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▶水素社会実現への期待

2017年は，国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議

(COP21)が発効し，脱炭素社会への取り組みにとって大

きな節目の年となった。多くの課題があるが，再生可能

エネルギーの最大限の活用や安定した基盤電力を供給す

る原子力に加え，水素社会を実現することが解決への道

であると私は考えている。

経済産業省では，水素・燃料電池戦略協議会に，再エ

ネを使ったCO2フリー水素の利活用に関するワーキング

グループが設置されている。ここでは2040年頃のCO2フ

リー水素供給システム確立を目指す水素社会構築への

ロードマップが示されているが，政府は，これを前倒し

するかたちで福島復興に焦点を当てた水素地域社会の創

造を目指している。例えば，阿武隈・双葉地区を新エネ

供給地域と位置づけ，巨大なメガワットクラスの風力や

太陽光，バイオマス発電を導入し，常時東京へ新エネル

ギー電力を供給し続ける。そして不安定性の余剰電力は

パワーtoガスの形で水素製造に利用し，水素キャリアに

よる輸送を経て，燃料電池などにより熱電供給を行う。

東北電力は，再エネ貯蔵・輸送も含めたパッケージ型で

取り組む方針だ。

私は従来から，電源地での熱導管や自営線などの一体

型インフラ，すなわちpipeline & wire & fiberの必要性を

指摘し続けてきたが，水素社会を視野に入れるうえで，

さらに水素パイプラインの導入も提案したい。公的な建

物には一体型インフラを入れ，100～2,000kW程度のメ

ガソーラーなどのまわりには小さな水素ループを敷く。

すると再エネ電気はまず地域内で融通するが，融通しき

れない場合は水素変換し，需要に合わせ燃料電池で電気

や熱を作ることが可能となる。例えるならインフラの動

脈がガス，静脈が熱，毛細血管が水素であり，よりしな

やかな統合形スマートエネルギーシステムとなる。2018

年は本格的な水素社会の幕開けの年になると思われる。

▶地産地消エネルギーシステムの推進

ところで，電力の全面自由化もあり，各地で自治体も

加わったかたちの地域総合エネルギー会社設立の動きが

高まるなど，COP21の内容と一致する流れがいま起きて

いる。ここで課題となるのが，水素を含めた地産地消シ

ステムの開発だ。そのために私は七つの改革を常に提唱

している。
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具体的には，①エネルギーシステム改革，②デマンド

