
  

 研究レポート 
 

 No.278  November  2006 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 

        2030 年地域新エネ 50％イニシアチブ 

 
 
 

 

 

 

主席研究員 田邉敏憲 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

富士通総研（FRI）経済研究所 



「2030 年地域新エネ 50％イニシアチブ」 

 
主席研究員 田邉敏憲 

tanabe.toshinor@jp.fujitsu.com
 

要旨 
 

2030 年の日本の長期エネルギービジョンが出揃ってきた。本年 5 月の「新・国家エネル

ギー戦略」は、2030 年の総一次エネルギー供給量を 4 億石油換算トンと想定した点が画期

的。また再生可能(新)エネルギーの導入目標は明示されていないが、 低限 0.6 億トンが

再生可能エネルギー分担との含意が窺え、バイオエタノールなどの新燃料導入、蓄電池の

普及による電気自動車や蓄電併設の太陽光・風力発電の普及を想定している。 

 

「新国家エネルギー戦略」実現の鍵となる新エネのウエイトを引上げ、かつ持続可能な

地域産業創出の観点から新エネ普及と地域産業振興という一石二鳥の、次なる国家戦略が

より重要となる。こうした視点から、より踏み込んだ「2030 年地域新エネ 50％イニシアチ

ブ」といった構想を提示する。その際、新エネを軸とする地域分散型エネルギークラスタ

ー構築を軸にすえ、どの地域でも 大需要の一つである光熱・燃料などに、地域の豊かな

新エネ資源(太陽光・風力、バイオマス)と蓄電技術等の組み合わせで供給する仕組みをつ

くる。いわば“地消地産”型のクラスター構築に向けた次なる国家戦略である。 

 

蓄電技術開発や各種新事業・新商品の開発といったイノベーション、あるいは地域別の

適規模の「地域新エネ産業クラスター」構想の提案競争等によって、一気にわが国の地

域新エネ 50％目標達成も現実味を帯びてくる。 
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１．はじめに 

 
本年 5 月、経済産業省は「新・国家エネルギー戦略」を公表した。いわゆる“バックキ

ャスティング(将来のあるべき姿を想定、現在を振り返り、対策を考える)”手法での「国

家エネルギー戦略」が公表されることは初めてであるが、2030 年における総一次エネルギ

ー供給量 4 億石油換算トンを掲げたことも、これまでのエネルギー政策からは画期的であ

る。 

世界的にも各国は、石油依存からの脱却を中心にすえた新しいエネルギー戦略を再構築

中であり、特に新エネルギーの普及と地域産業振興策とのリンケージで、より大きな効果

を狙っているのが特徴である。わが国では、少子高齢化の影響顕現化で、他国以上に地域

産業振興策が求められており、新エネ普及と地域産業振興という一石二鳥の、次なる国家

戦略がより重要となる。こうした視点から、より踏み込んだ「2030 年地域新エネ 50％イニ

シアチブ」といった構想が求められる。 

「新・国家エネルギー戦略」実現の鍵を握る新エネのビルトイン、かつ持続可能な地域

産業創出の観点から、各地域で 大の需要のある光熱・燃料などエネルギーを、地域毎の

豊かな新エネ資源(太陽光・風力、バイオマス、潮流、地熱、食品残渣)と蓄電技術(リチウ

ムイオン電池)等の組み合わせで供給する仕組みづくりが不可欠となる。このいわば“地消

地産”型のエネルギークラスター構築に向けた次の国家戦略が重要である。 

こうした観点から、シュンペーターが唱えた 5 つのイノベーションの考え方に沿って、

「2030 年地域新エネ 50％イニシアチブ」の基本的な枠組み、あるいは 適規模の「地域新

エネ産業クラスター」構想、その効果等を検討する。この過程で、エネルギー・環境関連

中小企業の創出や実効的な学産連携が促され、また日本がこれまで苦手としてきた、マー

ケットイノベーション(地域への市場返還)やシステムイノベーション(トータルで採算確

保する「仕組み」づくり)を磨く実践的な場作りが進み、一石数鳥の課題解決に資すること

が期待できる。
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２．エネルギー情勢と産業・技術動向 

2.1.国内外のエネルギー情勢 

2.1.1. 世界の状況 

(1)21 世紀の世界経済パラダイムシフト 

21 世紀に入り、人口増加、グローバル市場化の進展により、化石燃料のみならず水・穀 
物など国際資源価格の高騰、賃金の中国やインドへの鞘寄せなど、世界経済のパラダイム

シフトが明確になってきた。この結果、世界的規模で労働力としてのヒトの価値(賃金)に絶

えず中国･インドなどアンカー国への鞘寄せ圧力が働く一方、ヒトの生存や経済成長に不可

欠な財には需給のタイト化により絶えず価格上昇圧力が働くという構造が出現した。 
こうした財は、宇宙を構成する基本要素である中国五行思想の「木・火・土・金・水(も

くかどごんすい)」資源に帰着する。すなわち森林(木)資源、原油など化石燃料(火)資源、砂

漠化・塩性化などにより急速に失われている土資源、鉄鉱石・スクラップ鉄あるいは生物

に不可欠なミネラルなどの金属資源、水資源あるいはその代理変数たる穀物(1000 倍もの水

が必要)や魚タンパク質である。 
 
このうち特に、石油生産余力の低下と中東の不安定によって原油価格の高騰がもたらさ

れている。加えて大消費国である米国の在庫低下と製油能力の低下がこれに拍車をかけ、

さらに中国・インドの旺盛な需要増大とが相俟って、高止まりが続いている。安くて豊富

な石油の時代が終わり、近づいてくる石油ピークアウトに備えて、各国とも新たなエネル

ギー政策を構築している。 

 

エネルギー安全保障は外交政策の 重要課題となり、エネルギー資源を巡る、外交と経

済がめまぐるしく動いている。中でも中国の戦略は際立っており、中国とロシアは戦略的

パートナーシップとして、全面的発展を図る共同声明に調印した。また、ミャンマーに原

油輸入拠点を確保し、雲南省までパイプライン敷設して、マラッカ海峡を通らない計画案

の具体化を計っている。さらに、中国の石油会社は、「イラン－パキスタン－インド」ルー

トおよび「ミャンマー－インド」ルートへの投資を協議中である。 

国際商品として逼迫する化石燃料の流れは国際市場に大きな変革をもたらし、需給構造

の変化とともに、今後市場の主導権をめぐる動きの激化が予想される。 

 

(2)各国のエネルギー戦略 

このような動きの中で、各国は新しいエネルギー戦略を構築し、強力に押し進めている。

いずれも、エネルギー安全保障が第一であり、化石燃料の対外依存度を低減するため、自

給率を高め、省エネルギーと新エネルギーを導入し、エネルギー源の多様化による安定化

をはかり、環境と調和するエネルギー利用を目指している。 
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米国は 2006 年初のブッシュ大統領一般教書演説で「先端エネルギーイニシアティブ」を

立ち上げ、再生可能エネルギーの利用拡大と原子力エネルギー開発の再興を基本として、

クリーンで高効率な国内石炭の利用技術や、バッテリー技術の開発に特に力を入れている。

特に、次世代バッテリー技術の研究開発姿勢には注目を要する。これは、ハイブリッド車

とプラグインハイブリッド車(従来のハイブリッド車の機能に加え、家庭用電気コンセント

を利用して再充電できる車)のための次世代バッテリーの開発を促進するもので、2007 年度

の大統領予算案では、3,000 万ドル(前年度比 670 万ドル増)をこのプロジェクトに計上して

いる（図表 1）。 

ＥＵは省エネルギーとエネルギー需要抑制、二酸化炭素の削減に加えて、再生可能エネ

ルギーの導入に力を入れている。中国は、環境の危機に鑑みて省エネルギーを強調しつつ、

クリーンで高効率な石炭利用、原子力エネルギーの拡大、海外の化石燃料資源の権益確保

を推進している。 

 

