
横軸：均等化発電原価（建屋，プラント関連分）

図3

再エネを主力化する分散型エネルギーシステム．
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型発電は，輸入されるバイオマスや再エネ由来エネ
ルギーキャリアなどによる稼働があり得るため，全
てが分散型エネルギーシステムになるとは言えず，
大規模集中型のバイオマス火力や輸入カーボンフリ
ー水素ガスタービンなどによる化石資源代替があり
える。分散している太陽光や小規模な国内再エネ由
来発電技術を，最大限利用するためには，集中型の
既存のシステムと，分散型システムが適切に連携で
きる仕組みが必要といえる。このとき，分散型エネ
ルギーシステム内では，変動性再エネと調整力によ
る電力ネットワークに加え，地域産業由来資源など
による熱電併給施設なども接続すべきである。太陽
光発電のような変動性再エネは，設置後には保守以
外に特に発電のための作業を必要としない。ただ
し，変動を調整する能力がエネルギーシステムに必
要となるため，蓄エネ等の技術が必要になり得る。
このとき，農林業由来バイオマスや廃棄物など，地
域産業由来の資源由来のエネルギー源を連系させる
ことで，太陽光・風力とバイオマスの間で再エネ利
用率を高めるための発電量・電力の最適組み合わせ
を検討することができる。
農林業の副産物であるバイオマスは，電力だけで
なく熱源としても活用されてきたものであり，分散
型エネルギーシステムにおいて太陽光・風力などの
変動性再エネの変動調整だけでなく，熱としてのエ
ネルギー需要に対する低炭素化・再エネ主力化オプ
ションとなり得る。一般に単価が低く大量に入手で
きるバイオマス資源や，処理費の掛かる廃棄物を利
活用して付加価値化することは農林業の基盤強化に
つながり得るものであり，地域の社会経済的循環の
強化にもつながり得る。すでに活用されている堆肥
化等の用途と合わせて，適切なバランスでバイオマ
スをエネルギーに利用することが期待されている
が，現在，固定価格買取制度などによって増加して
いるバイオマス発電等の中には，地域に資源がある
にも関わらず，輸入バイオマスを用いて発電を行う
ものもあり，コストや社会受容性といった課題の解
決が不可欠である。
3.2 地域において必要な挑戦
3.2.1 現状の計測と把握
次世代エネルギーネットワークを築くためには，
現状の緻密な把握とモニタリングが必須といえる。
図 4 に例として都道府県別の乗用車密度と 1 台あ
たり年間平均走行距離を示す。電気自動車や燃料電
池車といった次世代型の自動車 1 台がライフサイク
ル全体で環境負荷を削減できるかどうかは，製造に
掛かる環境負荷と走行に掛かる環境負荷の合計にお
いて従来の内燃機関式自動車と比較して優位である
必要がある。平均走行距離が大きい地域では，製造
に掛かる環境負荷が大きくても，走行に掛かる環境
負荷の低減により，次世代型の自動車が優位になる
可能性がある。乗用車密度が大きければそれだけエ
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図4

 道府県別の乗用車密度と 1 台あたり年間平均
都
走行距離．
（ 国土交通省（2019），自動車検査登録
情報協会（2019）統計データより著者作成．縦軸
は 6,000 km/（台・year）はじまりとなっている．
）

ネルギー補給施設が必要となる一方，バッテリーを
搭載する自動車であり日中の稼働率が低ければ，地
域の蓄エネとして機能する Vehicle-to-grid のインフ
ラともなり得る。このように任意の地域でどのよう
な自動車保有・利用形態を有しているのかによっ
て，エネルギーネットワークの選択肢が変わり得
る。しかし，統計上入手できる情報には限界があり，
基礎自治体レベルでの保有・利用形態，昼夜・平日
/ 休日の差，時間帯別の稼働状況など，実際にエネ
ルギーネットワークを設計・評価するために必要と
なるようなデータは計測されていない。
地域に立地する産業は地域資源の 1 つであり，産
業を活用したエネルギーネットワークを検討できる
が，任意の地域にどのようなエネルギー需要の産業
が立地しているかについても，得られる情報として
は不足している。図 5 に例として産業別の間接 GHG
排出総量と事業電力由来 GHG 比率，さらに事業所
当たり GHG 排出規模を示す。鉄鋼や石油・化学工
業，窯業土石，紙・パルプについては，熱・電配分
後の間接 GHG 総排出量も比較的大きく，1 事業所
あたりの排出も大きい。また，事業用電力由来の
GHG 排出比率が小さいことから，自家発電等から
の排出が大きいことがわかる。一方，機械・金属加
工などは事業電力由来の GHG 排出が大きいことか
ら，
グリッドからの電力需要が大きいことがわかる。
図 6 に民生部門における間接 GHG 排出総量と事
業電力由来 GHG 比率を示す。民生部門におけるエ
ネルギー需要は，主に，空調，照明，厨房，給湯，
動力である。事業電力由来の比率は比較的高く，い
ずれも電化がしやすい需要であることから，事業電
力の低炭素化が進むことで，結果的に民生部門の低
炭素化も進み得るという分析結果も得られている

事業電力由来ＧＨＧ比率 [-]

地球環境 Vol.24 No.2
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図5

 業別の間接 GHG 排出総量と事業電力由来
産
GHG 比率，事業所当たり GHG 排出規模．
（温室
効果ガスインベントリオフィス（2019）及び経済
センサス
（経済産業省, 2019）
より著者作成）

