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１．緒言

スマートコミュニティの 4地域実証は技術的な成果を数多く残して終了した。

特に HEMS の規格やデマンドレスポンスの社会的効果は整理され、メーカーの商

品企画やネガワット取引等に展開されている。また、再生可能エネルギーの固

定価格買取制度（FIT制度）は、市場創生期から次のフェーズに移行し、適正で

安定的な導入を進める段階に入った。これらの国のエネルギー施策には、地域

経済を活性化する期待感もあったが、再生可能エネルギーによる発電事業や地

域エネルギーマネジメント事業が地域の雇用を生み、経済が活性化するという

目的を果たすには道半ばである。民間活力を地域に展開するために継続的な国

のリードと支援策に期待したい。

私たち地域エネルギー委員会では、一昨年の提言以降も精力的にヒアリング

を行うと共に海外の事例も含めて多くの事例研究を重ねた。

＜委員会活動で検討した具体的なプロジェクトおよびヒアリング対象＞

① 京橋環境ステーションでのエリアエネルギーマネジメント事業

② 北海道下川町未来都市での地域バイオマスを核とした自治体主導のエネル

ギー事業

③ 北海道熱供給公社・札幌市都心地区の熱供給事業

④ 韓国済州テクノパークのスマートグリッド実証事業

⑤ 富山市の公共交通を軸としたコンパクトシティの取組み

⑥ 水素エネルギー利用の現状と展望

⑦ 田町駅東口北地区スマートエネルギーネットワーク

⑧ 北九州市のスマートコミュニティ実証後の取組み

⑨ 八丁原地熱発電所

⑩ 福島再生可能エネルギー研究所

⑪ 会津若松地域スマートコミュニティ導入促進事業

それぞれの事例から現状の課題を委員全員で共有して、全国に優良な方策を

展開できるように、以下の 4つの視点から提言案を検討した。

（１）地域のまちづくりに関する優良事例の把握と課題の抽出

（２）情報ツールを地域マネジメントに活用した優良事例の把握と課題の抽出

（３）エネルギーに関するビジネスモデルの優良事例の把握と課題の抽出

（４）新たな新エネルギーに関する優良事例の把握と課題の抽出
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特に、(4) の「新たな新エネルギー」に関しては、これまでに検討してきた

「海洋エネルギー」に加えて「水素」も対象とした。検討の結果として 3 つの

提言をまとめることができた。本委員会の提言が今後の地域におけるエネルギ

ー利用において、新エネルギーの位置づけをより明確にし、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：地域のまちづくりに並行した新エネルギー導入促進策

（１）自治体のマスタープラン作りに、知見のある専門家の参画を促し、新エ

ネルギーを含むエネルギーを加味したマスタープランの策定ができるよ

う、国の支援を検討すること。

＜施策の例＞

・自治体のエネルギーマスタープラン策定に際して、知見のある専門家の参

画を支援する事業の創設

・宮城県大衡村Ｆグリッドの好事例の情報提供

・自治体職員のための相談窓口の設置と、そのための人材の確保等について

の仕組みづくり

（２）地域に経済好循環をもたらす完成度の高いビジネスシナリオを持つ事業

を推進する補助事業の創設を検討すること。

＜施策の例＞

・専門家と作成したビジネスシナリオを自治体の政策に反映し、需要の確実

性を高めた事業への支援

・地域経済界との共同事業を推進するための機会創出事業や計画作成支援

・地域産業振興への評価基準を明確にした事業の創設

（３）地域の防災拠点や避難所に対して、再生可能エネルギー、蓄電池、コー

ジェネレーションなどの自立電源を設置する場合には、一般のエネルギ

ー施設に設置する場合以上の経済的な支援を検討すること。

＜施策の例＞

・地域の防災拠点となる、防災性の高いシステムを持つ事業に対しての補助

の割り増し

・避難所向けの自立電源導入事業の創設

提言２：国が導入を支援した新エネルギー設備を地域で有効に活用するための

   マネジメントツールへの支援策

（１）エネルギーマネジメントシステム(xEMS)を導入して省エネや低炭素、エ

ネルギーの有効活用を目指す事業者（自治体、民間）が、長期的に自立し

て事業継続が可能となる新たなインセンティブを検討すること。
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＜施策の例＞

