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▶はじめに
エネルギーの需給構造は、経済成長、人口、エネル

ギー価格、エネルギー資源の利用可能性等の要因によっ

て左右される。また、エネルギー政策や環境問題への対

策・政策によっても大きな影響を受ける。政策の影響と

合わせて、エネルギーの需要・供給の双方における技術

利用のあり方、とりわけ先進的技術の開発・普及が重要

な役割を果たす。

以下では、日本エネルギー経済研究所が2016年10月に

発表した「アジア/世界エネルギーアウトルック（以下、

アウトルックと略）」を基に、世界大でのエネルギー需

給構造の変化とそこにおける技術の役割をマクロ的な観

点から概説する。

▶リファレンスケースの見通し
見通しの参照基準として上記アウトルックの「リファ

レンスケース」を説明する。このケースでは今後の世界

のエネルギー需給の趨勢は現状までのそれと変わらな

い。エネルギー・環境政策に大きな変化はなく、技術ト

レンドも現状並みという前提に立つ、ビジネス・アズ・

ユージョアルの世界である。

このケースでは世界の一次エネルギー需要は、経済成

長・人口増等で2014年の137億石油換算トン（TOE）か

ら、2040年189億TOEまで、約4割増加する。需要増加の

中心は中国、インド、ASEANなどであり、その需要増分

は世界全体の増分の6割を占める。世界のエネルギー市場

の需要面の重心はアジアにシフトしていく。エネルギー

源別には、再生可能エネルギー・原子力等の非化石エネ

ルギーが拡大するが、石油・石炭・天然ガス等の化石燃

料需要も拡大を続ける。その結果、世界のエネルギー起

源CO2排出量も330億トンから、2040年には425億トン

まで4割増となる。

▶技術進展ケースの前提
アウトルックの「技術進展ケース」では、経済・人口

等の前提条件は「リファレンスケース」と変わらない。

しかし、エネルギー安全保障と環境対策の抜本的な強化

のため、世界全体で、エネルギー需要・供給サイドの双

方で、先進技術の普及促進が最大限進む、との前提を採

用している。発電効率、電気自動車、再生可能エネル

ギー、原子力等、様々な分野で、最大限の先進技術普及

拡大を前提とするボトムアップ型の見通しである。

▶大幅な省エネとなる技術進展ケース
技術進展ケースでも、世界のエネルギー需要は増加を

続ける。しかし2040年の世界の一次エネルギー需要は

166億TOEとなり、リファレンスケースより23億TOE

（12％）低くなる。産業・民生・交通、全分野での省エ

ネが技術進展で促進され、世界のエネルギー消費増が抑

制される。

特に、アジアの省エネによる需要増抑制効果は大き

く、その需要抑制分は11億TOEと、全抑制分の45％を占

める。換言すれば、アジアにおける省エネ促進が世界の

エネルギー消費増を抑制する重要な鍵を握る。

▶技術進展で大幅に拡大する非化石エネルギー
技術進展ケースでは、エネルギー自給率の向上やCO2

排出削減に貢献する、原子力や再生可能エネルギーが大

幅に促進される。原子力については、世界の発電設備容

量は2014年の386GWから、2040年にはリファレンス

ケースで612GWに、技術進展ケースではさらに846GW

にまで拡大する。また風力発電については、世界では2014

年369GWから2040年にリファレンスケース1,170GW、技

術進展ケースで1,764GWまで拡大する。太陽光発電も同期

間で175GWから、リファレンスケース857GW、技術進展
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ケース1,433GWまで大幅に拡大する。なお、いずれもア

