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１．緒言 

 

東北復興の具体像が見え始め、スマートコミュニティの社会システム実証は終

盤を迎えた。安倍内閣の新たな成長戦略が示された今年度、電力システム改革に

加えてガスシステム改革への議論も始まった。エネルギーを取り巻く将来像を描

くにあたっては、目まぐるしいほどの分岐点におり混沌としている状況が続いて

いる。一方で、着実な規制緩和と新たな技術的チャレンジが推進されている。 

私たち地域エネルギー委員会は、新エネルギーの導入促進によって地域の経済

活性化を促す方策を考え、具現化に向けた課題を見極める活動を行っている。前

回の提言以降、10 カ所のヒアリングを行い、プロジェクトを推進している自治体

や民間企業関係者に直接声を聞いた。座学ではなく現地に出向き肌で感じたこと

を委員会で共有できたと思う。 

 

＜委員会活動で行ったヒアリング対象＞ 

① 東京電力浮島太陽光発電所 

② 石巻市復興まちづくり 

③ 大衡村 F－グリッド構想 

④ 横浜市東京ガス磯子社宅スマートハウス実証 

⑤ 横浜市ワールドポーターズ明電舎スマート BEMS 実証 

⑥ 清水建設本社社屋＋地域熱供給冷暖房施設 

⑦ 柏の葉キャンパススマートシティプロジェクト 

⑧ けいはんなスマートコミュニティ実証 

⑨ 宮古市スマートコミュニティへの取組み 

⑩ 葛巻町クリーンエネルギーへの取組み 

 

これらの活動をベースとして、以下の 4つの視点から検討を行った。 

（１）地域コミュニティがスマート化していく際の新エネルギーの役割を見極め

る。 

（２）復興のまちづくり事例を踏まえ地域に貢献する新エネルギーのあり方につ

いて考える。 

（３）地域活性化に向けた新エネルギー活用に必要となる熱利用拡大について考

える。 

（４）地域に展開可能な新たな新エネルギーの萌芽について検討する。 

 

検討の結果として 4つの提言をまとめた。提言に際しては、課題認識のプロセ

スをわかりやすく示すことを目的に例年のスタイルを変更した。最初にこれまで

に理解した成功のポイントを率直に記述し、次に課題認識を述べ、最後に提言を
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導いた。多少、個人的な見解が立ちすぎているかも知れないが、それを恐れずに

各委員の感じた素直な思いをベースに提言とさせていただいた。 

 

本委員会の提言が今後の地域としてのエネルギー利用において、新エネルギー

の位置付けをより明確にし、導入が拡大される一助となれば幸いである。 

最後に、懇切丁寧な現地での対応に加えて、率直な意見交換をさせていただい

た多くのヒアリング先の方々に対し、ここに深く感謝の意を表したい。 
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２．提言の概要 

提言１：地域におけるスマートコミュニテイ化に並行した新エネルギー導入促進

策 

（１）スマートコミュニティ化に際して、新エネルギーの導入拡大を可能とするエ

ネルギーマネジメントの意義や効果を4地域実証の成果として確実に発信し、

地域でのエネルギーマネジメント構築に対する支援策を検討すること。 

施策の例：全国自治体に向けた紹介・広報活動の徹底、テレビや新聞、 

          ネットを通じた広報活動の推進、地域で実施されるエネルギ 

          ーマネジメントのシステムづくりに対する補助事業の創設 

 

（２）家庭において太陽光発電を設置した際に電力の需給バランスを制御でき      

るシステムを開発、普及するための支援策を検討すること。 

施策の例：太陽光発電量の予測を行い、蓄電機能なしにデマンドレスポ

ンスを有効に機能させる HEMS の技術開発事業の創設、個々に

設置した太陽光発電や風力発電の発電量をリアルタイムに精

度を高く予測できるシステムの普及事業の創設 

 

（３）バイオマス、中小水力など地域特有の新エネルギーを出力調整機能として活

用する場合の支援策を検討すること。 

施策の例：出力調整による売電機会損失に対する補償制度の創設、出力

調整機能を前提として太陽光や風力と合わせて設置される新

エネルギー設備に対する導入補助事業の創設 

 

提言２：経済活動の小さい地域における持続的な新エネルギー事業の振興策 

（１）事業性への配慮が無くなる 2016 年度以降の固定価格買取制度において、事

業認定の制度を設けるなどして地域経済振興の貢献度を加味した制度改定

を検討すること。 

施策の例：地元住民からの新規雇用人数、メンテナンスに必要となる有 

資格者や電気主任技術者の育成等を加味した事業認定制度の 

創設など 

 

（２）地方自治体や NPO、市民ファンドなどが新エネルギー事業を事業化する場合

には、地域に人材が育ち、雇用の拡大に繋がるよう、大企業等が持つ事業リ

スクや運営に関するノウハウを適切にアドバイスしてもらえるような支援

策を検討すること。 

施策の例：国による事業アドバイス窓口の設置、事業コンサルティング 

採用に対する補助事業の創設など 
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（３）復興地域を始めとする地域防災拠点づくりにおいては、DCP／LCP の観点か