・xEMS を活用するプロジェクトに対する容積率向上などのインセンティブの

付与

・工業団地エリアにおける緑地面積率の緩和

（２）xEMS をエネルギー以外のシステムと連携するマネジメント機能の強化や、

社会的利便性の向上、新たなビジネスモデルの創造につながる社会実証を

支援し促進すること。

＜施策の例＞

・災害時に避難所のエネルギー情報、道路の寸断といった被災状況、移動蓄

電池として利用可能な EVの情報を連携させることで、管理者が避難者数に

応じた適切なサバイバルプランの策定を行う実証事業の創設

・災害時に各種地理的情報（※）との連携による避難者への対応・対策の立案を

行う実証事業の創設

（※）自治体が保有する各種ハザードマップ、電力、ガス、水道といった公共イン

フラの被災情報や復旧情報

・一般家庭がエネルギー情報の他に便利な生活情報を受け取ることが出来る

HEMS の実証事業の創設

提言３：地域経済の活性化に期待されるその他のエネルギー技術の拡大策

（１）新たな新エネルギー技術として期待される海洋再生可能エネルギーの技

術実証と地域産業との連携を支援すること。

＜施策の例＞

・技術課題と産業振興課題を併せ持った実証事業に対する支援

・エネルギー事業者、メーカーと地域産業とのマッチング事業の創設

・先行する優良事例の幅広い広報

（２）国の目指す再生可能エネルギーを活用した「水素コミュニティ」の具体

化に向け、地域特有の再生可能エネルギーによる水素の製造・貯蔵・利

用（電気/熱）設備を取り入れたエリアエネルギーネットワークの最適化

や、規制上の課題、コストなどの検証を行う FS・実証事業を支援し促進

すること。



5

３．提言の趣旨説明

提言１：地域のまちづくりに並行した新エネルギー導入促進策

（１）自治体のマスタープラン作りに、知見のある専門家の参画を促し、新エ

ネルギーを含むエネルギーを加味したマスタープランの策定ができるよ

う、国の支援を検討すること。

① 現状

地域資源があっても、利用する需要先との計画が長期的に策定されていない

ために十分な利用ができず、有効利用が図れていないケースが多い。また、地

域市街地での新エネルギーの導入を促進するには時間が掛るが、地域の都市計

画にエネルギーの要素が策定されているケースは少なく、エネルギーについて

は個別の建物毎の導入検討となるため、地域としてのエネルギー需要と供給に

ついて長期的な検討ができているとは言い難い。

自治体の中でエネルギーの需要と供給を見据えた都市計画を作ろうにも、エ

ネルギーに対する知見を持った自治体職員が限られるため、知識不足により社

会経済的見地から見た面的なエネルギー計画を立てられない状況となっている。

一方、FIT、電力自由化、コージェネレーションの推進、エネルギーの地産地

消の推進などの国の施策により、エネルギーは、従来の供給者側からの一方通

行から、地域内に点在する「プロシューマー」との間での需給調整が望まれる

ようになってきた。

② 課題認識

地域のまちづくりに並行して、新エネルギーの導入を含めエネルギーの需給

を合わせて計画していくことは、社会経済的に資することはもちろんのこと、

それに留まらず、非常時におけるまちの強靭化にもつながる。このような認識

を公民で共有し、中長期を視野に入れたエネルギー需給計画を加味した「地域

のまちづくりマスタープラン」の作成が必要である。

③ 先行事例

・宮城県大衡村の Fグリッド

・東京都港区の田町駅東口北地区スマートエネルギーネットワーク

・北海道下川町での木質バイオマス活用熱供給システム
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④ 施策の例

