修

士

論

文

エネルギー安全保障における個人の役割
- 新たな視点から見る日本のエネルギー安全保障 -

東京大学

新領域創成科学研究科
国際協力学専攻

学籍番号

４７－６６８７３
氏名

洞口夢生

本論文は，修士（国際協力学）取得要件の一部として、2008 年 1 月 25 日に提出され、
同年 2 月 5 日の最終試験に合格したものであることを、証明する。

2008 年 2 月 5 日

東京大学大学院 新領域創成科学研究科
環境学研究系

国際協力学専攻

主査＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

目次
図表一覧
はじめに ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1
第一章

エネルギー安全保障の再考 ････････････････････････････････････････････････ 3

1-1 エネルギー安全保障とは ･････････････････････････････････････････････････････ 3
1-2 問題の設定 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
1-3 論文の構成 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
第二章

エネルギー安全保障に関する既存研究の整理 ････････････････････････････････ 9

2-1 エネルギー安全保障に関する方策の多様性 ･･･････････････････････････････････ 9
2-2 エネルギー安全保障に関する既存研究の傾向･････････････････････････････････ 11
2-3 エネルギー安全保障を巡る争点･････････････････････････････････････････････ 14
2-4 省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進とエネルギー安全保障･････････････ 16
第三章

個人の省エネルギー行動と国家のエネルギー消費 ･･･････････････････････････ 25

3-1 省エネルギー行動による削減可能性･････････････････････････････････････････ 25
3-2 省エネルギー行動の要因･･･････････････････････････････････････････････････ 25
3-3 省エネルギー行動促進策の例･･･････････････････････････････････････････････ 27
3-4 日本における個人の省エネルギー行動の可能性･･･････････････････････････････ 29
3-5 個人の省エネルギー行動と国家のエネルギー消費 ･････････････････････････････33
第四章

個人の行動と国家の再生可能エネルギーの推進･･････････････････････････････35

4-1 再生可能エネルギーの推進に対する個人の関わり方･･･････････････････････････ 35
4-2 導入型 ･･････ ････････････････････････････････････････････････････････････ 35
4-3 寄付・出資型･････････････････････････････････････････････････････････････ 47
4-4 電源選択型･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 55
4-5 個人の行動と国家の再生可能エネルギーの推進･･･････････････････････････････ 64
第五章

エネルギー安全保障における個人の役割 ･･･････････････････････････････････ 65

5-1 個人の行動によるエネルギー安全保障の方策への影響･････････････････････････ 65
5-2 エネルギー安全保障の方策による個人の行動への影響･････････････････････････ 66
5-3 個人行動と国家の安全･････････････････････････････････････････････････････ 68
5-4 結論にかえて－新しいエネルギー安全保障の方策の提案 ･･･････････････････････70
おわりに ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 79
参考文献 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 80
謝辞 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 91

図表一覧
図 1 日本における部門別最終エネルギー消費量の推移 ･･･････････････････････････････6
図 2 既存研究の傾向 ････････････････････････････････････････････････････････････13
図 3 諸外国における GDP 当たりの一次エネルギー供給量（TPES/GDP） ･･････････････17
図 4 Oil-GDP effect と GDP 当たりの一次エネルギー供給量(TPES)･････････････････････18
図 5 省エネルギー行動への要因関連モデル････････････････････････････････････････ 26
図 6 待機電力消費量への知識と電源のオフ行動について ････････････････････････････27
図 7 再生可能エネルギーの推進に対する個人の関わり方 ････････････････････････････35
図 8 日本における太陽光発電の累積設置容量の推移 ････････････････････････････････36
図 9 助成別の太陽光発電導入容量の推移 ･･････････････････････････････････････････37
図 10 太陽光発電設置価格、自己負担額及び NEF 補助金額の推移 ････････････････････38
図 11 太陽光発電の初期投資額の回収年数の推移 ･･･････････････････････････････････39
図 12 日本における太陽光発電の導入量における個人負担の割合 ･････････････････････40
図 13 日本における太陽熱温水器の年別導入台数と累積導入台数の推移 ･･･････････････41
図 14 世界における太陽光発電導入量の推移 ･･･････････････････････････････････････44
図 15 低利融資制度の対象別融資件数及び導入量の推移 ･････････････････････････････46
図 16 ドイツにおける太陽光発電のコストペイバックタイム ･････････････････････････46
図 17 グリーン電力基金の加入件数及び口数 ･･･････････････････････････････････････48
図 18 デンマークにおける風力発電導入量とその総電力に占める割合の推移 ･･･････････53
図 19 デンマークにおける民間所有風車の累積導入量の推移 ･････････････････････････53
図 20 日本自然エネルギー株式会社によるグリーン電力証書システム ･････････････････57
図 21 グリーン電力証書の例 ･････････････････････････････････････････････････････57
図 22 自然エネルギー株式会社における加入団体数及び契約電力量の推移 ･････････････58
図 23 需要家件数の推移 ･････････････････････････････････････････････････････････61
図 24 アメリカにおけるグリーン電力制度別取引量の推移 ･･･････････････････････････62