ジアでの拡大がその中心である。

▶技術進展で変わる世界のエネルギー構造
全体としての省エネ促進、その中での非化石エネル

ギー拡大によって、世界のエネルギー構造には大きな変

化が現れる。世界の一次エネルギーにおける原子力の

シェアは、2014年の5％から2040年には技術進展ケース

で9％まで、水力を除く再生可能エネルギーのシェアは

12％から18％まで拡大する。当然、その逆に化石燃料に

ついては、石油のシェアは31％から28％に、石炭は29％

から20％に低下する。天然ガスだけは、需要量の伸びは

小さくなるが、シェアは21％から22％へと微増する。

この傾向は、アジアでも同様であり、原子力と再生可

能エネルギーのシェアが技術進展ケースで大きく拡大す

る一方、化石燃料のシェアは低下する。特に、アジアで

最大のエネルギー源である石炭のシェアは2014年の50％

から技術進展ケースでは35％と、15ポイントも低下す

る。技術の進展によって、世界のエネルギー構造が大き

く変化することが示される。しかし、同時に、その変化

の中でも、化石燃料が極めて重要であり続けることにも

留意する必要がある。技術進展ケースにおいても、2040

年の化石燃料のシェア総計は70％であり、化石燃料の安

定供給確保とクリーン利用は世界の重要課題である。

▶技術進展によるCO2排出削減
技術進展ケースでは、省エネ効果と非化石エネルギー

のシェア増大で、世界のCO2排出量は大幅に削減される。

2040年のエネルギー起源CO2排出量は、リファレンス

ケースの425億トンから、技術進展ケースでは323億トン

まで、102億トン（24％）もの大幅削減となる。ここで

も大幅削減の中心となるのは削減ポテンシャルの大きな

アジアである。なお、2014年の排出量330億トンと比較

して技術進展ケースでは2040年微減となる姿だが、現状

からの大幅削減という姿からはほど遠い。その実現のた

めには、現在は商業化されていない革新的技術の貢献が

必要であり、多大なコストと努力が求められる。
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2040年までの世界の原子力・再エネ発電能力見通し
（出所）「アジア/世界エネルギーアウトルック2016」日本エネルギー経済研究所

