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　東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故から5年が経過し
ました。この間、電力供給力確保、節電の取り組みなどの電力需給対策、地
球温暖化対策およびエネルギー安全保障向上の観点から、再生可能エネル
ギーと省エネルギーに対する関心が高まっています。

　エネルギー資源が極めて乏しく、海外から資源を調達せざるを得ない日
本にとって、再生可能エネルギーと省エネルギーを推進していくことは、
極めて重要な課題です。
　一方で、取り組みを進めていく上では、海外の先行事例なども参考にしな
がら、供給安定性、環境負荷、コスト負担などの観点からメリット、デメリッ
トを見極めつつ、冷静かつ現実的な視座で考えていく必要があります。

　この冊子は東北エネルギー懇談会で発行している月刊誌「ひろば」の447
号から456号において、一般財団法人日本エネルギー経済研究所の協力を
得て「再生可能エネルギーと省エネルギーを読み解く」と題し、再生可能エ
ネルギーと省エネルギーに関する国内外の最新情報、普及状況および導入
事例などを10回（再生可能エネルギー 6回・省エネルギー 4回）にわたり連
載したものを、2分冊のパンフレット（再生可能エネルギー編・省エネルギー
編）としてまとめたものです。

　本冊子が、「再生可能エネルギー」と「省エネルギー」に関する理解を深め、
今後の日本のエネルギー政策を議論するための一助となれば幸いです。

『再生可能エネルギーと省エネルギーを読み解く』
〈再生可能エネルギー編〉
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　再生可能エネルギーは、太陽、風、雨、地下の熱、
植物の生育など地球上で起こるさまざまな自然
現象をエネルギーとして利用し、人類の生活や生
産活動に役立てようというものです。「再生が可
能です」とわざわざ断っているのは、なぜでしょ
うか。それは現代社会がエネルギー消費の主流
として使っている化石燃料との違いが意識され
ているからです。
　石炭、石油、ガスなどの、いわゆる化石燃料は
太古の動植物やプランクトンが堆積し、数百万年
から数億年という気の遠くなるような時間をかけ
て、濃縮、蓄積されたエネルギーです。
　私たちは、現在、この地球からの贈り物を猛烈
なスピードで消費しています。今のペースで使っ
ていると、早晩使い尽くしてしまう懸念がありま
す。石炭は160年ほど持つようですが、天然ガス
は70年、石油は40年で使い切る、という報告も
あります。
　仮に1億年かけて生成した化石燃料を200年で
消費するとすれば、これは1年365日の最後の1
分にすぎません。
　そして、それ以上に重要な事実は、人類が消費
した化石燃料は補充されることがありません。つ
まり化石燃料は再生しないのです。
　一方、今回のテーマである再生可能エネルギー
は日々生起する自然現象がもたらすエネルギーで
す。太陽が照り、風が吹き、雨が降り、植物が育ち、
波が立ち、潮が満ちる、火山が噴火する、こういっ
た地球上の天変地異は膨大なエネルギーをはらん
で、しかも枯渇することはありません。仮に地球
の自然現象に重大な変化が起きるとすれば、太陽
が星としての寿命を迎える（残り50億年という説

があります）とか、地球が冷え切ってしまうなど、
天文学的な異変が起きたときでしかありえませ
ん。人類が心配するようなことではなさそうです。
　消費しても速やかに補充される自然エネル
ギー、それが再生可能エネルギーです。

　さて、この再生可能エネルギーがこの数年来大
きな注目を浴びています。新聞紙上などで関連記
事を目にすることも頻繁です。なぜでしょうか。
　一言でいうと、化石燃料を使うことの限界が見
えてきたからです。
　再生可能エネルギーの意味を考えるには、「産
業革命」までさかのぼる必要があります。産業革
命は18世紀半ばにイギリスで始まりましたが、
その主役は効率のよい蒸気機関とその蒸気機関を
大量に稼働させる石炭でした。
　それまでは、燃料といえば木材が主流でした。
植物の成長スピードには限界があるので、供給量
は限られており、人類はこの燃料の供給量にあわ
せて生活と社会を組み立ててきました。入手でき
る燃料の範囲で暖を取り、調理し、ひいては集団
の大きさを決め、命をつないできたわけです。ま
た、人の移動や物の運送手段も動物エネルギー

（牛・馬）や風力エネルギー（帆船）という、不安定
な手段に頼らざるを得ませんでした。いわば、人
類は100% 自然エネルギー、今でいう再生可能エ
ネルギーに頼っていたわけです。
　しかし、産業革命に伴う石炭の登場で人類のエ
ネルギーの使い方は大きく変わります。その主因
は石炭の持つ高い効率性です。石炭は薪に比べる
と同じ重量でも3倍～4倍の熱量を持っています。
しかも、それが炭鉱で集中的に採取できます。木

＜執筆者＞星　尚志
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　理事
新エネルギー・国際協力支援ユニット　担任第一章 再生可能エネルギー最前線

なぜ「再生可能」なのか

いま、なぜ再生可能エネルギーか
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を一本ずつ切り倒して薪にするより簡単です。結
果として安価で大量のエネルギー消費が可能と
なったのです。
　加えて、19世紀半ばに登場した石油は、石炭よ
りもさらに熱量が高く、液体なので使い勝手がよ
く、また、自動車の燃料という新たな用途も得て、
瞬く間にエネルギーの主役に躍り出ました。現在
はそこに天然ガスも加わり、化石燃料は世界のエ
ネルギー消費全体の8割を超えています。
　ところが1970年代になると、この化石燃料偏
重がむしろ社会のリスクになる事態が続きまし
た。いわゆる「オイルショック（石油危機）」です。
アラブ産油国による石油の輸出制限（1973年）と
それに続くイラン革命（1979年）は、遠い中東に
偏在している石油に頼りすぎることの危険性を石
油消費国に気付かせました。
　また、オイルショックに伴う原油価格の高騰も、
代替エネルギー開発の経済性を高めました。そこ
で注目を集めたのが「再生可能エネルギー」です。

　石油と異なり、太陽光や風力などの自然エネル
ギーは、世界のほぼどこでも入手可能です。自然
現象なので場所によって条件の良し悪しがありま
すし、時間によって、日によって、季節によって
ムラはありますが、石油のように供給途絶の心配
とは無縁です。エネルギーの安全保障という観点
で、これほど安心のできることはありません。
　世界中で、特に石油の供給を海外に頼っている
国々で、再生可能エネルギーの利用に向けた努力
が始まりました。
　日本は国家主導で「サンシャイン計画」を立ち
上げ、太陽光発電技術等の開発に注力し始めまし
た。また、デンマークでは風力発電への支援政策、
ブラジルはバイオエタノール（ガソリン）の生産
拡大、需要促進を進めました。この3カ国は現在
それぞれの再生可能エネルギー分野で、世界の主
要なプレイヤーになっています。
　再生可能エネルギー利用にさらに弾みがついた
のは1990年代です。化石燃料がやり玉にあがり
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ました。大量の化石燃料消費が大気中の二酸化炭
素濃度を上昇させ、地球を温暖化し、致命的な気
候変動をもたらす−化石燃料の使用を抑えること
が喫緊の課題だ、と。
　1997年に採択された京都議定書は、メンバー
各国に法的拘束力を持って地球温暖化ガスの排出
量を制限させることに成功しました。これを受け
て世界各国で再生可能エネルギー導入に向けた強
力な政策が推進され、今日に至っています。
　再生可能エネルギーがいま注目されているの
は、このような歴史的背景があるからですが、さ
らに、日本では東日本大震災とそれに続く福島第
一原子力発電所の事故をきっかけに、日本のエネ
ルギー政策を見直すための議論が進行中です。こ
のことも、エネルギーの選択肢として再生可能エ
ネルギーが改めて注目されている理由の一つで
す。
　この連載では今号を含め6回にわたって再生可
能エネルギーの話をさせていただきます。内容は、

再生可能エネルギーの種類、現代のエネルギー源
として利用するための技術、エネルギー史の中で
の位置づけ、利用に際しての課題、導入推進のた
めの政策など多岐にわたります。
　初回の今号では、地球の自然現象としての再生
可能エネルギーがどのように発生し、どのような
技術でエネルギーとして利用されているか、基本
的な解説をします。次回以降の話の出発点になり
ます。
　再生可能エネルギーの分類としては通常6種類
があげられます。太陽光、風力、水力、バイオマス、
海洋エネルギー（波力、潮汐、潮流、海流など）、
そして地熱です。この内、風力、水力、バイオマ
スは太陽によってもたらされるエネルギーです。
風は空気が太陽で暖められて上昇し、周囲との間
に生じた気圧差に伴う空気の移動ですし、雨もま
た、太陽で暖められた空気が上昇して雲となり、
上空で水蒸気が凝結し、それが成長して雨粒とし
て落下するものです。また、植物（= バイオマス）
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は太陽光による光合成で炭水化物を合成して成長
します。さらに波や海流も風による海水の運動な
ので太陽エネルギーが起源です。
　太陽が関与しないエネルギーは地熱と潮汐・潮
流ぐらいです。
　ちなみに化石燃料は再生可能エネルギーではあ
りませんが、太陽光による光合成で育った植物と、
その植物を食べて育った動物が起源だということ
を考えると、やはり太陽エネルギーの賜物と考え
ることができます。

　地球上の大方のエネルギーの源泉である太陽光
から話を始めましょう。
　人類にとって太陽エネルギーの最大の恩恵は、
地表の温度をマイナス50℃～プラス40℃、平均
で15℃におさめて人類が生存できる環境にして
くれていることでしょう。もちろんこれは太陽だ
けのおかげではなく、大気中の水蒸気や二酸化炭
素による温室効果（この言葉は地球温暖化問題が
顕在化して以来あまり評判がよくありませんが）
との微妙なバランスで成立しているのですが、い
ずれにせよ太陽あっての話です。
　それに加えて光合成を通じて植物を育て、我々
に食料を供給してくれてもいます。
　先述の化石燃料も太陽の恵みであることを考え
ると、人類は計り知れないほど太陽に頼っている
わけです。
　しかし、人類はさらに貪欲に太陽の恵みを求め
ました。「太陽光発電」です。
　現在の日本でもっとも頻繁に目にする再生可能
エネルギーの設備は、住宅の屋根に設置された黒
光りする太陽光発電用パネルでしょう。
　太陽光発電はおよそ10センチ四方のセルを最
小単位とし、それを数十枚組み合わせたもの（モ
ジュールといいます）を1単位として使います。
　セルはシリコンに不純物を混ぜた二種類の半導

体を接合することでつくられています。パネルに
光が当たるとそのエネルギーによってプラスの電
荷とマイナスの電荷が発生しますが、不純物半導
体の接合構造によって、プラスとマイナスの電荷
が接合面を挟んでそれぞれ反対側に移動します。
ここでプラスの面とマイナスの面を電線で結ぶと
電気が流れる、という仕組みです。
　光が直接電気に変換されるという現象は普段あ
まり目にしませんが、そもそもエネルギーという
のは光、電気、熱、運動などさまざまな形態で私
たちの前に姿を表します。物と物をこすりあわせ
ると運動エネルギーが熱エネルギーに変換されて
熱くなりますし、回転運動は発電機を通して電気
に変換されます。蛍光灯や LED照明は電気エネ
ルギーを光エネルギーに変換する装置ですから、
その逆に光エネルギーを電気エネルギーに変える
太陽光パネルも不思議なことではありません。
　一方、太陽光を集約して熱として蓄積し、その
熱を用いて蒸気タービンを回して発電する太陽熱
発電という方法もあります。虫眼鏡で太陽光を集
めて紙を焦がすようなものです。この方法では発
生した熱を水や溶融塩に蓄積することができるの
で、夜になってもその熱で発電することが可能で
す。夜や雨天では発電できない太陽光発電よりも
安定した電力供給が望めます。

　次に風力です。
　人類は昔から帆船の動力源として風を利用して
きましたが、風車としての利用の歴史も長く、紀
元前3000年ごろのエジプトに記録があるそうで
す。脱穀、製粉、排水ポンプの動力などが主な用
途でした。
　現代の風車は、みなさんもご存じのように昔の
風車と驚くほど似ています。高い塔の上に三枚羽
根の風車を設置し、風を受けとめています。昔も
今も、風の力を回転運動に変える、という基本原

太陽光

風力

エネルギーを読み解く本文_八[2-47].indd   4 2016/05/16   18:30:57



5

理は同じです。太陽光発電の場合、太陽光を直接
電気に変えるという技術は、それまでの太陽光の
利用の仕方からすれば画期的ですが、風力発電の
メカニズムは昔の風車とあまり変わっていませ
ん。
　ですから、風力発電のはじまりは意外に早く、
19世紀の末にはデンマークやスコットランド、
フランスなど各地でほぼ同時期に発明されたよう
です。19世紀半ばにはすでに発電機が発明され
ているので、これと風による回転運動を結びつけ
るのは比較的簡単だったのでしょう。

　太陽に暖められた海水が水蒸気となって上昇
し、雨となって地上に降り注ぐ。それが山間部で
あれば川に集められ、山を下り、平地に流れ、最
後は海に戻る。水力発電はこの地球規模の水の循
環に伴う位置エネルギーを利用した再生可能エネ
ルギーです。
　再生可能エネルギー、というと太陽光や風力ば
かりが思い浮かびますが、水力発電は歴史も導入
量も他の再生可能エネルギーを圧倒しています。
1882年にアメリカのウィスコンシン州で世界初
の水力発電が導入されたのを皮切りに、日本でも
そのわずか6年後に最初の水力発電所「三居沢発
電所」（宮城県仙台市）が建設されました（三居沢
発電所は現在も稼働中です）。世界全体でみると、
水力発電は再生可能エネルギーによる発電量の8
割を占め、また、世界の総電力供給の16% を担っ
ています。
　一般に再生可能エネルギーは、発電コストが高
く、出力も不安定なため、電力供給の主流にはな
りえないといわれますが、水力発電は例外のよう
です。なぜでしょうか。
　一つの理由が水の持つ「重さ」です。水力発電
と風力発電はともに19世紀末、ほぼ同時期に発
明されました。風車あるいは水車の回転運動で発

電機を回すという意味では技術的にも同じ原理で
す。しかし、水の重さは空気の800倍です。物質
の持つ運動エネルギーはその重さに比例しますの
で、強い風が吹いたとしても水のゆったりとした
動きが持つ運動エネルギーにはなかなか敵わない
のです。これが水力発電の強みです。
　また、ダム式の水力発電の場合、川という自然
が雨粒のエネルギーを集約してくれている、とい
う点も重要です。雨粒一つ一つの持つ位置エネル
ギーは小さなものですが、それが山や谷といった
地形のおかげで川に（勝手に）集まってくるのは、
大きなメリットです。人間はただその川をせき止
めてエネルギーの蓄積を待てばいいからです。太
陽光発電の場合は、そのような自然の作用はあり
ませんので、人間の手でパネルを敷き詰める必要
があります。仮に川というものが存在せず、雨粒
を受け止める設備を人間の手でつくるとしたら、
膨大なコストがかかり、水力発電の成功はなかっ
たでしょう。