図 25 規制市場下におけるグリーン電力プログラムにおける対象別取引量の推移 ･･･････63
図 26 個人の行動と国家のエネルギー安全保障の繋がり ･････････････････････････････69
図 27 日本における再生可能エネルギーの都道府県別電力供給状況 ･･･････････････････72

表 1 エネルギー安全保障の方策 ･･････････････････････････････････････････････････10
表 2 エネルギー安全保障の研究者の力点の類型化 ･･････････････････････････････････12
表3

Oil-GDP effect と GDP 当たりの TPES との相関･････････････････････････････････18

表 4 各電力会社における風力発電の系統連系可能容量について ･･････････････････････21
表 5 再生可能エネルギーの導入量に応じた石油価格及びガス価格への影響 ････････････23
表 6 ちょっとした工夫による省エネルギー行動 ････････････････････････････････････29
表 7 こまめな気配りによる省エネルギー行動 ･･････････････････････････････････････30
表 8 意識した努力による省エネルギー行動 ････････････････････････････････････････30
表 9 わずかな投資による省エネルギー行動 ････････････････････････････････････････31
表 10 高額投資による省エネルギー行動 ･･･････････････････････････････････････････31
表 11 各省エネルギー行動を全国レベルで実行した場合のエネルギー消費の変化･･･････ 32
表 12 住宅用太陽光発電導入促進事業の予算及び応募・交付件数の推移 ･･･････････････38
表 13 太陽熱温水器を取り付けたい理由 ･･･････････････････････････････････････････42
表 14 10 万軒屋上太陽光施設設置プログラム低利融資制度の概要 ････････････････････45
表 15 広域関東圏産業活性化センターによる再生可能エネルギーへの助成実績 ･････････49
表 16 新エネルギー財団による太陽光発電設置者に対するアンケート調査結果 ･････････66
表 17 太陽光発電設置前後の日常生活の行動の変化 ･････････････････････････････････67
表 18 それぞれの個人の行動によって導入されうる再生可能エネルギー ･･･････････････69
表 19 各再生可能エネルギー・省エネルギーに対応するエネルギー安全保障の方策 ･････69
表 20

100%エネルギー自給を達成している市町村の一覧 ････････････････････････････73

表 21 全国の都道府県における再生可能エネルギー目標値の設定 ･････････････････････74
表 22 地方自治体が実施した再生可能エネルギー事業による効果 ･････････････････････75
表 23 普及方法に関する既存研究と本研究の相違点 ･････････････････････････････････77