サイドのデジタル革命，③熱導管など統合型インフラ革

命，④自治体の意識改革，⑤公共事業改革，⑥地銀改

革，⑦都市とエネルギーの一体改革である。

総務省が経済産業省等とともに進める自治体主導の分

散型エネルギー事業は，まさにこの改革に沿った内容で

ある。すでに50件のモデルが選ばれており，うち北海道

下川町，青森県弘前市，岩手県八幡平市，兵庫県淡路

市，長崎県対馬市の5件が2016年度着工した。2020年の

東京五輪・パラリンピックまでに100カ所での実施を目

指す。

各取り組みでは，自治体主導のコンソーシアム設置が

重要だ。地域に賦存するエネルギーを事業化し投資を喚

起するには，自治体が熱導管を整備することが望まし

い。CO2フリーの熱需要を約1km範囲に集め，熱導管と

自営線を一体型で引き，民間経営のエネルギーセンター

を作る。デマンドレスポンスによる節電分を逆潮し比較

的高値で売ると，地域自体の資産価値が上がる。変動性

の大きな太陽光や風力発電は一部を水素に変換し，水素

ループとともに燃料電池との組み合わせでスマート＆マ

イクロコミュニティを形成する。このようなWin-Winモ

デルができれば，各地に同様の動きが起こり，地方創成

の起爆剤となり得る。さらにCO2の削減に大きく貢献す

ることになり，環境・技術立国日本が世界の先導的国家

として位置づけられることになる。

▶産官学連携による着実な社会実装へ
2年前，ＡＥＳセンターに「地域プロジェクト推進会

議」を新たに設置したのは，このような地域エネルギー

事業の進展を少しでも後押ししたいからであった。幸

い，関係省庁の全面的な賛同もあり，これまでに7回開催

することができた。この間，34の自治体が，それぞれの

地域エネルギーシステムや地域の活性化に向けた取り組

みを熱心にプレゼンテーションして下さり，毎回100名

を超える参加者との議論を通じて，情報共有が一層進め

られた。各省庁のキーパーソンも積極的に参加されてお

り，産官学のオープンイノベーション・プラットフォー

ム形成を目指した本センターの目標の１つは達成された

ものと考える。

さらに，ここに参加された自治体と研究推進委員会参

加企業が中心となり，それぞれの自治体の特性に合わせ

たエネルギーシステムを核とした地域活性化プロジェク

トが具体化する複数の事例も現れている。解決すべき

様々な課題はあるものの，熱意ある自治体の首長と実担

当者，国の支援，そして協力する企業の力で，それらの

課題を次々と乗り越えながらプロジェクトが進められて

いる。近い将来の社会実装が大いに期待される。

しかしながら，日本全体を見渡したとき，このような

動きは，まだまだ十分と言えるものではない。日本を元

気にするためには，スマートコミュニティを整備し地域

活性化に繋げる活動がさらに加速されなければならな

い。

2015年春のＡＥＳニュースNo.1で，私は，「自治体主

導のエネルギーシステム作り」が今後の日本の活性化の

要諦であり，これらの実現に向け本センターでは，産官

学連携を一層強めつつリアリティに富んだ活動を継続し

たい，と述べた。それから3年が経過し，産官学連携は一

段と進んでいる。それらが着実に社会実装として結実