　バイオマスは「光合成を起源とする有機物資
源」です。光合成はご存じのように、植物が太陽
光を使って空気中の二酸化炭素と水から炭水化物
を生成する過程です。炭水化物は炭素を含むので、
燃焼させるとどうしても地球温暖化ガスである二
酸化炭素の発生が避けられませんが、すでに光合
成に際して同じだけの二酸化炭素を大気中から吸
収しているので、「差し引きゼロ」とみなされてい
ます（カーボンニュートラル）。
　また、先述のように、植物の生育スピードにあ
わせて消費する限り、「再生が可能」な資源といえ
ます。
　再生可能エネルギーの中で、バイオマスほど説
明しにくいものはありません。なぜなら光合成に
よって生成された炭水化物は、その後人間や動物
の食糧、あるいは燃料、さらに生活物資など多岐

水力

バイオマス
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にわたって利用され、その過程のさまざまな段階
でバイオマスとしての利用が可能だからです。
　バイオマス資源は「廃棄物系」、「未利用系」、「生
産系」の三つに大別されます。
　最も利用が進んでいるのは廃棄物です。廃棄物
というのは、人間の生活、生産活動などの過程で
発生する不要物のことで、中でも適切な処分が義
務付けられているものが対象です。製材の際の木
くず、動物のし尿、製紙工場での黒液（木材パル
プから製紙原料となるセルロースを抽出した後
の、薬品を含む残さ）、食品廃棄物、生活排水（下
水汚泥、浄化槽汚泥）、埋め立て地のガスなど、い
わば人間活動の裏の部分です。
　これらを廃棄処分するにはそれなりのコストが
かかりますが、廃棄せずに再生可能エネルギーと
して利活用できれば、処分コストが節約できるう
えに、エネルギーとしての評価も加わり、経済的
メリットが期待できます。廃棄物の利用が進んで
いる理由がここにあります。
　また、未利用系資源は不要物として放置される
資源、例えば林業における間伐材（間引き）や稲わ
らなどもエネルギーとしての利用の道がありま
す。
　3番目の生産系は、エネルギーとして利用する
ためにわざわざ生産する、つまり育成、栽培して
確保する資源です。ガソリンの代替となるエタ
ノールを製造するためのサトウキビやトウモロコ
シ、バイオ軽油製造のための油脂を採る菜種など
が有名です。
　次に、これらの資源をどのように処理するかと
いう問題がでてきますが、これも三つに分類され
ます。「物理的変換」、「熱化学的変換」、「生化学
的変換」です。
　物理的変換は木材やごみなどの固体資源を成
形、乾燥することで運搬性や燃焼効率を向上させ
るプロセスです。チップやペレットの形で発電や
熱として利用されます。
　熱化学的変換は化学反応のプロセスですが、熱

分解してガスを取り出し、発電に利用したり、バ
イオディーゼル製造に利用されます。
　生化学的変換は主に発酵を利用する技術です。
家畜ふん尿や下水汚泥などを原料にメタンを発酵
させてバイオガス（メタン60%、二酸化炭素約
40%）を取り出し、そのガスを発電に利用します。
また、エタノールの製造にも発酵プロセスが伴い
ます。

　地熱は文字通り地球の熱エネルギーです。46
億年前といわれている地球誕生に際して、大量の
微惑星が原始地球に衝突し、それが熱エネルギー
として蓄えられました。当時の地球は溶けた岩石

（マグマオーシャン）が深さ2000メートルに達し
ていたようです。微惑星の衝突時に水や二酸化炭
素などの揮発成分がガス化し、原始地球の大気と
なったことも熱を閉じ込めるのに役立ちました。
そんな状態が5億年～ 6億年続いた後、地球は冷
え始めます。そして40億年経った現在、地球の
中心の温度はまだ5000度以上を保っています。
　一方、地球にはもう一つの熱源があります。そ
れはウラン、トリウム、カリウムといった放射性
元素で、これらが別の元素に変わっていく過程で
発生する熱です。これも地球の持つ熱エネルギー
の大きな要素です。
　これらの熱エネルギーはどうすれば上手く利用
できるのでしょうか。地球内部にいくら大きなエ
ネルギーがあっても、人類はそこへ到達できませ
ん。
　それを可能にしてくれるのがマグマです。
　マグマはマントルの一部が溶けて地表近くまで
上昇したもので、時には火山の噴火として地表ま
であふれてきます。マントルは地表から約3000
キロメートルにおよぶ岩石層で、鉄を主成分とす
る金属でできた地球の中心部（核）を包み込んで
います。マントルは岩石なので固体ですが、地球

地熱
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内部と表面の間に大きな温度差があるため、液体
のように対流します。水を器の底から加熱すると、
暖められた水が表面に上昇し、そこで冷やされて
また底に降りて行くのと同じ理屈です。ただし、
水とは違い、非常にゆっくりとした動きです。マ
ントルが底から地球表面の間をぐるりと一周する
のに約10億年かかるそうです。
　マグマは、このマントルの対流に伴う物理作用
でマントルの一部が溶け、液体になったものです。
物質は一般に固体が液体に変わると密度が低くな
る、つまり軽くなるので、このマグマはマントル
内を上昇します。そして地殻のあたりまで達する
と周囲との密度差がなくなり、そこで上昇が一旦
止まります（マグマ溜まり）。
　さて、ここからが地熱の話です。地熱発電は、
このマグマ溜まりで熱せられた熱水や蒸気が溜
まっている層（地熱貯留層）を探り当て、それを発
電に利用する技術です。地熱貯留層は地下1000
メートル～ 3000メートルの深さにあります。そ
こから約200℃～ 350℃の蒸気と熱水を取り出
し、気水分離器で分離した後、その蒸気でタービ
ンを回して発電します。
　一方、熱水は地熱貯留層の熱を地上に運ぶ媒体
として非常に重要なので還元井と呼ばれる井戸を
通して地下に戻されます。
　通常の方法では享受できない地球内部の熱がマ
グマによって地表に届けられたのが地熱です。

　海洋エネルギーの強みは水力と同様、水の重さ
です。休みなく流れ続ける海流、大きくうねる波、
１日２回必ず訪れる潮の満ち干などは膨大な運動
エネルギーを生んでいます。それをほんの少しで
も取り出して利用できないものでしょうか。その
試みはすでに世界中で始まっています。
　波のエネルギーを受け止める方法は複数開発さ
れています。一つは波のうねりを発電に都合のい

いような機械的運動に変換することです。筏のよ
うな構造物を複数連結し、波のうねりを受けて構
造物間に生じるねじれを回転運動に変換して発電
する装置や、巨大な衝立で波力を受け止め、衝立
の動きによって高圧の水を陸上の水力発電タービ
ンへ送り込む装置などが開発されています。また、
波を貯水槽で受け止め、海面との高低差を利用し
てタービンを回す、いわば水力発電のダムのよう
な技術もあります。
　潮の満ち干に伴うエネルギーを利用する方法は
二つあります。一つは海岸に堰を設けて満潮時に
水門を閉じ、干潮時の落差で水車を回す「潮汐発
電」。もう一つは「潮流発電」で、これは潮の干満
に伴って生じる流れが海峡や水道などの狭い場所
で速まったところをとらえて水車で受け止めて発
電する方法です。海流もまた有力な海洋エネル
ギー資源です。波や潮汐と違って海流は止まった
り方向転換したりすることがないので再生可能エ
ネルギーとしてはより安定的な資源といえます。
ただし、海流は流れるコースがぶれることがある
ので、その点は留意が必要です。
　海洋エネルギーは世界各地で実証事業が進めら
れてはいますが、実は商業ベースで稼働している
設備はほとんどありません。足踏みをしている原
因の一つとして、海洋の条件の厳しさがあげられ
ます。荒れた海のパワーは予想外に大きいようで
す。また、海底に設置した設備の保守点検も大き
な課題となっています。
　自然エネルギーは膨大で、そのごく一部でも利
用できれば、大きなメリットです。しかし、化石
燃料のように人間の都合にあわせてコントロール
することはできません。人間はこのエネルギーと
どのように付きあい、どう使いこなしていくのか、
次章からは、そのあたりを詳しく説明します。

海洋エネルギー
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　人類が享受しているエネルギーの源はすべて地
球上で生起する自然現象です。太陽光、風、川の
流れ、光合成による植物の生育、太古の光合成の
缶詰である石炭などの化石資源、地下のマグマな
ど、地球はさまざまなエネルギーに満ちあふれて
います。
　自然現象に起因するエネルギーは、必ずしも人
類の都合にあわせた使いやすい形では現れてくれ
ません。しかし、幸いなことにエネルギーは「変
換」が可能です。手をこすりあわせると温かくな
るのは、運動エネルギーが熱エネルギーに変わっ
たためですし、蛍光灯は電気エネルギーを光エネ
ルギーに変換する装置です。私たちは、この自然
発生的なエネルギーを自分たちの都合とニーズに
あわせて変換する技術を発達させてきました。
　人類が最初に獲得したエネルギー変換技術は火
です。火そのものは山火事などの自然発火を通じ
て存在を知っていたでしょうが、焚火によって私
たちは光と熱を必要に応じて得ることができるよ
うになりました。それは50万年～ 100万年前の
ことといわれています。しかし、その後長い間、
エネルギー変換技術の新しい発見は起こりません
でした。
　それが起きたのは、18世紀の後半になってか
らです。蒸気機関が熱エネルギーから運動エネル
ギーへの変換を可能にしました。それが石炭とい
う膨大な熱エネルギー源と工業生産という運動エ
ネルギーへの需要を結び付け、産業革命の原動力
になりました。
　続く大きな発展の契機は電気の発見と発電機の
発明です。運動エネルギーを電気エネルギーに変
換する技術である発電機（ダイナモ）が発明され、
電気の時代への道を拓きました。
　本章では、このエネルギー変換技術の発展の歴

史を俯瞰した上で、再生可能エネルギーがこの歴
史の中でどのような意義を持つのかを考えてみま
す。

　ギリシャ神話には、主神であるゼウスの命令に
背いて人類に火を与えたプロメテウスが登場しま
す。自然界の猛威や寒さに怯える人類を助けよう
と、天界の火を盗み出し、人間に授けたため、半
永久的に肉体を鳥についばまれる、という罰を受
けるほど、ゼウスの大きな怒りを買ったようです。
ゼウスの怒りの真意はわかりませんが、火の入手
を契機に人類が文明や技術を飛躍的に伸ばして
いったのは間違いありません。
　神話はさておき、人類の先祖が火を利用するよ
うになったのは、先に述べたように50万年～
100万年前のようです。これが人類に画期的な変
化をもたらします。
　人類の生存環境を改善していくために最も必要
とされるものは何でしょうか。それは安全と快適
な温度です。我々の祖先にとって最大の脅威は猛
獣などの動物でしたから、求められたのは夜間の
照明、そして寒い居場所を温めてくれる焚火でし
た。
　現代になっても、この二つの要素の重要性は変
わりません。無電化地域に電気を供給する際、最
初に求められるのはエアコンでもテレビでもなく
照明です。また、寒冷地域で最もエネルギーが消
費されるのは暖房です。「明るさ」と「暖かさ」は
人類が生活環境に求める最も重要な要素で、それ
を最初にもたらしてくれたのが「火」でした。
　また、火は人類に加熱調理を教えてくれました。
それによって、食べ物は消化しやすくなり、かつ

＜執筆者＞星　尚志
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所　理事
新エネルギー・国際協力支援ユニット　担任

＜執筆者＞闞　思超
新エネルギー・国際協力支援ユニット
新エネルギーグループ　研究員

第二章 自然エネルギーから再生可能エネルギーへ
〜エネルギー変換技術がもたらしたもの〜

光と熱をもたらした火の獲得
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衛生面でも安全性が高まり、食糧の選択肢が広
がったと考えられます。これも人類への大きな貢
献です。
　もちろん、人類は火の発見の前に、太陽光によっ
て明るさ（昼間だけですが）と熱を享受しており、
それも人類にとってのエネルギー源ですが、意識
的に利用、管理できるエネルギーとして、火の獲
得はやはり画期的な出来事でした。
　さて、火によって光と熱を得た人類は次に何を
目指したのでしょうか。
　木を拾い集めて焚火をしている段階では、火は
光の確保と熱の供給を同時に満たしていたといえ
ます。しかし、時代とともに燃料源は多様化し、
燃焼技術の発達に伴い光の利用と熱の利用は分化
しそれぞれ発展していきました。
　まず、照明としての燃料は蝋

ろう
や鯨

げい
油
ゆ

、蜜
みつ

蝋
ろう
（働

き蜂の分泌物）など、煙が少なく室内で利用しや
すいものが選ばれるようなりました。特に、鯨油
は捕鯨の重要な目的の一つとなるぐらい広まり、
19世紀半ばにはアメリカのほとんどの家庭で使
われていたそうです。最も、その後は原油の機械
掘りが導入され劇的にコストが下がった灯油に

とって代わられ、さらに後述する電気の時代を迎
え、エジソンの発明による白熱電球が世界を席巻
したのはご存じのとおりです（その白熱電球も、
いまや圧倒的に効率のいい LED に駆逐されつつ
ありますが）。
　一方、熱利用の方はどうなったでしょうか。
　照明の利用は「明るさ」という一つの目的に絞
られますが、熱の利用目的はどんどん多様化しま
す。暖房や調理に始まって、土器の焼成や金属の
精錬、加工にも大量の熱需要が発生します。熱の
利用に適した土器窯や溶鉱炉などの設備が工夫さ
れたことはいうまでもありません。

　人類がエネルギーに求めるものは照明と熱だけ
ではありません。狩猟や農耕などによって食糧を
確保し、生産活動や移動・交易を行い、社会を維持、
発展させるのに必要なのは運動エネルギーです。
　さて、最も、基本的な運動エネルギーはなんで
しょうか。それは自分の体を動かして働くことで