・自治体のエネルギーマスタープラン策定に際して、知見のある専門家の参画

を支援する事業の創設

・宮城県大衡村Ｆグリッドの好事例の情報提供

・自治体職員のための相談窓口の設置と、そのための人材の確保等についての

仕組みづくり

（２）地域に経済好循環をもたらす完成度の高いビジネスシナリオを持つ事業

を推進する補助事業の創設を検討すること。

① 現状

日本のエネルギー事情を考えると、地域ごとに産出可能な未利用エネルギ

ー・再生可能エネルギーを積極的に活用する必要がある。しかし、地域特性を

活かして採算の取れる事業を計画しないと、優良な事業形成は難しい。言い換

えると、新エネルギービジネスに頼っただけの地域振興では、地域振興との相

乗効果に対する期待は小さく優良な事業とはならない。

② 課題認識

今後は、エネルギーの需要想定を的確に行い、プロジェクトの計画の完成度

を高め、安定的な事業継続を可能とするビジネスシナリオが必要である。具体

的には、需要の密集度が低い、あるいは需要の確定していない地域での初期投

資に課題を残すエネルギー供給モデルではなく、新エネルギービジネスに加え

て、地域の振興効果を期待できる地域独自の産業振興策の充実が必要となる。

地域での雇用、波及効果、税収などの経済循環をもたらすビジネスシナリオが

望まれる。

③ 先行事例

・宮城県大衡村の Fグリッド

・北海道札幌での木質バイオマス活用熱供給システム

④ 施策の例

・専門家と作成したビジネスシナリオを自治体の政策に反映し、需要の確実性

を高めた事業への支援

・地域経済界との共同事業を推進するための機会創出事業や計画作成支援

・地域産業振興への評価基準を明確にした事業の創設
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（３）地域の防災拠点や避難所に対して、再生可能エネルギー、蓄電池、コー

ジェネレーションなどの自立電源を設置する場合には、一般のエネルギ

ー施設に設置する場合以上の経済的な支援を検討すること。

① 現状

3.11 以降災害時に対する防災拠点、避難所づくりが進められているが、昨年

9月の豪雨災害時における常総市の例にみられるように、エネルギーの確保に対

する備えは未だ不十分と言わざるを得ない。非常時において、情報の収集、避

難指示等の発令を行う市役所を始めとする防災拠点、避難民が集まる避難所で

あっても、系統電力が断たれたことで電力が利用できなかった現状がある。浸

水があった場合においても最低限のオンサイトエネルギーの確保が必須条件と

なる。

非常時に自立した電源となるのは、太陽光発電、風力発電のような再生可能

エネルギーと蓄電池の組合せや、中圧ガス配管と接続したコージェネレーショ

ン設備などがあるが、蓄電池コストやコージェネレーション設備の投資コスト

は、常時のコストメリットからだけでは導入が進んでいない。

② 課題認識

防災拠点や避難所に、非常時に自立した電源となる太陽光発電、風力発電の

ような再生可能エネルギーと蓄電池の組合せや、中圧ガス配管と接続したコー

ジェネレーション設備を導入するのは社会コストと考え、公的な支援によって

設置の促進を図る必要がある。したがって、一般の施設に設置する場合に比べ

て手厚い支援を望みたい。

③ 先行事例

・宮城県大衡村の Fグリッド

・東京都芝浦２丁目計画

④ 施策の例

・地域の防災拠点となる、防災性の高いシステムを持つ事業に対しての補助の

割り増し

・避難所向けの自立電源導入事業の創設
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提言２：国が導入を支援した新エネルギー設備を地域で有効に活用するための

   マネジメントツールへの支援策

（１）エネルギーマネジメントシステム(xEMS)を導入して省エネや低炭素、エ

ネルギーの有効活用を目指す事業者（自治体、民間）が、長期的に自立

して事業継続が可能となる新たなインセンティブを検討すること。

① 現状

エネルギーに関する設備導入型の国の支援事業において、一部の事例を除き、

導入からその後の運営、特に設備更新までを考慮した長期的事業採算面での成

立が難しく、国が支援した設備やシステムが必ずしも有効活用されていない

（例：設備の運転を停止し、その後撤去もされない）。それらは、導入段階では

補助金で事業を開始できても、エネルギー需要の縮小や運営費・燃料費のアッ

プ等で事業継続が困難となるからである。

また、地域エネルギー（電力・熱）を面的に有効活用する取組みとして、ス

マートコミュニティがあり、導入されたエネルギー設備を適切に維持、運営し

ていくために CEMS、BEMS 等のマネジメントツールを採用し活用していくことが

期待されている。xEMS の有効性は、スマートコミュニティの４地域実証に代表

される国の取組みによって、複数の地方においても実証された。その中でも CEMS

は地域のエネルギーマネジメントの中心的な役割を果たし、省エネ・低炭素、

エネルギーの利活用だけでなく、BCP の観点でもその有効性が謳われた。４地域

実証での主な成果として CEMS活用の意義について以下の内容が報告されている。

・デマンドレスポンス（節電効果として概ね 10～20％）

・機能開発の推進（需給予測、需給計画、需給制御）

・通信インタフェース（OpenADR、ECHONET-Lite、Bルート）の確立と相互接続

性

しかしながら、この xEMS を活用した運営ビジネスという点では、民間企業が

事業継続することは難しい状況となっている。

② 課題認識

地域に導入されたエネルギー設備を効率的に、地域経済に有効に活用してい

くために、xEMS を用いたエネルギーサービスを支援し、事業継続させていく仕

組みづくりが必要である。特に、コミュニティの運営が長期間であることを考

えると、国の支援は一時的な補助金ではなく、事業者の努力によって事業継続

できるようなインセンティブ（規制緩和、制度改革）であることが望ましい。
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③ 先行事例