ら、非常時の電源供給を目的とする新エネルギーの設備導入に関して、地

元の企業を支える公的支援を検討すること。 

    施策の例：公的資金の一部補助、被災企業や中小民間企業への公的機関 

による債務保証など 

 

提言３：新エネルギーの熱利用を拡大し、持続的に地域を活性化するための振興 

策 

（１）地域資源を活用して、地方の経済的自立度を高めるための自治体の人づく 

り・しくみづくりの取組みを支援すること。 

施策の例：地域外からのフローである化石燃料の使用を地域内のストッ 

クである新エネルギーに転換し、地域に富をもたらすための 

長期的な計画を策定・実行するための人づくり・しくみづく 

りへの支援など 

 

（２）地域資源を経済的かつ持続的に利用するために必要な幅広い分野の新技術

の開発や実証を偏りなく支援すること。また、重要な技術については、最

大 10 年間程度、その普及に至るまでの取組みを継続して支援すること。 

施策の例：地域に散在するバイオマスを効率的に収集・利用するための 

技術、生産した熱を安価に持続的に地域に供給するための技 

術の開発や改良をその普及に至るまで継続した支援など 

 

（３）熱の需要量や需要地への供給方法の調査、事業採算性の検討など、持続可

能な新エネルギーの熱利用を地域単位で詳細に計画するために必要な取

組みを支援すること。 

 

提言４：新たな新エネルギーと期待される海洋再生可能エネルギーの技術開発環 

境整備に関する支援策 

（１）新たな新エネルギーとして期待される海洋再生可能エネルギーは、その開

発プロセスにおいて、自治体などが運営する実証フィールドの役割が大き

いことに特徴がある。実証フィールド運営主体への助成制度を創設し、技

術開発への投資意欲を高め、推進する企業の開発リスクを他の技術と同程

度の環境にするよう検討すること。 
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３．提言の趣旨説明 

提言１：スマートコミュニティ推進事業事例から学んだ地域に貢献する新エネル

ギーの促進策 

 

Ⅰ.これまでの現地視察等の活動から理解してきたポイント 

 

 本委員会では、横浜市、豊田市、けいはんな、北九州市の 4地域で進められて

いる次世代エネルギー・社会システム実証について、推進企業の担当者からの継

続的なヒアリングを行い、実証成果と課題を共有してきた。また、東北地域をは

じめとする、その他地域でのスマートコミュニティ推進事業についても情報収集

を継続している。それらの中から先進的な成果を見出し、地域に展開する視点に

おいて整理したい。 

 

（１）新エネルギー導入のカギとなる地域でのエネルギーマネジメント 

 ・自治体等が中心となり地域レベルでエネルギー消費量を把握して、地域とし 

  てエネルギーマネジメントを行うことは、エネルギー消費の削減につながる 

  ことが実証された。 

・住宅や中小ビルなど、これまでにエネルギー消費に無関心であった層もエネ

ルギーマネジメントの対象になることで、エネルギーの使い方に関心を持ち、

省エネ行動を喚起する契機となることがわかった。 

・効率的なスマートなエネルギーマネジメントによって、家庭用の太陽電池（以

下、PV）やメガソーラーをはじめとする不安定な新エネルギーの導入量を拡

大することができることがわかった。 

 

（２）地域エネルギーマネジメントシステム（CEMS）の進歩と展開可能性 

 ・CEMS の置かれる位置付けは、BEMS を統合したものや個々の HEMS とつながる 

ものなど様々あるが、クラウドにつながることで個々のエネルギー消費を詳 

細に見える化することが容易になった。さらに、CEMS から１つ１つの設備機 

器を遠隔制御できる事例もあり、技術的には十分なレベルに達している。特 

に HEMS の技術的な進歩と商品としての魅力は目覚ましく、今後の普及が待た 

れる。 

・北九州市やけいはんなで見学したマネジメントセンターを全ての地域で整備 

することは難しいと感じたが、クラウド型であれば、全国を対象に個々の

HEMS をマネジメントすることが可能であろう。 

・一方で国内 4地域実証は、補助金に依存した事業であり、経済的に自立した

プロジェクトとして CEMS の水平展開を図るにはまだ厳しい状況である。今

後の各プロジェクトでの要素技術の整理、普及に当たっての課題（技術・制
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度・経済性）の分析、低コスト化の目標・見通し等、段階的な導入シナリオ

に合わせて課題・目標が整理されることを期待したい。 

・本委員会では、２年前に「スマートコミュニティ推進にあたってのプレーヤ

ーのあるべき姿を国として示して欲しい」、「コミュニティのプラットフォー

ムに関する事業性について方針を示して欲しい」という提言を行った。来年

度にまとめられる 4地域実証成果において、前回の提言に対する見解が出さ

れるものと期待している。 

 

（３）電力の出力調整設備の整備による新エネルギーの大量導入 

 ・各実証では、PV を多くの住宅で導入し安定的に活用している。それを支えて 

いるのは各事業に特徴のある電力の出力調整設備である。 

・エリアレベルでは、大型蓄電池（横浜市）や大型コジェネ（北九州市）がそ

の代表例である。 

・横浜市東京ガス磯子社宅では、集合住宅の屋上に設置した PV の発電余剰分を 

隣接する PV を設置していない社宅に送ってバランスを取っている。 

・豊田市の住宅サイトでは、PV の発電量を家庭内の電力消費と EV への蓄電と

で HEMS がうまく制御して出力調整を行っている。 

・これらの事例から、PV の発電量を正しく予測してマネジメントすることの重

要性が示された。実際に電力の需供バランスをビジネスにしている場面では、

精度の高い発電量予測サービスが提供され始めている。 

 