 

 

図表１．米国ブッシュ大統領一般教書演説「先端エネルギーイニシアティブ」の概要

－2006年1月31日－

 ○骨子 
エネルギー省におけるクリーンエネルギー研究予算の22%増加を実施し、技術

革新を図って、2025年までに中東からの石油輸入の75%以上を代替エネルギ

ーで補うことを目標。 

 

 

 

 

 ●一般世帯・商業施設への電力供給手法の研究：①ゼロエミッションの石炭発電所②太陽エネルギー

や風力エネルギー③核エネルギーの3分野への研究をさらに投資する。  
 

 ●自動車動力源の研究：ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー研究と、環境汚染物質を排出し

ない水素燃料電池車の研究を促進する。またトウモロコシだけでなく、木片や植物の茎、スイッチグ

ラス(キビの一種)などからエタノールを生産する方法を研究し、6年以内に実用的で競争力のある新

しいエタノールを製造する。 

 

 

 

 ●次世代バッテリー技術の研究開発：ハイブリット車とプラグインハイブリッド車(従来のハイブリッド車

の機能に加え、家庭用電気コンセントを利用して再充電できる車)のための次世代バッテリーの開発を

促進する。2007年度の大統領予算案では、3,000万ドル(前年度比670万ドル増)を同プロジェクトに計

上。 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

(3)長期エネルギー需給見通し 

国際エネルギー機関の見通しによれば(図表 2)、世界のエネルギー需給は 2030 年には

現在の約 1.6 倍、石油換算 165 億㌧になるとされ、化石燃料が 8 割弱となり、排出され

る二酸化炭素も 1.6 倍 380 億トンに達する。特にアジアでは 3倍強となり、6割強が石炭
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に依存する。 

 

図表 2 世界のエネルギー需給見通し－CO2 削減 

－80％以上の化石燃料依存は超長期に継続すると予測される－  

 

百万石油換算トン 

(出所)「長期エネルギー需給シナリオの統計事例について」日本原子力研究所 佐藤治 

 

(4)地球温暖化防止と環境制約下のエネルギー政策 

地球温暖化防止のため、先進国、特に欧州委員会では、そのエネルギー政策に、長期の二

酸化炭素の削減の数値目標を設定するようになっている。ＥＵ環境相会議では、大気中の

二酸化炭素濃度を今世紀中に450ppmに安定化することを基本に2020年 15～30％削減、2050

年 60～80％の削減を提案しており、ＥＵ首脳会議は 2020 年の目標値を承認している。 

ＥＵ各国の新しいエネルギー政策はこれに沿った政策がとられるであろうし、また 2013

年以降のポスト京都議定書もこの目標を中心に展開されると考えられている。 

G8+中国、インド、ブラジルの環境相会合では、温暖化防止対策とエネルギー政策について

は、50 年の期間を対象に、防止策を考えることが協議された。 

以上のように、環境制約は、長期のエネルギー政策と連動して、また目標値を決めて、

実行される動向にある。しかし、2013 年以降の二酸化炭素削減は国際的に統一されて実行

されることはきわめて困難である。一方で、化石燃料の逼迫と環境制約は、再生可能エネ

ルギーと原子力エネルギーの利用を促進して行くのも世界的に見て大きな流れとなって行

く。 

一方、米国の提唱により、オーストラリア、中国、インド、韓国、日本の 6ヶ国(世界の

エネルギーの 60％占める)による、「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナー

シップ」が立ち上げられた。産業分野別に、増大するエネルギー需要、エネルギー安全保

障、気候変動問題に関する地域協力についての検討が今年より開始され、気候変動枠組み
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条約と整合を取りつつ、京都議定書を補完することになっている。 

エネルギー源の二酸化炭素削減は、総量規制ではまとまらず、結局 GNP 当たりの二酸化

炭素排出を低減することによる削減が中心となっていくと考えられる。産業、運輸分野の

省エネルギー技術が今後一層推進されていくことに間違いなく、このような分野での日本

の役割はますます重要視されていくことになる。 

 

2.1.2.日本の状況 

(1)石油価格の高騰・高止まりと経済への影響 

2004 年来石油価格が高騰し、高止まり状態が続いている。この影響は、産業の隅々まで

影響を及ぼしつつあり、特に産業用熱源・自家発電用の燃料、輸送用の燃料が高騰して、

地域産業を支えるエネルギーを多消費する産業分野への打撃は少なからぬものがある。自

家発電と夜間電力に依存してきた業種が夜間就業を強いられている例は珍しくなく、エネ

ルギー価格の高騰は省エネ・省プロセス・省資源といった方向への産業構造の変革とエネ

ルギー構造の転換を促している。 

製造業、特に輸出産業は、旺盛な需要に支えられているものの、次第に燃料費高騰の影

響が出てきており、また輸送業も燃料の高騰による赤字が顕在化する動向にある。日本経

済だけでなく世界経済の失速につながりかねないことが懸念されている。 

 

(2)貿易収支の黒字圧縮とエネルギーコストの上昇 

図表 3に 近の貿易収支の変遷を示すと、貿易収支が化石燃料の高騰により圧縮されて、

日本だけでも 10 兆円に上る巨額の所得移転が起こっている。日本経済のこれまでの強みで

あった貿易収支黒字の維持等が、エネルギー価格の高騰によって脅かされている。2006 年

1 月には、一時的ではあるが、貿易収支は月間赤字となり、マクロ的にも化石燃料高騰の悪

影響が顕在化しつつある。さらに、化石燃料の高騰による発電コストの上昇は、火力発電

と再生可能エネルギー発電コストの逆転をもたらすものであり、経済性から見ても、新エ

ネルギーの位置づけが変わりつつあるのが現状である。図表 4 に化石燃料価格が 2 倍にな

った場合(現在)の発電コストの試算例を示す。原子力発電や水力発電の経済性が改めて見

直される位置づけにある。 
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図表 3 貿易収支と化石燃料価格 

 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 

図表 4 発電コストの上昇 

 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 

(3)脱石油政策と石油天然ガスのピークアウト 

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇五」(骨太の方針 2005)においても、

エネルギー政策の基本に、「省エネ、新エネ、原子力の推進」と並んで、明確に「脱石油」

と「化石燃料の高効率利用」が掲げられている。一方で、短期的にはエネルギーを起源と

する二酸化炭素の削減が進まず、京都議定書の遵守は困難を極めている。さらに、2030 年

の長期的なエネルギー需給展望においても、政府見通しは化石燃料依存率が 75％前後であ

り、今後想定される二酸化炭素の、長期的な大幅削減の見通しは暗く、脱石油政策のシナ

リオが見えない状況にある。一方で、上述の 2030 年エネルギー需給見通しの中で、図表 5

に示すように、化石燃料のピークアウトが明確に指摘されており、石油天然ガスの今世紀

中のピークアウトとそれによるエネルギー源の転換がエネルギー政策の基本項目の一つに

なっている。 
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図表 5 石油と天然ガス生産量の長期予測事例 

 

年 年

年 年

(出所) 佐藤治 (日本原子力研究所)  

http://aec.jst.go.jp/jicst/NC/tyoki/sakutei2004/sakutei05/siryo2.pdf

 

(4)再生可能エネルギーの政策的な促進(RPS：Renewable Portfolio Standard) 

