Energy Storage Europe 2017 参加報告
未来技術フォーラム神戸 板山克廣
2017 年 3 月 9 日から 3 日間にわたり独・ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌで開催された首記ｺﾝﾌｧﾚﾝｽに参加。
同ｺﾝﾌｧﾚﾝｽは、Global Energy Storage Alliance(GESA) に加盟するﾄﾞｲﾂｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵協会
(BVES)とﾒｯｾ・ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌの主催によるもので、今回が 6 回目の開催となる。GESA に加
盟する米国、EU、ﾄﾞｲﾂ、中国、ｲﾝﾄﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱなどのｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵(ESS)関連の団体が一堂
に会し、各地域における ESS 市場に関する情報交換を行った。ESS 市場の立ち上がりが
期待される現在、今回の参加者は 55 か国 4,200 名に上った(前年比 35%増)。COP21 に提
出した各国の温暖化ｶﾞｽ削減の 2030 年目標を経済成長（＝ｴﾈﾙｷﾞｰ消費増大）の犠牲無しに
達成するためには、火力発電からの再ｴﾈ(RE)への切り替えが不可避となるが、そのような
中、発電ｺｽﾄの低下が急速に進む風力、太陽光(PV)の導入が急速に進められている。
出力の時間変動の大きいこのような再ｴﾈ電源(VRE)を送配電網(ｸﾞﾘｯﾄﾞ)に大量に繋ぎ
込むことによる電力ｼｽﾃﾑの不安定化(需給ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ)を解消する手段として、ｴﾈﾙｷﾞｰ供給の時
間調整を行うための ESS の導入が考えられてきた。これが ESS 市場への期待の背景とな
っているが、一方、たとえば電力貯蔵の端的な手段である二次電池は未だにｺｽﾄが高く、
政策支援なしには経済性が成り立たない現実もある。さらに電力貯蔵に替わる他の選択肢
も次々と提案され、RE 導入が最も進む欧州においてさえ ESS 市場の規模、立上り時期に
ついては未だに不透明感が漂う。勿論、国・地域によってｴﾈﾙｷﾞｰ・電力事情は異なり、そ
れにより ESS の手法、必要性の程度も変わってくる。本報告ではこれらの問題についての
議論の概要を紹介する。
１．

各国のｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵市場の現状と課題
現在、ｸﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄのための大規模 ESS の大量導入が各国で計画されており、

2017 年の ESS 新規導入量は、世界合計で前年の倍増に当たる 3.5GWh が見込まれている
(Bloomberg New Energy Finance 予測)。それはこれまでの主要市場である欧米に加えてｱ
ｼﾞｱ・太平洋地区が立ち上がったことによるものであり、英調査会社 IHS は、今後の ESS
市場をこの両者がほぼ同規模で占めていくと予想する。また同社予測では、今後、大規模
ESS が 4GWh 近傍に留まるのに対し、消費ｻｲﾄﾞでの電力需給調整を目的とした住宅及び商
工業施設用の ESS いわゆる”Behind the Meter”市場が急伸し、2020 年の ESS 市場は合計
で 10GWh に迫るとみる。
一方、ESS に採用されている技術を見ると、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池(LIB)が殆どを占める。現
在の主要用途である周波数調整/補助電源の大型 ESS は、比較的に場所などの制約条件が厳
しくなく選択肢としての技術は多岐に亘るが、現実には LIB が 90%以上の比率で採用され
ている。これはﾌﾛｰ電池、NaS 電池など他の二次電池とのﾓｼﾞｭｰﾙ価格比較において LIB が
💲200~400/kWh と最も安価となったためである。そして例えば 10MWh/5MWh の大型ｼｽﾃ
