No.8
No.1
Winter,
Spring、
2017
2015
ISSN 0000-000X

ISSN 2189-4329

北八ヶ岳
東京工業大学大岡山キャンパス図書館屋上緑地

02

地域の経済発展とエネルギー供給の多様性
後藤 美香 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授

04

開催報告
シンポジウム、イブニングセミナー、研修会、自治体サミット、GHECワークショップ

07

2016・2017年度活動
スケジュール、開催予定

08

過去号の紹介とアンケートのお願い
東京工業大学 科学技術創成研究院

先進エネルギー国際研究センター
Advanced Energy Systems for Sustainability

AES News No.8 Winter, 2017

地域の経済発展とエネルギー供給の多様性
東京工業大学 環境・社会理工学院 教授

後藤 美香

電力とガスの規制改革が進展している。電力については2016年4月から、家庭用
まで含めた小売の全面自由化が始まった。電力の小売販売ライセンスを取得して事
業を開始している新電力会社の数は現在300社を超えている。これまでも工場など
規模の大きな需要家に対しては、2000年以降段階的に小売の自由化が実施されてき
た。しかし家庭用の需要家については地域の電力会社以外に選択肢がなかった。今
後は2017年4月にガスも全面自由化が実施される予定である。これら一連の規制改
革により、多様な市場参加者による新たなエネルギービジネスの展開が期待されて
いる。
このような自由化の動向は、持続可能な社会に向けたエネルギーの供給システム
の変化とも関連している。これまでは大規模一極集中型の電力供給システムの下、
化石燃料や原子力を中心に、電源自体の規模の経済性を追求するシステムが構築さ
れてきた。このような電力供給のあり方は欧米諸国も同様であった。これに対し、

プロフィール

1990年代以降の世界的な電力自由化の動向や、我が国では震災後の電力不足の経験
から、より小規模な分散型エネルギーによる供給システムへの関心が高まった。そ

後藤 美香（ごとう みか）

の結果、従来からある大規模システムと、新たに導入されてきた小規模な分散型シ

博士（経済学）

ステムを、ICTの活用により組み合わせることで、多様性と柔軟性を兼ね備えたレ
ジリエントな電力供給システムを構築することが課題となっている。
エネルギーの供給構造を新たな技術に適合する形で進化させていくことの重要性
は、震災後にエネルギー自給率が6％程度を推移しているわが国の実情をみれば明

東京工業大学

環境・社会理工学院

教授
1967年生まれ。名古屋大学経済学部

らかである。エネルギーの安定供給は経済発展に不可欠の要素である中、化石燃料

卒。博士（経済学）。1992年〜2014

を海外に依存せざるを得ない我が国にとって、エネルギー利用の効率化と最適ポー

年：電力中央研究所。2014年から東京

トフォリオは重要である。2015年7月の「長期エネルギー需給見通し」（経済産業

工業大学大学院社会理工学研究科教授。

省）における2030年度の電源構成を見ると、徹底した省エネを前提に、再生可能エ

2016 年 か ら 現 職 。 全 米 規 制 研 究 所

ネルギー（再エネ）、原子力、天然ガス、石炭をバランスよく利用する計画が示さ

（NRRI）、独ケルン大学エネルギー経

れている。一方で、それぞれの発電技術には長所とともに短所もある。火力発電に
ついては、これまでに蓄積された高度な技術力や安定性、さらなる高効率化が期待
されているのに対し、燃料の海外依存や二酸化炭素の排出など、環境面での問題も
ある。原子力と再エネは発電時に二酸化炭素を排出しないという環境面での利点が
ある一方で、前者は安全性と再稼働、核燃料廃棄物の問題が、後者は太陽光や風力
などに見られるように出力の不安定性や、少なくとも現状では相対的に高いコスト
の問題がある。
そのような中、エネルギー供給の新たな考え方として、近年エネルギーの地産地
消を掲げた地域新電力会社がいくつか設立されてきている。もともとエネルギーの
供給は、今でも発展途上国では重要なエネルギー源として使われている薪のような
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バイオマス発電や、かつて我が国でもそうであったよう