2040年までの世界・アジアのエネルギー見通し
出所）「アジア/世界エネルギーアウトルック2016」日本エネルギー経済研究所

▶エネルギー投資の必要
性とビジネス機会
エネルギー需要増大に対

応し各分野エネルギー供給

を拡大するため膨大な投資

が必要となる。リファレン

スケースでも2014-2040年

の累積で32兆ドル、技術進

展ケースでは52兆ドルの投

資が世界全体で必要とな

る。アジアでの必要投資額

は全体の4割強となる。市場

の不確実性が高い現在、巨

額のエネルギー投資確保は

大きな課題だが、エネル

ギー産業にとって巨大なビ

ジネス機会である。特に先

進技術を有する国・企業に

とっては極めて大きなチャ

ンスであろう。
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◆開催報告

冒頭、今回のオブザーバー参加と、2017年度新規入会

のヤンマーエネルギーシステム㈱、㈱アイ・ディー・エー

を紹介した。続いて今後の予定として柏木センター長懇談

会（新規）、長崎地区研修会（6月8、9日）、次回研究推

進委員会（9月8日）、シンポジウム（10月）の開催を連

絡した。

講演会では柏木孝夫センター長が、新エネルギー政策と

FITの動向を紹介。4月に着任した藤田壮特任教授は、自

身が研究しているICTを活用したスマートコミュニティ用

シミュレーションツールの開発について説明した。東京ガ

ス共同研究講座の武田晃成特任教授は、田町駅東口北地区

再開発のシステムを詳説した。街区全体で1次エネルギー

消費量を40％削減したという。NTTファシリティーズ共

同研究講座の正代尊久特任教授は、地域新電力の取り組み

を、事例を交えて紹介した。

また、省庁による基調講演で、林野庁の三浦正充林政部

長は、国産木材の国内利活用に向けた施策や動向を講演し

た。国土交通省の筒井祐治事業推進官は同省のスマートシ

ティプロジェクトを紹介、大都市と地方都市の二段構えで

取り組みを展開しているという。

地域プロジェクト推進会議では、4件の自治体がそれぞ

れの取り組みを説明した。①浜松市・北村武之参事＝「浜

松版スマートシティ」の取り組み ②北九州市・小石富美

恵課長＝響灘エリアの産業誘致構想について ③宇都宮

市・佐藤大地主任＝大谷石採取場跡地（地下空間）の冷熱

エネルギーへの取り組み ④堺市・金本貴幸課長＝臨海部

における水素エネルギー社会に向けた取り組み

柏木センター長が総括した後、登壇自治体との情報交換

を行う「ポスターセッション」を開催した。

電力小売り自由化を契機に、地域資源を活用して電力の

地産地消を目指す「地域新電力会社」の設立が増加してい

る。国内では既に300社以上が電力の販売を開始した。地

域新電力は、地域資源の発掘や、地域内の経済循環を高め

る効果が期待されることから、地域経済の活性化にもな

る。後藤教授は計量経済分析を通じて、こうした地域新電

力の経済効果の分析・評価手法の開発を目指している。

NTTファシリティーズが設立した合同会社北上新電力

は、2016年度から、地域内のメガソーラーや小水力発電

所で発電された電力を買取り、北上市の市庁舎や市の拠点

などに電力の供給を開始した。後藤教授は北上新電力から

提供された電力の需給データを、地元に対する経済的還元

の有無で区分し、時刻との関連性について統計的な視点で

有意性を評価した。その結果、全39の需要家は、地元還

元の程度に差のあることを明らかにした。ここで還元と

は、例えば、太陽光発電は収益が地元に還元されるものと

して区分される。一方、地域新電力が需給調整を行うため

に利用する常時バックアップは非還元に分類される。こう

した解析を重ねることで、地域活性化の寄与度を定量的に

把握することが可能になる。

AES主催

第4回地域プロジェクト推進会議
第39回研究推進委員会

日時：2017年5月16日（火）

場所：大岡山キャンパス西8号館10階大会議室

参加：約120名

第32回イブニングセミナー
日時：2017年5月26日（金）

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

講師：東京工業大学環境・社会理工学院教授後藤美香

課題：地域新電力が地域にもたらす経済効果

参加：24名
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質疑応答では、分析に関する質問の他、他地域への適

用や、将来の研究計画などに関する質問があった。需給

データの広範な利用は有益だが、ステークホルダーに対

する配慮が必要となることも議論された。

第1回柏木センター長懇談会を開催した。これは、研究

推進委員会会員企業の皆様と柏木センター長が交流を深

め、併せてAESセンターへのご要望・ご意見などを拝聴さ

せて頂くことを目的として新たに企画したものである。

今回は７社にご出席頂いた。昼食を取りながらの自己

紹介の後、センター長が最近のエネルギー政策に関する

話題提供を行った。参加各社には、エネルギーに関連す

る事業の現状や課題などをお話し頂いた。

第2回は7月5日(水)、第3回は9月6日(水)に開催の予定。

1日目は、五島市「道の駅遣唐使ふるさと館」で、五島

市の今村再生可能エネルギー推進室室長より、海洋エネ

ルギーの島づくりを紹介いただいた。同市では風力発電

を推進しており、余剰電力で水素製造し利活用するとい

う。質問でも、崎山沖の浮体式洋上風力発電（2MW）に

関するものが多く寄せられた。その後、崎山港に移り、

燃料電池船に試乗。次に海上タクシーに乗り、紹介いた

だいた洋上風力発電設備を間近に見学した。

2日目午前は佐世保市のハウステンボスを訪問し、同社

の早坂取締役より自社の総合エネルギー計画についてご

説明いただいた。2年前に、エネルギー事業を手掛ける

HTBエナジーを設立し、早坂氏は社長を兼任している。

説明後、場内のエネルギー施設（H₂One、ガスタービ

ン、ガスエンジン）等を見学した。

午後は長崎市に移り「柏木孝夫先生講演会＆第5回地域

プロジェクト推進会議（長崎）」が開催された。講演会

は長崎県が主催し、冒頭、平田産業労働部長が「エネル

ギー地産地消のトップランナーになりたい」と挨拶し

た。続いて柏木AESセンター長が、今後のインターネット

による統合化技術を取り入れた超スマート社会「ソサエ

ティ5.0」の展望や、変化する生活について講演した。

地域プロジェクト推進会議は、AESセンターが主催し

た。内野センター長補佐が趣旨説明を行った後、各自治

体より取り組み紹介が行われた。①対馬市・一宮課長＝

木質バイオマスを中心としたエネルギー地産地消 ②五島

市・今村室長＝海洋エネルギーを利用した風力発電等の

取り組み ③雲仙市・森参事補＝島原半島の再生可能エネ

ルギープロジェクト紹介、（一社）小浜温泉エネル

ギー・佐々木事務局長＝地熱発電整備事業について ④西

海市・松﨑係長＝風力発電に関するゾーニング計画 ⑤壱

岐市・篠崎係長＝離島の再生可能エネルギー事業紹介

これらの講演の後、AESの金谷特任教授がVtoXの発展

形（例:脱着式の蓄電池利用）や6次産業化等、地域創生

のヒントとなる案件を紹介した。柏木センター長は、各

自治体の取り組みについて、県主導でまとまっている好

例であることに敬意を表した上で、事業化への実現（民

間の参入）へあと一押しが必要であるとした。
長崎地区エネルギー先端施設研修会およ
び柏木孝夫先生講演会＆第5回地域プロ
ジェクト推進会議（長崎）

日 時：2017年6月8日（木）～9日（金）

訪問先：五島市、ハウステンボス、ANAクラウンプラザ

ホテル長崎

参 加：43名

柏木センター長懇談会
日時：2017年6月7日（水）

場所：大岡山キャンパス蔵前会館 大会議室
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◆ENEOS共同研究講座