・xEMS の導入・活用に直接起因した規制緩和の事例はないが、自治体が所掌す

る都市開発諸制度において容積率、建ぺい率、高さ制限について規制緩和

している事例。東京都のケースでは特定地区（平成 20年 3月末で 59 街区）

など、高度利用地区（平成 19年 12 月末で 139 地区）など

④ 施策の例

・xEMS を活用するプロジェクトに対する容積率向上などのインセンティブの付

与

・工業団地エリアにおける緑地面積率の緩和

（２）xEMS をエネルギー以外のシステムと連携するマネジメント機能の強化や、

社会的利便性の向上、新たなビジネスモデルの創造につながる社会実証

を支援し促進すること。

① 現状

xEMS はスマートコミュニティに関する実証などで、エネルギー効率面での有

効性は確認され、社会的な認知もできてきたが、その他の活用イメージや効果

については限定的で、民間事業者の経済性で導入が促進される動きにはなって

いない。特に、災害時の防災拠点支援をはじめ、生活支援、産業支援、行政サ

ービスといったエネルギー管理以外の機能を含めた xEMS を計画・構築した例は

なく、そこで暮らす人々、働く人々のメリットについては、その実効性を確認

できていない。したがって、実際の投資については限定的な状況である。例え

ば、電力やガス、水の使用データを活用した「老人見守りサービス」などはビ

ジネスとして誕生しているが、地理的情報等を活用した高度なエリアマネジメ

ントは、その実現が期待されているもののビジネスとしては成立していない。

② 課題認識

xEMS を活用したビジネスモデルは、その価値が未だ潜在化しており、社会受

容性も曖昧なことから、期待に応える企業投資や社会環境が整っていない。今

後、16年度の電力小売全面自由化、17年度の都市ガス小売自由化など、大きな

社会制度改革が起こる中、xEMS の活用は、エネルギー施策上は積極的に推進す

べき方向性であるため、地域の活性化とエネルギー施策を同時に成立させる

xEMS を活用した先行的な実証が必要である。
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③ 先行事例

・大規模 HEMS 情報基盤整備事業（経産省補助事業）

・地域課題対応型 EMS サービス（神奈川県補助事業）

・高齢者見守りサービス(横浜市補助事業)

・けいはんなエコシティプロジェクト

・大阪ビジネスパーク V2X

  

④ 施策の例

・災害時に避難所のエネルギー情報、道路の寸断といった被災状況、移動蓄電

池として利用可能な EV の情報を連携させることで、管理者が避難者数に応

じた適切なサバイバルプランの策定を行う実証事業の創設

・災害時に各種地理的情報（※）との連携による避難者への対応・対策の立案を

行う実証事業の創設

（※）自治体が保有する各種ハザードマップ、電力、ガス、水道といった公共イン

フラの被災情報や復旧情報

・一般家庭がエネルギー情報の他に便利な生活情報を受け取ることが出来る

HEMS の実証事業の創設
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提言３：地域経済の活性化に期待されるその他のエネルギー技術の拡大策