のかを分析することは、地域の発展にとって有用であ

に、地産地消が基本であった。それに対し現在の地産地

る。そのためには、自治体が持つ資源やそれを活用する

消は、ICTや卸電力市場での電力取引など、技術面・制度

施策について評価する手法が必要となる。エネルギーの

面の発達により、太陽光発電や風力発電など自然エネル

地産地消を推進することで自治体に生じる変化や効果

ギーを活用しつつ、系統電力と組み合わせて利用するこ

は、例えば地域のエネルギー自給率、電力使用における

とで、供給の効率性もできる限り追求しようとするとこ

CO2削減量、新たな産業の増加数、外部への資金流出の

ろに特徴がある。

減少額などで把握することができる。それらの動向を分

北上市が出資する北上新電力もそのような地域新電力

析することで、自治体にどのような特徴・資源が備わる

会社の1つである。地域新電力会社は、自治体や地元企業

と、地域のエネルギー事業成立の可能性が高まるのかを

が出資して設立され、自治体内の需要家に電気を供給す

定量的に把握し、地域新電力が持つ新たな価値創造力を

る（図）。発電には自治体内の再生可能エネルギーを使

明らかにすることができる。例えば、地域新電力会社が

い、足りない分は電力会社や卸電力市場からの購入で賄

太陽光など再生可能エネルギーによる発電をして地域に

う。地域新電力は、安倍政権の下で進められている経済

電力を供給する場合、電力会社から購入する場合に比べ

政策「アベノミクス」の第3の矢である成長戦略「地方創

てコスト面でのメリットは必ずしも期待できないかもし

生」の事例としても注目されている。我が国経済は、対

れない。ただし、地域に新たな産業が生まれ、その収益

外的には急成長を続けるアジア諸国も含めたグローバル

が東京や他の都市部に吸収されず地域内で循環するとい

競争に直面する一方で、対内的には人口減少・高齢化の

う点では、地域の活性化にとってメリットがある。それ

影響が懸念されている。このような中、地方創生は、東

により自治体の税収も増加し、新たな雇用も生まれるた

京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、

め、好循環が期待できる。そのような評価の基礎的情報

日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策と

として、電力の需給データの統計分析が有用である。地

して期待されている。東京への一極集中は、「集積の経

域の電力需給状況を分析することで、需要や供給の特徴

済」により都市全体の経済効率性を高める一方で、ゆき

を把握することができれば、地域の電力供給システムを

過ぎると非効率になる面も出てくる。交通渋滞や都市部

供給面からのみならず、需要面からも考察することがで

の環境問題が例として挙げられる。このような問題を回

きるようになり、地域新電力が地域にもたらす経済効果

避し、地方に活力を取り戻すためには、地域における新

を把握するための第一歩となる。このような研究を、実

たな事業や雇用の創出、産業基盤の整備や生産性の向上

際にエネルギー事業に携わっている企業と共同で推進す

が有効である。

ることは、具体的な経済的・政策的インプリケーション

そのような視点から、地域新電力会社がエネルギーの

を考察するうえで有益である。

地産地消を通じて地域経済にどのような効果をもたらす

• 地域資源の発掘と有効利用
• 自治体内の新たな産業の増加
• 地域の活性化

自治体・地元企業

• エネルギー自給率の向上
• 電力使用におけるCO2削減
• 自治体から外部への資金流出減

出資
自治体内の再生
可能エネルギー

電気
電気

お金

地域新電力
電気

電力会社等

お金

自治体内の需要家

お金

運営会社

• 電力需給の分析
• 地域新電力の経済効果の分析
• 評価手法の開発
3
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開催報告
AES主催