ENEOS共同研究講座では、低炭素社会の中核となるス

マートエネルギーネットワークの構築を目指して、サー

ビスステーションや製油所などの既存エネルギーインフ

ラを有効活用し、多様な一次エネルギー資源から電気、

熱、水素などの二次エネルギーを効率よく安定供給する

と共に、再生可能エネルギーを組み入れた総合エネル

ギーシステムの研究開発を行っています。

特に水素インフラ構築への取り組みは、燃料電池自動

車の普及に向けて官民挙げて進められています。政府は

水素・燃料電池戦略ロードマップを2016年3月に改定

し、水素供給拠点を2020年までに160箇所程度、2025年

までに320箇所程度確保する等の目標が示されました。

JXTGエネルギー㈱（以下、JXTG）では、１都2府6県に

40 箇所（2017年４月現在）の水素ステーションを運営

し、水素エネルギーの供給を通じて新たなエネルギー社

会の実現に向けて取り組んでいます。

１．有機ハイドライドを用いた水素エネルギーの供給

水素は常温常圧では体積当たりのエネルギー密度が低

いため、水素の製造場所から消費地まで、高効率かつ経

済的に輸送する方法が重要となります。JXTGでは、高圧

方式、液体水素に加え、常温常圧で液体での高効率な輸

送ができる有機ハイドライド法に注目しています。

有機ハイドライド法は、水素をトルエンに化学的に固

定化したメチルシクロヘキサン（MCH）の形で運び、必

要なときに脱水素反応により水素を取り出すシステムで

す。トルエン、MCHの輸送は既存のタンカー、ローリー

等のインフラ設備の利用が可能で、1回の水素輸送量は高

圧水素輸送方式に比べ約2.5倍大きく、水素の遠距離輸送

に適した方式です。

現在、世界の水素生産量は年間7、000億Nm3以上で、

ほとんどが化石燃料由来の水素（天然ガス改質48％、石

油精製/化学プラント30％、石炭18％）ですが、今後は

バイオマスや再生可能エネルギー利用といった多様な水

素製造が進むと考えられます。有機ハイドライド法の水

素化反応に用いる触媒は、異なる品位の水素に対応でき

なければなりません。ENEOS共同研究講座では、製油所

のプロセスから排出されるオフガス中の低品位水素をモ

デルケースに、トルエンに水素を化学的に固定化する触

媒の開発を行っています。（東京工業大学理学院化学系

小松隆之教授との共同研究）

２．水素化反応に有効な触媒の研究開発

（１）硫化物系触媒の検討結果

軽油の精製（脱硫）に使用されるNi/Mo硫化物系触媒

を用い、硫化水素を含む高圧水素下、270～300℃で

90％以上のMCH収率が得られました。この触媒は硫化物

の形で作用するため、硫化水素による失活は観察されま

せんでしたが、反応には高温・高圧条件が必要です。

（２）Pt系触媒の検討

純水素を用いた水素化に対し極めて高い活性を有する

Pt担持触媒の耐硫黄性を向上させるため、シリカ担体に

助触媒を担持したのちPtを担持しました。常圧・200℃で

のトルエンの水素化において、Cd、Ga、Mo、Niを添加し

た触媒では硫化水素の被毒が見られましたが、Kを添加し

た触媒の場合、水素化の活性は低いものの、硫化水素共

存下でも活性が維持されました。K添加による硫化水素耐

性の向上は、触媒の耐久性を高めるうえでの手掛かりに

なると考えられます。

（３）Pt以外の触媒系の検討

Ir、Pd、Rh、Ruの水素化反応を行いましたが、Ptと同

様、硫化水素により失活しました。そこで耐硫黄性を向

上させるため、Pの添加効果について検討しました。

図1に示す通り、Pt、 Ir、およびPd担持触媒では、P添加

により反応性の指標であるTOFは低下し、Rh担持触媒で

は顕著な影響が見られませんでした。一方、Ru担持触媒

のP添加では、TOFが約20倍増加しました。解析の結果、

Ru-P/SiO2触媒中の金属粒子は金属間化合物Ru2Pの微粒

子として存在していることも分かりました。

今後、各触媒の可能性を比較し、触媒系及び使用条件

の絞り込みを行ったうえで、改良検討を継続していきます。

効率的な水素の貯蔵、運搬のための水素
化触媒の研究開発

AESセンター 真崎仁詩（特任教授）、松本隆也（特任

教授）、小田拓也（特任教授）

図１ 金属触媒とリン化物触媒の活性比較
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◆NTTファシリティーズ
共同研究講座