ﾑでは、2020 年までに周辺機器も含めたｼｽﾃﾑ価格が現在の💲7M から💲4M まで下がると予
想されており、この LIB の優位性は今後も続くとみられている。
次に今回報告のあった今後期待される主要市場における状況を個別に紹介する。
１－１．急伸する韓国市場
2017 年に米国を抜いて世界最大市場となるのが韓国。2016 年の 260MW から
425MW 市場へと急成長する。その用途は 50%強が PV、風力のｸﾞﾘｯﾄﾞへの接続をｻﾎﾟｰﾄす
る目的での導入で、これに非常/補助電源用途(約 30%)と周波数調整用途(KEPCO の
124MW）が続く。この急成長の背景となる RE 導入目標制度(RPS)について韓国太陽光発
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電協会(KOPIA)から紹介があった。2011 年に FIT 制度に替わって導入された RPS 制度で
は、2035 年迄に一次ｴﾈﾙｷﾞｰの 11%、発電量の 13.4%を PV、風力を中心とした RE に転換
するとしている。
特に PV への依存度が高く RE 発電能力に占めるその比率を 45%(17.5GW)
としている(風力は洋上 17%、陸上 6%の合計 23%)。ここまでの実績では、PV は年度毎に
設定した目標値をこれまでほぼｸﾘｱする好調さをみせ、2014 年には前年比倍増の 925MW(累
積で 2,363MW)にまで伸びた。
韓国でも国及び市による住宅への導入補助金、あるいは新築/改装公共施設に対す
る設置義務、税控除などのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ策が導入されているが、政策の中心となるのはｸﾞﾘｰﾝ電
力証書(REC)制度。13 の大規模発電事業者に対して目標 RPS 分の RE 買い取り義務を負わ
せ、未達分にはﾍﾟﾅﾙﾃｨｰを課す。この制度では発電装置ﾀｲﾌﾟにより REC 係数を設定し小規
模発電者、PV を優遇している。また更なる PV 導入促進策としてﾍﾟﾅﾙﾃｨｰとﾘｰｽ料金を財源
とした Solar Lease 制度を実施。設置、ﾒﾝﾃはﾘｰｽ会社が行い利用者に電気料金節減のﾒﾘｯﾄ
を提供する。2016 年からは RPS 制度に ESS も組み込まれ、PV 導入と歩調を合わせる形
で先に述べた ESS 市場の急速な立ち上がりが韓国では実現したといえる。
１－2．好調を維持する米国市場
ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領のﾊﾟﾘ合意離脱宣言で脱化石燃料化への取り組みの後退が懸念される
米国であるが、先の韓国に首位の座を譲るものの 2017 年も 375MW と前年比 30%増の成
長を IHS は予測する(GTM Research 予測では 421MW)。その現状と将来性について GESA
を主導する Strategen より紹介があった。同社によると、
“国ﾚﾍﾞﾙのｴﾈﾙｷﾞｰ政策は従来から
も存在せず、ｴﾈﾙｷﾞｰ政策並びに具体策を決めるのは州政府、ﾄﾗﾝﾌﾟ登場後も脱化石燃料化へ
の動きは全く変わらない”という。2016 年時点では既に 29 の州でかなり高い目標を掲げ
た RPS が導入されている(例えばｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州、ﾆｭｰﾖｰｸ州では 2030 年 50%)。
このような火力発電から RE 電源への転換の流れの中で、各ｸﾞﾘｯﾄﾞ運用事業者
(ISO)による RE 電力貯蔵、周波数調整、容量確保を目的とした ESS 導入がこれまで市場を
主導してきており、今後も年率 10%を超える同目的での市場成長が見込まれている。なか
でも目を惹くのがｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 (CAISO)とﾃｷｻｽ州(ERCOT)で、2020 年までにそれぞれ
1,825MW(現状累積設置量 1,100MW)、1,160MW(同 500MW)への増強を計画している。ま
た 10GW 規模の発電ｻｲﾄが老朽化の危機的状況にあるﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ州では、ﾋﾟｰｸ電力削減(10%