 

Ⅱ.提言に向けた課題認識 

 

（１）エネルギーマネジメントの普及により全国の無関心層に新エネルギー導入

を喚起 

 ・地域に出向き声を聴くと、推進している担当者の熱心さ、それに応える一部 

の支持層に対して、多くの無関心層の存在を感じる。新エネルギー導入によ 

る地域経済活性化を推進するためには、エネルギーマネジメントの対象を増 

やし、無関心層に新エネルギー導入の担い手になってもらうことが望ましい。 

そのため、教育宣伝活動の充実が必要と考えられる。 

 

（２）新エネルギー導入に必要となる出力調整設備のあり方 

・経済基盤の小さい地域では、PV などの新エネルギー導入に際して 4地域実証

に見られた出力調整設備を整備することが経済的に難しい。大型蓄電池や大

型コジェネの導入はもちろんのこと、エネルギー消費密度の小さい地域や長

距離移動が前提の地域では、エネルギー融通や EV による調整も難しい。地域

経済に優しい出力調整設備の整備が望まれる。 
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・地域でも採用可能な出力調整設備には以下の例が考えられる。 

① HEMS 機能の高度化による出力調整機能 

一般家庭で PV を設置する場合、出力調整に有効な手段として HEMS 機能

を高度化することが考えられる。HEMS によって PV の発電量を精度高く

予測し、家庭内の電力消費を適切にコントロールするだけで余剰電力を

消費できれば出力調整設備として機能する。余剰電力の消費先としては、

蓄電池や EV ではなく、お風呂への給湯や洗濯、乾燥などを想定してい

る。しかしながら、現時点ではここまでの高機能な HEMS はなく、家庭

用の余剰電力供給先とのシステム構築も不十分である。 

 

② 地域特有の新エネルギーを活用した出力調整機能 

地域特有のバイオマス発電や中小水力発電などは出力調整機能を担え

る可能性がある。しかし、出力調整を担うことは発電機会を犠牲にする

ことにもなるので、出力調整機能を有する新エネルギー設備には、一定

の支援を行うことを期待したい。また、雇用の期待が小さい太陽光発電

事業や風力発電事業を単独事業として拡大するよりも、地域固有のバイ

オマス発電等と合わせて拡大させる方が地域経済活性化の視点からも

意義が大きい。 

 

 

Ⅲ.提言 

 

『地域におけるスマートコミュニティ化に並行した新エネルギー導入促進策』 

 

（１）スマートコミュニティ化に際して、新エネルギーの導入拡大を可能とする

エネルギーマネジメントの意義や効果を4地域実証の成果として確実に発

信し、地域でのエネルギーマネジメント構築に対する支援策を検討するこ

と。 

施策の例：全国自治体に向けた紹介・広報活動の徹底、テレビや新聞、 

      ネットを通じた広報活動の推進、地域で実施されるエネルギ 

ーマネジメントのシステムづくりに対する補助事業の創設 

 

（２）家庭において太陽光発電を設置した際に電力の需給バランスを制御できる

システムを開発、普及するための支援策を検討すること。 

    施策の例：太陽光発電量の予測を行い、蓄電機能なしにデマンドレスポ

ンスを有効に機能させる HEMS の技術開発事業の創設、個々

に設置した太陽光発電や風力発電の発電量をリアルタイム

に精度を高く予測できるシステムの普及事業の創設 
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（３）バイオマス、中小水力など地域特有の新エネルギーを出力調整機能として

活用する場合の支援策を検討すること。 

施策の例：出力調整による売電機会損失に対する補償制度の創設、出力 

調整機能を前提として太陽光や風力と合わせて設置される新

エネルギー設備に対する導入補助事業の創設 
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提言２：復興のまちづくり事例から学んだ地域に貢献する新エネルギーの振興策 

 

Ⅰ．これまでの現地視察等の活動から理解してきたポイント 

 

（１）石巻市 

・復興のシナリオ作成、その実施に向けた行政の努力には頭が下がる。目指す

べきゴールに向けて官民が協力している取組みが一日でも早く進むことを望

む。 

・市の取組みは、エネルギーマネジメントと防災機能強化だけでなく、農業や

水産業の活性化、資源循環社会にむけたシステムづくり、医療や福祉機能の

向上など、復興を機に多面的な行政サービスに繋がるビジネスについて試行

されつつある。幅広い視野を持ち、社会システムを再構築しようとする試み

は成功事例になるよう期待したい。 

・一方、民間の事業判断だけでは十分ではない状況も感じられた。例えば、復

興街区での自立電源の確保についてである。BCP や LCP の視点から考えて公

的な負担を前提にした施設整備が必要である。防災拠点での太陽光発電設備

に蓄電池を組み合わせた自立電源などはその候補に相応しい。 

・今後は自治体の推進力だけでなく、住民意識や民間事業者への事業判断プロ

セスをオープンにして、復興地域だけでなく経済基盤の小さな地域へも展開

して欲しい。 

 