運動エネルギーの源
〜人力・家畜・風力・水力〜
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す。社会の生産性が低い時期は自分の生命を維持
するのが精いっぱいで、社会の構成員全員が働か
なければなりませんが、生産性が上がってくると、
一人の労働が一人分以上の成果物を生みだすよう
になります。そうなると、人が人を収奪する、つ
まり奴隷制が可能になり、社会が階層化します。
人力は人間による出力なので、柔軟性があり微妙
な調整が可能です。「人類史で最も機能的なエネ
ルギー」（田中紀夫著「エネルギー環境史Ⅰ」）とい
うのもうなずけます。人力は労働力という形で今
日も利用が続いています。
　一方、人間のパートナーとして家畜の利用も発
達してきました。牛、馬、ロバ、ラクダなど、現在
でも荷物の運搬、農耕、乗り物に利用されていま
す。人力ほど自由はききませんが、利用に適した
農具や馬具の開発にあわせて、人間よりもパワフ
ルなエネルギー源の利用が発達し、現代でも地域
によっては重要な役割を負っています。
　運動エネルギーを水の流れから得る、すなわち
水車は、紀元前100年ころのエジプトに既に存在
しており、水のくみ出しに使われていたそうです。
一般には主に灌漑用、製粉用として発達しました。
特に11世紀以降、欧州（特にイギリス）で製粉用
の台数が急増し、さらに12世紀～ 13世紀以降は
農業だけではなく製糸など初期の工業生産にも広
く使われるようになりました。水車は蒸気機関が
登場してもしばらくは競争力を保っていたよう
で、1900年の時点でもドイツのニュルンベルグ
で180の水車が健在だったそうです。
　風も運動エネルギーの供給源として大いに利用
されてきました。代表的な利用方法は帆船です。
紀元前6000年～ 4000年前後のメソポタミアの
遺跡で、帆走に使われた遺物が発掘されており、
この時期には既に帆船が存在したと考えられてい
ます。
　風まかせの帆船の最大の弱点は風がやむと動か
なくなる点ですが、風下の方向にしか進めない、

という問題もありました。そのような場合は奴隷
などによる人海接術で風に逆らって漕ぐしかあり
ませんでした。しかし、15世紀に入って、ポルト
ガルで三本マストと三角帆を持ち、風さえあれば
どんな方向にも進むことができるキャラベル船が
開発されました。これに羅針盤の発明が加わり、
遠洋航海の時代に入っていくことになります。
　風のもう一つの利用方法は風車です。風車は
3000年前のエジプトに記録があるそうですが、
実用的なものとしては水資源が貧しい7世紀ごろ
の中東地域に実例があったそうです。12世紀ご
ろにイスラム圏に進出した十字軍は、中東からこ
の風車技術を欧州に持ち帰りました。主に製粉に
用いられましたが、オランダの低地では干拓地の
水のくみ出しに用いられ、農地の拡大に貢献した
そうです。風まかせの風車は水車ほど稼働が安定
しないため、適当な川がない場所や冬に凍結する
ような場所で水車の補完として使われました。

　ここまでお話しした人力、家畜、水力、風力は
いずれもそれぞれの運動エネルギーをそのまま
利用しています。もちろん、川の流れを石臼の
回転運動にしたり、家畜の歩みを土の耕作に役
立てるよう道具を開発するなどの工夫をしてい
ますが、エネルギーの形態が変わっているわけ
ではありません。
　ところが、18世紀に入って、火、つまり燃焼
を運動エネルギーに変えるという画期的な方法
が発見されました。蒸気機関です。
　ご存じのように、蒸気機関は水が加熱されて
水蒸気として気化する際の圧力と水蒸気が水に
戻る際の減圧を利用してピストンを動かす装置
です。蒸気機関は18世紀初頭に石炭鉱山の排水
ポンプとして実用化されていましたが、効率が
悪いため、採掘する石炭の3分の1を消費してい

化石燃料が新たな運動エネルギー源に
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たそうです。
　18世紀後半、それまでの蒸気機関の効率を向
上させ、また動力をピストンの往復運動から回
転運動に変えて使い勝手を向上させたのが、有
名なジェームズ・ワットです。この改良された
蒸気機関は、産業革命を迎えたイギリスで急速
に普及しました。
　産業革命は手工業から機械的な工業生産への
劇的な変化です。大量の動力、すなわち運動エ
ネルギーが求められることになります。それま
での人力や風力、水力では限界があります。燃
焼によって動力エネルギーをつくり出す蒸気機
関は、まさに時代が求めた画期的なエネルギー
変換装置でした。
　さらに重要なのは、蒸気機関を動かす燃料と
して石炭の開発がある程度進んでいたことです。
石炭は悪臭と火力調節の難しさのため不人気で
したが、森林の不足による木炭価格の高騰を受
けて、イギリスでは16世紀ごろから庶民の暖房
用として徐々に浸透しはじめ、18世紀には鉄鋼
生産に使われるようになっていました。そこへ
蒸気機関が登場したことで、石炭は大きな燃料

の供給源になり、炭鉱の開発も進み、それがさら
に蒸気機関の導入を促しました。
　つまり、蒸気機関は、燃焼（熱エネルギー）を
運動エネルギーに変換するという、それまで不
可能だったことを可能にすることで、石炭資源
を工業生産に直結させ、産業革命の立役者となっ
たのです。
　蒸気機関は、馬車や帆船に代わって、蒸気機関
車や蒸気船など高速で信頼性の高い交通手段の
導入にも貢献しています。
　燃焼と運動エネルギーの関係は、その後、ガソ
リンやディーゼルなどの石油製品と内燃機関す
なわち自動車の関係に発展し、モータリーゼー
ションの時代を迎えることになります。

　人類とエネルギーの関わりの歴史の中で、火の
獲得と化石燃料による蒸気機関の利用に続く3番
目の大きな出来事は、電気の発見です。
　電気については19世紀に次々と獲得された新
たな知見が、20世紀の「電気の時代」を準備しま

電気の時代
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したが、中でも重要な発明は、回転運動を電気に
変換する発電機（ダイナモ）と白熱電球です。こ
の二つを組み合わせて初めての電気事業を興した
のはトーマス・エジソンです。1882年、エジソ
ンはニューヨークのパール街に設置した石炭火力
による発電機で800個の白熱電球をともしまし
た。
　電気の利用はこのように照明として始まりまし
たが、利用の範囲はその後、飛躍的に拡大したの
はいうまでもありません。19世紀後半にはいわ
ゆる家電製品が次々に発明されています。世紀が
改まる前後には電熱器、電気掃除機、食洗機、電
気洗濯機などが既に売り出されているというのは
少し驚きです。
　電気エネルギーの利用が急速に拡大したのは、
その使い勝手のよさのためです。どんなエネル
ギー源から電気をつくっても、一旦電気になれば
光と熱はもちろん、モーターによって運動エネル
ギーを得ることも容易です。白熱電灯（光エネル
ギー）はもちろん、電熱器（熱エネルギー）や電熱
掃除機（運動エネルギー）が早々と考案されたの
もうなずけます。
　電気の利用は、電信、電話、無線通信、放送など
へ拡大し、現在ではコンピュータ、インターネッ
トといった、電気以外のエネルギーでは代替し得
ない領域にまで広がっています。それどころか、
昨今は電気自動車（EV）という形で、それまで内
燃機関（エンジン）がほぼ一手に引き受けていた
分野にまで進出しています。

　さて、それではこの連載のテーマである再生可
能エネルギーは、以上に述べたエネルギー利用の
変遷の中で、どのような意味を持つのでしょうか。
　最初に指摘したい点は、再生可能エネルギーの
源泉である自然エネルギー（化石資源を除いての

話ですが）は、一旦は見限られたエネルギーだと
いうことです。蒸気機関や内燃機関の登場で、石
油や石炭などの化石燃料が工業生産や交通・運搬
のための運動エネルギーを生み出す原動力になっ
たことは先述のとおりですが、一方で、それまで
エネルギー利用の中心的役割を担っていた自然現
象に基づくエネルギーが表舞台から追いやられた
のです。なぜでしょうか。
　それは化石燃料が自然エネルギーに比べて圧倒
的に使いやすいからです。
　まず、エネルギーとしての効率がいい。同じ1
キログラムの石炭と木材を比べると、石炭の発熱
量は木材の二倍もあります。また、石炭は炭鉱で
集中的に掘り出すことができますが、木材は森林
で一本一本伐採する必要があります。同じ量のエ
ネルギーを集めるなら、石炭の方が効率がいいわ
けです。
　また、供給の安定性の面でも化石燃料は有利で
す。帆船、風車、水車など運動エネルギーを得る
手段として考えた場合、自然現象である風や雨は
変動が大きく、頼りになりません。天候次第では
欲しい時に得られない不安があります。帆船は動
かず、水車や風車が回らないという事態は日常茶
飯事だったでしょう。その点、化石燃料は運搬と
蓄積ができるので、必要に応じて必要な場所で安
定的に供給することが可能です。
　以上のような理由から、自然エネルギーは化石
燃料に追いやられた経緯にあります。
　ただし、追いやられたといっても自然エネル
ギーの利用が全く消えたわけではありません。現
在でもアフリカなど地域によっては熱源として植
物や動物の糞などが広範に使われています。
　さて、このように化石燃料に主役を譲った自然
エネルギーに再び活躍の場を与えてくれたのが
「電気の時代」の到来です。
　かつて風力や水力の運動エネルギーは風車や水
車を通じて同じ運動エネルギーのままで利用され
ていました。地熱の場合は温泉として、やはり熱

エネルギー変換技術の発展と
再生可能エネルギー
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エネルギーのまま使われていました。（薪を燃や
す場合は、そのままではなく燃焼によって熱エネ
ルギーに変換していますが）
　しかし、19世紀半ばに発電機が発明され、運動
エネルギーや熱エネルギーを電気エネルギーに変
換できる時代を迎えると、水車や風車の回転運動
や地熱を電気に変換する技術が次々に生み出され
たのです。
　例えば、世界で最初の水力発電所がアメリカの
ウィスコンシン州に建設されたのは1882年でし
た。一方、風力発電は1890年前後にイギリス、
アメリカ、フランス、デンマークなど各地で最初
の発電が試みられています。また、地熱発電は
1904年にイタリアのトスカーナ地方で最初の実
験運転が行われました。
　つまり、化石燃料の登場で陰に追いやられた自
然エネルギーが、電気の時代（これも化石燃料に
支えられたものですが）になって、再び活用され
る技術的な道筋がついたということです。
　ただし、その後の導入の進み具合はエネルギー
ごとに異なります。
　水力発電は自然条件が整った地域や国では発電
手段の主流になりました。一方、ほぼ同じころに
発明された風力発電はデンマークなどで技術開発
と導入が進んだものの、世界的に導入進展がみら
れるのは、70年代の石油危機、90年代の地球温
暖化問題の顕在化を経て、再生可能エネルギーの
導入の機運が高まってからでした。
　光を電気に変換する太陽光発電はどうでしょ
う。金属板に光が当たると電気が発生する現象は、
1839年にフランスの物理学者ベクレルによって
報告されていますが、現在のシリコン太陽電池の
原型は1954年アメリカのベル研究所によって発
明されました。
　今まで見てきたように、人類が手に入れたエネ
ルギー変換技術はそれほど多くはありません。そ
の中で光エネルギーを電気エネルギーに直接変換
するこの技術は、それまでなかったエネルギーの

変換手段を提供したという意味で、蒸気機関の登
場と同じぐらい画期的なことです。しかし、太陽
光発電の利用は、宇宙衛星など特殊な用途に限ら
れる時期が続きました。発電の手段としては、既
存の水力発電や化石燃料による発電にコスト面で
太刀打ちできなかったからです。太陽光発電の導
入が進展するのも、やはり再生可能エネルギー導
入が政策的に促進されるようになった70年代以
降のことになります。

　今後、再生可能エネルギーは人類のエネルギー
利用の中で、どのような位置を占めるのでしょう
か。「ほとんどすべての電力消費を賄える」という
楽観的な意見もあれば、「不安定でコストの高い
発電なので限界がある」という慎重論もあります。
　にわかに結論の出しにくい問題ですが、これま
で見てきたように、エネルギー転換技術の進歩は、
化石燃料中心のエネルギーシステムの中にあっ
て、風力、水力、地熱、太陽光といった自然エネル
ギーを電気の形で取り込むことを可能にしてくれ
ました。
　第一次世界大戦の前夜、海軍提督のチャーチル
はペルシア（現在のイラン）からの石油輸入を議
会に訴え、「石油（供給）の安定性と確実性は多様
性にあり、多様性にしかない」といい切っていま
す。石油をエネルギーと読み変えたらどうでしょ
うか。
　再生可能エネルギーはクリーンエネルギーとし
て地球温暖化対策への貢献が期待されています
が、エネルギー供給の多様性への貢献も非常に大
きなメリットです。そして、これは人類が永年か
けて発展させてきたエネルギー転換技術の賜物な
のです。

おわりに
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　本章では引き続き、再生可能エネルギーがなぜ
再び脚光を浴びることになってきたのか。この問
いに対し、過去一世紀から現代の話題に絞り、さ
らに具体的に探ってみましょう。
　エネルギーの利用が人々の生活向上に大きく貢
献してきたのはいうまでもありません。特に再生
可能エネルギーである木炭から化石燃料である石
炭へ、さらに石炭から石油への転換は「エネル
ギー革命」とも呼ばれ、産業革命の原動力として
科学技術だけでなく、生活や経済の向上に大きな
役割を果たしてきました。経済の発展とともにエ
ネルギーの消費は劇的に増え、一人当たりのエネ
ルギー消費量がその国、あるいはその個人の富、
生活の質のバロメーターとなってきたといっても
過言ではないでしょう。
　20世紀はエネルギーの中でも化石燃料や原子
力の利用が生活の向上に貢献する一方で、場合に
よっては害ももたらされることが少しずつ知られ

るようになってきた時代です。これらのエネル
ギーの利用はどのような害をもたらしたのでしょ
うか。また、それがいかに再生可能エネルギーに
かかわってきたのでしょうか。本章では、過去一
世紀の間に再生可能エネルギーの復権に大きな影
響をおよぼした三つの問題、「エネルギー安全保
障」、「地球温暖化」、ならびに「安全性」について
振り返ってみます。

　エネルギー安全保障が課題となる背景には「エ
ネルギーへの依存」があります。産業革命はこの
エネルギー依存の中でも化石燃料への依存を強め
ました。さらに木炭から石炭へ、石炭から石油へ
のエネルギー革命は、その資源の偏在性から「安
価で豊富なエネルギー」という前提を少しずつ崩
していきます。
　使えるエネルギーがどこにでも豊富にあれば問
題はありませんでした。

はじめに

過ぎたるは及ばざるが如し？

＜執筆者＞山口　馨
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
新エネルギー・国際協力支援ユニット
新エネルギーグループ・マネージャー
研究理事（公共政策博士）