のﾋﾟｰｸ電力が電力料金の 40%を占める)とｸﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑの機能整備が喫緊の課題となっており、
当面、600MW の導入計画を進める中で将来的には 1.8GW を目指す。
2017 年の米国 ESS 市場の特徴は商工業施設への導入の進展。その主目的はﾋﾟｰｸ
電力ｶｯﾄやﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(DR)対応による電気代の削減であるが、最近は周波数調整電力卸売
市場への参画も新たに加わり、2020 年には 2.5GW 規模への成長が予想される。このよう
な動きは今後 RE 導入が進む住宅分野へも拡がり、これら消費者ｻｲﾄﾞでの ESS 導入は 2020
年には電力ｻｲﾄﾞと同等の規模にまで成長し ESS 全体で 1,100MW、25 億㌦市場が形成され
ると予想している。
１－３．今後の成長が予想される新興市場
欧州諸国の中で最近注目されているのが英国市場。同国では 2025 年までの全石炭
火力停止が決まっており、風力を中心とした RE 大量導入が進む。これに伴い、ﾋﾟｰｸｶｯﾄ、
RE 電力自家消費目的に加えて、周波数調整目的での ESS 導入が進んでいる。APRICUM
によると、昨年行われた 1 秒以内に対応する電源を対象とした募集で、201MW の蓄電池貯
蔵(BESS)が落札したという。2017 年は総計 170MW 程度(前年度比 4 倍増)の ESS 市場規
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模だが、2020 年にはｸﾞﾘｯﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ用だけで容量確保目的も含めて 700MW の新規導入が期
待されるという。
今後注目される中国市場については、SUNGROW と組んで中国進出を狙う
Samsung SDI より紹介があった。中国では RE 導入が急速に進み、2015 年には累積設置
量で風力が 130GW、PV が 43GW、合計で RE 発電能力ｼｪｱは 11.7%となり、2020 年には
それぞれ 250GW、150GW、17%まで RE 電力化が進むと予想している。確かに導入量規模
は膨大なものではあるが、発電能力ｼｪｱはさほど高くなく、問題は広大な国土をｶﾊﾞｰするた
めの送電能力の不足。風力、PV とも適地の北/西部に偏在し、消費地である海岸地帯への送
電能力不足が顕在化し、現在既に送電網への新規接続がｽﾄｯﾌﾟされ、発電量の 15~20%が抑
制/廃棄される状況となっている。そこで第 13 次 5 か年計画で、ﾋﾟｰｸ負荷の 50%以上の能
力を有する ESS を具備するﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ整備、周波数調整のための ESS 設置の方針が示され
た。2016 年時点での ESS(揚水発電 22.7GW を除く)累積設置量は既に 169MW に達し、さ
らに 40MW の建設が進む。既存の BESS の 70%は LIB によるものであるが、そのｼｽﾃﾑ価
格は年率 11%で下がり続け 2020 年には 50%以下と他の蓄電池ｼｽﾃﾑに対する価格優位性が
高まり、LIB が BESS 市場を席巻すると予想している。
電力不足から急速に RE 導入が進むｲﾝﾄﾞも有望市場の一つで、ｲﾝﾄﾞｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵協会
(IESA)からその紹介があった。無電力地域が多く残るｲﾝﾄﾞでは、2019 年を目標に無電力地
域の解消を目指しており、10 年単位での時間が必要な送電網の整備を待つわけにはいかず、
現実的な策として RE 導入を核としたｽﾏｰﾄｼﾃｨ 100 都市計画を推進している。2014 年時点
での風力既存設置量は 28GW、PV は 10GW であるが、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ省は 2022 年にそれ
ぞれ 60GW、100GW への増強を目標として掲げている。これに伴い合計 46MW の ESS ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄが既にｽﾀｰﾄし、2017 年末までには 100MW 規模へ達すると予想されている。また電