（２）宮古市 

・強い地域産業がなく、中心となる地元企業もない中で、スマートコミュニテ

ィ化による地域振興は、他の地域にも展開できる好例だ。経済産業省からの

期待が大きい理由がよく理解できた。 

・FS で描かれた植物工場事業、ESCO 型サービス事業、熱供給事業などが、事業

として実施されようとするタイミングでヒアリングすることができた。市担

当者の「現在、大きな課題に直面している」という言葉は印象的だった。そ

れぞれの事業がお互いを当てにするのではなく、1 つ 1 つの事業が独立して

採算を取り、生み出される成果を相互活用して地域貢献に結び付けることが

必要である。その点で 1 つ 1 つの計画に対する事業性を見守りたい。市担当

者が冒頭、「宮古市は、5万人以上の都市の中で最も東京からの時間距離が遠

いところ」と紹介があったが、まちづくりを担当する民間企業の事業推進者

が、東京から頻度高く通っているという状況にも難しさを感じた。 

 

（３）その他 

①梼原町 

・事業性の高い風力発電収入を地元林業活性化に活用している。町としては、
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風力発電事業に雇用の拡大を期待したが、期待された効果はなかったとのこ

と。風車のメンテナンスなどを含めて地元で雇用が膨らむ運営がなされると

良いと感じた。 

・ヒアリング時は観光イベント開催時と重なり観光バスも多く見られ、木造の

役場建屋が大きな観光資源になっていると感じた。観光と結びついた新エネ

ルギーのまちづくりは、継続的に交流人口を増やし、地域経済を活性化させ

る 1のポイントである。 

 

②大衡村 

 ・トヨタ自動車の求心力による事業組成が成功のポイントと感じた。高効率コ

ジェネの導入に際して、工場内での高温熱利用と隣接農業施設への排熱融通

によって、リッチな熱需要を集積できたことが事業性を高めている。本モデ

ルは、熱利用と電力供給が最適に組み合わされて地域に展開できた好例であ

る。 

・工場で働く人たちは、仙台や多賀城といった大衡村以外の都市圏から車で通

勤している。大企業の進める新たな取組みが雇用を含めて経済規模の小さい

地域に貢献するには、トヨタ東日本学園などによる地道な人づくりが重要で

あり、息の長い活動であることを痛感した。 

 

③葛巻町 

・風力発電の事業性が高く、継続的に増設の計画があるとのこと。風況が良い

ことはもちろんだが、畜産振興にて整備されていた牧草育成地へのアプロー

チ道路によって風車設置コストが抑制されたことも新エネ事業が拡大でき

ているポイントである。 

・現在町の交流人口は、畜産をベースにした農業体験や新エネ視察などで 5万

人／年とのこと。現行の農業体験での収益だけでなく、交流人口をベースと

した別の収益を拡大する施策が期待される。 

・葛巻町では「木材は周辺の山から採ってくる」という地域文化があり、この

ような社会ではバイオマスを利活用することが根付きにくいという説明を

伺った。計画的な間伐で森が再生されることや、バイオマス循環をシステム

化する効果について長い目で人の意識を変えていく必要がある。 

 

（４）成功のポイント 

①大企業の資金力と事業運営のノウハウが持続的な事業を継続、拡大し、それ

らの事業益を地域に還元することが大きなポイントである。大企業の事業収

益を地域に還元することで、その地域の産業が活性化する。新エネルギーの

ポテンシャルが高くない場合には、大企業が地域に入るハードルを下げる施

策を検討することが成功のポイントになる。 
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②新エネルギーの導入によって、6 次産業化のように多様なビジネスが生まれ

ることがポイントとなる。新エネルギーの単独事業でなく、導入を契機とし

た他のサービス産業が活性化したり、観光収入が確保できるなど幅広い地域

経済への波及を期待したい。 

 

③地域に新エネルギー運用のノウハウ（保守、管理、契約など）を残し、育て

ることがポイントになる。ノウハウが地域に根付くことで、地域が最も期待

している雇用の創出が可能になる。 

 

   

Ⅱ．提言に向けた課題認識 

 

（１）新エネ促進策として期待されている FIT は、太陽光発電への投資拡大を促

したが、地域で雇用を生んだり、地域の産業発展に寄与する効果が十分と

はいえない。この状況は、法律の目的（精神）に述べられた『地域の活性

化その他国民経済の健全な発展』を満足しているとは言い難い。FIT の継

続に当たっては、導入地域の経済活性化への貢献度に応じて、その事業者

が受けるべき利潤に配慮する必要があるのではないか。法に示された枠を

超えた推進策を検討したい。 

 

※「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」 

第一条  この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用すること

が、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及

びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに

鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等

について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生

可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産

業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

 

（２）市民風車や畜産バイオマス、木材チップ、小水力など、地域で計画する新

エネルギー事業は、システム構築の難しさや、運用面での難しさにより事

業性を高めることができていない。特に、導入設備メーカー等との長期契

約のリスク排除やメンテナンスノウハウの取得、事業性向上のアイディア

不足など、必要な知恵や体制を地域で取得できていない。事業の計画から

運用に至る知恵やノウハウを地域だけでなく、広く大企業から学び、活用

できる仕組み作りを推進したい。 
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（３）復興地域でのまちづくりでは、DCP や LCP の視点に立った防災拠点づくり