再生可能エネルギーの大規模な導入は、先進国のエネルギー政策の基本にある。コスト

と不安定性がネックになってきたが、誘導する政策と技術開発によって、そのネックが改

善されてきている。日本でも、2003 年度からは「新エネルギー等電気利用法」(RPS 法)が

施行され、電力事業者は一定量の新エネルギーによる電気の買い取りが義務づけられた。

これを契機に、再生可能エネルギーの低コスト化と安定化技術がさらに進展することが期

待され、将来再生可能エネルギーは地域のエネルギー供給にとっても、地域の産業にとっ

ても重要な役割を果たして行くものと予想される。技術開発と誘導する政策に先導されて、

地域経済を活性化し、よい循環をもたらすことが期待される。 

 

(5)原子力政策 

エネルギー起源の二酸化炭素削減にとって原子力の役割は大きく、また安定なエネルギ

ー源として、欧米を中心に原子力発電の見直しの機運にある。地球温暖化防止策に加えて、

化石燃料の高騰による、発電コストの上昇も原子力発電の推進力となる。上記図表 1.2 に

化石燃料コストが倍になった場合の、発電コストの試算例を示したが、圧倒的な価格競争

力のあった火力発電は、原子力や水力発電に比較して、競争力を弱めて行く方向にある。 

2005 年に公表された我が国の原子力政策大綱では、 

「①長期エネルギー供給：2030 年以降も、総発電量の 30−40％という現在の原子発電の水

準程度か、それ以上を目指す。 
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②核燃料サイクル：使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを再利用する核燃料サイ

クルを推進する。 

③高速増殖炉：経済性などの条件が整うことを前提に 2050 年ごろから商業ベースでの導

入を目指す。」 

ことが明確に打ち出され、原子力エネルギーは我が国のエネルギーの基幹であることが示

されている。環境性、経済性に加え、安全保障上(備蓄性や燃料供給元の政治的安定さ)か

ら、原子力の役割は今後とも中核を担わざるを得ない状況にある。特に持続可能なエネル

ギー源として、核燃料サイクルと高速増殖炉ヘの転換が中長期的にみて重要課題であり、

国家基幹技術に位置付けられている。 

 

(6)環境制約と省エネルギー経済体制の促進 

地球温暖化防止のために化石燃料に一定の制約を課して、大気中の二酸化炭素濃度を今

世紀中に安定化させることが世界の環境政策、エネルギー政策の基本にある。 

脱石油のエネルギーシステムの開発は、欧米を中心に展開されている。一方、日本は省

エネルギー技術、特に産業や運輸分野での省エネルギー技術の開発が進んでおり、世界を

リードしている。しかし、新エネルギーシステムも省エネルギー技術も、その普及は未だ

不十分で、また産業として競争力のあるレベルまで発達はしていないのも事実である。 

産業廃棄物処理システムの適正化や、産業の循環型体制へのシフトは、多くの問題を抱

えながら、今後規模を大きくしながら展開されると考えられ、また産業競争力はリサイク

ル性を特徴とする産業システムが肝要で、そのような試みと技術開発が推進されている。

地域の産業形態にとっても、環境制約下にあって、循環化と省エネ化は重要なファクター

であり、地域経済が競争力を持ち得るような発展の仕方と展開が待たれている。 

 

(7)ポスト京都議定書を巡るわが国の方針 

顕在化する地球温暖化とその予測技術の進展により、温暖化の影響が予測可能になって

きている。2050 年までの範囲で、環境政策や、エネルギー政策が国際的に協議されるよう

になってきた。2006 年 3 月に行われた G8＋中国・インドエネルギー相会合や、今後のサミ

ットの主要課題が環境とエネルギーの問題、特に長期見通しの中での国際協調と新しい環

境とエネルギーのモデルづくりが協議され、また排出権取引や省エネ・高効率技術の移転

が今まで以上に行われることになる。アジアの急速な成長は、日本型モデルを目指したも

のであり、そういう観点からも、より高度な産業社会における、エネルギー構造や産業構

造のあるべき姿を、地域経済も含めた形で示す上で、アジアにおける指導性が日本に求め

られている。 

 

(8)産業政策と地域経済 

地域経済の不振は日本の経済構造を歪んだものにし、また新産業が地域から生まれない
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ことは日本経済の欠陥であることが強く認識されてきた。新産業創造戦略や地域イノベー

ション戦略、産業クラスターと知的クラスターによる地域経済の構築等の産業政策が強化

されている。構造改革特区をもうけて規制の枠を外し、新産業創出と産業クラスターが生

まれるような誘導政策もとられつつある。 

このような中にあって、地方経済が再活性することが日本経済の維持発展のキーを握っ

ているとの共通認識が醸成されている。環境とエネルギーはその中核として期待されてお

り、地域のエネルギー事業、新しい製造業、農林水産業の新しい形態が模索されている。 

 

(9)新・国家エネルギー戦略 

以上のエネルギー政策、産業政策を集約する形で、「新・国家エネルギー戦略」が 2006

年 5 月にとりまとめられたものと理解できる。エネルギーセキュリティ確保、環境と経済

の調和による持続可能な成長、エネルギー問題でのアジア・世界への貢献を基本政策に掲

げ、また戦略における 5つの数値目標を掲げている。すなわち、 

「2030 年までに 

①省エネルギーを 30％以上向上(GDP あたりのエネルギー利用効率) 

②石油依存度を 40％以下へ 

③運輸部門の石油依存率を 80％以下へ 

④原子力発電比率を 30～40％、もしくはそれ以上へ 

⑤海外での資源開発目標を 40％ 

とし、具体的取り組み事例として、特に石油依存度低減戦略を実現する具体的な取り組み

として、 

①リチウムイオン電池などのエネルギー貯蔵技術を実現して、自然エネルギーを安定的に、

また運輸用にも利用出来るようにすること 

②バイオマス由来燃料実証と実現により、石油以外の輸送用燃料の導入を目指すこと 

を掲げた。」 

2030 年における戦略目標を数値化して示し、再生可能エネルギーと原子力エネルギーの

基盤をより強固にして、幅広く利用できるような道筋を明確にしている。また、世界トッ

プのわが国の省エネルギー技術をさらに高めることで、産業競争力の基盤を固め、かつ地

球温暖化防止技術として、国際貢献することを狙っている。 

 

2.2.日本の長期エネルギービジョンの提言 

2.2.1.自然資源が豊かな日本のエネルギー戦略 

前述の中国五行思想「木・火・土・金・水(もくかどごんすい)」資源のうち、実は日本

は化石燃料を除き、この 5 つの資源全てに恵まれた資源大国とも評価可能である。すなわ

ち、先進国としては降雨＜水＞量が多く、草＜木＞が育ち、＜土＞質も良くなり、バイオ

マス(生物資源)など新エネルギー＜火＞も採れる。海洋資源に関しても日本は世界第 6 位
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の排他的経済水域をもち、しかも魚の生産性が圧倒的に高い湧昇流(その海域の世界の海洋

面積に占める割合は僅か 0．1％)に恵まれている。また年間 5,000～6,000 万トンという米

国に次ぐ豊富なリサイクル鉄＜金＞資源も蓄積されている。 

換言すると、先進国としては も豊かな降雨量、あるいは潮流･洋上風力など海洋資源を 

活かした､いわば水循環を捉えた新エネルギーのウエイト引上げが日本の有効なエネルギ

ー戦略となる。 

 
2.2.2.政策立案 2つのアプローチ 

ところで、環境やエネルギーの政策立案には 2 つのアプローチがある。過去から現在の

趨勢を将来に延長して将来を描く方法(フォアキャスティング)と将来の持続可能な社会の

姿を想定して，その時点から現在を振り返り、現在の段階からどのような取り組みが必要

か考える方法(バックキャスティング)である。 
 エネルギー政策や将来ビジョンの構想にあたっては、地球温暖化による気候変動や化石

燃料の枯渇性から考えて、過去の趨勢からでは将来の危機が回避できないことが予測され

る。 
そこで四半世紀、半世紀後の持続可能な社会、特に高度に発達した産業社会が持続可能

であるためのエネルギー構成と、そのための技術開発のロードマッピングを策定すること

が重要となってきた。欧米の新しいエネルギー政策、環境政策はこのようなバックキャス

ト的アプローチによって策定されていると言って過言ではない(図表 6)。 
 
 