力品質の課題をｸﾘﾔｰするための周波数調整用 ESS の導入そして 2020 年目標で電力貯蔵手
段としての EV(但し HEV も含む)100 万台計画も推進されている。
最後に豪ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵協会(AESA)から、近年市場の立ち上がりの見られるｵｰｽﾄﾗﾘｱ
市場についての紹介があった。同国でも石炭火力の相次ぐ停止のなかで RE 導入が進み、そ
の発電量比率は 14%に達している。僻地に散在する鉱山におけるﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電から RE への
切り替え/補完に伴う ESS 導入がこれまで進んできたが、最近の特徴は大規模ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰｸ
の電力網強化を目的とした MW 級の大型 ESS の導入が始まったこと。ﾋﾞｸﾄﾘｱ州の 20MW
導入計画などがその例である。これと並んで、住宅への ESS 導入も始まる。2016 年のﾙｰﾌ
ﾄｯﾌﾟ PV 導入は 13 万件であったが、その 5%が蓄電池を併設している。これには FIT 価格
の下げに伴う自家消費への関心と政府補助がｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとなっており、既設 PV150 万件の改
修を考えると大きな潜在需要といえる。因みに IHS は 2017 年の ESS 設置量を前年倍増の
125MW と予想している。
２． RE 先進国ﾄﾞｲﾂにおける ESS の必要性を巡る議論
２－１．ﾄﾞｲﾂの電源 RE 化の進捗状況
2050 年における CO2 排出量 85%削減を目標に環境政策”Energiewende”を進めるﾄﾞ
ｲﾂは、国連気候変動枠組条約会議 COP21 に 2030 年中間目標 55%削減を提出。そのため
に電力の RE 化 50%以上(2050 年には 80%以上)、一次ｴﾈﾙｷﾞｰの RE 化 30%(同 60%)に向け
た動きを進めている。その結果、2016 年時点での RE 発電量は 192TWh と褐炭を抜いて
全電源中ﾄｯﾌﾟのｼｪｱ 30%を占めるまでに成長した。公称発電能力の単純合計では 101GW
と年間の最大電力需要(冬季)85GW を既に超えている。
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ここにきて流石に RE 化の流れは落ち着きを見せているが、2023 年の原発全面停止
分 85TWh の吸収、あるいは北海油田ﾋﾟｰｸｱｳﾄによるﾛｼｱからの天然ｶﾞｽ輸入急増に対する懸
念から RE への切り替えの動きが中長期的には止まることはない。政府は 2030 年に RE
電源比率 55%を目標に設定している。最大電力需要を上回る発電能力とは言え、
RE の 90%
を占める風力と PV が同時に最大能力を出すことはなく(両者は時間的ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ関係にある)、
現状では RE 余剰電力は年間で 1%に満たない 1.5TWh に留まる。因みに欧州全体では、2011
年の PV ﾌﾞｰﾑをさかいに RE への投資規模が半減し、ﾄﾞｲﾂと比較すると RE 化は大きく遅れ
ている。このことはﾄﾞｲﾂの RE 余剰電力に対する他国の受け入れ余地があるということを意
味しており、現実に欧州全土をｶﾊﾞｰする強力な国間連系網を介した隣国への電力輸出が行
われている。
２－２．ESS 導入の現状と課題
IHS によるとﾄﾞｲﾂの 2017 年の電力貯蔵用途の ESS 新規導入量は前年比 15%減の
200MW で、辛うじて世界 4 位の市場規模を保ったものの、RE 大国の筈のﾄﾞｲﾂでは前節で
紹介した他の主要市場とは異なる様相をみせている。ﾄﾞｲﾂの BESS 需要は、大きくは周波
数調整(PCR)用と RE 電力自家消費用からなる。ﾄﾞｲﾂｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵業界(BVES)によると、現
在、1~15MW 規模の PCR 用 BESS の設置が急速に進められており、その能力は 2017 年末