が検討されているものの、実施にあたっては計画通りに進んでいない。そ

の背景には、DCP や LCP では民間事業者の投資意欲が生まれないこと、公

平性の観点で公的資金の導入が遅れていることなどがあげられる。また、

民間企業が被災企業へ投資しようとしても、被災企業の財務体質が問題視

されてうまく進まない現状もある。市民生活に必要不可欠な防災拠点の施

設導入については、公的支援を行っていち早く実施したい。具体的には太

陽光発電などの適切な新エネルギー設備に蓄電池を組合せた自立電源設

備の導入を目指したい。このことは、復興地域だけでなく全国の防災拠点

づくりにも展開される必要がある。 

 

 

Ⅲ．提言 

 

『経済活動の小さい地域における持続的な新エネルギー事業の振興策』 

 

（１）事業性への配慮が無くなる 2016 年度以降の固定価格買取制度において、

事業認定の制度を設けるなどして地域経済振興の貢献度を加味した制度

改定を検討すること。 

施策の例：地元住民からの新規雇用人数、メンテナンスに必要となる有 

資格者や電気主任技術者の育成等を加味した事業認定制度の 

創設など 

 

（２）地方自治体や NPO、市民ファンドなどが新エネルギー事業を事業化する場

合には、地域に人材が育ち、雇用の拡大に繋がるよう、大企業等が持つ事

業リスクや運営に関するノウハウを適切にアドバイスしてもらえるよう

な支援策を検討すること。 

施策の例：国による事業アドバイス窓口の設置、事業コンサルティング 

採用に対する補助事業の創設など 

 

（３）復興地域を始めとする地域防災拠点づくりにおいては、DCP／LCP の観点か

ら、非常時の電源供給を目的とする新エネルギーの設備導入に関して、地

元の企業を支える公的支援を検討すること。 

     施策の例：公的資金の一部補助、被災企業や中小民間企業への公的機関 

による債務保証など 

 

※DCP：District Continuity Plan：地域活動継続計画 

LCP：Life Continuity Performance：住宅生活維持性能 
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提言３：新エネルギー活用に必要となる熱利用拡大事例から学んだ地域に貢献す 

る新エネルギーの振興策 

 

Ⅰ．これまでの現地視察等の活動から理解してきたポイント 

 

（１）大衡村 

 平常時においては、トヨタ自動車東日本の拠点工場で余剰となったエネルギー

（電力、熱）を近隣の施設で有効利用するとともに、非常時においては、電力を

村の防災機能向上のためにも役立てようとする画期的なプロジェクト。仙台市ガ

ス局が長距離パイプラインの敷設により大規模なガスコージェネの導入を支援

したことや、トヨタ自動車が余熱利用を行うための植物工場を誘致したことに加

え、東日本大震災のような災害時には系統電力網を活用してコージェネの電力を

供給する仕組みの構築に向け、トヨタ自動車と東北電力とが協力して検討を進め

たことなどがプロジェクトの成功に結びついた。 

 

（２）清水建設本社社屋+地域冷暖房施設 

 海外の著名な再生可能エネルギーの研究者も称賛した、都市型低炭素地域エネ

ルギーシステムの先進モデル。地域冷房の戻り冷水を輻射冷房に二次利用すると

ともに、熱源機器の低温排熱をデシカントシステムに活用するなど、利用できる

熱源を上手に組み合わせることにより、地域全体で熱供給効率（COP）を向上さ

せている。また、主要供給先の建物と一体となったシステム運営により熱供給を

行っていることや、太陽光発電パネルを壁面に設置するともに、照度調節のため

にブラインドと LED 照明を連携させ、自動制御で日中の照明用電力を 80％以上削

減していることなど、建物側での先進的な取組みも特筆される。 

 

（３）宮古市 

市街地のほぼ全域をフィールドとした多様な再生可能エネルギーの創出と

CEMS による最適なエネルギーバランスの実現を掲げ、この規模の都市では群を抜

いたスケールの事業構築を行っている。ただ、「計画を並べただけ」との印象も

あり、多岐に亘るプロジェクトを今後どこまで実現できるか疑問が残る。地域エ

ネルギーに関しては、バイオマス発電と熱供給事業を、将来は水素生産と燃料電

池を含めた事業にまで発展させる計画だが、大衡村のような事業担保力のある工

場の誘致が行われない場合において、どのような事業展開を図るのか成否を見守

りたい。 

 

（４）葛巻町 

EC の CONCERTO（コンチェルト）プロジェクトや、オーストリア・ギュッシン

グの取組みのように、欧州では、技術開発を伴う再生可能エネルギーの導入プロ
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ジェクトに対して、システムのライフサイクルを踏まえた息の長い支援を行い、