図表 6 

   事例：バックキャスト＝将来への戦略的意志 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(出所)藤野純一(国立環境研究所)、 http://2050.nies.go.jp/sympo/20051116.html  
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2.2.3. 2030 年の日本エネルギー需給ビジョン 

日本でも，21 世紀に入って，民間団体を中心にそのような提案がなされるようになり、そ

の代表的な提言が経済同友会・富士通総研共同の「2030 年エネルギー自給率 50％イニシア

チブ」(2003 年 2 月)であり、さらに東京大学と産業界による持続型社会研究協議会による

「Triple 50」である。こうした流れを受けて 2006 年 5 月、「新・国家エネルギー戦略」と

して結実したものと捉え得る(図表 7)。 
 

図表 7 2030 年のエネルギー供給の構成(展望と提言・試算) 

(出所)NPO 法人日中環境環境エネルギーシステム推進機構（2006 年） 

 

2.2.4.「新・国家エネルギー戦略」5つの重要な数値目標 

 この新・国家エネルギー戦略が目指している、2030 年のエネルギー構成を数値目標に基

づいて試算してみる(図表 8)。 

 「エネルギー効率を 30％改善する」ことは国内総生産単位当たりの 終エネルギー消費

を 30％改善することで、その結果、2030 年の総一次エネルギー供給は、2030 年のこれまで

の予測値 5億 6千万㌧(石油換算)の 70％、すなわちほぼ 4億㌧(石油換算)の規模となる。 

 次に「石油依存度低減目標」は総供給に占める割合を現在の 50％から 40％を下回る水準

を目指すとしている。総供給量 4 億㌧の 40％以下、すなわち 1 億 6 千万㌧以下の水準を目

指す。現在石油は年間ほぼ 2 億 6 千万㌧の規模を供給しているので、2030 年まで、現在の

石油量をほぼ半減させることを意味している。 

「原子力発電目標」は総発電量の 30％〜40％程度以上にすることを目指すとしている。

電力化率(供給ベース)は 2030 年には 50％に達する予測される。総発電量の 40％を原子力
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発電が占めるとすると、総供給エネルギーの 20％、石油換算 8000 万トン(現在既に 7000 万

トンの規模)を原子力で担うことになり、控えめな目標となっている。ウラン資源の逼迫を

見込み、持続可能な原子力発電の維持を燃料サイクルと高速増殖炉開発においている。 

「再生可能エネルギーの導入目標」は今回掲げられていない。しかしながら、運輸部門

の石油依存度低減目標を 80％に掲げ、バイオエタノール等の新燃料を導入し、また蓄電池

の普及による電気自動車や蓄電併設の太陽光・風力発電の普及を考えれば、これまでの需

給展望を上回る導入が見込める。2030 年の需給展望(新エネルギー進展ケース)における総

一次エネルギーの 10％、6200 万トン(石油換算)の目標から考えても、 低限度の目標とし

て、総エネルギー量 4 億トン(石油換算)の 15％を再生可能エネルギーの分担と読み取るこ

とができる。 

 以上の試算をまとめて、2030 年のエネルギー構成は、「総エネルギー消費量(石油換算)4

億トン、石油 1億 6千万トン(40％)、原子力 8千万トン(20％)、再生可能エネルギー6千万

トン(15％)、残りは石炭・天然ガス 1 億トン(25％)」となる。これが新・国家エネルギー

戦略にもとずく、エネルギー総量と構成の試算例である。 

2000 年のそれと量的な比較をすると、総エネルギー消費の 30％の減少、石油の半減、及

び原子力の現状量からの微増、再生可能エネルギー量の倍増という構成になる。その結果、

二酸化炭素の排出量は 2億トン(炭素換算)となり、2000 年比で 37％削減される。 

 これを、「Triple 50(トリプルフィフティ)—2030 年までに自給率 50%、化石燃料依存率

50%、利用効率 50%を目指すー」と比較すると、エネルギー総量はほぼ同じになる。その構

成においてTriple50 では、原子力が 1.2 倍、再生可能エネルギーが 1.7 倍になっていて、

新・国家エネルギー戦略に基づく試算とかなり近付いた構成になっている。 

 

図表 8 「新・国家エネルギー戦略」5 つの特徴 

①「エネルギー効率の 30％改善」：30 年の総 1 次エネルギー供給量はほぼ 4 億トン

(石油換算＜以下同じ＞、これまでの予測値 5.6 億トン)。 
②「石油依存度低減目標」：40%を下回る水準→1.6 億トン以下の水準が目標(現在

2.6 億トンゆえ半減)。 
③「原子力発電目標」：総発電量の 30～40%程度以上→電力化率 50％予測で 0.8 億

トン(現在既に 0.7 億トン)、核燃料サイクルと高速増殖炉(FBR)開発。 
④「再生可能エネルギーの導入目標」：明示されていないが、 低限 0.6 億トンが再

生可能エネルギー分担との含意。バイオエタノールなどの新燃料導入、蓄電池

の普及による電気自動車や蓄電併設の太陽光・風力発電の普及を想定。 
⑤ 30 年のエネルギー構成：石油 1.6 億トン(40%)、原子力 0.8 億トン(20%)、再生

可能エネルギー0.6 億トン(15%)、石炭・天然ガス 1 億トン(25%)。 
⇒次なる国家戦略は？ 

(出所)筆者作成 
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2.2.5.｢2030 年エネルギー自給率 50％イニシアチブ｣ 

まず経済同友会・富士通総研の「2030 年エネルギー自給率 50％イニシアチブ」は、図表

9、図表 10 に示すように 2030 年の我が国のエネルギー供給構造を、「自給率 50％、化石燃

料依存率 50％(再生可能エネルギー25％、原子力 25％)」と目標を定め、それに必要な技術

開発と投資、誘導する政策の実施を提言した。その結果、環境面からも，二酸化炭素の削

減が、1990 年に比べて、30％以上削減できることを示し、さらに適切な投資範囲以内でそ

れが可能であるとした。この内容は，日本経済新聞に「エネルギー新世紀」として、連載

され反響を呼んだ。 
 これは、2030 年頃を目標に、元来 4～5％のウエイトをもつ水力発電のほか、日本の豊か

な降雨量を活かした草木などのバイオマスプランテーションで 1 割を、そして太陽光・熱、

廃棄物、地熱、風力など新エネルギーを加えた、いわゆる再生可能エネルギー全体で一次

エネルギーの 25％を確保する。また原子力による 25％確保で、現在 80%強の輸入化石燃料

(石油､石炭､天然ガス)比率を 50％まで引き下げるビジョンである。同時に、「輸入化石燃料

50％、原子力 25％､再生可能エネルギー25％」という一次エネルギー供給構造は､日本の産

業構造改革と(後述)一体で進めることで十分可能であることを示した。 
 このビジョンは、単なる予想ではない。「プレジデンシャル・イニシアチブ(大統領ビジョ

ン)」「プログラム」「プロジェクト」という米国の手法に習い、イニシアチブの下、戦略的

意志をもっての政策、技術開発、産業構造の変革が、中長期のプログラムに沿って実現さ

れることを意図したものである。日本人の豊かな生活水準を維持・向上し、かつ産業競争

力を確保しながら、地球温暖化防止にも配慮して、同時に日本のエネルギー構造の脆弱性

を克服する 1 石 4 鳥の政策となる。 
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図表 9 戦略的意志“エネルギー自給率 50％”(2030 年)を提案 