第三章 なぜ、また再生可能エネルギーなのか？
〜エネルギー問題と新・再生可能エネルギー〜
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　薪や木炭はどの国にもありましたし、石炭も、
薪や木炭ほどではないにせよ、まださまざまな国
で産出されていました。ところが石油になると中
東、米国など一部の国に偏在しています。その結
果、経済発展が多量のエネルギー消費に依存する
ようになり、また、エネルギー革命によって世界
的規模での貧富の格差、すなわち持てる国と持た
ざる国でその経済的発展や安定で差が開き、資源
を求める衝突が徐々に顕在化してきます。こうし
て20世紀には「エネルギー安全保障」という課題
が、いつスポットライトを浴びてもおかしくない
時代に突入しました。
　エネルギー安全保障というと、1979年代の石
油危機を想像する人も多いかもしれません。しか
し、問題は半世紀以上も前から徐々に進行してい
たのです。特に日本においては偏在した石油資源
への依存はすでに20世紀初頭から進行していて、
第二次世界大戦の前には日本の石油輸入の実に8
割が米国に依存していました。第二次世界大戦前
の米国による石油禁輸は、第二次世界大戦におけ
る日本の立場へ大きな影響をおよぼします。他に
も戦争に直結するものとして、1990年の湾岸戦
争と呼ばれるイラクによるクウェートの油田を求
めた侵攻もあげられます。
　これに比べれば、1973年に始まる石油危機は
供給が途絶えたわけではなく、単に価格が上がっ
ただけなのでまだましな方かもしれません。しか
し、石炭から石油への転換が進み、石油の重要性
が増していたことが災いしました。すなわち、第
四次中東戦争に端を発した第一次石油危機では、
原油の輸入価格が4倍となり、日本においては物
価の異常な高騰をもたらしました。狂乱物価と呼
ばれ、経済へのインパクトも大きく、1974年に
戦後初めてのマイナス成長（GDP 成長率マイナ
ス1.2%）を記録しました。これに追い打ちをかけ
るように1979年にはイラン革命に始まる2度目
の石油危機を受け、日本政府も本腰をあげて対応
し始めます。

　もし日本に石炭や天然ガスの資源が豊富であれ
ば、第二次世界大戦や石油危機では違った未来が
あったかもしれません。現実は日本の化石燃料資
源は非常に限定されているため、石炭や天然ガス
などの輸入促進、あるいは化石燃料以外の資源の
開発しかありませんでした。実際、化石燃料に比
べ少量の輸入ウランで長期間の供給を維持できる
ことから、準国産エネルギーと位置づけられてい
る原子力、そして地熱や太陽光、風力、海洋など、
国産として位置づけられる再生可能エネルギーを
開発することが重要になってきました。
　こうした危機感は日本のみならず全世界的に共
有され、1970年代半ばから1980年代前半にかけ
て、エネルギー源の多様化と化石燃料への依存を
減らすべく、先進国を中心に再生可能エネルギー
の開発が本格的に始まります。日本では、「石油
代替エネルギーの開発および導入の促進に関する
法律」を1980年に制定、さらに現在の国立研究開
発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の前身である新エネルギー総合開発機
構が設立され、「サンシャイン計画」と呼ばれる太
陽光発電を中心とする新エネルギーの研究開発に
国をあげて取り組むことになります。欧州でも、
風力で有名なデンマークが風力発電の開発と普及
に本格的に取り組みだしたのもこのころです。米
国でもバイオマス発電や風力発電が脚光を浴びる
ことになります。「必要」は「発明の母」とも呼ば
れますが、石油危機における石油代替エネルギー
の「必要」はまさに「再生可能エネルギー復興の
母」といってよいでしょう。
　エネルギー安全保障への危機感が薄れる中で
も、21世紀にかけては石油危機の経験を生かし、
エネルギー源の多様化、特に電源の多様化が進み、
天然ガスや原子力などもエネルギー源として大き
な役割を担うようになってきました。1973年に
おける日本の一次エネルギー（電気やガソリンな
どに転換する前のエネルギー）における石油の割
合が75.5% であったのに対し、2013年の割合は
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43.9% です。一般電気事業者（電力会社10社）の
石油による発電量に至っては、1973年の75 %
から2013年には26% にまで下がっています。
　なお、再生可能エネルギーの中でも、太陽光や
風力は発電用途であり、本連載においても電力の
話題が多くなっていますが、再生可能エネルギー
は多用途です。中でも、化石燃料に近い資源とし
てはバイオマスが特筆に値します。石炭・石油が
化石燃料と呼ばれるゆえんは、これらが古代の植
物が堆積したものに由来するからです。動植物な
ど生物資源を英語でバイオマスと呼ぶことから、
動植物を資源とする再生可能エネルギーをバイオ
マスエネルギーと称し、発電に用いる場合をバイ
オマス発電、液体燃料に用いる場合を特にバイオ
燃料と呼びます。バイオ燃料はバイオエタノール
やバイオディーゼルで有名ですが、明確なニーズ
と資源制約という環境があった20世紀初頭から
すでに研究されていました。
　実際、石油からつくられるガソリンやディーゼ
ル油は輸送用燃料として大変重要な燃料ですが、
これら燃料が普及していなかった時代では再生可
能なバイオ燃料が使われることもありました。例
えば自動車の大量生産に成功したヘンリー・
フォードによる1919年製 T 型フォード車は、お

酒と同じ成分からなるエタノールを燃料として使
えるよう設計されていました。
　他にも、資源制約の中で石油の代替燃料として
注目されたものに、南洋油桐（ナンヨウアブラギリ）
と呼ばれる植物があります。この種子に油分が多
く含まれることから、第二次世界大戦中、日本軍が
戦闘機の燃料が枯渇する中で当時占領下にあった
台湾やインドネシアにてこれを栽培し、その種子
から石油代替燃料の製造を試みたのです。この南
洋油桐は学名ジャトロファと呼ばれ、現在では世
界的にバイオ燃料の一つである、バイオディーゼ
ルの原料の一つとしても知られています。
　バイオ燃料は現代の輸送用燃料においてますま
す重要になってきています。石油危機以降、電力
においては石炭、天然ガス、原子力、地熱、水力な
ど他の代替手段が多様であるため、石油のシェア
の下がり具合がより大きくなります。逆にいえば、
石油の代替燃料であるバイオ燃料の重要性は、多
様化が難しい分野にシフトすることになります。
特に自動車や船舶、航空機などの輸送用燃料がこ
うした分野に相当します。実際、21世紀に入っ
てすぐ、2000年代初頭に原油価格の高騰が始ま
り、2008年2月には $100 ／バレルを突破しま
すが、1970年代のエネルギーセクター全体への
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影響と違い、輸送用燃料などに限定されるように
なってきたのは大きな成果です。
　一方、途上国・新興国などでは電力も含めてい
まだエネルギーの多様化が進んでいない国々がま
だ多くあり、中でも輸送用燃料を含めて輸入に
頼っている途上国では、石油価格高騰のダメージ
は大きくなります。
　これらの国々においては、石油価格高騰の結果
として石油製品の需要が少なくなる一方、一般的
に代替製品があればその競争力が増すことになり
ます。代替製品がバイオ燃料など国内資源であれ
ばなおさらです。特に東南アジアの新興国である
フィリピン、タイ、インドネシアなどは農業国で
もあり、前述のバイオ燃料の原料となる国内資源
にも恵まれていたため、これらの資源を有効利用
できるバイオ燃料ブームが起こります。これらの
国々では原油や石油製品の輸入量が大きく、貿易
収支の悪化とともに経済への影響が深刻だったの
です。これに対抗する処方としての国産バイオ燃
料の普及には、貿易収支の改善以外にも、国内農
業やバイオ燃料産業の育成など、エネルギー分野
以外にも好影響が期待されました。2007年、フィ
リピンにて開催された第2回東アジアサミットで
の主たるテーマも原油価格の高騰とこれへの対処
であり、日本もこの会合において、アジアにおけ
るバイオ燃料を含むバイオマスエネルギー利用促
進への援助を宣言しています。
　このように2000年代初頭の石油価格の高騰は
バイオ燃料が商業化される契機となり、アジアだ
けでなく欧州、米国、中南米でもバイオ燃料が広
く普及するようになりました。が、問題も浮上し
ます。バイオ燃料の中でも石油製品と競争できる
のは、主として第一世代の技術と呼ばれるパーム
椰子（バイオディーゼルの原料）やサトウキビ（バ
イオエタノールの原料）など広く食糧用の農作物
を原料とするものに限られたため、これらの需要
が増え、投機的要因も重なり、全世界、特に原料
の生産国の多いアジアにおいて食糧価格の高騰を

招きました。特に途上国の貧困層への経済的負担
が大きな問題となり、批判にさらされたのです。
原油価格の下落に加え、こうした批判もあり、現
在では当時のブームは去りましたが、徐々に食糧
との競合が少ない第二世代以降、すなわちセル
ロースと呼ばれる木質材料をも原料の選択肢とし
て広く利用できる技術開発に向けた、研究開発や
政策努力が続けられています。

　1980年代の半ばにかけて「逆オイルショック」
と呼ばれる原油価格をはじめとするエネルギー価
格の急落とともに、日本においては「喉元過ぎて
熱さを忘れた」ように70年代の狂乱は終わりを告
げます。再び原油価格が上昇する21 世紀の初め
までエネルギー価格を巡るエネルギー安全保障の
議論はしばらく鳴りをひそめる一方、80年代終
わりごろよりエネルギー利用に伴う新たな問題、
すなわち地球温暖化をはじめとする環境問題が浮
上してきます。
　エネルギーの利用を原因とする環境問題は、石
炭利用による煤煙や酸性雨、石油の流出による海
洋汚染などが古くから問題となってきました。酸
性雨は、石炭などの化石燃料の燃焼によって排出
される硫黄酸化物や窒素酸化物が空気中の水蒸気
と反応して、強い酸性の硝酸や硫酸に変化するこ
とが原因です。欧州や米国では広大な森林を立ち
枯れにしました。煤煙も石炭の燃焼が主な原因で
す。ロンドンのスモッグが昔から有名ですが、最
近では中国での煤煙による大気汚染がよく話題に
なります。これらの環境問題は発生源の周辺に集
中するため、はっきりとした具体的な汚染として
理解できます。
　ところが、地球温暖化となると少々厄介で、長
い間放置されてきました。なぜでしょう。またど
うしてエネルギー問題なのでしょうか。
　地球温暖化とは地球の大気の温度が少しずつ上

過ぎたるは及ばざるが如し？
笛吹けど踊らず?
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昇することと、これによる環境の変化がもたらす
問題のことです。地球の大気の温度は地球が得る
熱と失う熱の間の長年のバランスで保たれていま
す。得る熱とは、太陽光として地球に入ってくる
ことにより生成される熱と地球そのものが生成す
る熱があります。失われる熱とは、地球から宇宙
空間に赤外線などの電磁波として放射され失われ
るエネルギーを指します。この熱の出入りの過程
で、もし地球から放射され失われる熱が徐々に少
なくなればバランスが崩れ、大気の温度が徐々に
上昇すると予想されます。これが地球温暖化です。
　地球から放射され失われる熱が少なくなるとは
どういうことでしょうか。ここに化石燃料を使用
することにより発生する二酸化炭素が登場しま
す。宇宙空間に電磁波として放射される熱を二酸
化炭素が一部遮ってしまうのです。
　この現象は、1827年にさかのぼり、フランス
の数学・物理学者で「フーリエ級数」でも有名な
ジョゼフ・フーリエが温室効果として発表してい
ました。また、1862年にはアイルランド出身の
ジョン・チンダルという物理学者が温室効果をも
たらす気体として二酸化炭素、水蒸気やオゾン、
メタンなどを発見し、これらの増加が地球温暖化
をもたらす可能性を示唆しました。さらに1892
年にはスウェーデンのノーベル化学賞受賞者ス
ヴァンテ・アレニウスが、二酸化炭素濃度が2倍
になると気温は5度～ 6度上がる可能性があると
指摘しています。
　しかし、その後20世紀に入っても温暖化を肌
で感じられた期間が続いたわけではなく、一時は
氷河期や「地球寒冷化」の可能性も議論されてい
ました。本格的に関心を引き始めたのはチンダル
やアレニウスが地球温暖化を指摘してから一世紀
も経た1980年代、気温が上昇に転じ、暑さを肌
で感じ始めてからです。本格的な学術研究が始ま
り、1988年には国連の主導で、地球温暖化に関
する科学的知見の集積・発信センターとしてこれ
を各国政府間で協力、まとめるための政府間パネ

ルと呼ばれる組織が設立されます。
　さらに1992年にはブラジルのリオデジャネイ
ロで環境と開発に関する国際連合会議（地球サ
ミット）が開催され、この中で気候変動枠組条約
が採択されるとともに、舞台は国際政治に移りま
す。本会議では「アジェンダ21」と呼ばれる行動
計画の中で再生可能エネルギーに言及、これを開
発すべしと明記され、再生可能エネルギーが一国
の安全保障のための手段から、地球温暖化を抑制
するための手段として地球規模の利益に貢献する
ことが共通認識となります。1997年には日本で
開かれた地球温暖化防止会議にて「京都議定書」
と呼ばれる二酸化炭素を主とする地球温暖化ガス
削減の国際的枠組みがつくられました。日本にお
いても同年、再生可能エネルギーや省エネルギー
につながる現実的でかつ新たな技術を「新エネル
ギー」と称し、これを政策的に促進する政策が出
されました（「新エネルギー利用等の促進に関す
る特別措置法施行令」）。
　しかし、地球温暖化に対して国際的に取り組む
には大きな落とし穴があります。二酸化炭素の排
出に対し、どの国がどの程度責任を負うのか、ま
た、どの国や地域が被害をこうむるのかなどは、
科学的根拠に基づく具体的な数字がはっきりして
いないのです。一般論では賛成しても自分の国に
負担のかかる各論には賛成しないという典型的な
反応です。実際、この国際的枠組みには二酸化炭
素の排出量の最も多い米国、中国などが参加しま
せんでした。また、現在においても国際的枠組み
における合意には、科学的知見と政治が最も大き
な障害となっています。
　このように国や地域によって地球温暖化に対す
る対応に温度差がある中、酸性雨や煤煙による被
害など環境問題で苦い経験をした欧州において、
素早い反応が見られました。石油危機後の安全保
障に関する危機感が薄れつつある1990年代、ド
イツ、スペイン、デンマーク、イギリスなどでは
いち早く再生可能エネルギーの導入促進を加速さ
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せるべく、研究開発の段階から導入促進に誘導す
るため、さまざまな政策手段が取られるようにな
ります。
　こうした市場への積極的な導入促進策の結果、
最も熱心に進めていた欧州において、太陽光発電
に比べ技術的ハードルが低い風力発電の急速な普
及に続き、太陽光発電もドイツやスペインで徐々
に普及し始めます。日本も家庭用太陽光発電への
補助金政策が始まった1992年を契機に、太陽光
発電に限れば世界の先陣を切って走り出します。
　人間は何が起こるか分からない未来を割り引い
て考える「くせ」があります。これは決して悪い
ことではなく、まだ見ぬ未来の危機より差し迫っ
た危機を重要視する傾向の現れです。一方、未来
のことは分からないから何もしないのではなく、危
機が予想できるなら、なるべくその程度を把握し、
危機に備えるようとするのは人の知恵でしょう。
地震や津波に対する防災などはその典型です。エ
ネルギー安全保障の問題が前者の「今そこにある
危機」とすれば、地球温暖化は後者の「忍び寄る未
来の危機」といえるでしょう。
　日本のエネルギー政策における対応を見てみる