１．本研究の目的

電力系統においては、系統に接続する太陽光発電など

の変動電源が増加したことから、これまで以上に系統を

調整する必要性に迫られている。この状況を踏まえて、

経済産業省は2016年度から分散型資源を集約して需給調

整を行う「バーチャルパワープラント（VPP）」の実証を

開始し、2017年にはネガワット取引市場が開設された。

一方、2019年度に家庭用太陽光発電の優遇制度が見直

されることから、発電した電気を固定価格買取制度

（FIT）によって電力会社に売電するのではなく、自家で

消費する形態へ移行するものと考えられる。これに伴い

多数の蓄電池が住宅内に導入されるものと想定される

（図１）。さらに、太陽光発電と蓄電池の組合せでグ

リッドパリティが実現されれば、蓄電池の導入がさらに

加速されるものと考えられる。

ＮＴＴファシリティーズ共同研究講座では、多数の蓄

電池によるバーチャルパワープラント（VPP）の実現を目

指し、「遺伝的アルゴリズム」を活用した蓄電池制御技

術の研究を行っている。

２．遺伝的アルゴリズムによる蓄電池制御技術の概要

現状の蓄電池を用いたデマンドレスポンス（DR）で

は、個々の蓄電池の電池残量（SOC）と需要予測結果か

ら、応答可能量を求めている。しかし、アグリゲータが

各住宅の個別事象を正確に把握することは困難であるこ

とから、小規模で無数にある気まぐれな蓄電池から確実

なDRを創り出す技術が必要となる。また、住宅向けに低

価格化を図るため、蓄電池の制御機能を単純なon-off制御

のみに絞ることが望まれる。

そこで、この不確実性を緩和させるため、蓄電池の組

合せに着目することにした。実際の電力系統でも、種々

の発電機を組み合わせることで需要と供給を一致させる

ように制御されている。膨大な数の蓄電池をグループに

振り分け、アグリゲータが遺伝的アルゴリズムを活用し

てグループに対してON-OFF指令を発することで必要とな

るDR量を正確に確保する技術である（図２）。このと

き、アグリゲータは、個々の需要家が持つ蓄電池のSOCや

電力需要の推移を知り得ず、ON-OFF指令に対する蓄電池

の過去の挙動に基づいて蓄電池を制御する。ここで用い

た遺伝的アルゴリズムは多量のデータから適応的学習を

行う手法であり、実用時間内に比較的優れた解を求める

ことができ、さまざまな問題に適応できる点が特徴とさ

れている。

３．シミュレーション結果と今後

上記の条件に基づき簡単なシミュレーションを実施し

たところ、可能性を示す結果であった。今後、更なる最

適化を目指してシミュレーションを積み重ね、実機を使

用した実証実験へと進展させていく予定である。さらに

は、この他の機械学習手法の適応も検討していく。この

ため、もし本研究に興味があれば、蓄電池設備を持つ事

業者もしくはデータサイエンティストの積極的な参画を

お願いしたい。

遺伝的アルゴリズムによる蓄電池制御技術

AESセンター 横山健児（特任教授）、正代尊久（特任

教授）小田拓也（特任教授）

図１ 想定される蓄電池の導入形態

図２ 遺伝的アルゴリズムによる蓄電池制御手法
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◆2017年度の活動

 7月5日（水）および９月6日（水）の両日、柏木セン

ター長懇談会を開催します。出席申し込みされた方

には別途ご案内申し上げます。

 7月24日（月）に第33回イブニングセミナーを開催

します。五島市の洋上風力発電について、戸田建設

（株）様よりご紹介いただきます。

 9月8日（金）に第6回地域プロジェクト推進会議/第

40回研究推進委員会を大岡山キャンパスで開催する

予定です。詳細が決まりましたら研究推進委員会会

員の皆様にご連絡いたします。

 10月に第10回AESシンポジウムを開催する予定で

す。本シンポジウムは、広く公開しております。9月

頃、当センターのウェッブサイトでご案内いたします。

開催予定

月 7 8 9 10 11 12

シンポジウム ●

研究推進委員会※ 8日

地域プロジェクト推進会議※ 8日

研修会※ ●

センター長懇談会※ 5日 6日

イブニングセミナー※ 24日 ● ●

スケジュール

※：会員限定、 ●：計画中