 

→ CO2 削減:30%

「化石燃料５０％、原子力２５％、再生可能エネルギー２５％」を目標にする。
技術的、財政的、経済的に可能。　ＣＯ２を３０％削減する。

再生
可能

5％

原子力

13％

天然ガス

13%
石炭19%石油　50% 再生

可能

5％

原子力

13％

天然ガス

13%
石炭19%石油　50%

１．2001年　一次エネルギーの総供給の割合（５２０　石油換算トン）　

２．2030年　エネルギー自給率　50％　（2030年）

再生可能25%原子力

25％

天然ガス

13%
石炭13%石油　25% 再生可能25%原子力

25％

天然ガス

13%
石炭13%石油　25%

バイオマス

10％

廃棄物

4％

風力

1％

太陽

3％

地熱

2％

水力　5％ バイオマス

10％

廃棄物

4％

風力

1％

太陽

3％

地熱

2％

水力　5％

内訳

発電容量 　　風力　７百万ｋＷ　　太陽：25百万ｋＷ　　廃棄物：8百万ｋＷ　　バイオマス：7百万ｋＷ
総投資額：1．8兆円（6000億円／年）　

 

 

(520 百万石油換算トン)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(出所)経済同友会・富士通総研共同シンポジウム(2003 年) 

 

図表 10 2030 年自給率 50％の部門別 終消費構造の変化 

(出所

 
Triple  50」はさらに利用効率 50％を、自給率 50％、化石燃料依存率 50％に加えた提

言

ルギー効果によって、総供給エネルギーを削減する(2030 年石油換算 4.28 億トン)ことを可

百万石油換算トン 

)経済同友会・富士通総研共同シンポジウム（2003 年） 

「

である。それによって、発達した産業社会のエネルギー需要を減らすことなく、省エネ
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能にする提言である。それは、適切な規模の原子力発電と燃料サイクル、安定した再生可

能エネルギーシステムと系統の連係による新エネルギーの大規模導入、さらに海外でのバ

イオマスエネルギー生産システムなどを行うことによって達成可能であるとしている。二

酸化炭素の排出は 1990 年に比べて、おおよそ半減する。 
基本理念は図表 11、エネルギーバランス表は図表 12、そして発電部門の燃料構成は図表

13 のとおりで、このビジョンを実現させるのに必要なエネルギーシステムと実施すべき技

術

0(トリプルフィフティ) 

－高度に発展する産業社会の持続可能性の確保と産業競争力向上－ 

 

 

 

12 2030 年の Triple 50 

 

 

 

開発の提言は図表 14 のとおりである。 
 

図表 11 Triple5

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)東大総研(2006) 

図表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)東大総研(2006) 
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図表 13 2030 年の Triple 50 

 

 

 

 

 

    

(出所)東大総研(2006) 

 

化石燃料を高効率にかつクリーンに使うこと、再生可能エネルギーの大規模な導入シス

テムを構築すること、原子力エネルギーを活用すること、この 3 点がその基軸となってい

る。以上の長期ビジョン実現へ向けた技術戦略は図表 14 および図表 15 のとおりである。 
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図表 14 Triple50 実現へ向けた技術戦略  

 

 

 
(出所)東大総研(2006) 
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図表 15 ビジョン達成に必要な重要技術とそのトピックス 

 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 
Triple 50 の目標は、エネルギーと環境に関して、持続可能な産業社会を構築することに

あり、化石燃料への依存を再生可能エネルギーと原子力エネルギーへの転換によって減少

させ、いずれは枯渇する化石燃料源に依存しない持続可能な社会を形成することにある。

エネルギー供給は社会基盤であり、産業政策と安全保障政策に誘導されて、長期にわたる

変革を伴うものである。したがって、2030 年におけるエネルギー構成が目標なのではなく、

通過点 れば、いずれは枯渇する化石燃料を見据えて、図表 16 に示すよ

うに、2050 年、2100 年のエネルギー構成を示し、高度に発達して行く産業社会のあるべき

エネルギー構 るをえ

ない、そのマイルストーンでもある。 
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図表 15 ビジョン達成に必要な重要技術とそのトピックス 

 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 
Triple 50 の目標は、エネルギーと環境に関して、持続可能な産業社会を構築することに

あり、化石燃料への依存を再生可能エネルギーと原子力エネルギーへの転換によって減少

させ、いずれは枯渇する化石燃料源に依存しない持続可能な社会を形成することにある。

エネルギー供給は社会基盤であり、産業政策と安全保障政策に誘導されて、長期にわたる

変革を伴うものである。したがって、2030 年におけるエネルギー構成が目標なのではなく、

通過点 れば、いずれは枯渇する化石燃料を見据えて、図表 16 に示すよ

うに、2050 年、2100 年のエネルギー構成を示し、高度に発達して行く産業社会のあるべき

エネルギー構 るをえ

ない、そのマイルストーンでもある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.　 化石燃料をクリーンに、高効率に使うこと。
ガス化技術（石炭、バイオマス）、
トリプルサイクル発電（天然ガス、石炭ガス化、燃料電池SOFCとガスタービンの組み合わせて６
０％? ７０％効率を目指すシステム）

2. 　燃料サイクルの確立と高速増殖炉の実用化
高速増殖炉FBR，多目的高温ガス炉ＨＴＴＲの実用化

核燃料サイクルの確立

3. 　大容量の二次電池（リチウムイオン電池など）と再生可能エネルギーシステムの連係
太陽光、風力による自立分散型電源、
プラグイン・ハイブリッドから電気自動車
地域マイクログリッドシステムと蓄熱・蓄電システム

4. 　循環型産業システム
超鉄鋼　（スクラップ鉄から高品質鉄鋼）
化学リサイクル・プロセス
コプロダクションシステム

であり、超長期に見であり、超長期に見

成がいずれは再生可能エネルギーと原子力エネルギーの両輪で行かざ成がいずれは再生可能エネルギーと原子力エネルギーの両輪で行かざ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18



 

図表 16 世界の超長期エネルギービジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネルギーによる分散エネルギー等の実証

や普及を中心とした、地域産業振興にも重点が置かれるようになってきている。 

 また、経済産業省の新産業戦略に見られるように、環境・エネルギーの機器プラントや

供給サービス事業を、地域に於ける新事業や先端産業として展開することを政策的にも誘

導する様になってきた。新しい産業クラスターとして、地域の知的クラスター形成と相ま

って、地域の新産業振興がエネルギー産業を有力な構成要素として推進されるようになっ

てきており、今後その傾向をますます強めていくことになると考えられる。 

大規模集中電源によるエネルギー供給や都市ガス供給のような形態ではない、地域によ

る地域のための、地域のエネルギー供給システムが高い効率と経済性を持って、地域産業

の一つとして構築されてゆく。分散型で、ゼロエミッションで高効率なエネルギーシステ

ムの開発が、地域の大学と研究機関の連合体ないしはネットワークによって形成される知

的クラスターによって創出されることが重要な課題となっており、また政策的に振興され

る様になってきている。 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授「日中環境エネルギー物流フォーラム(2005 年 11 月)」 

 

 

2.3.国内外におけるエネルギー産業振興の事例 

2.3.1.日本 

 従来は、エネルギー産業振興は大規模集中電源における高効率なコンポーネントの開発

や実証プラントを中心に行われてきた。しかし 近は、NEDO の実証試験に見られるように、

新エネルギーや再生可能エネルギーの開発や新エ
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ネル て用い