と、エネルギー安全保障への対応が1980年の「石
油代替エネルギーの開発および導入の促進に関す
る法律」に代表されるのに対し、これに相当する
地球温暖化問題への対応は「石油代替」を「非化
石」に置き換えた2009年の「非化石エネルギーの
開発および導入の促進に関する法律」に代表され
るでしょう。石油代替エネルギー法の場合は
1973年に危機が発生してから制定まで約7年、
非化石エネルギー法は1980年代末に問題が指摘
され、1992年のリオにおける地球サミットや
1997年の京都会議を経て法制定に至るまで20年
近くかかっています（アレニウスが二酸化炭素濃
度が上がれば気温が上がることを指摘してからは
一世紀です）。「いまそこにある危機」とじわじわ
忍び寄る「他人事かもしれない危機」の違いがよ
く出ています。吹かれた笛に導かれ踊っていいの
か、先に何が待っているのか、迷いつつもようや
く歩き始めたといえるかもしれません。

　エネルギー安全保障と地球温暖化というエネル

天災は忘れた頃にやってくる?
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ギー問題の観点からみれば、原子力は「問題」では
なく「解決策」です。エネルギー政策の土台とし
てこれを進めてきた日本のエネルギー政策にとっ
て、これらの問題は原子力を進める上での追い風
でした。実際、2000年以降、欧米で再生可能エ
ネルギーの導入が加速的に進む中、日本の再生可
能エネルギーの導入量の伸びは欧米に比べ次第に
鈍っていきます。
　このような中、2011年の3月、東日本大震災の
津波によって福島第一原子力発電所の事故が起こ
りました。1979年のスリーマイル島（アメリカ）、
1986年のチェルノブイリ（ロシア）に続く原子力
発電の大きな事故になってしまいました。これま
でエネルギー安全保障や地球温暖化からくる化石
燃料の資源制約を追い風に、順風満帆で進んでき
た原子力発電に「安全性」という制約が重くのし
かかってしまいます。地球温暖化が曖昧模糊とし
た将来の話であったのに対し、原子力の安全性と
これからくる電力不足は目の前の現実です。
　世界的には、エネルギー安全保障と地球温暖化
が再生可能エネルギーの復権を支えた大波であっ
たことは疑う余地はありません。しかし、日本に
おいて資源制約の中で再生可能エネルギーの重要
性を決定的にしたのは、原子力という選択肢への
制約です。実際、日本において、再生可能エネル
ギーへの期待が膨らむ中、爆発的に導入が進んだ
のは2012年に固定価格買取制度が導入されて以
降です。
　さて、この問題は将来の原子力発電や再生可能
エネルギーにどのような影響を与えるのでしょ
う。日本の将来のエネルギー・ミックスにおける
2015年の議論では、2030年の電源構成において
原子力を20％～ 22%、再エネは22％～ 24%（太
陽光7.0%、風力1.7%、バイオマス3.7％～ 4.6%、
地熱1.0％～ 1.1%、水力8.8％～ 9.2%）としてい
ます。事故前で原子力が約3割、再生可能エネル
ギーでは水力以外は無視できる程度しかなかった
のに対し、新しい計画では再生可能エネルギーは

原子力とほぼ同じか、それを上回る量となること
が期待されています。

　このように人類とエネルギーのかかわりは、エ
ネルギーへのニーズ、持てる技術と利用できる資
源の質と量との相互作用で進化してきたといえま
す。20世紀はその中でも化石燃料の資源制約が
見えてきた中、資源制約の少ない再生可能エネル
ギーという古くからある資源に対し、新しい技術
が進化、登場しつつある過程といえるかもしれま
せん。当然再生可能エネルギーにも問題はありま
す。化石燃料や原子力の場合と同様、利用が進め
ば進むほど問題が大きくなっていきます。
　次章でも触れますが、例えば太陽光や風は自然
の気まぐれでコントロールすることが困難である
ことがあげられます。このため、特に電力におい
て、その出力が変動するという問題が生じます。
現在の電力の送配電システムでは出力が安定して
いることが前提であり、これにより安定した電力
供給を保っていますが、このシステムに再生可能
エネルギーからの出力変動が加わると、大きな障
害が発生する恐れがあります。
　再生可能エネルギーに関しては発展途上の段階
であり、今後さまざまな問題が予想されるものの、
これまで述べた問題解決策として際立った利点を
持つこと、また、技術がまだ発展段階にあること
から、問題があっても技術によって解決できるか
もしれないという期待があります。
　新たな資源と技術との葛藤の始まりといえるか
もしれません。エネルギー資源の制約に対して技
術的解決があるのか―あるいはニーズそのものが
変わっていくのか―エネルギー利用における次の
時代に向けた進化の途上にあるといえるでしょ
う。

まとめ
〜「一難去ってまた一難?」 新たな挑戦 〜
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　再生可能エネルギーは無限に存在し、それに比
べて我々が消費するエネルギーの量はかなり小さ
いのですが、なぜ今のところ再生可能エネルギー
でエネルギー消費の全てを賄うことができないの
でしょうか。例えば、地球の表面が1時間に受け
る太陽光エネルギーは人類の1年間のエネルギー
消費量に匹敵します。太陽エネルギー以外にも、
風力、水力、バイオマス、地熱、海洋エネルギーが
あります。
　その理由には、再生可能エネルギーは化石燃料
など従来型エネルギーと比べてエネルギー密度が
低いこと、利用可能な場所が限られていること、
不安定なこと、貯蔵・輸送が困難なこと、などが
あげられます。これらの再生可能エネルギーの特
徴と課題を見ていきましょう。

　化石燃料は主に地中に蓄えられており、存在す
る量は多いのですが補充される早さが非常に遅い
ため、使えばなくなります。つまり、ストック型（貯
蓄型）のエネルギーです。使えばなくなるという
欠点がありますが、使いたいときに必要な量だけ
使えるという長所があります。
　一方、再生可能エネルギーは、長い間使い続け
ても枯渇しない自然由来のエネルギー源です。枯
渇しないということは、量が非常に膨大であるた
めに使ってもなくなるまでに相当の時間がかかる
という意味ではなく、エネルギーが常に循環して
いる、または、使用してなくなっても再生される

（renewable）という意味です。つまり、再生可能
エネルギーは基本的にはフロー型なのです。その
点で、太陽エネルギー、風力、水力、海洋エネルギー
は再生可能エネルギーで、これらは全て太陽から

のエネルギーによるものであり、太陽がなくなら
ない限り供給され続けます。
　バイオマスは少し例外で、太陽光線による植物
の光合成、植物を食べる動物の糞尿、という意味
で部分的・間接的に太陽エネルギーがもたらすも
のなのでフロー型ですが、同時に、貯蔵されるの
でストック型としての特徴も持ちあわせます。
　ほとんどの再生可能エネルギーがフロー型であ
ることが、まず大きな問題になります。貯蔵がし
にくいのです。つまり、晴れている時、風が吹い
ているとき、波が高いときにしか、利用できない
のです。再生可能エネルギーをいつでも利用した
いときに必要な量を利用するためには、一度電気
に変換して蓄電池などに貯めなければなりません
が、そうすると費用がかさみます。

　ほとんどの再生可能エネルギーは、エネルギー
の密度が小さいという短所があります。石油など
の化石燃料は1リットルや1キログラムあたりで
エネルギーの量が計られますが、太陽光や風力は
1平方メートルあたりで計ります。これは先述の
ように、フロー型だからです。したがって直接の
比較は難しいのですが、発電所という単位で比較
すると非常に分かりやすくなります。
　例えば、原子力発電所1基（100万 kW 級）は0.6
平方キロメートルの敷地が必要ですが、この原子
力発電所が年間に発電する電力量（約70億 kWh）
を他の発電所で生産する場合に必要な面積は、火
力発電ではほぼ同程度ですが、太陽光発電では約
58平方キロメートルとほぼ山手線の内側の面積
が必要になります。また、陸上風力発電の場合は
約214平方キロメートルも必要になります。

＜執筆者＞柴田　善朗
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
新エネルギー・国際協力支援ユニット
新エネルギーグループ　研究主幹

第四章 再生可能エネルギーの課題
〜不安定で限りある自然を相手とする高コスト技術〜

再生可能エネルギーはフロー型 密度の小さい再生可能エネルギー
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　これは、再生可能エネルギーの密度が低いこと
に加えて、利用できる時間が限られていることも
原因です。太陽光発電は日中や晴れているときに
しか発電できませんし、風力発電は風が吹いてい
る時しか発電できません。
　現在の太陽光発電の発電効率は15% 程度です
が、60% に上げるための技術開発も実施されて
います。効率が4倍になるので必要な面積は4分
の1に減少しますが、それでも原子力発電所や火
力発電所と比べて広大な面積が必要になります。
次に、自然は限りがあるものですから、際限なし
に再生可能エネルギーに利用できるわけではない
という問題を見ていきましょう。

　日本で1年間に消費される電力は約1兆 kWh 
ですが、これを太陽光発電で賄う場合には約1万
平方キロメートルが必要で、なんと青森県の面積
に相当します。もちろん、電力消費量の全てを太
陽光発電で賄うというのは非常に極端な例ですが、
このように非常に大きな土地が必要になります。
　そもそも、日本は国土の7割が森林地帯、6割
が山岳地帯であり、風力発電や太陽光発電を無理
なく建設できる土地は限られています。国立公園
や自然公園内での地熱発電や風力発電の建設に対
して規制緩和が進められていますが、変わらず制
約が多いことは確かです。また、日本に数多く存
在する耕作放棄地にメガソーラーを建設するとい
う動きもありますが、景観や生態系への影響が懸
念されたり、食糧自給率の低い日本が、本当に農
地を再生可能エネルギーのためにだけに利用して
もいいのかという課題も残ります。住宅では、耐
震基準の問題で、1981年以降に建てられた住宅
にしか補強工事なしに太陽光発電を設置すること
ができません。
　洋上ではこのような土地利用の制約はないかと

思われがちですが、漁業権の問題があり、洋上風
力発電や海洋エネルギーの開発の障壁の一つと
なっています。バイオ燃料は、クリーンな自動車
用燃料として期待されていますが、食物生産用の
農地を奪ってしまうという問題もあります。
　このように、さまざまな用途に利用される限り
ある自然を再生可能エネルギーのためだけに無制
限に利用することは現実的ではありませんので、
自然との共生や我々の社会・経済生活の維持など
を踏まえた利用計画が必要になるのです。

　太陽光や風力は「自然まかせで不安定」とよく
いわれますが、どの程度不安定なのか見てみま
しょう。我々の電力の使い方と比較すると分かり
やすくなります。
　資料①（P23）は、日本全国の冬のある1週間の
電力需要、風力発電出力、太陽光発電出力の毎時
の変化を比較しています。我々人間は好きな時に
好きなだけ電力を使用しています。使う量も時間
も、家庭、事務所、工場によってさまざまですが、
日本全体で見た図が一番上の図です。朝から電力
需要が増加し、昼食時に少し減少し、夕方に向け
て増加します。その後、早朝に向かって減少して
いきます。平日と週末の差や季節による差はあり
ますが、おおよそ規則的な動き方をします。
　一方、風力発電の変動には規則性は見られない
ことがわかります。また、電力需要と比較すると
かなり小刻みに動いていて変動が激しいことがわ
かります。太陽光発電は比較的規則正しい変動を
していますが、当然のことながら夜間の発電は見
込めません。
　電力需要は常に需要と供給が一致していなけれ
ばなりません。変動性の大きい再生可能エネル
ギーが大量に導入されると電力系統の不安定性が
大きくなり、電力の需要と供給のバランスが崩れ、

自然は再生可能エネルギーの
ためだけにあるのではない

再生可能エネルギーは
どの程度不安定か
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資料①　変動性：電力需要・風力・太陽光
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停電を引き起こす可能性もあります。
　我々が使用する電力は、一般的に、原子力発電、
石炭火力発電、水力発電など安価で安定的な出力
を維持するものと、電力需要の変動に対応する天
然ガス火力発電や石油火力発電によって賄われて
います。この構成の中に大量の太陽光発電や風力
発電が入ってくるとどうなるでしょうか。停電が
起こらないまでも出力の変動が大きいことから、
電力需要の変動にあわせるためには、主に火力発
電の出力調整の頻度が多くなり負担が増えます。
　また、再生可能エネルギー発電量が電力需要を
下回るときには、火力発電など他の電源を稼動さ
せることで電力需要を満たさなければなりませ
ん。反対に上回るときは、余分な再生可能エネル
ギーの発電を抑制したり貯めたりしなければなり
ません。このような対策が必要になることから余
分なコストが増えます。

　不安定であること以外にも再生可能エネルギー
特有の課題があります。それは、地域によって、
資源量が大きく異なることです。風力を例にとる
と、日本では、北海道、東北、九州で風況が優れて
いますが（資料② P25参照）、これらの地域に大
量の風力発電を建設しても、地域内の電力需要が
小さく、風力発電からの電力を使い切ることがで
きないような状況が発生します。その場合、地域
外に送電するという考えがあります。
　欧州では、広域で送電網が発達しており、大量
の風力発電や太陽光発電を導入しても、地域間や
国の間で比較的容易に電力のやり取りが可能なた
め、ドイツの大量の風力発電からの電力を他地域
や他国に送ることが可能です。一方、日本は外国
と送電線は接続されていませんし、地域間でも送
電網の接続度合が小さいため、風力発電や太陽光
発電の発電電力を他地域に送ることが難しい状況

です。北海道と東北、東北と関東などを接続する
送電線の増強は検討されていますが、土地収用に
長い時間や膨大な費用がかかるという課題があり
ます。

　低密度で不安定な再生可能エネルギーを大量
に導入させるために、さまざまな方法が検討され
ています。まずは、出力抑制といわれるものです。
先述のとおり、大量の再生可能エネルギーが導入
されると調整しきれない余分な電力が発生しま
す。これを余剰電力と呼びます。この余剰電力
は行き場のない電力ですので、捨ててしまうとい
う方法が出力抑制です。捨てるというともった
いない感じもしますが、余剰電力が僅かしか発生
しない場合は、設備費用の高い蓄電池などをわざ
わざ導入するのではなく、捨ててしまった方が経
済的なのです。ちなみに、日本の現在の再生可能
エネルギー導入レベルではほとんど余剰電力は
発生していませんし、ドイツでも2012年の太陽
光発電の出力抑制量は買取電力量の0.06% に過
ぎません。
　ただし、あまりにも大量の余剰電力が発生する
場合は、話は異なります。その場合、電力を貯蔵
することが対策として考えられています。現在
最も広く使われている電力貯蔵技術は揚水発電
です。日本は揚水発電が多い国で、世界の揚水発
電の設備容量1億4000万 kW のうち2割にあた
る2700万 kW が日本にあります。ですので、揚
水発電は有力な余剰電力対策の一つとして考え
られています。再生可能エネルギーからの余剰
電力を揚水発電で水をくみ上げる形で貯蔵し、電
力需要が大きい時間帯に放水することで貯蔵し
た電力を放出します。蓄電池も余剰電力対策の
一つですが、高コストや自己放電などのデメリッ
トがあることから、現在は、長期間の電力貯蔵に