し，地産地消のエネルギーシステムがさらに多くの自治

体に拡がるまで，ＡＥＳセンターの活動をなお一層強

化・発展させなければならないと考えている。
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▶はじめに

本市は、富士山のふもと、静岡県東部に位置する人口

約25万人の中規模都市である。大都市へのアクセスの良

さや富士山からの豊富な地下水を活用し、紙パルプ製造

業が発達し、現在では機械、化学、食品といった多種多

様な製造業が集積している。このため、就業先として第

二次産業の比率が非常に高いという特徴を持つ。＜図１

＞＜図２＞

本市の製造業の特徴として、紙パルプ製造業の比率が

高く、中でも家庭紙を製造する中小企業が存在し、しか

も生活圏と隣接する住工混在という点が特色ともいえ

る。また、エネルギー面から見ると、隣接する富士宮市

と同じく、富士川の両岸に管轄する行政区域があるた

め、50Hzと60Hzの電力供給エリアが混在する自治体と

なっている。

▶産業のまち「ふじ」エネルギー需給構造リノ
ベーションプロジェクト

(1) 岳南鉄道線軌道敷を活用した地域電力事業

製紙工場は電気・熱共に使用量が多く、コジェネレー

ションによる温室効果ガスの削減が期待できる。天然ガ

ス価格高騰以来、導入が止まっていることもあり、導入

効果を上げるべく、熱需要に併せて発電し、余剰電力を

自営線で地域へ供給することを計画した。既存市街地に

自営線を設置するにあたり一番厄介な点は、敷設場所の

確保であるが、鉄道電柱に電力自営線を共架すれば、大

部分を架空で繋げることに気がついた。

平成27年度から平成28年度までの可能性調査に基づ

き、共同事業者を公募し、東京電力エナジーパートナー

株式会社を代表とした、JFEエンジニアリング株式会社、

静岡ガス株式会社、テス・エンジニアリング株式会社か

らなる事業体と、平成29年7月に協定を締結することが

できた。

公募の主な条件

・電力自営線は、公共が用意し、民間事業者へ貸し出

す。

・民間事業者は電力自営線を借り受け、コジェネレー

ションを設置し特定供給を行う。

市としては、出資金は返ってこなくなる恐れがある

が、固定資産税や法人市民税の増収、地域企業のエネル

ギー調達コスト削減、施工業者等への仕事創出を考える

と大幅にメリットがあり、その上、温室効果ガスの削減

や省エネルギーにつながるものである。しかもここで前

例ができれば、市内各地でいろいろな形での地域電力事

業に道が開けることが期待できる。このため、メリット

の方が大きいと考えている。

富士市のエネルギー政策

富士市役所環境部環境総務課
環境政策担当 主幹

赤池 慎吾

プロフィール
赤池 慎吾（あかいけ しんご）
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平成11年4月富士市役所入庁 環境保全課大気担当配
属，平成13年4月静岡県環境部地球環境室 派遣
これ以降、地球温暖化対策、省エネルギー、新エネ
ルギー等を担当している。
現在は、岳南鉄道線軌道敷を活用した地域電力事業、
市有施設ESCO事業等を担当している。