はじめに
先ず初めに、筆者が何故このような研究をしたいと考えたのか、また本研究は何を目指し
たものであるのかについて簡単に述べておきたい。
本論の出発点となっているのは、ある一つの疑問である。それは、風力発電などの促進の
際によく用いられる「個々の再生可能エネルギーの推進はエネルギー安全保障に有効であ
る」という論調に対する疑問である。
その疑問を持った背景について述べると、筆者は 2008 年 1 月現在、2004 年 6 月より環境
NGO「『自然エネルギー促進法』推進ネットワーク」にてインターンを続けている。その
インターンの活動の一部として関わってきたのが、市民の出資を集めることにより風力発電
の建設をするという「市民風車」1と呼ばれる活動である。現在日本においてこのような市
民風車は 10 基建設されており、筆者が関わったのは、このうち北海道の石狩市での市民風
車プロジェクトであった。具体的な活動としては、出資者のための説明会の開催から、出資
希望者への資料の送付、建設を記念した開成式のお手伝いまで、一貫してその活動に関わっ
てきたといえる。そして、そのような活動を通して、市民の方々から出資金が集まり、風力
発電機が実際に建設されるプロセスを実感を持って見てきた。
そのような中、北海道石狩市で行われた開成式の後、建設された風車を見上げながら、ふ
と思ったことがある。それが、「このような、人々の行動は本当に国家レベルのエネルギー
安全保障へと繋がっているのだろうか？」という疑問である。
市民風車への出資説明会においては勿論のこと、私たちは常日頃より「風力発電のような
再生可能エネルギーの推進はエネルギー安全保障に有効です」という論調を繰り返してきた。
しかし、果たしてエネルギー安全保障とは何であるのか、またこのような風力発電機を立て
る活動は果たしてどのようにして、またどの程度エネルギー安全保障へと貢献しているのか。
そのようなことを明示的に示す必要があるのではないかと、筆者は感じたのである。この思
いが本研究の動機づけとなっている。
このような動機づけのもと、実際に既存のエネルギー安全保障について研究してみると、
一つの違和感を感じることとなった。それは、「既存のエネルギー安全保障は、そのほとん
どが国家主導での取り組みに終始しているのではないか」という違和感である。確かに中東
の政情の不安定性など、国家レベルでなければ対処できないような問題がエネルギー安全保
障に関する議論には多い。しかし、例えば個々人の省エネルギーの推進や風力発電などの建

1

この市民の出資を集めて風車を立てるという「市民風車」の取り組みについては第四章にて詳述する。
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設もまた、国家のエネルギー安全保障へと影響を与えているはずである。エネルギー安全保
障の全てを国家が担うのではなく、もっと個人の行動によるエネルギー安全保障への影響に
ついて注目する必要があるのではないか、筆者はそのような違和感を抱くようになった。
以上の背景と違和感に基づき、本研究は「個人の行動によるエネルギー安全保障への影響
の可能性」について焦点を絞った論文を目指している。本研究の構成について説明すると、
本研究は五章より成る。まず第一章においては、エネルギー安全保障という概念について広
く説明しながらその争点を抽出し、本研究の目的及び意義を明確化している。次に第二章に
おいては、エネルギー安全保障の既存研究に関する整理及び類型化を行い、個人主導型のエ
ネルギー安全保障が何故必要かを明らかにしていく。第三章・第四章においては、個人レベ
ルの省エネルギーへの行動、再生可能エネルギーへの行動が国家の安全保障にどのように繋
がってきたのかについて詳述していく。そして第五章において、この「個人の行動によるエ
ネルギー安全保障への影響」についてをまとめ、これから日本が目指すことが出来る新しい
エネルギー安全保障への施策についての考察を行い、筆を置いている。
本研究の意義は大別して 3 つに分けることができると考えている。まず 1 つ目は、既存の
エネルギー安全保障に関する議論の整理、及びエネルギー安全保障に欠けていた視点を抽出
することができたことである。エネルギー安全保障は、後述するように非常に広い意味を持
つ概念であり、これまで必ずしもその定義及び方策が具体的に整理されたことがなかった。
本研究においては、そのような概念の整理を行うことにより、エネルギー安全保障研究に関
する一つの知見を提供し、また既存のエネルギー安全保障において欠けていた「個人主導型
のエネルギー安全保障」という概念について抽出できたのではないかと考えられる。
2 つ目としては、個人の行動とエネルギー安全保障に対するその影響をまとめたことであ
る。今までも、既存研究において「個人による省エネルギー・再生可能エネルギー普及に対
する影響」及び「省エネルギー・再生可能エネルギーによるエネルギー安全保障への影響」
については研究が為されることはあった。しかし、この両者をつなぐ「個人の行動による国
家のエネルギー安全保障への影響」について、今まで明示的に研究が為されてきたことはな
かった。そのような影響をまとめたことは本研究の意義の一つであると考えられる。
最後の 3 つ目としては、「個人主導型のエネルギー安全保障」という新たな視点に立脚し
たエネルギー安全保障に関する提案ができたのではないかということである。既存研究にお
いて、エネルギー安全保障の議論のほとんどが国家が担うことが前提となっていることは既
に述べたが、このような中、本研究では個人が担うエネルギー安全保障という異なる論拠に
立脚することにより、エネルギー安全保障の議論へ新しい視点を提供できたのではないかと
考えている。
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第一章 エネルギー安全保障の再考
（石油市場で）今日何が起こっているのだろうか。批評家の声に耳を傾けると、きっと戸惑
いを覚えることだろう。警鐘が鳴らされ、価格が上昇している。これまで経験したことのな
いエネルギー上の課題に直面していることは誰にでも分かる。だが問題は、皆の意見が食い
違っていることなのだ。世界の終わりが近いと考えるか、問題は自然に解消されると考える
かは、その時々でどの立場の批評家の意見を聞くかによって左右される。供給側にも需要側
にも多数の専門家がいて、激論を戦わせている。石油が枯渇すると考える人もいれば、残存
量はまだたくさんあると語る人もいる。世界需要、特に中国の需要が圧力計の針を危険ゾー
ンに押しやると考える人もいれば、そういうエンジンは熱しやすく冷めやすいもので、放っ
ておけば快適な状態に戻ると考える人もいる。環境保全、温暖化、国際政治、政府のエネル
ギー政策、技術進歩の驚異や限界など、さまざまな立場からの主張に惑わされ、現在何が起
こっているのか、今後五～十五年の間に生活にどんな影響が及ぶのか、はっきりしない状態
のまま、皆取り残されている。
（ピーター 2006:pp.148）
1-1