地域偏在性も再生可能エネルギー
特有の課題

導入拡大に向けた技術的対策
〜どのように不安定性を制御するか〜

エネルギーを読み解く本文_八[2-47].indd   24 2016/05/16   18:31:05



25

出所：平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書、環境省

資料②　陸上風力の導入ポテンシャル分布図
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は適さず、再生可能エネルギーの数秒～数十分レ
ベルの出力変動への対応が期待されています。
電気自動車も蓄電池の一つとして考えられます。
また、貯湯槽付き電気温水器（電熱ヒーター型と
ヒートポンプ型）は、電力を熱に変換するもので、
再生可能エネルギーの余剰電力をこれらの機器
に投入することで熱を作り、貯湯槽に蓄えること
もできます。
　再生可能エネルギーから電気分解で水素を製造
したり、その水素と二酸化炭素を反応させてメタ
ンをつくる試みもなされています。これらは、
“Power to Gas” と呼ばれ、ドイツを中心に多く
の実証試験が実施されています。水素は、燃料電
池（定置用コージェネレーションや自動車）、水素
タービン発電、燃焼機器等のエネルギー用途のみ
ならず、化学合成用原料としても利用することが
できます。水素の利点は、蓄電池と比較して長期
間貯蔵のロスが小さいことであり、したがって、
風況の良好な冬期に風力発電の余剰電力で水素を
製造し、その水素を貯蔵し、風速が弱まると同時
に電力需要が増加する夏期に燃料電池で発電する
ことができます。ただし、電解装置、水素貯蔵・
輸送設備、水素利用機器を含めた水素利用システ
ムを新しく構築することが必要になり、その経済
性が課題となります。一方、水素を二酸化炭素と
反応させて天然ガスの主成分であるメタンを生成
する場合は、メタンをそのまま天然ガスパイプラ
インに注入することも可能になり、電力システム
と天然ガスパイプラインをつなぐことができ、再
生可能エネルギーの変動性に対する対策をエネル
ギーシステム全体で請け負うことが可能になりま
す。
　その他に、不安定性を制御する技術ではありま
せんが、太陽光発電や風力発電の発電予測も重要
な技術です。予測が立てられれば、火力発電など
の調整電源の運転計画が立てやすくなります。

　再生可能エネルギーは自然条件任せであり、現
代社会で利用しようとすると、どうしても現在の
経済や生活を前提として導入拡大の可能性が論じ
られることが多く、先述の通り、再生可能エネル
ギーをいかにコントロールするかに焦点を置いた
技術開発が多く見受けられます。これらの試みは
非常に大事なことですが、違った視点からの取り
組みも見られます。それは、我々消費者が、再生
可能エネルギーの変動にあわせて電力の使い方を
変えるという試みで、デマンドレスポンスと呼ば
れています。デマンドレスポンスは、元々は、ピー
ク電力需要を削減する目的で米国を中心に開始さ
れました。ピーク時間帯に、電気料金を高くする
ことで電力使用量の削減を促したり、電力使用量
を削減した需要家に金銭を支払ったりする制度で
す。この仕組みを利用して、再生可能エネルギー
からの発電出力が大きい時間帯に電力消費量を増
加させて、発電出力が少ない時間帯には減少させ
ます。現在のところ、このような取り組み例は少
ないものの、スマートグリッド技術の導入ととも
に自動制御が可能になり、可能性は広がると考え
られます。ただし、電力需要がどの程度の量・速
度で反応できるかを特定する必要があり、また、
需要家の経済性や利便性を損なわないような制度
設計が必要になります。

　近年、再生可能エネルギーといえば、太陽光発
電が主流となっています。太陽光発電は新しい技
術でハイテクです。ところが、元来、再生可能エ
ネルギーはローテク技術によって利用されてきま
した。例えば、太陽熱温水器です。もちろん、温
度や流量の制御などはありますが、基本は太陽エ

電力だけではない
〜熱利用の拡大も重要な課題〜

導入拡大に向けた技術的対策
〜どのように不安定性と付きあうか〜
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ネルギーによって水を温めるというだけの非常に
シンプルな技術です。それでも、例えば家庭にお
けるエネルギー需要の半分を占めている熱需要に
適応させることで、大きな省エネ効果や二酸化炭
素排出削減効果を得ることができるのです。さら
に、熱は電気と異なり容易に安価に蓄えることが
できます。再生可能エネルギーの電力利用のみが
注目されがちですが、熱利用の拡大も非常に重要
な課題であることを忘れてはいけません。

　以上見てきたとおり、再生可能エネルギーは密
度が小さく、不安定であり、貯蔵にコストがかか
り、我々の現在のエネルギーの使い方にマッチさ
せることが非常に困難なのですが、技術開発に
よって長期的には低コストで完全に制御できるか
もしれません。再生可能エネルギーの導入拡大に
向けて、今後も技術が果たす役割は非常に大きい
ことには変わりありません。発電効率が60% 以

上ともいわれる量子ドット太陽電池、藻類バイオ
マス、人工光合成など新しい技術や蓄電池の低コ
スト化など現在も研究が続けられており、このよ
うな研究開発は今後もベースとして非常に重要で
す。ただ、革新的な技術はいつ形になるか予想で
きないものです。したがって、基礎技術の研究開
発と並行して、フロー型の再生可能エネルギーを
いかに上手に使うかという発想も必要ではないで
しょうか。
　そのためには、今のエネルギーの使い方を見直
すということも必要になってきます。密度の小さ
い不安定なエネルギーへの依存を少しでも高める
ためには、当然のことながら利用する側の姿勢も
変えなければなりません。再生可能エネルギー利
用に係る課題は、先端技術だけの問題ではなく、
我々のエネルギーに対する考え方の問題でもある
のです。

おわりに
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　本章では、特に東日本大震災後を契機に日本で
重要性が再認識されている分散型エネルギーシス
テムを取り上げ、化石エネルギーと比較して資源
がより普遍的に存在している再生可能エネルギー
と分散型エネルギーシステムの関わりと分散型エ
ネルギーシステムの発展形として、ＩＴ技術をは
じめとする最新技術を取り入れたスマートコミュ
ニティの実証事業と今後の方向性について触れま
す。
　今までの日本では、工場や商業地域、住宅地な
どの電力を必要とする地域とは離れた場所にあ
る、大規模の原子力発電所や火力発電所で発電し
た電力を送って利用することが主流となってきま
した。このようなシステムを「集中型のエネル
ギーシステム」といいます。集中型のシステムで
は、石油や石炭、天然ガス、原子力といった発電
用の燃料が輸入しやすい場所に大規模で効率の良
い発電所を建設し、高電圧、大容量の送電線で需
要地まで送電しています。送電の際に送電線など
の抵抗によって電気エネルギーが熱として失われ
てしまう損失（送電ロス）も発生しますが、送電ロ
スは高電圧、大容量の送電システムで最小限にし
ながら、管理もしやすく総発電コストも抑えやす
いなどの利点を優先させてきました。
　東日本大震災前の日本の電源システムは、少な
い送電ロスや短い停電時間などにおいて世界的に
最も優れた水準に達していました。また、日本に
おける電力の品質管理は世界でもトップクラスで
した。日本の製造業はこのようなトップクラスの
電力供給を前提に、世界で最高品質ともいわれる
「ものづくり」を行ってきました。日本の電力供給
における大規模集中型のエネルギーシステムは、

世界における成功事例でもありました。この大規
模集中型の電源システムの成功に基づいて、発電
部門での二酸化炭素の排出削減の達成も、大規模
で安定した出力の原子力発電の方がコストも安く
管理もしやすいので、原子力発電が好まれる傾向
にありました。
　しかし、その大規模集中型電源システムで世界
のトップクラスの日本において、東日本大震災で
大規模な発電所で発電停止してしまったことによ
り、東京電力管内では大規模な電力不足に陥り、
一部の重要施設を含む地域を除いた全地域で輪番
の停電を行うといった大混乱に直面しました。輪
番停電の環境下では、安定した高品質の製品の製
造にも支障が出ました。これを契機に、自然災害
などによる悪影響を最小限にするため、産業界で
は個別の会社や事業所ごとに事業継続計画（BCP 
：Business continuity planning）が、政府では国
土強靭化計画などが立案されました。東日本大震
災を契機に、エネルギーシステムについての認識
が多くの点で変わりました。大規模集中型エネル
ギーシステムが優れる効率や安定性だけではな
く、大規模な自然災害などに直面してもエネル
ギーを安定的に供給し続けることのできる柔軟
さ、強靭さ（レジリエンス）の重要性が、あらため
て強く認識されました。

　このような大規模集中型エネルギーシステムと
は対照的に、小規模の発電所・発電機などが電力
を利用する地域や住宅地に分散しているようなシ
ステムのことを「分散型エネルギーシステム」と
いいます。分散型エネルギーシステムは発電機の

＜執筆者＞池田　隆男
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
新エネルギー・国際協力支援ユニット
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第五章 再生可能エネルギーが変える
エネルギーシステムとその未来
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規模が桁違いに小さいため、同じ電力需給の規模
で必要となる発電機の台数は桁違いに多くなり、
システム全体で見た場合には管理しにくくなりま
す。また、全体としての費用も高くなりがちです。
しかし、集中した大規模発電所が自然災害などに
より停止した場合と比べて、リスク分散の点から
システム全体で見たときの分散型電源システムの
柔軟性、強靭性はより高いことが強みであるとい
えます。震災後の混乱を経験した日本ではこの強
靭さが再認識され、分散型の発電システムの重要
性が見直されました。実はこのような分散型のエ
ネルギーシステムは再生可能エネルギーとの相性
が良く、再生可能エネルギーの促進は、災害時の
エネルギーの安定的供給の確保の点からも重要に
なりました。
　一般的な再生可能エネルギーは、石油などの化
石エネルギーと比較するとエネルギー密度は低い
のですが、エネルギー資源がより普遍的に存在し
ている特徴があります。人の住んでいるところに

は、基本的には太陽、風、水、動植物（バイオマス）
が存在しているといえます。そのため、輸入しや
すい場所での発電機の設置が望まれる化石エネル
ギーとは異なり、再生可能エネルギーを利用した
発電を行うこと自体は比較的容易であるといえま
す。また、二酸化炭素の排出削減に役立つといっ
た長所に加え、太陽が照り、風が吹き、水の流れ
るエネルギー源を移動させることができないた
め、国内の資源を利用することになるので、エネ
ルギー安全保障にも貢献する国産エネルギー源で
あるといえます。また、太陽や水、バイオマスな
どの比較的普遍的に存在する再生可能エネルギー
に加え、地熱や海洋といった資源が偏在しがちな
再生可能エネルギーにも、日本は恵まれています。
一般的な地熱発電は火山性の地熱を利用するた
め、世界的には偏在する火山帯に利用しやすいエ
ネルギー資源があります。世界有数の火山国であ
る日本は、同時に世界でも有数の地熱資源の国で
あり、アメリカ、インドネシアに次いで世界第3
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位の地熱資源量があります。さらに日本は周りを
海に囲まれているので、海流や潮流などの海洋エ
ネルギー資源量にも恵まれています。海洋エネル
ギーは将来の活用が期待され、商業化のための研
究開発が進められています。国土の4分の3が山
地であることからバイオマス資源量も豊富であ
り、日本は再生可能エネルギーの資源量自体は豊
富であるといえます。
　再生可能エネルギーの資源量は豊富であって
も、化石燃料とは異なってエネルギー資源の存在
が広く薄いことが多いので、通常の火力発電所並
みの大規模な発電を行うには広大な土地が必要に
なるか、または収集などのための費用がかかって
しまうことが難点です。また、ある特定の場所に
大規模の太陽光発電所や風力発電所を建設した場
合のことも考えてみましょう。大規模な太陽光発
電所や風力発電所が存在する地域に雲がかかって
日が陰ったり、風が止まったりした場合、発電量
が大きく落ちてしまうといったことが起こってし
まいます。これらエネルギー源は、電力の出力が
変動しやすいのです。しかし、より小規模な発電
所が分散していれば、システム全体として見た場
合には出力変動が緩和されるのです。つまり、発
電所が離れた場所にあれば、風が吹いたり、雲が
かかるタイミングがずれることによって、個々の
発電所の出力の変動がお互いに打ち消しあうこと
になり、全体としてはより穏やかな変動になるの
です。このような出力変動の緩和は、ならし効果
といわれています。
　最近では、太陽光発電による電力を高い値段で
買い取る固定価格買取制度が導入されたことに
よって、広大な土地に太陽光発電を設置する例も
あり、さまざまな出力変動の対策が必要になりつ
つあります。大型の太陽光発電所や風力発電所が
狭い地域に集中するよりは、より小規模な発電所
が分散して別々の場所に分散している方が、なら
し効果のためシステム全体としては安定した発電
ができるのです。エネルギー資源が広く薄く分散

し、変動するような再生可能エネルギーは、収集
コストやならし効果といった点からも、大規模集
中型の発電システムより分散型の発電システムの
方が向いているといえます。
　さらにエネルギーを総合的に利用する効率につ
いても、考えてみましょう。発電だけを見た場合、
送電ロスの点では分散型エネルギーシステムの方
が大規模集中型システムより有利です。しかし、
分散型エネルギーシステムでの個々の発電機の効
率は、大規模な発電所で発電する集中型のシステ
ムよりは劣ることも多く、個々の国の状況によっ
てはシステム全体で明確に有利といい切ることは
困難かもしれません。ところが、発電時に発生す
る熱も利用できる場合の総合的な効率は、分散型
エネルギーシステムの方が有利です。この特徴を
活かした代表例がコジェネレーションシステムで
す。これは、電力と熱を同時に（= コ）生み出す（=
ジェネレーション）システムです。工場や学校、
病院といった蒸気やお湯を大量に利用とする場所
で電力需要と同程度の熱需要があるような場合に
は、総合的な効率は集中型システムを十分に上回
ることができます。
　普遍的に資源がある太陽、風、水、バイオマス
のうち、発電と同時に熱も発生させてコジェネ
レーションシステムとして利用できるのは、バイ
オマスを利用した発電の場合だけです。太陽光や
風力などとは異なり輸送ができるので、海外で安
いコストで収集したバイオマスを輸入して利用す
ることもできれば、国内で間伐材などの未利用木
材、もみ殻や稲わらなどの農業残さ、鶏糞などの
畜産廃棄物を利用して発生地域で発電することも
できます。輸入バイオマスを利用する場合は輸入
しやすい場所で発電することになるので、より大
規模集中型に近いかもしれませんが、国内バイオ
マスを利用する場合は収集に費用がかかるので、
収集コストを考えると大規模より小規模の分散型
発電の方が向いています。このようなバイオマス
発電では、電力としての利用だけではなく、発電
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時に発生する熱も利用できれば費用対効果が良く
なります。実際、ドイツなどでは地域の熱供給も
行うことにより、費用対効果を向上させています。
今の日本では地域の熱供給はあまり普及していな
いので、電力だけで採算を取るには電力の買取価
格を高く設定せざるを得ません。しかし、買取価
格を高くしすぎずにバイオマスを普及させるため
には、地域熱供給のシステムの普及が重要だと思
われます。エネルギー利用の総合効率も向上しま
す。また、熱の側から見ても長距離輸送は困難な
ので、国内バイオマスは収集コストのみならず、
熱供給の点からもエネルギーの地産地消に適した
分散型エネルギー源といえるでしょう。
　また、このような地産地消の観点以外でも、過
疎地や離島における分散型エネルギーとしての再
生可能エネルギーは重要です。一般に、先進国は
化石燃料削減の観点で、新興国では国内電化率向
上の観点で重要といえます。新興国では国内にま
だ電化されていない地域も残っています。アジア