図1 富士市紹介
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平成30年2月現在、可能性調査時点と異なり、再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価の上昇とともに、減免

を受ける工場が出てきた。減免を受ける工場は当然電力

使用量も大きく、本構想の中でとても重要な需要家であ

る。しかし、供給する電力に自家発電余剰電力が含まれ

ると、その比率分は電力原単位に含まれないことから、

減免対象から外れてしまうという問題が生じる。

現時点の方針として、減免を受けない工場のみを対象

として再構築を図っており、事業規模は縮小するが、小

さくともスタートしておけば、制度の変更や工場設備の

更新などで対象外となった工場が後から参加することが

期待できる。

共同事業者も参加時の思惑はあったとは思うが、現

在、積極的に事業計画の再構築を進めていただいてい

る。多くの経験を持つ民間企業と連携していることか

ら、需要家候補の企業からは、事業検討スケジュールの

遅れを許容していただくとともに、実現に向け叱咤激励

をいただいている。

(2) 公共施設の省エネルギー

エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び温暖化

対策推進法に基づき、中長期的な省エネルギー対策を進

めている。本市独自の取り組みとして、施設の新築や設

備の更新時に省エネルギー量を担保するため、予算要求

時、環境総務課へ計画を提出する省エネルギー確認書制

度を運用している。この確認作業において、耐用年数等

から毎年１％原単位改善に必要なものであるか評価し、

その年度の新築・更新工事全体で達成するようにしてい

る。仮に達成できないときは翌年にその未達量が繰り越

される仕組みである。

これにより、どうしても使用量が増えてしまう施設が

あったとしても、全体で調整ができるようになってい

る。

現在、更に省エネルギー改修を推進すべく、民間活力

の活用に取組んでおり、平成28年度、市立中央病院にて

通常型ESCOを実施した。この経験を活かし、平成30年

度、ESCOサービス料が削減額を上回るESCO事業の公募

を計画している。

また、ほとんどの本市市有施設は小規模であることか

ら、これらの知見を活かし、単なる設備更新と比較し、

省エネルギー量を多くすると共にライフサイクルコスト

を下げる小規模ESCOの制度化を目論んでいる。

▶ AESセンターへの参加
本市がAESセンターへ参加したのは、総務省分散型エネ

ルギーインフラプロジェクトにおける本市有識者として

助言いただいていた金谷先生からの紹介である。正式な

参加は平成27年度からとなっているが、以降、各種可能

性調査、共同事業者の募集等、大変お世話になってい

る。また、AESセンター主催セミナーでは、各分野の著名

な方々による先端の情報を得ることができ、地方都市の

行政機関として大変ありがたいことと感じている。

公共が取り組むエネルギー事業は、民間事業者が何ら

かの理由で実施しなかったことであり、簡単にうまくい

くものではないことは承知している。一方で、産学の支

援を受け、積極的に取組むことで、環境、産業、防災と

いった自治体の課題が解決できる新たな事業が生まれる

ことも期待しているので、今後もAESセンター及び会員の

皆様には、指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げ

たい。

図２ 富士市の産業
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◆開催報告

基調講演では、最初に柏木孝夫センター長が、第5次エ

ネルギー基本計画の中で容量市場、需給調整市場、非化石

価値取引市場、ベースロード電源市場などを詳説した。藤

田壮特任教授は、自身が行っているインドネシアでのス

マートシティに向けた取り組み（エネルギー計測実証等）

を紹介した。

続いて「AESセッション」では、地域エネルギーをテー

マに、柏木センター長、金谷年展特任教授、小鑓隆史特任

教授が持論を展開した。金谷特任教授は国土強靭化計画と

して「ライフライン・レジリエンス」を提案、国としても

包括的な推進を進めているとした。小鑓特任教授は、参議

院議員の立場から、再生可能エネルギーの活用策について

の国の進め方を話した。柏木センター長は、クリーンなエ

ネルギーを取り込み、かつ強靭な地域のプロジェクト創生

をAESで発信していきたいと強調した。

休憩をはさみ、地域プロジェクト推進会議では、6自治

体がその取り組みについて講演した。①岩手県宮古市・安

倍麻里子主事＝森・川・海の再生可能エネルギープロジェ

クト ②宮城県東松島市（(一社)東松島みらいとし機

構）・渥美裕介マネージャー＝スマート防災エコタウン

③栃木県宇都宮市・矢野公久室長＝LRT事業 ④東京都世

田谷区・宮本千穂係長＝都市と地方の自治体間連携 ⑤神

奈川県小田原市・倉科昭宏主任＝エネルギーマネジメント

モデル事業 ⑥千葉県睦沢町（(株)CHIBAむつざわエナ

ジー）松田健士氏＝地元産ガス100%地産地消システム構

築事業

その後の特別講演では、関東経済産業局・福島伸一郎部

長が地域エネルギーの支援事業や取り組み概要、環境省・

秦康之課長が第五次環境基本計画案の詳細、国土交通省・

森昌文技監が次世代の都市インフラ(コンパクト・プラ

ス・ネットワーク、下水道等)をそれぞれ講演した。

「ポスターセッション」では、登壇6自治体が説明パネ

ルの前で参加者の質問に答えるなど、活発な意見交換が行

われた。

早稲田大学では、2014年度からスマート社会技術融合

研究機構（ACROSS・機構長＝林泰弘教授）で、技術の開

発と社会実装を加速するため、産学連携の組織として、ス

マート社会技術推進協議会、スマート社会技術研究会を設

立した。ACROSS、エネルギー総合工学研究所、神戸製鋼

所と連携し、風力発電の予測情報に基づく制御技術を用い

た圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）のプロジェクトを、

NEDO補助事業で進めている（2014～2018年度）。

同プロジェクトでは①風力発電の蓄エネルギー装置制御

技術と②CAESの開発が行われており、伊藤准教授は主

に、CAESシステムの制御技術開発を担当している。従来

AES主催

第7回地域プロジェクト推進会議
第41回研究推進委員会

日時：2018年2月16日（金）

場所：東工大蔵前会館くらまえホール

参加：118名

AESセッション

ポスターセッション

第36回イブニングセミナー
日時：2018年2月6日（火）

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

講師：早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構

准教授 伊藤雅一 氏

課題：圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)による再生可能

エネルギーの安定利用

参加：18名
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に比べ小型で、効率も向上するシステムを、できるだけ

