特定非営利活動法人

Ｎｏ．35

未来技術フォ－ラム神戸

April
2013

《目 次》
第 2 回 Smart City Week・・・・ 1～4 p
NEDO セミナー・カンファレンス・・8 p
蝋梅 Now・・・・・・・・・・・・ 12 p
第2回

LIB Power & Safety 2012・・・・・5～7 p
PV Japan 2012・・・・・・・・・9～11 p

Smart City Week
未来技術フォーラム神戸 板山克広

2012 年 10 月 29 日から 5 日間にわたり日経 BP によりﾊﾟｼﾌｨｺ横浜で
「第 2 回 Smart City
Week」が開催された。主催者の発表によると、ﾌｫｰﾗﾑに約 7000 人、併設の展示会と合わ
せると 40 ヶ国 2 万 2000 人が来場した。このうち下記 2 件の Professional Seminar に参
加し、国内外で取組みが進む“ｽﾏｰﾄｼﾃｨｰ”の動向、現在議論中の電力ｼｽﾃﾑ改革で出現する
新ﾋﾞｼﾞﾈｽに関する情報収集を行ったので、その概要を紹介する。
１．

電力改革で生まれる新ﾋﾞｼﾞﾈｽ

～自由化や発送電分離で拡がる事業領域

１－１．電力ｼｽﾃﾑ改革の狙い
冒頭、現在活動中の「電力ｼｽﾃﾑ改革専門委員会」の委員である富士通総研高橋氏より、
日本の電力改革の方向性についての紹介が行われた。3.11 後の電力需給逼迫の原因として、
新電力・自家発電の活用が不十分なこと、10 電力供給区域間の電力融通性の欠如、需要者
不在(電力会社主導)の節電活動を挙げ、同委員会はその解決策として
①小売全面自由化(参入規制・料金規制撤廃、地域間競争活性化)
②競争促進政策(卸供給規制撤廃、卸電力取引の活性化、ﾈｶﾞﾜｯﾄ取引の活性化)
③送電網の開放（広域化、中立化、地域間連係線の増強）
が必要との基本方針を 7 月に決定。2013 年電気事業法改正に向けた検討を進めている。
１－２．中核となる“発送電分離”
発電、配電の全面的な自由化を進めるためには、何らかの形で発送電の分離を行うこ
とが必須となる。形態としては、法的分離→機能分離→所有権分離（この順番で送電網開
放の度合いが強まる）があるが、ﾄﾞｲﾂと米国の先行例が紹介された。しかしながら EU は
地域内・間の広域運用(国際連係)が可能、一方、大規模停電が後を絶たない米国(3000 以上
の電力事業者乱立するなかでの供給不足、脆弱な送配電網などの弱点を抱える)は電力の効
率的運用に向け道半ば、というように日本の状況と異なるところも多い。
むしろ、ﾋﾟﾚﾈｰ山脈により国際連係が限定的となっているｽﾍﾟｲﾝに学ぶべき点があると
のこと。同国では、国営送電会社が独占的に広域運用行っている(どのような分離形態でも
送電部分は必然的に地域独占となり競争は生まれない)。既に水力を含めた自然ｴﾈﾙｷﾞｰによ
る発電量が 31%(2011 年実績)に達し、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ(RE)統合を最優先に系統運用を行う
中で、RE の大量導入に向けた運用ﾉｳﾊｳの蓄積も進んでいる。これに対して日本では、発送
電一貫が事業の根幹となっている既存電力会社の抵抗は大きく、また政権交代を控えるな
かで行われた本講演では、どのような形態で発送電分離が行われるのが好ましいか、は示
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されなかった。
１－３．生まれる新ﾋﾞｼﾞﾈｽ
上述のような電力ｼｽﾃﾑ改革が実現すれば、供給側、需要側ともに多くのﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽが
生まれる。前者についてはｼｪｰﾙｶﾞｽ革命を受けた天然ｶﾞｽｼﾌﾄ、ｺｼﾞｪﾈ、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰとく
にﾒｶﾞｿｰﾗｰ等による新電力事業者の増加に加え、中～小規模の太陽光発電(PV)の普及に伴う
屋根貸しﾋﾞｼﾞﾈｽ等の新規発電事業が既に出現しつつある。一方後者については、使用電力
の 40%を占める家庭市場の小売自由化、
需要家の PV 導入により、ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ、
省ｴﾈ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(DR)、ﾈｶﾞﾜｯﾄ取引、電気料金の変動価格ｻｰﾋﾞｽなどを組合せた新しいｻｰ
ﾋﾞｽ事業が想定される。これらについては既に米国において商業ﾍﾞｰｽでの取組みも始まって
いる。更には、これら供給、需要側の要素・機能を統合し地域ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄを行うｽﾏｰﾄ