図6 民
 生
（家庭・業務）
における間接 GHG 排出総量と
事業電力由来 GHG 比率．
（温室効果ガスインベン
トリオフィス
（2019）及び総合エネルギー統計（経
済産業省資源エネルギー庁, 2019）
より著者作成）

（Kikuchi et al., 2014）。得られているデータから，
家庭においては，寒冷地域における暖房需要の大き
さから，GHG 排出における事業用電力由来の比率
が低くなっているなどの地域差が確認できる。
3.2.2 多様化する技術システムオプションの把握
地域の現状を把握するとともに，選択可能な技術
システムオプションを把握する必要がある。地域資
源を活用した技術システムオプションは数多く提案
されてきており，多様化している。例えば，変動性
再エネのうち，特に太陽光を活用するシステムとし
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て蓄電池援用型の水素製造システムは調整力を必要
とせず，オフグリッドで太陽光を資源として利用で
きるが，この経済性（Kikuchi et al., 2019）や環境性
（Sako et al., 2019）の評価が実施されており，技術開
発が現存する技術ロードマップに沿って進むことで
実用可能となり得ることが分かってきている。風力
については，蓄熱を活用した風力熱発電を製紙工場
に導入した場合の効果について検討がなされ
（Yamaki et al., 2019），風力の変動を吸収し，一定の
電力出力が可能になり得ることが示されてきてい
る。このように変動性再エネについても，系統に連
系しない形で利用する技術システム案がすでに提案
されつつある。バイオマスを活用する際にも，国内
の木質バイオマスにおける課題が整理されており
（Goh et al., 2019），地域の森林計画に合わせた木質
バイオマスエネルギープラントの導入に関する設計
事例（Kanematsu et al., 2017）が存在している。特に
地域の産業由来バイオマスを活用することにより，
産業を中心とした産業共生が，民生部門も含めた地
域のエネルギー自給 / 他地域への供給を促進し得
ることが示されてきており（Kikuchi et al., 2016），
その地域経済への波及も明らかとなってきた（尾下
ら，2019）。産業排熱の蓄熱利用による産業・民生
における化石資源消費を削減し得ること（Fujii et al.,
2019）や生活上発生する廃棄物である下水汚泥から
も付加価値物質やエネルギーが回収できることが分
かっており（Shimizu et al., 2018），未利用な資源の
活用による効果が示されてきている。水素等エネキ
ャリを用い，燃料電池車などの需要と合わせたと
き，地域によって差ができること（Shimizu et al.,
2019）だけでなく，資源消費等の環境影響も明らか
となってきている（Shimizu et al., in press）。
こうした技術システムオプションは，地域別に向
き不向きがあり，これを分析等によって明らかにす
ることが必須となる。このとき，通常の地域におけ
る意思決定において，地域の選択肢を明確に示すと
ともに，技術システムオプションごとの導入効果を
評価する仕組みが必要である。例として，図 7 に
示すような地方公共団体における検討委員会の仕組
みが存在している。現状調査や代替案生成，シミュ
レーション，評価においては，最先端の技術システ
ムオプションが適切に検討対象として列挙されるこ
とが望ましく，これを支援する情報基盤の開発（兼
松ら，2017）などが有効といえる。
情報基盤が持つべき機能としては，地域特性に合
わせた技術システムオプション候補案の生成とシミ
ュレーション，評価である。ここで，地域とは，単
純な行政区分で表現されるものだけでなく，再エネ
が有効に利用できる領域として定義する必要があ
る。ただし，統計データの限界や，意思決定ができ
る範囲の制限などがあり，複数の基礎自治体が広域
的に結合して得られる範囲を探索することが必要で
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図7

地域における検討の例：地方公共団体における検討委員会の概要．
（兼松ら（2017）より抜粋）

ある。例えば，種子島は一市二町の島であるが，地
域資源は島で共有されており，島の単位で広域的に
技術システムオプションを検討すべきである（菊池
ら，2016）。森林資源など，基礎自治体単位ではな
く，その地域の地形などに合わせて収集しやすい範
囲を検討し，大規模化することで熱機関等のスケー
ルメリットを得ることなどが有効となった事例もあ
る
（例えば，会津「The 13」事業協議会，2017）。こ
のように，地域の区分を可変させたときに再エネの
利用効率が最適となり得る範囲を特定できる仕組み
を有することが，地域特性を考慮しながら，再エネ
を主力エネルギー源として活用するシステムの設計
へとつながる。生成される技術システムオプション
は最先端のものも当然ながら含み，実用化に至って
いない技術であっても，地域特性に適合するのであ
れば，実証試験の実施などにつなげられるよう，技
術システムオプション案が提示されることが，地域
の変革を促す情報基盤として有用といえる。
4．おわりに：協創を前提としたプラットフォームの
構築へ

の改革が実行できるようになるといえる。人口の減
少は一人当たりに活用できる土地面積の増大を意味
する。人手が減る中でもデジタルトランスフォーメ
ーションや産学公の協創により，地域資源を活用し
た強靭なシステムを設計していくことは不可能では
ない。再エネ主力化に向けた最も大きな障壁の 1 つ
といえるのは，局所的な最適化に偏った技術やシス
テムの検討と評価結果の独り歩きがあり得る。オー
プンプラットフォームにより，産学公や基礎自治体
といった既定の枠を超えた資源の利活用を検討する
ことで，適切な技術を組合せたシステムの提案が可
能となり得る。
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