既存技術を使い、開発するという。静岡県河津町に実証

試験設備を完成させ、2017年4月に開所式が開かれた。

参加者からは、風力発電の予測計測手法やシステムの

経済性に関する質問が多く寄せられた。

日本橋エリアの再開発は1999年の東急百貨店（旧：白

木屋）閉店に伴う跡地利用から始まったといわれている。

地元の老舗商店からも注目されていたため、三井グループ

のみならず地元の名士を含めて再開発のコンセプトづくり

を行うことになった。その結果、「残しながら、蘇らせな

がら、創っていく」を理念として、「働く」「食べる」

「遊ぶ」「集う」「学ぶ」を体験する多機能複合都市を目

指すことになり、「COREDO日本橋（核を意味するCORE

と江戸ED0をつなげた造語）」が2004年に完成した。これ

を契機として新しい日本橋が東京の「核」となることを願

う再開発が始まった。

日本橋再生計画として、第1ステージ(2000～2014)がス

タートし、コレド日本橋のほか日本橋三井タワー、コレド

室町１、コレド室町３が事業化されたが、阪神淡路大震災

の経験から再開発事業として災害への備え、すなわち耐震

性の強化を図ることが重要な視点となった。そのお陰で東

日本大震災の被害はなかったが、「計画停電」が実施さ

れ、ビルは大丈夫だがエネルギーがない状態が続いた。非

常用発電機、オイルタンク、電源車・タンクローリーなど

による対策が考えられるが、建替えたばかりのビルでさ

え、敷地や建物に余裕スペースがないと十分な設備増強が

できず、燃料の量に限りが生じる懸念が顕在化した。

現在、日本橋再生計画は第2ステージ（2015～1019）

に入っているが、大規模災害等による長期停電に備える必

要性を痛感したことから、①これから計画する大規模再開

発の中に大型発電所をつくって周辺の既存ビルにも災害時

にエネルギーを供給可能にすること、②災害に対する強靭

性を備えた中圧ガス供給網から燃料を取得すること、を重

要課題とすることになった。また、これは同時にデベロッ

パー自身も特定電気事業者ならびに熱供給事業者になるこ

とを意味していた。

こうして完成したのが日本橋スマートシティプロジェク

トである。新規開発ビル（日本橋室町三丁目地区）内にプ

ラント面積8000㎡のエネルギープラントを設置した。ガ

スコジェネレーション、ジェネリンク、ターボ冷凍機、ガ

スボイラー。蓄熱層が主力設備で電力供給量4.3万Kw、熱

供給116GJ/hとなっている。ここをコアとして既存ビルへ

のエネルギー供給を行っており、対象エリアは約100万

㎡、熱供給（温水・冷熱）約30万㎡、送電線長（自営線）

約8,000m、熱導管約1,000mとなっている。

事業性確保のため、①日常的に発電することにした。自

前発電設備要領の規制緩和により投資額が減少（ディマン

ドの100%→50%）、非常時は50パーセントの電力を建物

内に効率よく配電した。また、②電気だけでなく廃熱も売

却することにした。オフィス以外の商業・ホテル・シネコ

ン施設が存在し、熱需要のピークが分散するので熱源設備

投資も効率化が可能となり、ミクストユースのまちづくり

に貢献することになった。エネルギー供給の信頼性確保と

して、東京ガスと連携してエネルギー専業の事業者＝三井

不動産TGスマートエナジー株式会社を設立して、ガスコ

ジェネを中心に３重化（系統電力・オイル・中圧ガス）し

ている。

グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、代

表：岡崎健特命教授）は、第8回GHECワークショップを開

催した。今回は、「電力システムとビッグデータ」をテー

マとし、①東京大学大学院 松橋隆治教授「エネルギーシ

ステムの脱炭素化と水素エネルギーの可能性」、②電力中

央研究所 篠原靖志氏「電力分野におけるビッグデータと

その活用」の2件の講演が行われた。講演後には、東京工

業大学 浅野浩志特任教授がモデレーターを務めるパネル

討論が行われ、パネリストや参加者から様々な視点に基づ

いた意見が交わされた。参加者は、講演とパネル討論を通

じて電力需給システムにおけるビッグデータの活用とエネ

ルギー変換・貯蔵技術の役割について理解を深めた。ま

た、ワークショップ後の意見交換会でも活発な議論が行わ

れた。

第37回イブニングセミナー
日時：2018年3月26日（月）

場所：大岡山キャンパス石川台6号館

講師：三井不動産式会社 ビルディング事業部

環境エネルギー事業部長 中出博康 氏

課題：都心における次世代エネルギーネットワークにつ

いて～日本橋スマートエネルギー事業～

参加：30名

共催・協力・後援等

第8回GHECワークショップ

日時：2018年2月1日（木）

場所：東工大蔵前会館 ロイアルブルーホール

参加：約60名
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先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability

本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に幅広くご紹介

し、関係各位との連携を深めるために、年4回発行しております。AES

センターの行事などの最新情報（Topics）をメールでお届けします。
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◆2018年度の活動
プラットフォームの活動概要

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

シンポジウム ●

研究推進委員会※ 26日 ● ●

地域プロジェクト推進
会議※

● ● ●

研修会※ ● ●

イブニングセミナー※ 随時開催

スケジュール

※：会員限定 ●：計画中

 4月26日（木）に、第42回AES研究推進委員会を大岡

山キャンパス・くらまえホールで開催します。（会

員限定）

開催予定

 シンポジウム

センターの活動をご紹介する会議。おおよそ1回/年開

催。新聞紙面による開催報告も行っています。どなたも

ご参加頂けます。

 研究推進委員会

会員と研究者の相互の連携を深めるための会議。【会

員限定】

 地域プロジェクト推進会議

プロジェクト創生のため，関係省庁の協力を得なが

ら，自治体が会員と情報交換を行う会議。2016～2017

年度に7回開催しました。今年度は，地方自治体と連携し

て地域で開催するなど，さらに内容充実をめざす予定で

す。【会員限定】

 研修会

先進事例を見学し、社会実装の推進に必要な課題を共

有します。【会員限定】

 イブニングセミナー

対話を通じて特定の領域を深く掘り下げ，研究課題を

発掘することを目指す20人程度の会議。【会員限定】