改良型量産機の開発や 10 年後を見据えた商品化に結びつけている。拠出した補

助金は決して無駄にしないという信念が貫かれている。 

一方日本では、補助金による支援は、開発機や実証機の導入時に限られて行わ

れることが多く、こうした機器を広く普及させることにより新エネルギーの導入

を本格的に進めるための長期的な支援はほとんど行われていない。 

特にバイオマス発電などは、継続的なメンテナンスを必要としている。 

補助金で導入した施設は、ある一定期間、システムの改良や量産化のためのデー

タを収集することになっている。しかし、その後の長期の継続運転に対する支援

や予算が十分でないため、折角収集したデータを活用できず、途中で施設の稼働

中止等に追い込まれるケースが散見される。補助金で導入した設備を長期に亘っ

て運転し、地域に貢献する手立てを講ずる必要性を葛巻町で感じた。 

 

（５）成功のポイント 

大衡村では、事業主体(トヨタグループほか)・地元自治体・電力会社・ガス事

業者がコンソーシアムを組織して、平常時に採算が取れ、かつ、非常時には町の

防災機能を向上させるエネルギーネットワークを構築したことが成功のポイン

トである。欧州のモデルにも近いこのような枠組を他の都市にも普及させるため

には、最初から有力な事業主体が存在することが望ましいが、デンマークなど地

域新エネルギー利用の先進国では、有力な事業主体が存在しない場合でも、自治

体や地元住民が共同組合を設立して、自治体からの債務保証により安い資金を調

達して熱供給インフラを構築している。日本でも、安価な熱源と安定した需要先

が確保でき、長期的に採算性が取れると判断できる場合には、最初から企業の立

地や事業参入を求めずに、自治体のイニシアチブで事業を起こすことができるよ

うな環境づくりが必要だ。ニワトリが先か卵が先かの議論になってしまうが、安

い熱料金を武器に熱を大量消費する工場を誘致して、事業が長期的に安定する場

合もあるので、必ずしも最初から企業に頼るのではなく、のちのちの企業誘致に

結びつくような取組みを自治体だけで行うことも、再生可能熱利用の普及の方法

の一つと考えられる。 

清水建設本社社屋＋地域冷暖房施設では、供給可能な熱と需要を地域レベルで

徹底的にマッチングさせ、利用できないエネルギーを極限まで削減することによ

り、地域熱供給の一層の低炭素化への道を開いた。また LED 照明とブラインドの

自動制御による照度コントロールは、自然と最新技術を調和させた優れたシステ

ムだが、それをわかりやすく見せることにより、メディアでたびたび紹介され、

日本の建築技術の水準の高さを世界に誇るモデルとしての地位を獲得した。 
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Ⅱ．提言に向けた課題認識 

 

オーストリア、ドイツ、スイスなど欧州中部の各国と東北地方は、気候条件が

似ていることやバイオマス・水力などの再生可能資源が豊富なことでよく比較さ

れるが、かつて先進的な取組みで有名であった葛巻町でも、現地で見聞きした限

りでは、「新エネルギーの熱利用」に関してほとんど進展が見られない。こうい

った状況は、東北地方以外でも共通している。そこで、地域エネルギー委員会と

して、この問題を克服するためのいくつかの方策について、提言を行うこととし

たい。 

提言に向けた課題については、以下の 3点を指摘する。 

 

 第一の課題は、地域の活性化にとって、新エネルギーが重要な財産であるとい

うことを多くの自治体があまり認識していないと思われる点である。自治体はま

ず、その地域に存在する森林バイオマス、農業・畜産バイオマス、太陽熱、地熱

等の新エネルギー、工場排熱などの未利用エネルギーを長期的に活用することに

より、地域の外に支払っている電力や化石燃料の購入費用を継続して削減できる

ため、多くの富をもたらす「財産」であることをもっと真剣に認識すべきである。

エネルギービジョンやその実行計画であるマスタープランでは、まずこうした資

源の存在を認識し、その活用による富の創造を第一の目的として策定されるべき

だが、実際はエネルギーのフロー部分のみに着目し、これを減らすための計画に

留まっている。フロー部分のみの計画は、その時々のエネルギー商品の流通や価

格に左右されるため、サステナブルな計画とはなりにくく、経済状況の変化によ

り中止に追い込まれるか、実行に移されることなく頓挫してしまうことも少なく

ない。石油ショックのあと住宅の屋根などにさかんに設置された太陽熱温水器が、

その後の石油価格の下落によりほとんど姿を消してしまったことなどがその一

例である。 

こうしたフロー優先から脱却し、地域資源のストックを富に変えるための取組

みが進みにくい理由として、わが国固有の問題が指摘されることが多い。例えば、

木質バイオマス資源を欧州並みに利用するためには、急峻な地形の克服と国産材

の利用拡大を含めた林業の活性化が必要であり、地元だけが努力すればすぐに解

決できる問題ではない。しかしながら根本的な理由は、一般的に市町村レベルで

は組織が脆弱なため、そもそもこうした課題を解決する戦略を立てるための「リ

ーダー」や「しくみ」がほとんど存在していないためとも考えられる注。 

以上の問題点を踏まえ、眠っている地域資源を富に変えるための自治体の人づ

くり・しくみづくりを国や県が支援していくための制度の新設を提言する。 

 