エネルギー安全保障とは

安全保障とは、ある集団・主体にとっての生存や独立、財産などかけがえのない何らかの
価値を、それらを脅かす脅威から防衛することを指す。例えば Wolfers は、安全保障を以下
のように定義している、「安全保障とは、客観的には獲得した諸価値に対する脅威の不在、
主観的にはそうした価値が攻撃される不安の不在である」(Wolfers 1962:pp150)。この安全保
障という概念が国際政治の舞台に登場したのは第一次世界大戦後であると言われており、も
ともとは核兵器や軍隊などの軍事的な脅威に対する概念であった。しかし、冷戦後は、大量
破壊兵器拡散、国連平和維持活動、また発展的には経済、人間なども含める包括的な概念へ
と拡大してきている。
そのような包括的な安全保障という概念と時をほぼ同じくして登場したのがこの「エネル
ギー安全保障」という概念である。その定義について述べると、多くの研究者が引用してい
る European Commission の定義によれば、エネルギー安全保障とは「エネルギー商品が市場
に安定的に供給されており、尚且つ全ての消費者にとって購入し易い値段で供給されてい
る」状態のことを指す(European Commission 2000:pp.3)。つまり、エネルギー安全保障とは、
エネルギーの「供給」の安定的確保と「価格」の安定的推移の 2 つの概念を主に表しており、
この 2 つの安定化に資する対策は全てエネルギー安全保障の方策となる。その範囲は非常に
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広く、多国間外交から、石油備蓄や輸送路警備、省エネルギー・再生可能エネルギーの推進
に至るまで多岐にわたっている。
エネルギー安全保障の歴史は古く、その起源は第一次世界大戦時より始まるといわれる
(Daniel 2002)。しかし、エネルギー安全保障に関して一貫した研究が行われてきたかという
と必ずしもそうではなく、その研究の活発化には波が存在した。例えば 1970 年代に起こっ
た石油ショックによりエネルギー安全保障に関する研究は活発となったが、その後石油価格
の急落を受け議論は沈静化された。そして、近年の石油価格の再高騰により再び世間の注目
を集めるようになってきている。つまり、エネルギー安全保障の研究は石油価格の変動とと
もに生起してきたといえる (小山 2001)。
2008 年 1 月には原油価格が 1 バレル 100 ドル台という史上最高値をつけるなど、2002 年
より続いている石油価格の上昇により、近年、エネルギー安全保障に関する議論が活発化し
てきている。しかし、この石油価格の高騰は様々な要因が輻輳した結果であると考えられて
おり、その原因を何に定めるかによりエネルギー安全保障への方策もまた変化してくる。例
えば、近年の石油価格の高騰要因を「ピークオイル2」や「生産設備への資本の投入不足」
とするならば、石油生産への投資増加と新規油田の探索がエネルギー安全保障策として有効
となる。また、「中国・インドの需要拡大予測」や「世界的なエネルギー消費の増大予測」
とするならば、多国間協力によるエネルギー使用に関する高効率化の推進が有効となる。他
に「イラク戦争による中東の政情不安定化」や「テロリズムにより供給途絶リスクの増大」
を要因とするならば、中東地域の政治的な安定性がその焦点となる。つまり、原油価格が高
騰しているにもかかわらずその原因及び対策が非常に多様であり、その早急な対策の必要性
は疑うべくも無いが、どの対策が有効であるかについて明確な解が存在しない状況となって
いる。
エネルギー安全保障を巡るこのような状況のほかに、現在、他の安全保障、特に環境安全
保障や食糧安全保障との関連問題が取り上げられている。ここでいう環境安全保障とは、環
境問題と安全保障を同時に取り上げた概念であり、近年、気候変動問題の生起を受け注目さ
れ始めている安全保障である（松下 2007）。環境安全保障の中でも、特に気候変動問題に
関する対策において、エネルギー安全保障と環境安全保障の両者が矛盾すると結論づける研