時点で 200MW に達する。国内の PCR 取引市場規模は 600MW 程度であり、早晩、本用途
の市場は姿を消すことも予想される。
英国等で見られるようなﾋﾟｰｸ電力対応用の BESS 容量市場はﾄﾞｲﾂには存在しない。
APRICUM によると、現状の BESS 電力ｺｽﾄは💲279~413/MWh、5 年後の 2021 年時点で
も💲209~306/MWh であり、競合するﾋﾟｰｸ対応用ｶﾞｽ火力の💲165~218/MWh には当面は勝
てない。またﾌﾗﾝｽ等隣国からの電力輸入で躱すこともできる。そして今後、米国等で盛ん
なﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(DR)等による対応も選択肢として出てくると思われる。同社は電気料金削
減ﾆｰｽﾞ(ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾁｬｰｼﾞ対応)の高い商工業施設への BESS 導入が有望市場であり、ﾄﾞｲﾂ BESS
業界の活路がそこに拓けるとしている。BESS ｼｽﾃﾑﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰの Younicos によると、ﾋﾟｰｸ
負荷 1.5MW の工場に 1.25MW/1.25MWh のｼｽﾃﾑ(CAPEX :€60 万)を導入すれば、ﾋﾟｰｸ特別
料金の回避(700kW 負荷低減)と PCR 売上(€17/MW/h)で€12 万/年のｴﾈﾙｷﾞｰ費用削減が実現
できるという。
現時点で最も見えている BESS 市場は住宅への導入である。FIT 価格が大幅に引き
下げられ、また電気料金が高騰していることもあり、ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ PV の自家消費率向上が関心
事となっている。2016 年には BESS と組み合わされた PV が 2.5 万件導入されており、住
宅への累積設置は 5.5 万世帯にまでなった。注目されるのは FIT 期間が終了する既設 PV
の改修市場で、その潜在市場は 150 万世帯に及ぶ。BVES は、2020 年には 20 万世帯まで
設置が進み、１GW 規模の発/蓄電機能が電力網に加わることとなり、電力市場で一定の役
割を果たすと見る。また住宅分野でのｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの対象としては“冷/熱”も重要。電
力貯蔵だけでなくﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等との総合/融合的対応も今後のﾄﾚﾝﾄﾞとして注目される。
２－３．本格的 ESS 時代の到来は？
最大発電能力で 52%、実発電量で 30%と世界でも突出した RE 電力ｼｪｱに達したﾄﾞｲ
ﾂであるが、ESS 導入は現時点では期待ほど進んでいない。それでは「何時、どのﾚﾍﾞﾙの
ESS 導入が必要となるか？」
、数多くの研究機関、大学がこの問題について様々なｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
を行っている。その際問題となるのが、前述した需給ﾊﾞﾗﾝｽ調整機能としての国間連系をど
こまで利用できるか？ Fraunhofer Umsicht によると、仮に理想的に欧州全域で一体的調
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整ができ、かつ電力網増強により国間連系容量にも制限がなければ、ﾄﾞｲﾂの電力が 100%RE
化しても余剰電力は生じない。現実的なｹｰｽとして、国家間協調がある程度進み、かつ現在
計画されている連系容量増強が実行された場合には、RE 電力量ｼｪｱ 60%位から、そして連
系容量増強が進まない場合には 50%位から数十 TWh(数%)の本格的な余剰電力/平準化対策
が必要となる。政府計画では、RE 発電量目標を 2023 年 42%、2030 年 50%、2033 年 60%
としており、当面 10 年程は現状の電力ｼｽﾃﾑで乗り切れるというのが大方の見方となってい
る。しかし既に計画されている数千 km 規模の送電網増強が、反対運動等のため遅々として
進まない現実もある。政府もこれまでの様子見のｽﾀﾝｽを変更し、電力網を最大活用する方