の無電化率は平均で1割程度、インドやインドネ
シアといった人口の多い国の無電化率は2割～ 3
割程度あります。このような電化の整備途上の
国々では、既存の電力網から遠く離れた場所にあ
る過疎地や離島が、電線を敷く費用対効果があま
り良くないために後回しになりがちです。そのた
め、このような地域では、大規模発電所につなが
る電力網に接続するよりも、独立した電力網を建
設する方が安い費用でできる場合も多いといえま
す。このような独立した電力網では立地条件によ
りますが、石油を使ったディーゼル発電と並んで、
電化しようとする地域に既に存在する山間の河川
の流れを利用した小水力発電や太陽光発電、風力
発電といった再生可能エネルギーも有力な電源候
補となります。
　電力が十分に行き届いている先進国でも、本土
の電力網から独立した島などで電力の供給源を
100% 再生可能エネルギーにする取り組みが行わ
れています。このような小規模の独立電力網（マ
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イクログリッド）では、電力の供給源が明確なの
で100% 再生可能エネルギー電源であるとのア
ピールがしやすく、また、輸送費のため本土より
もコストが高くなりがちな石油による発電が多い
ため、再生可能エネルギーによる発電が比較的競
争力を持ちやすいことも影響していると思われま
す。日本国内でも沖縄県宮古島市で、太陽、風力
エネルギーと蓄電池の活用による、積極的な再生
可能エネルギーの導入が行われています。宮古島
は100% 再生可能エネルギーというわけではあ
りませんが、隣接する栗間島では、電力源を
100% 再生可能エネルギーにする実証事業が行わ
れています。
　電力網がつながっている本土では、原子力や石
炭による集中型の大規模発電所による電源と地域
に存在する分散型電源の区別は困難ですが、地域
単位で見た再生可能エネルギーの発電量が地域の
電力消費量を超えるような事例は出ています。岩
手県葛巻町では1999年に地域の産業振興などの
観点から「葛巻町新エネルギービジョン」を制定
して、太陽、風力、バイオマス、地中熱などの再生
可能エネルギーを積極的に導入してきました。
10年前には資源エネルギー庁長官賞を受賞、再
生可能エネルギーによる地域のエネルギー自給率
が100% を大きく超えることが資源エネルギー
庁のホームページにも掲載されている、日本での
先駆的な取り組みです。

　都市部でも住宅の屋根に太陽電池を設置すると
いった再生可能エネルギーの導入の取り組みが進
められ、国内では20年以上の歴史があります。
今後についても、大型の風力発電所やバイオマス
発電所を建設することはあまり現実的ではないの
で、住宅やビルの屋上や壁面への太陽電池の設置

を中心に進められるものと思われます。ただ、都
市部における集中的な太陽光発電の導入は、先述
のとおり出力変動が課題になります。
　都市部で実証事業などが行われているスマート
コミュニティは、急速に発展している IT技術を
中心とした最新技術を駆使して、商業地や住宅地
といった都市部の地域社会においてより快適な生
活を送りながら、エネルギーの利用を大幅に削減
することも目指したものです。このエネルギー利
用の削減を太陽光発電の出力変動にあわせて機動
的に行えば、太陽光発電の大量導入も可能になり
ます。実際、電力系統用の大型蓄電池について、
かつては昼間の電力需要の削減を目的に開発が行
われていましたが、現在では再生可能エネルギー
の出力変動の対策としても利用されています。
　このように新しい技術を駆使した分散型エネル
ギーシステムは、エネルギーをスマートに（賢く）
利用する都市（シティ）、地域社会（コミュニティ）
であることから、スマートシティ、スマートコミュ
ニティと呼ばれます。また、スマートシティを構
成する技術のうち、特に電力の送配電網の部分に
ついては賢い（スマート）電力網（グリッド）とい
う意味でスマートグリッドと呼ばれることもあり
ます。日本だけでなく、世界の多くの国々でスマー
トシティ、スマートコミュニティの実証事業や建
設計画が進められていますが、国や地域によって
内容が少しずつ異なります。これは、都市部での
再生可能エネルギーや省エネルギーの大幅導入と
いった目的が同じでも、先進国と新興国、また先
進国の間でも各国の状況が異なるので、各国の導
入の動機となる背景や導入を進める技術の優先度
が少しずつ異なるからです。スマートシティ、ス
マートコミュニティというのは特定の技術を指す
わけではなく、都市（シティ）や地域社会（コミュ
ニティ）において、最新技術を駆使して省エネル
ギーを進め、再生可能エネルギーなどの分散型エ
ネルギーをスマートに利用して快適に生活できる
ことを目指す、多様な技術の組み合わせによるシ

再生可能エネルギーの役割
分散型エネルギーシステムの発展形
として、スマートコミュニティとは?
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ステムの総称といえます。国内では2010年度か
ら2014年度まで、横浜市、豊田市、けいはんな学
研都市、北九州市の4都市で経済産業省の主導に
より実施されたスマートコミュニティ実証が、最
も有名な取り組みです。
　日本の実証では、太陽光やコジェネレーション
システムの燃料電池などによる家庭内の発電量や
電力需要、ガス消費量などを、タブレット端末な
どでリアルタイムに確認ができるシステムが取り
入れられました。このシステムでは、エアコンな
どの家電製品をスマートフォンなどにより屋内外
から遠隔操作することもでき、より生活が快適に
なります。また、実証事業では、充電・給電シス
テムと接続できるハイブリッド自動車や燃料電池
自動車といった次世代自動車を電力源として、一
般家庭や災害時の緊急避難所を想定した学校の体
育館などに給電する取り組みや、電気自動車の巨
大な蓄電能力を活用する取り組みも行われまし
た。電気自動車の蓄電池は一般的な家庭用蓄電池

の2倍～ 10倍程度の規模、一般的な家庭の1日
～ 2日分の電力消費量を蓄えることができる蓄電
能力を持っています。実証地域で節電が必要な時
には電気自動車での蓄電を中止し、さらに電気自
動車から家庭へ給電することによって、送電網か
ら家庭への給電を停止できるようにするといった
取り組みです。
　また、消費者の反応（レスポンス）によって需要
（デマンド）を変えて電力の品質を管理する、デマ
ンドレスポンスという方法の実験も行われまし
た。従来は、電力需要の増減にあわせて発電量を
増減させることによって電力の品質管理が行われ
てきました。日本では、真夏日の午後が年間を通
して最も電力を利用します。需要にあわせて発電
量で調整するような方法だと、年間を通して数日
間の電力のためだけに必要となる発電能力も出て
きてしまうので、結果として電力コストも引き上
げてしまいます。デマンドレスポンスの実証は、
このような非効率な発電所投資を消費者側の行動
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によって避けようとするものです。実証事業では、
電力需要が増加すると見込まれる時に消費者の節
電行動を促すことが行われました。例えば、電力
の基本料金を下げる代わりに電力が不足する時に
電力価格を高くしたり、電子マネーのポイントを
付与するといったことです。
　これらの技術実証は、初歩的な段階では電力の
最大使用量を削減（ピークカット）することが主
な目的ですが、将来的には再生可能エネルギーの
出力変動に対応した電力の品質管理ができるよう
になります。

　スマートコミュニティを構成するような最新技
術を取り入れた家やビルはスマートハウス、ス
マートビルと呼ばれています。これらのスマート
な建築物の今後の方向性としては、エネルギーの
自給自足が強化されていくことになります。断熱
材や断熱窓、照明の LED 化といった各種技術や
IT 技術によって建物内のエネルギー需要を削減
させるだけでなく、太陽光発電や太陽熱に加えて
地中や河川、下水などの再生可能な熱をも含む建
物内の再生可能エネルギーの活用も拡大させ、建
物の再生可能エネルギー供給量の範囲内でのエネ
ルギー消費にとどめて、実質的なエネルギー消費
量の収支がゼロとなるような建物の実現を目指し
ています。住宅については技術開発の目途がつい
ているので、2030年の日本の平均的な新築住宅
では、このようなエネルギー収支ゼロの住宅が導
入されることが目標になっています。
　現在の電力貯蔵方法は揚水発電が世界的に主流
となっています。揚水発電とは、高低差のある二
つの貯水池を利用したもので、電力の供給に余裕
がある時に低い位置にある貯水池から高い位置に
ある貯水池に水をくみ上げて、電力が不足する時
に高い位置の貯水池から低い位置の貯水地に水を
落下させて発電するというものです。揚水発電は

圧倒的に安いコストが利点ですが、建設場所に制
約があり、蓄電池と比べて建設のリードタイムが
長いという課題があります。先述のように蓄電池
などの電力貯蔵は電力需要のピークカットを行う
方法として開発されてきましたが、現在では再生
可能エネルギーの出力変動を吸収する重要な手段
となっており、日本では、蓄電池コストを2020
年までに揚水発電と同程度に削減することを目指
した取り組みが行われています。
　分散型エネルギーシステムと関係が深いエネル
ギー収支ゼロの建物、蓄電池、太陽電池や風力発
電などの各種の再生可能エネルギー産業は、世界
市場の規模が2010年の30兆円から2020年に
86兆円と急激に拡大すると見られ、これらの技
術がますます期待されています。

重要となる新産業・新技術
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　再生可能エネルギーは、太陽エネルギー、風力、
バイオマス、地熱、水力、海洋エネルギー（波力
や潮力）など、繰り返し使うことのできる自然起
源のエネルギーです。
　自然界に豊かに存在するエネルギーを使って発
電する「再生可能エネルギー電気」（自然エネル
ギー、グリーン電力などさまざまな名称や通称が
ありますが、以下では「再生可能エネルギー電気」
と呼びます）は、大規模な発電所を建設し、燃料を
大量に海外から輸入しなければならない火力発電
や原子力発電と比べて、手軽に利用できるイメー
ジもあるようです。
　しかし、必要な時に必要なだけ、切れ目なく電
気を使えるようにするのはとても大変なことで
す。現代社会に生きる私たちの生活に必要な電気
を再生可能エネルギー電気だけで賄おうとすれ
ば、膨大な設備や土地が必要になります。また、
再生可能エネルギーによる発電は、天候や自然条
件などに発電量が左右されるために、大量に集中
的に発電する原子力発電や火力発電と比べて、一
単位（kWh）あたりの電気をつくるコスト（発電
コスト）が高くなるのが一般的です。国の発電コ
スト試算（2014モデルプラント）によれば、原子
力発電は最も低い場合で10.1円 /kWh、火力発
電 は、石 炭12.3円 /kWh、天 然 ガ ス13.7円 /
kWh などとなっており、これら従来型の発電と
比較し、再生可能エネルギー電気は、住宅用太陽
光（屋根設置）29.4円 /kWh、大規模太陽光（地上
設置）24.2円 /kWh、小水力23.3円 /kWh、陸上
風力21.6/kWh、地熱16.9円 /kWh と、いずれ
も割高です。
　このように、コスト的には劣勢な再生可能エネ

ルギー電気を拡大していくためには、政策的な後
押しが不可欠です。これまでに、日本をはじめた
くさんの国が再生可能エネルギー電気の利用を促
進するためにさまざまな政策を実施してきまし
た。成果があがったケースもあれば、そうではな
いケースもあります。また、再生可能エネルギー
電気の拡大は進んだものの、発電コストが高いた
めに電気代が急騰するといった問題が発生した例
もあります。
　日本でも、再生可能エネルギー電気の政策支援
が実施されていますが、電気代が上昇したり、再
生可能エネルギー電気の利用拡大が一部の分野

（具体的には太陽光発電）に限られ、その他の再生
可能エネルギー電気の利用が進まないといった課
題に直面しています。今後、日本で再生可能エネ
ルギー電気を拡大していくためには、政策的な支
援のあり方や地域コミュニティの対応などについ
て、諸外国の事例なども参考にしながら、政府や
企業、地方自治体などが協力して知恵を絞る必要
があります。
　以下では、国内外の再生可能エネルギー電気の
導入状況と政策事例について、少し詳しく見てい
きましょう。

　日本では、太陽光発電は比較的なじみのある発
電技術です。1970年代の石油危機を契機に、地
熱発電などとともに石油に代わるエネルギーとし
て、国をあげて技術開発が進められました。しか
し、太陽光発電が日本を含め世界的に大量に普及
し始めたのは2000年代後半頃です。現在、一番
の導入国はドイツです（累計約3820万 kW）。第
2位は中国（同2820万 kW）で、日本はこれに次

＜執筆者＞伊藤　葉子
一般財団法人　日本エネルギー経済研究所
化石エネルギー・電力ユニット　石炭・
ガスサブユニット　石炭グループ（兼）
新エネルギー・国際協力支援ユニット
新エネルギーグループ　主任研究員

第六章 再生可能エネルギーの
拡大に向けて

政策支援が欠かせない

政策支援の効果で太陽光発電が増加
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いで第3位（同2330万 kW）となっています。（資
料③参照）
　イタリアやスペインのように日射条件のよい国
よりもドイツでより多くの太陽光発電が導入され
ているのは、まさに政策の効果によるところです。
日本で最近導入が増えたことも、政策が大きな役
割を果たしています。
　日本やドイツでは、同じ種類の政策支援が実施
されてきました。再生可能エネルギー電気の「固
定価格買取制度」です（ドイツは2000年、日本は
2012年に開始）。フィードイン・タリフ（Feed-in-
Tariff、FIT）とも呼ばれ、再生可能エネルギー電気
を発電した個人や事業者が受け取る買取価格（タ
リフ）を、政府が優遇的な水準に設定し、長期間固
定するという制度です。例えば、日本の太陽光発
電の買取価格（2015年7月1日以降に適用される
買取価格）は、規模の大きい設備で27円 /kWh、
住宅用の小規模設備で33円 /kWh などに設定さ
れ、10年（住宅用）ないし20年（大規模設備）とい