 第二の課題は、極めて多量に存在するが、経済的に利用する方法が確立されて

いないために放置されている新エネルギーが、わが国にはあまりにも多く存在す
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るという点である。その代表が森林バイオマスで、急峻な地形に阻まれて資源の

調達にコストがかかることが指摘されて久しいが、それでは現在に至るまで、こ

の問題解決のための技術開発が果たしてどれだけ真剣に行われてきただろう

か？ 森林バイオマスに関わるプロジェクトは、バイオマスボイラ・発電システ

ム・ガス化装置など、バイオマスを電気や熱に変換し生産するための支援がさか

んに行われてきた一方で、バイオマスを収集し供給するための安価な機器・シス

テムを開発し、あまねく普及させるための補助事業は、エネルギーを使うための

事業に比べそれほど熱心に行われてこなかったのではないか？ 

例えば、急峻な山林に分け入り、間伐や伐採の現場で機動的に稼働できる移動

式チップ製造・搬送システムの普及は、地形の問題を解決することを真剣に考え

るのであれば、真っ先に取り組むべき課題といえる。残念ながら当委員会で調査

した 10 地点では、このような機器やシステムが普及しているところは確認でき

なかった。その理由は、技術開発や技術実証を行うプロジェクトは実施期間が短

く、対象をシステムではなく単品（コモディティ）とする長年の習慣が踏襲され

ていることにある。葛巻町のバイオマス CHP もその例だが、必要なメンテナンス

を行いながら、熱利用と発電を続け、町にとって貴重な１号機を 2 号機、3 号機

へと本格的導入につなげるための取組みが果たしてどこまで進められてきただ

ろうか？ 一方欧州では、バイオマスの効率的収集はすでに普及し、近年はボイ

ラや太陽熱集熱器で作られた温水を、地中にほとんどメンテナンスフリーで長期

間蓄熱・供給するためのシステムの開発がさかんに行われている。たとえばミュ

ンヘン市内の団地の太陽熱地域暖房プラントでは、10 年以上に及ぶシステム全体

の実証と改良の結果、今後建設するプラントでは大幅なコストダウンが可能にな

ったとの報告を受けた。 

そこで、こうした問題点を踏まえ、再生可能熱エネルギーを有効利用するため

に、原料の調達、製造、供給に至るまでの技術の開発・改良のためのプロジェク

トを一貫して立ち上げ、長期的な視点で普及へと繋げていくことを目的とした提

言を行う。 

 

 第三の課題は、新エネルギーを地域の熱源として分かち合って利用するための

取組みがほとんど行われて来なかったことである。本年度視察した葛巻町では、

バイオマス CHP の稼働を止めてしまった理由として、熱の利用先の確保ができな

いことを指摘していたが、もともと町の中心から離れた場所に機器を設置したの

では、熱の利用は最初から困難であったと言わざるを得ない。こうした実態を踏

まえ、地域内での熱の生産と消費を詳細に調査し、マッチングさせるための取組

みを進めるための提言を行う。 

また、森林バイオマスは木材といった建材の副産物としても位置付けられる。木

材の建築材料・什器材料としての利用のサプライチェーンを再構築する中にエネ

ルギー資源としてのバイオマスを位置づけ、多面的な木材資源の活用フローを官
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民挙げて構築することが重要と考える。 

 

注：高知県梼原町、岡山県真庭市、北海道下川町など地域資源の活用に熱心な自治体には、

必ずキーパーソンが存在し、優れたリーダーシップを発揮している。 

 

 

Ⅲ．提言 

 

『新エネルギーの熱利用を拡大し、持続的に地域を活性化するための振興策』 

                                     

（１）地域資源を活用して、地方の経済的自立度を高めるための自治体の人づく

り・しくみづくりの取組みを支援すること。 

施策の例：地域外からのフローである化石燃料の使用を地域内のストッ 

クである新エネルギーに転換し、地域に富をもたらすための 

長期的な計画を策定・実行するための人づくり・しくみづく 

りへの支援など 

 

（２）地域資源を経済的かつ持続的に利用するために必要な幅広い分野の新技術 

の開発や実証を偏りなく支援すること。また、重要な技術については、最

大 10 年間程度、その普及に至るまでの取組みを継続して支援すること。 

施策の例：地域に散在するバイオマスを効率的に収集・利用するための 

技術、生産した熱を安価に持続的に地域に供給するための技 

術の開発や改良をその普及に至るまで継続した支援など 

 

（３）熱の需要量や需要地への供給方法の調査、事業採算性の検討など、持続可

能な新エネルギーの熱利用を地域単位で詳細に計画するために必要な取

組みを支援すること。 
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提言４：地域に展開可能な新たな新エネルギー振興策 

 

Ⅰ．これまでの活動から理解してきたポイント 

 