 現 れてい

る。 エネル

ス分 を強化

して 部門に

ルギ と工業

(製紙、薬品、食品工業がエネルギー利用)のリンケージを含む地域産業の振興を農務省と

エネルギー省が共同で行っている。また、地域研究機関の発酵技術や触媒などの研究開発

と実用化を支援している。さらにエタノール産業の振興を計り、2020 年までに 50 億ガロン

のエタノール生産を目指している。 

中東からの石油を対象に、脱石油を強力に押し進めるため、エネルギー産業振興の米国

における典型的事例が、大統領のイニシアティブ“FUTURE GEN”である。火力、原子力、再

生可能エネルギー利用の 3 本を柱として革新的な産業技術振興と地域振興が相伴って進行

中である。 

 上記の自動車用燃料に加え、ハイブリッド車、さらには、プラグインハイブリッド車の

ための、バッテリー研究と産業技術支援を推進しているのは前述のとおりである。また、

大規模な老朽石炭火力を代替し、さらに石炭火力を導入すべく、ゼロエミッション(二酸化

炭素を回収・地下隔離＜ＣＳＳ＞)で、石炭ガス化による水素製造と高効率発電を組み合わ

せた、コプロダクションであるクリーンコール複合石炭火力を産業技術振興の中核に据え

て推進している。革新的な太陽光発電、風力発電システムの推進とともに、バランスを重

視しながら、エネルギー産業の振興が推進されているのである。 

 

 

 

 

 

2.3.2.欧米の再生可能エネルギー産業の例 

エネルギー産業は地域産業の振興と密接につながっており、特に欧米では、再生可能エ

ギーの活用及び石炭のクリーンかつ高効率な利用が産業振興のための手法とし

られている。 

在、欧米におけるエネルギー産業の振興は再生可能エネルギーに焦点が当てら

燃料税制上の優遇措置と地域産業支援、地域の技術開発支援とをリンクさせた

ギー産業の振興策である。 

バイオ燃料の振興を例にとると、欧州委員会 EU は 2020 年までにエネルギー全体にしめ

る再生可能エネルギーの割合を 12％にするという目標達成のため、昨年 12 月に「バイオマ

野での行動計画」を発表し、運輸部門における「バイオマス燃料の利用促進」

いる。これにより化石燃料の依存率を減らし、二酸化炭素の排出を削減、農業

新たな需要を、また燃料製造業へ、新たな経済活動の発展を促す。 

米国もまたバイオマス振興支援政策をとり、すでに全エネルギーの 4％をバイオマスエネ

ーで生み出している。これは地域経済における産業振興の典型例であり、農業
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３．「2030 年地域新エネ 50％イニシアチブ」構想 

3.1.長期エネルギービジョンと地域の産業構造改革 

 第 1 章でみてきたように、2030 年の日本の長期エネルギービジョンが出揃ってきた。「新・

国家エネルギー戦略」は 2030 年の総エネルギー供給量を 4億石油換算トンと想定したこと

が画期的で、また「2030 年エネルギー自給率 50％イニシアチブ」は自給率 50％(原子力 25％、

再生可能エネルギー25％)・化石燃料依存率 50％の提示が画期的だ。そして「Triple50」は、

自

ルギー戦略」実現の重要なビークル

給率 50％・化石燃料依存率 50％に加え、エネルギー利用効率 50％目標を掲げたことが画

期的である。 

この 3 つの長期エネルギービジョンを統合するとともに、特に再生可能エネルギー資源

の宝庫である地域の産業構造改革の視点から、さらに踏み込んだ「2030 年地域新エネ 50％

イニシアチブ」を提示したい。 

これは、「新・国家エネ として、かつ持続可能な地

域産業創出の観点から、今こそ、再生可能(新)エネルギーを軸とする地域分散型エネルギ

で 大の需要のある光熱・燃料などエネルギ

のクラスターこそが現実的なモデルとの発想に立つ。 

”＜総務省統計局概念＞)地域が想定される。こうした地域に

あ

る。 

ークラスター構築が重要で、その際、各地域

ーを、地域の豊かな自然資源(太陽光・風力、バイオマス、潮流、地熱＜低温バイナリー発

電＞、食品残渣)と蓄電技術(リチウムイオン・NAS電池)等の組み合わせで供給するいわば

“地消地産”型

この場合の「地域」とは、大都市・大工業地帯など原子力エネルギーといった大規模エ

ネルギー消費地域とは対照的な、地域の小口分散型のエネルギー需給調整が合理的な規模

の市町村(非“人口集中地区

っては、2030 年には、「エネルギー自給率(移入率)50％、再生可能(新)エネルギー50％」

ビジョンを掲げ、同時に新たな地域産業創出効果を狙うことが重要との発想である。ここ

では、エネルギー・環境関連中小企業の創出や実効的な学産連携を促せ、また日本がこれ

まで苦手としてきた、マーケットイノベーション(地域への市場返還)やシステムイノベー

ション(トータルで採算確保の仕組みづくり)を磨ける実践的な場とな

具体的には、「青森県エネルギー産業クラスター」構想(青森県版 Triple 50)のように、

地域の新エネルギー導入目標およびプログラムを別途策定することにより、同時にエネル

ギー・環境関連中小企業の台頭や実効的な学産連携を促し、また日本がこれまで苦手とし

てきた、マーケットイノベーションやシステムイノベーションを磨く実践的な場作りとす

るものである。 
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3.2.蓄電技術が新エネルギー50％の鍵 

3.2.1.重要な蓄電技術開発 

 日本の長期エネルギービジョンの目指すエネルギー構成の枠組みを可能にし、世界 先

端のエネルギー需給構造を実現するのは可能であろうか。大型集中電源に関しては、原子

力発電の推進とクリーンで高効率な火力発電(石炭と天然ガス)の進展が鍵を握るが、実現

可能な技術水準にある。 

一方、再生可能(新)エネルギーの地域分散型エネルギーシステムに関して、蓄電設備が

の成否を握っている。すなわち、将来のエネルギー供給体制は、分散型電源(地方)と大

模集中電源(大都市)の棲み分けが合理的となるが、その場合の地方の完全自立型エネル

ーモデルはリチウムイオン電池によって実現することになる。 

このように太陽光発電と風力発電の一層の普及には、蓄電池併設による出力安定が欠か

にリチウムイオン電池等の蓄電池の大

太陽、風力)によってすべてに電力を

 

 

 

そ

規

ギ

せない。また、新エネルギーの大規模導入はひとえ

型化と普及にかかっている(図表 17)。新エネルギー(

供給し、電気自動車にも充電する「オール電池住宅」の実現も蓄電次第である(図表 18)。 

 

図表 17  リチウム・イオン電池を用いた高能率未来型電池の開発目標 

 

(性能の目標) 
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(経済性の目標) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)ＮＥＤＯホームページ 

 

 

 

図表 18 リチウムイオン電池のもたらすイノベーション事例 

 

「オール電化住宅」と「オール天然ガス住宅」，さらには「オール電池住宅」の拮抗が
将来予測される。

リチウム二次電池応用が拓く未来像
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3.2.2.NAS 電池の開発 

リチウムイオン電池以外でも、NAS 電池導入の動きも活発化している。NAS(ナトリウム・

硫黄)電池とは、日本ガイシと東京電力が共同開発してきたピークカット機能を備えた電池。

鉛蓄電池の約 3 倍という高いエネルギー密度を持ち、電気を充電・貯蔵し、昼間のピーク

時などに放電を行うもので、発電所と同様の機能を果すことができる。都市部などの大口

需要地近傍に設置でき、昼夜間の需要格差が大きい地域の需給調整に利用できる。また風

力や太陽光発電などの新エネルギーと組み合わせて、その不安定性の克服に寄与しうる。

もちろん非常用の電源としても活用できる。 

国内での導入のほか、海外でも米国の大手電力会社・AEP 社が導入し、国内外での普及が

期待されている。 

 