う長期の買取期間にわたり変更されることはあり
ません。ただし、新規に FIT の適用を受け付ける
際には、設置コストの動向などを見て、買取価格
が決められるため、今後は徐々に買取価格が引き
下げられていくことが想定されます。このため、
できるだけ設置費用を抑えながら、買取価格が高
いうちに投資を決定しようというインセンティブ
が働く制度です。FIT の導入は大きな反響を呼び、
太陽光発電の新たな設置を検討する個人や事業者
が相次ぎました。住宅をはじめ、商業施設や工場
などの屋根に取り付けるケースや、企業の遊休地
などを利用した地上設置も進展しました。
　ドイツでは長年にわたる FIT 支援により、再生
可能エネルギー電気の導入が大いに進展しまし
た。日本では、再生可能エネルギー電気が全体の
発電量に占める割合（大規模な水力発電を除く）
は4.6% で、天然ガス（約40%）や石炭（約30%）
と比較し、わずかなシェアを占めるに過ぎません
が、ドイツの再生可能エネルギー電気の割合は

順位 国 導入量 GW=ギガワット
1 ドイツ 38.2

2 中国 28.2

3 日本 23.3

4 イタリア 18.5

5 米国 18.3

6 フランス 5.7

7 スペイン 5.4

8 イギリス 5.2

9 オーストラリア 4.1

10 インド 3.2

世界合計 177

資料③　太陽光発電の導入量上位10カ国

出所：Global Status Report 2015, REN 21より作成
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20% を超えており、今や再生可能エネルギー電
気は国の基幹電源の一つとみなされています。

　ドイツで再生可能エネルギーが進展してきた背
景について、少し触れたいと思います。ドイツで
は、1986年に発生したチェルノブイリ原子力発
電所の事故を受け、脱原子力政策を支持する声が
強くなり、再生可能エネルギーの拡大を推進する
政策がとられてきました。FIT は社会民主党・緑
の党の連立政権下で2000年に導入され、その後
の保守党・自由民主党政権時代にも、改定を経な
がら制度を継続してきました。原子力発電につい
ては、方針が変更された時期もありましたが、メ
ルケル首相（保守党）は、2011年の福島第一原子
力発電所の事故を踏まえ、現在は2022年までに

廃止するとしています。再生可能エネルギー電気
を原子力発電に代わる電源として位置づけ、
2050年までに再生可能エネルギー電気の割合を
80% にするという「エネルギー転換政策」を掲げ、
中間目標として2025年までに40%~45%、2035
年までに55％ ~65% にとするとしています。エ
ネルギー転換というだけあって大胆な政策です
が、2013年9月の総選挙でもメルケル首相率い
る保守党が圧勝し、その政策路線が維持されてい
ます。こうしたドイツの目標は、先進諸国の中で
も極めて野心的とみられ、実現までの道筋に関心
が集まっています。

　日本は、このように野心的な目標を掲げるドイ
ツと同じ政策手段（FIT）を実施しています。FIT

資料④　FIT 賦課金の推移（日独）

出所：BMWi Germany および資源エネルギー庁より作成

GW（ギガワット）

日本 ドイツ

円/kwh

野心的な目標を掲げるドイツ

政策支援を支えるのは電気の消費者
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による再生可能エネルギー電気の優遇買取を可能
にしているのは、電気の消費者です。電力会社が
毎月請求する電気料金の中に、FIT の制度を支え
るための料金（再生可能エネルギー発電促進賦課
金）が全国一律に課されています。FIT により太
陽光発電の導入が急速に進みましたが、これに伴
い電気の消費者が負担する FIT の賦課金も増加
しました。制度導入当初の標準家庭の月額負担は
70円程でしたが、現在（2016年度見込み）では約
10倍の700円に近い金額となっています。
　ドイツの消費者の月額負担は実に3000円に近
い水準になっています。再生可能エネルギー電気
の拡大を支持してきたドイツ国民の間でも不満が
募り、FIT による支援策に批判が集まるようにな
りました。メルケル首相は、2011年の時点（当時
の月額負担は1500円程度）で、再生可能エネル
ギー電気の導入ペースを抑える措置により、FIT
の賦課金はこれ以上上昇しないとの見解を示しま
したが、実際には、FIT の適用を申請する案件が
後を絶たず、再生可能エネルギー電気（特に太陽
光発電）の導入拡大が政府の想定を超えて進展し、
賦課金は上昇し続けました。（資料④ P37参照）
　こうしたドイツの状況は、政府が設定する買取
価格が発電設備の設置にかかる費用などから見
て、必要以上に高く設定されていたことや、投資
を広く募る目的から FIT の申請の総量に上限を
設けていなかったことなどが、制度の反省点とし
て指摘されています。このためドイツ政府は、再
生可能エネルギーの支援策を抜本的に見直し、現
在、FIT の適用は小規模設備に限定しています。
　先に述べたとおり日本でも FIT の費用が上昇
していることから、制度を巡る議論が活発化して
います。FIT の費用を高いと感じるのか、再生可
能エネルギー電気の普及のためには仕方ないと思
うのか…。意見が分かれそうなところではありま
すが、電気を大量に使用する工場などでは、電気
料金の上昇が経営に重くのしかかるケースも多
く、産業の空洞化を招きかねないとの懸念もある

ことから、日本政府は、今後の再生可能エネルギー
電気の導入拡大は「最大の利用の促進と国民負担
の抑制を最適な形で両立させる」という原則を示
しました。再生可能エネルギーの拡大は引き続き
進めるが、できるだけ料金負担が大きくならない
ようにする、という方針です。

　具体的にどのように実現するのか、政府は現
在、FIT の費用効率の向上などを含め検討し、再
生可能エネルギー政策の改善を図っています。そ
のための方策の一つに、太陽光以外の、より発電
コストの低い再生可能エネルギーを拡大させる取
り組みがあります。この方針は、先ごろ（2015
年7月）、経済産業省が決定した将来のエネルギー
計画「長期エネルギー需給見通し（エネルギー
ミックス）」にも反映されています。このエネル
ギーミックスは、東日本大震災後初となる「第4
次エネルギー基本計画」の閣議決定（2014年4月）
に続いて、2030年時点を見据えた具体的な電源
構成の在り方を示したもので、今後の日本のエネ
ルギー政策の青写真となるものです。
　政府は再生可能エネルギーを “ 重要な低炭素の
国産エネルギー源 ” と位置づけており、総発電電
力量に占める再生可能エネルギー電気の割合は
2030年で22% ～ 24% 程度としました。これは
原子力の22% ～ 20% を上回る水準です。再生可
能エネルギー電気の内訳は、太陽光発電が最大の
7.0% 程度のシェアを占め、風力発電は1.7% 程
度とされています。また、自然条件によらず安定
的な発電が可能な再生可能エネルギーとして、地
熱発電1.0% ～ 1.1% 程度、バイオマス3.7% ～
4.6% 程度、水力8.8% ～ 9.2% 程度としています。

日本の再生可能エネルギー導入目標
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　これまでに述べたとおり、再生可能エネルギー
電気の支援策は、現状では FIT が主たる政策ツー
ルとして想定されています。FIT は、太陽光発電
以外にも風力発電、小規模の水力発電、バイオマ
ス発電および地熱発電を対象にしてきたにも関わ
らず、これまでのところ、導入拡大につながった
のは太陽光発電のみといっても過言ではない状況
です。そして、これまでの FIT の成果により、太
陽光発電については、エネルギーミックスに示さ
れた目標は達成可能と見られています。このため
に、今後の政府の政策としては、太陽光発電以外
の再生可能エネルギー電気に注力することになり
そうです。
　太陽光発電は、十分すぎるほど進んだとの見方

もあります。太陽光発電が急増したことで、先に
述べた電気料金の上昇のほかに、発電した電気を
消費者に届けるための送配電網の容量に関する問
題も発生しました。電力会社が運営する送配電網
には、受け入れることのできる電気に限りがあり
ます。九州などでは、これ以上の太陽光発電を受
け入れるためには、電線の増設など、高い費用が
かかる対策が必要とみられています。送配電網の
容量の問題は、太陽光発電だけでなく従来型の発
電も含め、さまざまな電源からの電気を取り込む
上での制約ですが、とりわけ太陽光発電と風力発
電は、天候次第で発電量が急激に増減するといっ
た特徴から、送配電網に与える影響が大きくなる
場合には、受け入れ可能量が制約となるのです。
　今後は、FIT にかかる費用や送配電網の限界と
いったインフラ面の制約に考慮しながら、多様な
再生可能エネルギー電気を進める必要がありま

資料⑤　風力発電の国別設備導入量の推移

出所：GWEC, Global Wind Report 2014より作成
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す。風力発電は、アメリカや中国のように広大な
土地を有する国で普及していますが（資料⑤ P39
参照）、日本の導入量は、ドイツやスペインなどと
比べても極めて低い水準です。風力発電は、先に
述べたような送電網の容量に関する制約があるた
め導入拡大の規模とペースには注意が必要です
が、政府は、現状（270万 kW）から2030年まで
には約5倍（1140万 kW）に増やす見通しを示し
ています。
　風力発電は、FIT の実施によっても導入があま
り拡大していない状況ですが、その主な要因とし
て、環境影響評価（環境アセスメント）をはじめ事
業化までの手続きに長期間を要するため、事業の
計画を立てにくいといった事情が指摘されていま
す。そこで政府は、導入を促進する方策の一つと
して、環境アセスメントを含め各種の規制や手続
きを信頼性を損なうことのない範囲で合理化し、
再生可能エネルギー発電事業のコストやリスクを
抑える対策を検討しています。経済産業省、環境
省、農林水産省など、関連する省庁が横断的に情
報を共有するなどし、取り組みを進めています。
　同様に地熱発電も、環境アセスメントに時間が
かかるほか、温泉地に資源があるケースが多いた
めに温泉事業をはじめ地域住民や地場産業に与え
る影響も考慮して進める必要があり、事業化のコ
ストが高くなるという課題があります。日本は世
界有数の地熱資源を保有し、石油危機以降、国産
エネルギーとして開発振興に取り組んできたので
すが、1995年以降、設備投資は停滞したままです。
その背景には、地元との調整が困難であることに
加え、資源探査に多額の費用がかかるという課題
があります。地熱発電を稼働させるには、地中の
資源（高温の水蒸気）を探り当てる必要がありま
すが、高い費用をかけても資源を発見できないリ
スクもあるため、事業者が投資を決断しにくいと
いう面があります。このため、地熱資源の探査に
係る費用への補助や、買取価格に関する安定性や
信頼性の担保など、政府のバックアップが不可欠

です。FIT の開始以降、小規模の地熱発電設備の
導入が見られるようになりましたが、日本の資源
ポテンシャルから見れば、さらなる開発を期待し
たいところです。

　多様な再生可能エネルギーの利用を拡大するに
は、政府による政策支援（FITや規制緩和など）だ
けでなく、地方の役割が重要との認識が高まって
います。再生可能エネルギーは、地域に密着した
エネルギー源であり、地域における新しい産業の
創出や雇用の拡大に貢献する可能性を持つ重要な
資源です。地域社会や自然環境などの実情に即し
た再生可能エネルギーの導入拡大に向け、地元企
業や地方自治体などが主体的に参画することで、
地域の活性化につなげていくことができれば、再
生可能エネルギーのメリットをさらに活かすこと
ができます。
　例えば、岡山県真庭市は、豊富な山林資源と地
元の木材産業の基盤を活かした事例として知られ
ています。自治体と地元企業が協力し、バイオマ
ス発電の燃料となる木質のペレットやウッドチッ
プの集積基地を建設して、これら燃料が安定的に
供給されるよう流通を効率化するなどし、1万
kW 規模のバイオマス発電設備を稼働させまし
た。地元の資源であるバイオマス燃料の安定的な
調達が可能になれば、発電だけでなく、ペレット
ストーブを家庭や小学校に設置するなど、地元木
材の活用がさらに広がることが期待されていま
す。
　また、新潟県村上市では、食品残さ、農業残さ、
下水汚泥などのメタン発酵によりガスを生成し、
発電と熱の生産を行うコージェネレーション設備
を導入しています。電気は FIT を利用して地元
の電力会社に買い取ってもらい、廃熱を農家の温
室栽培に利用するなど、地元農業との連携が重要
な役割を果たしています。

地方の役割
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　これらの事例は、地域に密接した再生可能エネ
ルギーの開発として大いに参考になるものです
が、政府が示したエネルギーミックスを達成する
には、より大規模な開発に取り組む姿勢も重要に
なります。ドイツでは、太陽光発電だけでなく風
力発電の導入も進展しましたが、地方自治体によ
る積極的な取り組みが普及を後押しした面があり
ます。ドイツの再生可能エネルギー政策は、先に
述べたとおり連邦政府（中央政府）による長期的
な目標設定などが屋台骨となっていますが、そう
した政策的枠組みを前提に、地方自治体が再生可
能エネルギー発電設備の立地が可能なエリアを特
定するという仕組みがとられています。この過程
で、地域の利害関係者らが広く話し合いに参加す
る機会を得るなどし、地元の合意形成につなげる
とともに、地域の実情を熟知した立場から再生可
能エネルギー開発に有望なエリアを特定するなど
しています。そうした再生可能エネルギー開発可
能エリアのマップの作成などにより、地方自治体
にとっては開発エリアを一定の土地に集中させる
ことができ、一方、事業者にとっては立地の選定
がしやすくなり、開発許可を取得できる可能性を
高めることができるため、事業のコストやリスク
を低減させることにつながっています。
　広く利害関係者との調整を進める取り組みとし
て、日本では、秋田県における洋上風力発電の早
期事業化に向けた取り組みの事例があります。国、
沿岸市町村、電力会社、漁業団体、金融機関、経済
団体などで構成される検討会が設置され、候補海
域の設定などが検討されています。そうした地域
の関係者との協力体制は、今後再生可能エネル
ギーの利用を拡大して行く上で極めて重要な役割
を果たすと考えられています。
　一方、再生可能エネルギー発電事業者が、立地
規制の手続きを適切に行わず自治体とのトラブル
に発展するケースも発生しています。一部の地方
自治体からは、地域における効率的な普及促進策
の検討や土地利用計画などとの整合性を確保する

ため、FIT を適用する設備の認定に係る権限を地
方自治体に移譲する提案なども出されています。
政府はこうした案なども検討しながら、地域の実
情に即した再生可能エネルギーの導入を実現して
行く方針を示しています。

　日本では、エネルギーミックスとしての目標が
設定されたことで、さまざまな再生可能エネル
ギーの開発に向けた取り組みの必要性があらため
て示されました。これまでの国内外の経験から、
優遇策を実施するには、消費者の負担増に注意す
る必要があること、またその一方で、各エネルギー
源の特性やそのエネルギーを利用できる地域の実
情に即していなければ効果があがらないこともわ
かってきました。2030年の目標達成に向けて、
国内の自然を有用なエネルギーとしていかに活用
することができるか、同時に、地域の活性化につ
なげて行くことができるか、あらためて柔軟に検
討する姿勢が求められています。

おわりに
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