コーディネーターの柏木センター長は、メガインフラ
の中に分散性を、平時は上位と下位の連携を、有事には

AESセンター第9回シンポジウム

重要な要素が自律分散で働ける「システムオブシステム

日時：2016年10月27日（木）

ズ」の重要性を説き、推進のためには産官民学の連携が

場所：大岡山キャンパ蔵前会館くらまえホール

必要と結論づけた。

参加：約250名

シンポの模様は日本経済新聞11月28日付に掲載された。

AESセンターは10月27日、大岡山キャンパスの東工大
蔵前会館で「強靭なまちづくりを支えるエネルギーシス
テムの構築」と題した第9回シンポジウムを開催、参加
者約250名を集めた。司会はAESセンターの白井特任教
授が務めた。
開会挨拶で三島学長は、東工大の教育改革、研究改
革、ガバナンス改革にも言及し、AESの位置付けと、AES
の飛躍にふさわしい講演者の方々の講演への期待を述べた。
次に、若松参議院議員（前・復興副大臣）が来賓とし
て挨拶した。自身が取り組む福島の復興について説明し
た。同県では、2040年に再生可能エネルギーを100％に
するビジョンを掲げている。
続いて特別講演では、和泉内閣総理大臣審議官が登
壇。日本の強靭化施策とアクションプラン等を紹介し
た。今年は国土強靭化貢献団体認証制度をスタートさせ
ている。こうした取り組みを世界に発信していくという
ことだった。
建築環境・省エネルギー機構の村上理事長は、「地域
エネルギー計画におけるレジリエンスと価値創出の視
点」で基調講演を行った。ハード的都市インフラとソフ
ト的社会インフラ両面の対策により、レジリエンスが向
上すると指摘。また、災害時の生産能力の評価事例や、
地域エネルギー計画のケーススタディも紹介した。

第29回イブニングセミナー
日時：2016年11月6日（水）
場所：大岡山キャンパス石川台6号館
講師：①さいたま市 環境局環境共生部
環境未来都市推進課 係長
有山信之氏
②一般社団法人美園タウンマネジメント 専務理事
（兼）美園タウンマネジメント協会 副会長
岡本祐輝氏
議題：さいたま市の理想都市の縮図

「強く、しなやか

な「低炭素型」コミュニティモデル」〜スマートシティ
さいたまモデルの構築〜
参加：19名

パネルディスカッション「レジリエンスにつながるエ

2015年8月に「公民＋学」が連携する「美園タウンマ

ネルギーシステムとは」では、エネルギーの視点から国

ネジメント協会」を設立し、同協会を主体に「共通プ

家強靭化のあり方を見通した。東京ガス㈱の安岡常務が

ラットフォームさいたま版」を構築、総合生活支援サー

スマートエネルギーネットワークの実装事例、JXエネル

ビスの提供や地域の新たな価値の創造を目指している。

ギー㈱の五十嵐常務が水素を核としたインフラ構築、㈱

同協会は34の団体・企業・大学が参加、美園地区のまち

NTTファシリティーズの眞木理事が堅牢なエネルギーセ

づくり推進のため、一般社団法人も設立した。

ンタービルの活用、㈱日立製作所の清治部長が自社のス

みそのウイングシティは320 ha、計画人口は32,000

マートコミュニティ事例、㈱東芝の西田専務がレジリエ

人、現在約6,500人が居住。スマートホーム・コミュニ

ントなまちづくり事業、三菱商事㈱の柏木本部長が電池

ティ事業では、①災害時13℃以下にならない住宅②ヒー

事業の取り組みをそれぞれ紹介した。コメンテーターの

トショックの軽減③低金利融資とセットになった住宅認

金谷特任教授は、コミュニティレベルのレジリエンス評

証制度などを目指している。美園タウンマネジメント協

価の仕組みを構築しつつあることを語った。小鑓特任教

会は、①まちのデザイン②低炭素型住宅普及③「健幸」

授は、さまざまな地域のニーズを掘り起こすことが重要

度向上プロジェクト④地域サービス情報共通基盤「共通

であり、AESセンターのような大学の役割が重要だとした。

プラットフォームさいたま版」等を進める体制が整った。
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日経新聞掲載記事（2016年11月28日掲載）AESセンター第9回シンポジウム
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意見交換では、電線類の地中化におけるネック（東電
関連会社が主導）などについての質疑応答、農地転換に
おける地権者の経緯等のやり取りがあった。