3.2.3.トラックへのリチウムイオン電池搭載 

 2005 年、日本のディーゼルハイブリ リチウムイオン電池が搭載され(図

表 日本は世界的

にみ の観点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 

一方、固体高分子型の燃料電池自動車の開発とコスト見通しが必ずしも期待されたよう

に進んでいない。 

新・国家エネルギー戦略でも、新世代自動車を電気自動車・燃料電池車とし、蓄電池に

ッド・トラックに

19)、ようやくこの究極の電池が大型化し、実用普及の段階に入ってきた。

ても、各種リチウムイオン電池での開発では先頭を走っており、科学技術戦略

からは、リチウムイオン電池の「国際標準化」戦略推進が国家政策として望まれる。

 

  

図表 19  いすゞエルフにリチウムイオンバッテリー 

 
• 　「燃料電池車・水素時代」と　「ディーゼル・ハイブリッド車から電気自動車」

いすゞ エルフディーゼルハイブリッド車を発売（２００５年４月18日）

• 　? CNG-MPIに加えエルフ低公害車シリーズー

• ニッケル水素バッテリーに比べ約3倍の寿命を持つリチウムイオンバッテリーを採用。
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関す 車への

 

(出所)経済産業省(2006) 

 

 

図表 21 戦略下での取組事例 

る集中的な技術開発が強調されるているように、ハイブリッド車から電気自動

道、その後に燃料電池車という位置づけが明確に示されている(図表 20、21 等)。 

図表 20 新エネルギー等の導入拡大のイメージ 

 

     (出所)経済産業省(2006) 

エラー! 
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3.2.4.蓄電技術と政策・他のイノベーション 

 新エネルギーの大規模導入を拒む要因としては、政策と技術開発がある。政策が完全に自

由化されると、残るのは技術開発である。太陽光・風力ともに性能・コストともに大いに

進展しているため、上記のように 後は蓄電技術による供給不安定性の克服が鍵を握る。 

地 型エネルギークラスター(ビジネスモデル)の構築は、地域新産業の創生

につながり、また地域にエネルギー市場を返還することでもある。地域のプレーヤーによ

るエネルギー供給市場の創設、すなわちマーケット・イノベーションが必要となるわけで

ある。従って、政策による後押しだけではなく、エネルギークラスター構築に向けて受け

て立てる事業者の登場が不可欠となる。電力・ガス・石油会社といったエネルギー産業由

来のプレーヤーでもいいであろうし、地場建設業者、農漁協など第 1 次産業プレーヤーな

どの参入も重要である。これら各種プレーヤーの協力、競争の度合いによって、各地域の

「新エネ 50％イニシアチブ」達成度に差が出てくるだろう。この地域間競争こそが、「新エ

ネ 50％イニシアチブ」実現の原動力として期待されるわけである。 

町村合併で想定される 小の市は、3万人・1万世帯規模であるが、その地域の年間エネ

ルギー消費(民生・運輸・産業)額は約 100 億円で、この“地消”市場に対し、“地産”エ

ネルギー供給システムが構築されると、雇用が生まれ、持続可能な地域経済のインフラが

形成できることとなる。 

これら各種イノベーション競争が各地の産業構造変革をもたらし、同時に日本全体のエ

ネルギー産業の構造改革をもたらす。そこに、21 世紀に入っての資源価格高騰および高止

ま

る。 

しのぎ

を削る競争 というビ

50％イニシ

 

 

22、

「地 な経済

社会形 」に資する産

業の振興ということになる(図表 25)。 

 従って、地域(県・市)内の総生産と雇用の増加が究極の目標となるわけである。 

の完全自立域

りというパラダイムシフトが時に連れより鮮明化することで、イノベーションのスピー

ドはさらに加速され

このパラダイムシフトとイノベーション、産業構造改革の相互作用を促すべく、プレー

ヤーを取り込んだ地域間の政策競争の差で、各地域の将来も決まる。 

従って、「地域間競争の促進政策」の導入が重要となってくる。こうした地域間の

・ダイナミズムにより、「2030 年地域新エネルギー50％イニシアチブ」

ジョンが現実的なものとなり、ひいては日本全体の「2030 年エネルギー自給率

アチブ」も実現することとなる。 

3.3.「地域エネルギー産業クラスター」の構築 

「地域エネルギー産業クラスター」とは、単なるエネルギー供給・利用を目標とするも

のではない。この目標を達成する過程で、それらに関わる技術とシステムを開発(図表

23、24)する“知的コアの形成”と、これを核とした新事業・新産業の創出を実現していく

域産業クラスター」である。関連する産業分野としては、大きくは「持続可能

成」「産業構造の転換と高付加価値化」「移輸出型の産業構造への転換
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 なお、本クラスターの基本的な枠組みは次のように整理できる。 

①地域の特色豊かな再生可能エネルギー資源(森林バイオマス、地熱、潮流、太陽光、

風力)の活用と製品事業化。 

②「地域産業クラスター」と「新産業創造戦略」を組み合わせ、さらに「知的クラス

ター」との連携により、地域産業にイノベーションを起こす。 

③「地域エネルギークラスター」を基本理念に、地域産業の活性と創生を図る。 

④原子力立地(発電所、再処理工場)地域では、そのインフラを活かし、高度先端技術

の地域産業への波及を目指す。 

 
 

図表 22 「新エネルギーの拡大策」 

(出所)東大総研(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

①太陽・風力発電のマイクログリッド・蓄熱・蓄電を駆使した拡大利用

・実績（運用・運転）と更なる展開を図る。

・関連ハード 地域事業化

・再生可能 の

②バイオマス

・森林バイオを中心に、「森林利用の再構築」「林産業の高効率化」と「集成材製造新事業」「新しい中層木
　造建築業」を軸として、森林バイオマスエネルギー 業→利用はその一環として活用。

・地域林産業と木材加工業全体システムの構築や 集成材製造と中層建築などの事業展開は主体となる
　事業者の起業家精神が鍵。

③潮流発電

・具体的な構想、研究開発をへて実用化に至るロードマッピングを構築。

　沿岸の潮流マップ（資源ポテンシャル）作成、環境影響評価など事前調査研究が重要。　

・採算性の見通しに基づいて、地域の事業主体、設備事業構築などの新事業展開を図ることが重要。

④地熱発電

・地域ごとの賦存資源量に基づいて、地域分散自立エネルギー源として、特に地消費地産型エネルギー　
　として、コスト、効率性、環境性に優れるような規模と利用形態の実用化を図る。

・効率良い、新しい発電システムの可能性（バイナリー発電の実用化近い）を利用者としてだけでなく、製　
　造事業の可能性を追求。

の （蓄電、蓄熱）

エネルギー マイクログリッド構想（地域単位、県単位）

の活用

事

、

 

 

 27



図表 23 再生可能エネルギー、未利用エネルギーの大規模な導入を可能にする

新事業と新製品の開発(innovation 活用の具体例) 

(出所)東京大学大学院湯原哲夫教授 

 

 

図表 24 「省エネルギー技術開発・推進と産業創出」 

(出所)東大総研 2006 

 
 

 

 

 

 