針に転換。そのための法整備を急ぐ。
一方で、VRE 比率増大に伴う電力料金の大幅な時間的、地域的変動の問題は残る。
ｼﾝｸﾀﾝｸ AGORA が各種の需給ﾊﾞﾗﾝｽ調整手法の経済効果比較を紹介。それによると 2023 年
時点では、電力ｼｽﾃﾑの年間ｺｽﾄは１時間の調整機能を有する ESS の導入で~€3 千万/GW、8
時間で~€8 千万/GW、720 時間の長期貯蔵で~€15 千万/GW 上昇し、その経済効果は期待で
きない。つまり RE 発電量ｼｪｱ 42%程度では短期/長期に関わらず大規模の ESS 貯蔵は経済
的に成り立たず、隣国との電力やり取り、既存のｺｼﾞｪﾈ活用あるいは消費ｻｲﾄﾞでの DR 等の
初期ｺｽﾄ負担の少ない手法で躱さざるを得ない。これが RE 発電比率 60%となる 2033 年に
は 40TWh の余剰電力が発生し、小規模の ESS 導入によるｼｽﾃﾑｺｽﾄ低減が期待できるように
なると予想している。さらに 100%RE 化に近づく 2050 年での短・長期での ESS は、やり
方により€23 億/年の大きな経済効果が期待されるとのこと。
以上はﾄﾞｲﾂ全体で見た場合の議論であるが、地域によってはより差し迫った状況を
抱える。ﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝ州の地域配電会社 TEAG によると、同州は 2030 年での 100%RE 化を計
画しており、同電力需要 1.6GW、10.5TWh/年を賄うためには PV1.6GW、風力 4.3GW の
設置が必要となる。それにより最大 1TWh の余剰電力が発生し、3GW/400GWh 規模の ESS
が少なくとも必要とされる。これは同州が保有する揚水発電能力 1.5GW/12GWh、BESS
の 2MW と桁を異とする数値で、また月間の長期貯蔵も必要となることからも BESS 等の
電力貯蔵だけで問題をｶﾊﾞｰする方策は非現実的といえる。そこで同社は同州に存在する
2.7TWh のｶﾞｽ貯蔵能力を活用したﾊﾟﾜｰ to ｶﾞｽが唯一の解決策と考えている。余剰電力によ
る水電解で水素を製造し、ﾒﾀﾝ合成を行ってｶﾞｽｸﾞﾘｯﾄﾞに送り込む。現在ﾊﾟｲﾛｯﾄ試験を行っ
ており、稼働率と RE 賦課金の取り扱い次第で採算に載ると試算する。
【所感】
今回確認できたのは、
“地球温暖化ｶﾞｽ削減”そしてその為の“RE 導入促進”という
同じ目標に向かいながらも、国の地理的、経済的条件によりその進め方、生じる問題への
対策は大きく異なり、一つの答えはないということである。RE 大量導入に伴う課題に対す
る対策には複数の選択肢があり、その国、地域の置かれた条件でそれぞれの選択肢に対す
る評価は変わる。特にその国が保有する社会ｲﾝﾌﾗの影響が強い。広大な領土と経済圏を抱
える国あるいは発展途上国では、RE 電力と蓄電池等による電力貯蔵の組合せが答えとなり
うるが、欧州のように比較的強固な社会ｲﾝﾌﾗを有する地域ではその経済合理性に疑問がつ
く。
翻って日本の選択すべき道はどこにあるのか？ 重要なのは、本報告では詳細に触
れることはできなかったが、ﾄﾞｲﾂではこの国の根幹にかかわるｴﾈﾙｷﾞｰ問題に様々な立場か
ら国を挙げた議論が行われ、今後、議論に紆余曲折はあるであろうが一つのｺﾝｾﾝｻｽに向か
おうとしていること。わが国でも当然議論は行われているが、行政府と一部民間企業の専
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門家に委ねきっている感があり、議論の深さ、幅に疑問を感じる。国民的関心が高まるこ
とを期待する。また参考とすべき欧米での議論の行方を今後も継続的に追う必要性を感じ
た。
今回は紹介できなかったが、電力、熱、燃料等のｴﾈﾙｷﾞｰ融合・総合化の議論が高ま
っている。国家ﾚﾍﾞﾙでみても温暖化ｶﾞｽ削減目標達成のためには極めて重要な課題であるが、
熱が大きなｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率を占めるﾄﾞｲﾂの家庭での関心も高い。消費者の立場から見た解
はまた国家ﾚﾍﾞﾙでの議論と違ったものになるかもしれない。このような“鳥の目、蟻の目”
双方からの視点での議論こそ重要であろう。
以上
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