エネルギーが必要」という回答など、多くのやり取りが
行われた。
その後の施設研修では、実験別棟、スマートシステム
棟、実証フィールドを見学。系統連系試験室や水素を利
用した次世代コージェネエンジン、太陽光パネルの製造
設備などを視察した。
終了後の技術交流会には、仁木研究センター長をはじ
めFREAより6名の出席を頂き、充実した意見交換の時間
を持った。

「福島地区エネルギー先端施設」研修会
日時：2016年11月22日（火）
場所：国立研究開発法人産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所(FREA)
再生可能エネルギー研究センター
参加：38名
柏木センター長が「福島のエネルギー研究を牽引する
施設を視察する貴重な機会」と挨拶した後、仁木研究セ
ンター長よりFREAのご紹介をいただいた。研究本館、実
験別棟、スマートシステム研究棟、実証フィールドで構
成され、中核となる風力、太陽光だけでなく、それらを
統合する技術や発電コストの低減、地熱の適性開発技術
などを研究している。研究組織はエネルギーネットワー
クチーム、水素キャリアチームなど6つのチームで構成
され、国内外問わず多くの自治体や企業、大学と連携し
ているという。
引き続き古谷副研究センター長より、FREAでの水素エ
ネルギー技術開発の取り組みをご紹介いただいた。福島
県は2040年までに再生可能エネルギーだけで県内の電力
需要を満たすことを目標としている。これには面的利用
が重要だと考え、太陽光発電の余剰電力を用いた水素製
造、安全性の高い水素吸蔵合金、MCH（有機ハイドライ
ド）やアンモニアを用いた発電方法など、水素の製造か
ら輸送、利用法まで幅広く研究している。
質疑応答では、キャリアーでの実用化のプライオリ
ティーについての質問に対し「最も簡単なのは高圧ガス
だが、製造装置の大型化が課題。MCHでは最もコンパクト
であり、面的に使用する際には有望。オリンピックでは

共催・協力・後援等
第2回先進エネルギー自治体サミット2016
〜レジリエント（強靭）な社会構築に向けて〜
日時：2016年12月9日（金）
場所：東京ビッグサイト会議室１階レセプションホールA
参加：860名以上