・漁場創成、農業利用

・深層水利用事業

温排水を利活用した農林水産業事業での
利用

未利用のエネルギー
の活用

・ヒートポンプ製造

・熱供給システム

コジェネによる地域内の熱利用システム蓄熱

・Ｌｉ，Ｎａ，Ｓ等の開発製造、保守大容量二次電池による安定化蓄電

・太陽光、風力の大規模利用分散型再生可能エネルギー源を地域内、
地域間で連結する

地域マイクログリッド網

・杉「集成材」事業と住宅・中層建築の結合森林再生ー林産業再構築ー中層住宅ビル
建築事業

バイオマスエネルギー

・潮流エネルギー発電システムの製造豊富で、安定した海洋エネルギー潮流発電

・ベンチャーとの連携

・システム化技術

・バイナリー発電装置の製造

自立分散型（地消地産）地熱発電システム地熱発電

新事業内容項目

①蓄電・蓄熱技術と分散型エネルギーシステムにおける活用。

③大規模な未利用エネルギー源としての大型発電所の温排水活用。これを地域の

効率に使う、ゼロエミッションで、コジェネ・コプロダクショ
　ンシステムなど、次世代型火力発電システムの開発と実証は、原子力発電技術と
　再生可能エネルギーシステムの共通基盤技術から成り立つ。

　産業間連携によるエネルギーコンビナートシステムの実現は、地域産業に高付加

②地域グリッドシステム技術と民生・産業の利用システム構築。

　産業（鉱工業だけではなく、農林水産業）と民生（公共用熱源など）にも利用。

④化石燃料をクリーンに高

⑤地域のエネルギー産業振興にとり、天然ガス・トリプルサイクル発電システムや　

　価値製造の機会をもたらす。
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図表 25 関連する産業分野 

■「持続可能な経済社会」形成に資する産業の振興

と循環型社会の形成に資する）

・医療・健康福祉分野（高齢社会に対応した安心・安全なＱＯＬの確保に不可欠）

・ＩＴ分野（ユビキタス社会の形成に資する）

・農林水産業分野（食料自給率の確保、安心・安全な食品の生産・供給）

■「産業構造

・農林水産業分野（新品種開発やブランド開発による高付加価値化）

・食品関連製造業分野（機能性食品の開発等農工ベストミックスによる高付加価値化）

･建設業分野（省エネ技術の導入や木材利用等による高度化、資源リサイクル産業等へ
の業態転換）

■「移輸出型の産業構造への転換」に資する産業の振興

・農林水産業分野（高付加価値化・省コスト化による資金流入）

・環境リサイクル分野（廃棄物受け入れに伴う資金流入）

・エネルギー分野（風力等大規模電力卸供給）

・エネルギー分野（地球温暖化対策に不可欠な原子力、再生可能エネルギー開発及び　
省エネルギー）

・環境リサイクル分野（環境保全

 
 

の転換と高付加価値化」に資する産業の振興

   （出所）東大総研(2006) 

3.4.“地消地産”型地域エネルギークラスターの創出に向けた政策 

ここでシュンペーターが唱えた 5 つのイノベーションに沿って、“地消地産型”地域エネ

ルギークラスターの創出に向けた政策を整理する。(図表 26、27) 

図表 26 「2030 年地域新エネ 50％イニチアチブ」の策定 

■基本的枠組み：

「５つのinnovation」（シュンペーター 「地域間競争」で推進！

①プロダクト・イノベーション

・新製品・商品・事業開発、地場エネル ・環境関連機器メーカー創出

②プロセス・イノベーション

・“地消地産”モデル構築（物流・ロジ削 ）、「安心・安全の可視化」

・間伐材搬出技術開発（モノレール）+バイオマス発電プラント

③マテリアル・イノベーション

・電極など蓄電池素材開発、農業用ハウス新素材開発

・リチウムイオン電池技術等の「国際標 」政策の推進

）を

ギー

減

準化
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( 

 

 

(出所)筆者作成 

図表 27 適規模の「地域新エネ産業クラスター」提示 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)筆者作成 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

④マーケット・イノベーション（「エネルギー市場の地域への返還」「プレーヤーづくり」）

・規制見直し（産廃業者概念、消防法運用、税制・・・）

・電力・ガス・石油業界の地域事業部制導入によるプレーヤーづくり（発電コスト総
　原価　主義の見直し、発送分離など）

・地場プレーヤーの育成

・各部門の採算明確化

⑤システム・イノベーション（「仕組みづくり」「横串し」政策）

・エネルギー・中小企業政策（経産省）、農林水産業政策（農水省）、科学技術・産
　学連　携政策（文科省）、地域産業振興策といった“たて割り政策”の統合

・学産官連携の推進、シンクタンク・コンサル会社の提案力向上

・各種ファイナンス活用（合併特例債、「レベニューボンド」導入、プロジェクトファイ
　ナンス・リース、ＰＦＩ、「地域通貨」）

組み」づくり・トータル採算確保に向けた「仕

 

 

■各地域のエネルギークラスター構想等

①「青森県エネルギー産業クラスター形成調査」（東大大学院+地元産学官連携）

②「秩父市バイオマスガス発電プラント建設プロジェクト」（富士通総研+東大大学院Ｇ+地元産学官

　連携）

③「京都市ＣＯ２削減シナリオ」（京大ＣＯＥ+富士通総研）

■地域別（県・市町村）の将来人口予測」を踏まえた、具体的モデルの策定

・富士通総研のコンサル部門との連携も視野に。

■江戸時代“３００藩”コミュニティ体制の復活

・たたら製鉄産業をベースとする地域規模が藩「区域」だったとも評価可能。

・江戸時代の鉄鋼・エネルギークラスター（森林資源再生サイクルに依存）としての藩「区域」は、還
元材たる森林規模によって規定されたとの見解も存在。

■行政単位（道州制＆市町村の２層システム）の再構築に際してのインプリケーション
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４．おわりに 

どのような科学技術の研究開発においても、いかなるビジョン、イニシアチブを掲げる

が大きなポイントとなる。特に新エネルギー開発をはじめ「環境調和型エネルギーシス

ム」の構築は、以上のように、地球温暖化防止のみならず、日本や中国など発展途上国

持続可能な経済産業社会を構築するうえで、決定的に重要な鍵となる。 

日本はまず、国家意志として 2030 年までにエネルギー総供給量 4億石油換算トン、自給

50％(新エネルギー25%)達成を掲げ、それに向けた各種プログラム、プロジェクトを用意、

進する。特に人口規模が 10 万人以下の市町村地域、いわば分散型エネルギークラスター

築が合理的と考えられる地域では、地域で消費するエネルギーは極力地産エネルギーで

かなうべく、新エネルギーで 50％自給するビジョンを立て、地域間競争で達成を図る。 

その際、シュンペーターが唱えた 5 つのイノベーションの考え方に沿った「地域間競争

促進政策」が鍵を握る。電池等のイノベーションに加え、「2030 年地域新エネ 50％イニ

アチブ」といった新エネ普及と地域産業振興のリンケージを促す次なる国家戦略の策定、

あるいは具体的な新事業・新商品の開発、地域別(県・市町村)の将来人口予想をも踏まえ

ネ産業クラスター」構想の提案競争等によって、一気にわが国の

域新エネ 50％目標達成も現実味を帯びてくる。 

2005 年既に人口減少社会に突入した日本は、世界に先駆けて持続可能な経済社会を構築

になる。また、各種

こととなる。 

さらには、エネルギーなど地域クラスター構築の作業は、道州制(市町村との 2層行政シ

ステム)に向けた“区域”案のイメージ形成を促すことにもなる。まさに江戸時代、鉄鋼・

ネルギー制約(全国各地で産出された砂鉄・丹生・餅石を還元する“たたら製鉄”能力は

元エネ

にあって想起される。 

 

 
 

か

テ

が

率

推

構

ま

の

シ

た 適規模の「地域新エ

地

するべく、資源・エネルギー・環境面での制約をクリアーできること

3R システムの定着、地域への雇用創出、安定的な経済成長等がもたらされ、経済の三大課

題(生産性向上＜経済成長＞、所得再配分、雇用)の解決にも資する

 

エ

還 ルギーたる森林再生力に依存)で「300 藩」体制が規定されたとの見解が、平成の

世
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