ｺﾐｭﾆﾃｨｰ/ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞのような大規模事業も考えられており、各国で実証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが行われて
いる。
日本でも経産省主導で４つのｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨｰ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが行われているが、本ｾﾐﾅｰでは(社)
ｽﾏｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの加藤氏より「足利市民総発電所構想」の紹介があった。同氏は電力改革の
基本を需要側資源の活用(RE＝ﾎﾟｼﾞﾜｯﾄ、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率向上=ﾈｶﾞﾜｯﾄを併せたもの)と捉え、ﾕｰｻﾞ
参加による「Smart Power ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの構築」を唱えている。そのﾓﾃﾞﾙとして人口 16 万人
の足利市を舞台に、家庭・公共施設への PV 導入による発電、HEMS・BEMS の導入によ
る節電分、両者を合わせて仮想総合発電所と見做し、これを活用することで得られる市公
共施設の電力費用削減を原資に、ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ等による住民への還元を行う、というものである。
このような電力新ﾋﾞｼﾞﾈｽを考える上での企業戦略につき、KPMG(監査法人あずさのｺﾝ
ｻﾙ子会社)の赤嶺氏より提言があった。同氏は米ｺﾝｻﾙ会社、重電大手 ABB での勤務経験か
ら、これまでも日本の電力関連産業の内向きの動きに辛口の論評を行っている。その主張
の根幹は海外展開を睨んだ事業構築になっていない、というもの。国内の電力施設に対す
る設備投資は 2 兆円前後で横這いとなっており、短期的には電力改革による事業機会が見
込めるものの、長期的には今後 20 年で電力需要は 10%程度減り、国内市場の成長は期待で
きない。一方、海外ではｱｼﾞｱ新興国を中心に中間所得層が急増し、今後 10 年間での電力需
要は倍増以上が予想されている。つまり今回の電力改革に伴う事業機会の出現を本命であ
る海外市場への展開のｽﾃｯﾌﾟと捉えるべき、としている。問題は、経産省が推し進める日本
独自規格の世界標準化。ﾒｶﾞｿｰﾗｰの直流回路電圧 600V(国際的には損失の少ない 1000V)と
HEMS･BEMS 規格の ECONET Lite(KNX が世界を既に制覇)、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ規格などを例に、
国際状況を見極め早めに世界標準を受け入れるべき、と主張している。更に、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ･
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにも注文。ﾄﾞｲﾂの MeRegio ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを例に、電力会社を巻き込む(電力ｼｽﾃﾑとの連
携)と同時にﾕｰｻﾞｰが継続的に参加する仕組み作りが重要であることを指摘。国内のﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄは「地域最適化」に終始して事業ｽﾃｯﾌﾟへの発展性に乏しく、事業者の“ｽﾏｸﾞﾘは格好良い
が儲からない”との認識の原因、と批判している。
２．潮目が変わる米国ｸﾘｰﾝﾃｯｸ市場
２－１．大統領選後の環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ政策の行方
「ｼｪｰﾙｶﾞｽ革命」に沸く米国であるが、大統領選の直前と言うこともあり、オバマ大統
領が以前打ち出したｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ政策の行方が注目されていた。Bloomberg New Energy
Finance の中村氏によると、米国の 2011 年のｸﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ新規投資 3.8 兆円は、風力、PV
への積極的投資が行われている中国、ﾄﾞｲﾂを抑えて世界 1 位(ｼｪｱ 17%)となっている。これ