託送か液体水素。オリンピック後はMCHも考えている」

（一社）レジリエンスジャパン推進協議会主催、東工

と答えた。そのほか「水素自動車と電気自動車のどちら

大AESセンター等が共催、第2回目の開催となる。「レジ

が有望か？」に対し「電気が有望視されているが、それ

リエンス住宅・コミュニティ」のテーマで、（一財）建

だけでは現在の自動車の電力量を賄うのは難しい。化学

築環境・省エネルギー機構の村上理事長より面的な広がり

6
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をもった地域・地区でのレジリエンスの重要性が語ら

第4回GHECワークショップ

れ、それを受け先進エネルギー自治体の代表である静岡

日時：2016年12月7日（水）

県浜松市・鈴木市長と熊本県小国町・北里町長より取り

場所：大岡山キャンパス

組み状況について報告があった。

参加：51名

また、柏木AESセンター長の基調講演を踏まえたパネル
ディスカッション「世界における次世代モビリティ最前

グローバル水素エネルギーコンソーシアム（GHEC、代

線〜天然ガス自動車によるレジリエンスコミュニティの

表：岡崎健特命教授）は、「CO2フリー水素、P2G、

構築」が行われ、パネラーとして経済産業省、環境省を

BMWの水素への取り組み」をテーマにワークショップ

はじめ自動車産業関連の方々から、モビリティの変化に

（WS）を開催した。①小田拓也特任教授、②トヨタ自動

対応したレジリエントコミュニティや、新たなスマート

車㈱先進技術開発カンパニー小島康一主査、③㈱本田技

コミュニティの姿について討議が行われた。

術研究所四輪R&Dセンター岡部昌規主任研究員、④BMW

ここではエネルギー支援が地域循環の鍵で、エネル

GROUP Japan 水素燃料電池技術・インフラ整備モンテ

ギーインフラへの初期投資を関連省庁で推進していくこ

レーガーディナー渉外マネージャーら4件の講演の後、

とが重要であること、モビリティの賢い使い方がレジリ

「水素・FCVへの取り組み」と題して小島氏、岡部氏、

エントなまちづくりを支えるとし、そのために、多種多

モンテレー氏，岡崎代表がパネル討論を行った。WSに先

様な産業界が一つになり、各省庁の得意分野を融合させ

立ち開催された拡大運営委員会では、伊原学教授がNEDO

つつ、産官学による事業化への道筋を粘り強く推進して

プロジェクトの研究進捗を報告すると共に、岡崎代表が

いくことの重要性が強調された。

2017年度以降のコンソーシアム活動に対する抱負を述べた。

2016・2017年度の活動
スケジュール
月

1

2

3

4

5

6

シンポジウム
研究推進委員会※

7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※

●
25日

8日

●
※

：会員限定

●：計画中

開催予定
 1月25日（水）に、第30回イブニングセミナーを開催
します。東京電力エナジーパートナー㈱の佐々木正信

 3月7日（火）に、第38回研究推進委員会・第3回地域
プロジェクト推進会議を開催します。

マネージャーより、「東京電力改革・1F問題委員会
（*1F＝東京電力福島第一原子力発電所）」について
ご解説いただきます。
 2月8日（水）に、第31回イブニングセミナーを開催
します。ナトリウムイオン二次電池の紹介と実用化に
ついて、米アクイオン社のScott社長にご講演いただ
き、意見交換を行いたいと思います。※同時通訳付き
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過去号の紹介とアンケートのお願い
過去号のご紹介
AES Newsは，本号（2017年冬号）で計8号を発行しま
し た 。 過 去 号 は 全 て ， AES セ ン タ ー の ウ ェ ブ サ イ ト
（ http://aes.ssr.titech.ac.jp/data )から閲覧することがで
きます。

アンケートのお願い
AES Newsをより良いものとするためのアンケートにご
協力ください。
1．対象と期限
このアンケートは，本号をご覧になった全ての方を対
象としています。締切は，2017年2月19日（日）です。
2．回答
下記ウェブページからご回答ください。全10問で，所
要時間は5分程度です。スマートフォンから回答するこ
ともできます。
アンケート回答ページ：
https://form.gsic.titech.ac.jp/aes/ques/entries/new

またはQRコード：

※締切後は，回答ページが削除されます。
3．お願い
回答はお一人一回限りとしてください。
いただいたご意見はAES NewsなどAESセンターの活動
で紹介することがあります。その際，内容は趣旨を変え
AES News の過去号掲載ページ

ない範囲で要約する場合があります。ご了承ください。

発行：東京工業大学 科学技術創成研究院

本ニュースレターは、AESセンターの活動を学内外に

先進エネルギー国際研究センター（AESセンター）

幅広くご紹介し、関係各位との連携を深めるために、年

〒152-8550東京都目黒区大岡山2-12-1

4回発行しております。

Tel: 03-5734-3429

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。ご希望の方は、ホームページよりご
登録ください。

Post No. I6-25

e-mail: aescenter@ssr.titech.ac.jp

ホームページ：http://aes.ssr.titech.ac.jp/
発行日

2017年1月1日
東京工業大学 科学技術創成研究院
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