福島原発事故後、再生可能エネルギー開発・利用の一層の加速が必要であると

いう世論を受けて、政府は「エネルギー基本計画」を見直している。太陽光、陸

上風力、小水力、地熱、バイオマスの陸上の再生可能エネルギーが、固定価格買

取制度の対象になり、順調に普及・拡大しているが、更なる再生可能エネルギー

の普及・拡大が望まれている。その他のエネルギーの中では、日本周辺海域の再

生可能エネルギーには陸上以上のポテンシャルがあると言われており、海洋再生

可能エネルギーの開発・利用環境の整備への期待が高い。 

現在、世界で多くの浮体式洋上風力、波力、潮流、海洋温度差、海流の海洋再

生可能エネルギーの開発が行われており、この分野で先行しているヨーロッパは、

実証フィールドを建設して、開発を促進する環境を提供している。中でも EMEC

（European Marine Energy Centre， http://www.emec.org.uk/）が有名で、実

証フィールドには、 

①試験装置の設置・撤去・修理、施設の増設・修理等をについて、利用者と工

事会社を仲介する機能 

②海況情報を漁業関係者へ配信するサービス機能 

③観光資源とするための展望観測点等の集客機能 

④産学官で連携して人材を育成する研究センター機能  

等を有している。 

 

一方我が国においては、海洋基本計画はおおよそ 5 年毎に見直され、平成 25

度版では、海洋再生可能エネルギー利用を促進するために、海洋再生可能エネル

ギーの実用化に必要な環境を整備するとの方針が打ち出されている。この方針を

受けて「海洋再生可能エネルギー利用促進に関する今後の取組み方針」が決定さ

れ、海洋再生可能エネルギー実証フィールドの公募が出された。現在、多くの自

治体が実証フィールドの誘致を目指して、学識経験者、漁業関係者、商工業関係

者、行政等から構成される検討委員会を設置して準備を進めている。実証フィー

ルドの重要な役割の一つに地域の活性化があることは理解されているが、地域に

貢献する海洋再生可能エネルギー開発を目指して、まずは、地域振興、漁業振興、

人材育成を促進させる実証フィールドを健全に運営する環境構築が重要となる。 
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Ⅱ．提言に向けた課題認識 

 

先行している欧州の実証フィールドを手本に、日本の実証フィールドでも先述

した機能の重要性が認識されている。海洋に関する技術開発は、工場や研究施設

で開発する他の新エネルギー技術とは開発環境が大きく異なるため、実証フィー

ルドを健全に運営し、研究開発環境を整える必要がある。実証フィールドの運営

組織は自治体が中心となって設立すると思われるが、実証フィールドの誘致を考

えている自治体からは運営費を心配する声もあり、欧州のように安心して技術開

発を推進できる環境にはない。 

実証フィールドを利用する企業だけで運営費を賄うことは、技術開発を行う企

業にとって一つのリスクを与えることにもなるので、実証フィールドの運営主体

を財政面から支える支援が必要である。例えば、実証フィールドを利用する企業

を増やすような試みには補助を検討することや、売電事業による事業モデルとし

ての位置づけから実証フィールドで生産される電力量に比例した運営費補助を

考える等、実証後の事業育成に相応しい支援策を検討していきたい。 

 

 

Ⅲ．提言 

 

『新たな新エネルギーと期待される海洋再生可能エネルギーの技術開発環境整

備に関する支援策』 

 

（１）新たな新エネルギーと期待される海洋再生可能エネルギーは、その開発プ

ロセスにおいて、自治体などが運営する実証フィールドの役割が大きいこ

とに特徴がある。実証フィールド運営主体への助成制度を創設し、技術開

発への投資意欲を高め、推進する企業の開発リスクを他の技術と同程度の

環境にするよう検討すること。 
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４．参考資料 

委員会活動で行ったヒアリング対象箇所 

 

(1)東京電力浮島太陽光発電所 

http://www.tepco.co.jp/csr/renewable/megasolar/images/ukishima.pdf 

 

(2) 石巻市復興まちづくり 

・石巻スマートコミュニティ・マスタープラン策定事業 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/pdf/015_07_00.pdf 

・石巻の復興状況について 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/8235/fukko12.pdf 

 

(3)大衡村 F－グリッド構想 

第二仙台北部中核工業団地 

「F-グリッド」を核としたスマートコミュニティ計画 

  http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/pdf/015_06_00.pdf 

 

(4)横浜市東京ガス磯子社宅スマートハウス実証 

     https://eee.tokyo-gas.co.jp/sen/case/case06.html 

 

(5)横浜市ワールドポーターズ明電舎スマート BEMS 実証 

http://www.meidensha.co.jp/pages/tech/enote/no10.html 

http://jscp.nepc.or.jp/yokohama/ 

 

(6)清水建設本社社屋+地域熱供給冷暖房施設 

http://www7.kankyo.metro.tokyo.jp/building/doc/20100730forum6.pdf 

http://www.shimz.info/HQoffice/index.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=ref

erral&utm_campaign=shimz_now 

 

(7)柏の葉キャンパススマートシティプロジェクト 

http://www.mitsuifudosan.co.jp/kashiwanoha/future/ 

 

(8)けいはんなスマートコミュニティ実証 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/masterplan003.pdf 

http://jscp.nepc.or.jp/keihanna/index.shtml 
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(9)宮古市スマートコミュニティへの取組み 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004633/pdf/015_03_00.pdf 

 

(10)葛巻町クリーンエネルギーへの取組み 

http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/index.php?topic=kankyo_020 

 

(11)高知県梼原町 

 梼原町環境モデル都市行動計画 

http://www.town.yusuhara.kochi.jp/live/2010/11/15/moderu.pdf 
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