（１）新たな新エネルギー技術として期待される海洋再生可能エネルギーの技

術実証と地域産業との連携を支援すること。

① 現状

本委員会では、新たな新エネルギーとして海洋エネルギー（波力発電、潮流

発電、海流発電、海洋温度差発電など）に着目し、技術実証を実施する民間企

業が地域と共存して技術開発を促進するための支援策を提言してきた。

・波力発電の新エネルギーとしての位置づけの検討： 平成 22年 3月

・技術実証後の導入促進策： 平成 24年 3月

・技術実証運営主体への支援： 平成 26年 3月

海洋エネルギーの技術的な課題解決については、国の支援を受けて実証試験を

継続しており、以前に比べて大きく進歩してきたが、それを経済的に自立して

普及展開できる状況には至っていない。本委員会の提言に対しては、それに呼

応するように、海洋基本法や水産業協同組合法が見直され、環境は少しずつ整

いつつある。しかし、平成 26 年 3月に提言した実証フィールドに対する経済的

な支援は道半ばであり、技術実証を続ける民間企業からの国への期待は依然大

きい。

② 課題認識

海洋エネルギーは地域特有の漁業や観光産業と密接に結びつき、共存するこ

とが可能である。例えば、波力発電施設であれば、養殖や集魚の場として活用

が可能であり、海洋深層水や海洋鉱物資源開発の拠点として活用できる。そこ

で、海洋エネルギーの技術実証を地域産業活性化に活用する支援策を検討すべ

きである。

③ 先行事例

・海洋深層水の利用高度化に向けた発電利用実証事業(沖縄県)

④ 施策の例

・技術課題と産業振興課題を併せ持った実証事業に対する支援

・エネルギー事業者、メーカーと地域産業とのマッチング事業の創設

・先行する優良事例の幅広い広報

（２）国の目指す再生可能エネルギーを活用した「水素コミュニティ」の具体

化に向け、地域特有の再生可能エネルギーによる水素の製造・貯蔵・利

用（電気/熱）設備を取り入れたエリアエネルギーネットワークの最適化
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や、規制上の課題、コストなどの検証を行う FS・実証事業を支援し促進

すること。

① 現状

水素エネルギーは、エネルギーセキュリティ向上や環境負荷低減、産業振興

など、様々な観点から注目を集めており、2014 年 4 月に閣議決定されたエネル

ギー基本計画においても、「水素社会」の実現に向けた取組みを加速する方針が

打ち出されている。同年 6月に策定された「水素・燃料電池戦略ロードマップ」

では、定置用燃料電池（エネファーム）及び燃料電池自動車と水素ステーショ

ンによる水素利用の飛躍的拡大（フェーズⅠ）、水素発電の本格導入と大規模な

水素サプライチェーンの確立（フェーズⅡ）、CCS や再生可能エネルギーの活用

による CO2 フリー水素供給システムの確立（フェーズⅢ）の 3 段階で「水素社

会」を実現していくシナリオが示された。

② 課題認識

「水素・燃料電池戦略ロードマップ」では、エネファームや燃料電池自動車

の全国的な普及と、大規模な水素発電や海外からの輸入も含むサプライチェー

ンの構築を経た上で、再生可能エネルギーの利用の段階に進むというシナリオ

が描かれている。現在、燃料電池自動車の普及とそれに必要な水素ステーショ

ンの拡大に向けては支援が具体化し、企業の取組も開始されている。また、グ

ローバルな水素サプライチェーンを描いた技術実証にも大きな予算がつけられ

企業が注力している。

しかしながら、国内の再生可能エネルギーから水素を作り、国内の地域で地

産地消することを目的とした技術的な課題検討や、制度および経済的な検討は

不十分である。特に国内での定置型の水素活用に対しては、設置に対する規制

や、経済性を満足する諸条件の整理が大幅に遅れている。

そこで地域での“水素コミュニティ”の意義をもう一度見直し、国の支援の

下にいち早く実現できるよう尽力すべきである。

(水素コミュニテイの意義)

 系統に負荷をかけることなく、我が国の再生可能エネルギー導入比率を上げ、

エネルギー自給率の向上に貢献すること

 4 大都市圏だけでなく地域への燃料電池自動車普及の拠点をつくること

 水素を蓄エネルギーとして防災用途に活用し災害に強い地域社会を構築す

ること

具体的な提言としては、地域での「水素コミュニティ」構築における課題を

幅広く共有し議論するための実証事業を推進したい。
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③ 実証に盛り込むべき課題例

・太陽光発電や風力発電の他、小水力、バイオマス発電、木質 BMS のガス化、

下水汚泥・蓄糞のメタン発酵などを活用した実証事業

・水素活用システムの設置に関する用途地域緩和や公開空地利用の可能性など

を検討する FS事業

・地域内への水素融通を目的とした近距離での水素ネットワークの実証事業

・蓄電池との役割分担も含むエネルギーマネジメントシステムの最適運用実証

事業

・水素ステーションを活用した水素コミュニティに関する実証事業

・非常時の長時間自立供給を想定したシステム実証事業
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