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を支えるのは年間 200 億ﾄﾞﾙ規模に及ぶ税制優遇措置、ならびに補助金であるが、これらが
PV 関連を除き 2012 年までに期限を迎える。ロムニー候補が Solyndra、Ener1 等被支援企
業の破綻を引き合いに補助施策を批判し、石炭への回帰を主張するのに対して、オバマ候
補は風力の継続推進を表明し対立。その後のオバマ勝利により助成策の一部は継続される
見込みであるが、それでも来年の風力新設は半減し、ﾀｰﾋﾞﾝ供給等の関連企業が厳しい環境
に曝されると予想している。しかし PV、風力発電の価格競争力は増してきており、民間資
金供給に繋がる新しいﾓﾃﾞﾙ(例えば MidAmerican Energy による 550MW/PV ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ債発
行)が生まれつつあるとのことである。
２－２．進むｽﾏｰﾄ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(DR)への取組み
米国は、先進国で唯一人口が増加し(直近 10 年間の増加率は平均で 0.9%/年)、それに
伴いｴﾈﾙｷﾞｰ需要も 1%/年と増加し続けている。これに対して、環境保護庁の規制などにより
主力の石炭火力の新設・改造が進まず、送配電ｼｽﾃﾑの不備による大規模停電が続発するな
ど、電力供給の信頼性の向上が大きな課題となっている。
このような背景の下、省ｴﾈ、需給調整による電力確保・設備稼働率向上への取組みが
官民双方で行われており、JETRO 磯部氏からそれについての報告があった。まずは“見え
る化”からと「2020 年に 100%」を目標にｽﾏｰﾄﾒｰﾀの設置が進んでいる。2011 年段階で既
に 13～18%の普及率となっているが、現状、ﾘｱﾙﾀｲﾑ性、情報の質が不十分で、DR に結び
つく自動制御を可能とする先進的ﾒｰﾀｰｲﾝﾌﾗ(AMI)への移行が求められている。日本も同様で
あるが、昼間の需要ﾋﾟｰｸへの寄与度は家庭用よりも業務用・産業用の方が圧倒的に大きく(家
庭のﾋﾟｰｸはむしろ夕刻)、節電(ﾈｶﾞﾜｯﾄ)ﾋﾞｼﾞﾈｽの狙い目となっている(KPMG 赤嶺氏)。
EnerNOC、Opower、Convergence Wireless など多くの企業が電力、業務用、産業用をﾀｰ
ｹﾞｯﾄ・ﾕｰｻﾞとして変動料金制、自動需要応答(ADR)などの各種ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽを提供し成
功している。
勿論、一般需要家向けｻｰﾋﾞｽを提供する企業もある。2007 年設立の MyEnergy は、ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ消費量比較ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄを開設し会員を 50 州全部に拡大している。前年同月比の削減量に
応じたﾎﾟｲﾝﾄを消費者に提供し、提携ﾁｪｲﾝからｺﾐｯｼｮﾝを受取る。2010 年設立の NEST は、
空調ｺｽﾄ削減を狙いに各種ｾﾝｻｰと顧客ﾆｰｽﾞ・ﾃﾞｰﾀを組合わせた温度調整ﾌﾟﾗｸﾞﾗﾑを自動作成
できるｻｰﾓｽﾀｯﾄを 249 ドルで販売、電力事業者と提携した普及を進めている。このようにﾀｰ
ｹﾞｯﾄを絞り込みﾘｽｸを回避しながら進める事業ﾓﾃﾞﾙに対して、世界最大のﾈｯﾄﾜｰｸ企業である
Cisco Systems のように買収、戦略的提携により HEMS～ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの全戦線
に亘る取組みを行う企業もある。「ｲﾝﾀﾈｯﾄ市場より大きくなるｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ市場」(同社ﾁｪﾝﾊﾞ
ｰｽﾞ CEO)ではあるが、費用回収の方策が立たずﾎﾞﾙﾀﾞｰ市のｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄからの退場
を迫られているｴｸｾﾙｴﾅｼﾞｰの例のように、商業ﾍﾞｰｽでの成立性については未だ課題は多い。
また、同じ ICT 技術の活用のように見えても、Microsoft、Google が早々に撤退を決めた
ように IT 業界からの進出も簡単ではない。両社の失敗に対して「時期尚早であった」との
分析もあるが、電力業界との違いの大きさが原因、と指摘されている。電力市場はｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞ
ｰ(顧客、電力会社)、価値観(信頼性、安全性)、市場特性(地域性)ともに本質的に保守的で、
IT 市場との違いは大きい。特に、電力会社の存在によりｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰの事業ﾓﾃﾞﾙの
自由度は大きく制限される、としている。
２－３．ｼｪｰﾙｶﾞｽ革命のｴﾈﾙｷﾞｰ問題へのｲﾝﾊﾟｸﾄ
米国の電源別発電量は、原子力 19%、天然ｶﾞｽ 25%、石炭 42%、その他 13%と石炭火
力主体の構成となっている(Bloomberg 中村氏：2011 年の DOE ﾃﾞｰﾀ)。しかしながら、前
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述のように大気浄化法により石炭火力の新設、改造(長期稼動発電設備は浄化装置投資を免
除)が進まず、この 10 年間、34GW 程度で能力は頭打ちとなり、設備老朽化(平均稼動年数
35 年)に伴う稼働率低下が電力供給不足の一因となってきた。そこに現れたのが非在来型天
然ｶﾞｽのｼｪｰﾙｶﾞｽで、電力不足問題を一気に解決し、2030 年代には米国をｴﾈﾙｷﾞｰ輸出国へ変
えるとまで言われている。
ｼｪｰﾙｶﾞｽの出現で、米国での天然ｶﾞｽ価格は 4 ㌦/MMBTU 以下にまで下がり、平準化発
電ｺｽﾄ（LCOE）も石炭火力の 70～93 ㌦/MWh を大きく下回る 50 ㌦/MWh が可能となった
(Bloomberg 中村氏)。
更に、石炭に比較すると単位発電量当たりの CO2 排出量は 35～40%(ｺ
ﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電の場合)と圧倒的にｸﾘｰﾝな電源で(iSuppli 南川氏)、増加を続けてきた米国
の GHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出が 2012 年には過去 20 年間で最低になる見通
しとのこと。日本のようにｴﾈﾙｷﾞｰ自給率の低い国、供給ﾘｽｸの高い国、ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の急増が
見込まれる国にとって、原子力は依然戦略上重要なｵﾌﾟｼｮﾝではあるものの、当面のｴﾈﾙｷﾞｰ
源の主力はｼｪｰﾙｶﾞｽになると予想している。石油連動価格での高価な天然ｶﾞｽの輸入に頼る
日本でも、30%以上の調達価格低下が見込めるとして(価格は 1/6 だが燃料代程度の輸送ｺｽﾄ
が必要)、米国からの輸入に目を向け出した。
Luxresearch・Buenger 氏より、発電用電源以外の分野におけるｼｪｰﾙｶﾞｽ出現の影響が
紹介された。安価かつ供給不安のない原料を手にすることで、米国の化学工業の競争力が
大幅に強化されるとしている。ﾀﾞｳｹﾐｶﾙ、ｼｪﾙ等大手化学ﾒｰｶが相次いでｴﾁﾚﾝﾌﾟﾗﾝﾄ建設計画
を発表しており、これらを含めて化学工業全体での雇用創出効果は間接的なものも含める
と 40 万人を超えると期待されている。さらにｼｪｰﾙｶﾞｽをﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙと同様に再生可能燃料基
準エラー! 索引項目が見つかりません。(Renewable Fuel Standard)に加え、国を挙げた後
押しを行う議論も始まっている。
一方、輸送機用燃料としては当面、期待できない模様。ｶﾞｽでのｶﾞｿﾘﾝへの混入が困難
なこと、液化には原料費用以上のｺｽﾄが嵩む上にﾊﾞｲｵ燃料と同様に添加量が限られることが
理由となっている。ｶﾞｽとしての利用はﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ敷設、増圧等によりｺｽﾄが合わない。一般
に天然ｶﾞｽ車の普及は、中東、南米等の原産地で且つ石油精製ｲﾝﾌﾗ等に制約のある特殊条件
の地域に限定されると見ている。勿論、その潜在的ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは大きく、またｶﾞｿﾘﾝ価格次第
ではあるが、かなり将来の話とされている。
３．終わりに
本稿執筆中に、衆議院選挙の結果が報じられた。選挙戦において原発も含めてｴﾈﾙｷﾞｰ
問題に関する突っ込んだ議論が全く見られなかったのが、極めて残念である。社会、経済
への影響が極めて大きい国の根幹を決める問題の筈である。危機的状況へ転げ込むか、再
生に向けたｽﾀｰﾄをきるか、重要な分岐点に立たされている。ｴﾈﾙｷﾞｰ基本計画、電力ｼｽﾃﾑ改
革に関し国を挙げて真摯に議論され、実行に移されること願ってやまない。
以上
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