2
Peak Oil と呼ばれる概念であり、1956 年にアメリカの地質学者 Hubbert によって提唱されたため、Hubbert
ピークとも呼ばれる。簡単に概念を説明すると、1 つ 1 つの油田における石油生産量がベル型を描くことを
根拠として（つまり石油生産量は、初め少量であり、中間で最も多量に生産され、最後に生産されなくな
る）、世界の石油生産についてもベル型を描くはずであり、その石油が最も多く生産される時期（ピークオ
イル）が来るはずであるという概念。アメリカの石油生産量についてはこの理論に従って推移しており、例
えば ASPO（2003）によれば、世界のピークオイルは 2010 年までに来るとされている。
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究が多い。つまり、エネルギー安全保障の達成は気候変動問題などの環境安全保障へのリス
クに繋がり、環境安全保障の達成はエネルギー安全保障へのリスクに繋がるという矛盾であ
る( (Hillard 2004), (Hal 2005), (IEA 2007))。簡単な例を挙げれば、石炭の利用はエネルギー安
全保障上有利な方策となるが、気候変動防止の観点からは不利益な方策である。また、食糧
価格はエネルギー価格の影響を大きく受けるため、エネルギー安全保障の危機は食糧安全保
障の危機にも繋がる可能性がある。例えば Chris によれば、食糧は、肥料・農薬・耕作・育
成・運搬の段階で化石燃料を使用しており、それらの活動のおよそ 99%が化石燃料によって
達成されるとしている(Chris 2006:pp.8)。また FAO(2007)も、エネルギー価格の高騰を受け、
食糧価格は今後上昇傾向を示すだろうと予想しており、エネルギー安全保障の達成、特にエ
ネルギー価格の安定化は、食糧安全保障の達成には必須であると捉えられている。

1-2

問題の設定

このような 2 つの背景、(１)エネルギー安全保障に関しての早急な対策が求められている
がその有効な対策がはっきりとしないこと、(２)他の安全保障、特に環境安全保障との対立
が明確化してきたこと、を受け、これらを同時に達成できる対策として近年注目を集めてい
るのが「省エネルギー」と「再生可能エネルギー」の推進という 2 つの対策である。
これらの 2 つの対策のエネルギー安全保障への効果について述べると、まず、省エネルギ
ーに関して言えば、省エネルギーはエネルギーの消費量自体を低減させることにより、エネ
ルギーの「供給」及び「価格」の安定化について同時に資することができる方策である。例
えば Amory によれば「省エネルギーは、安価で、素早く、十分にエネルギー安全保障を達
成できる手段である」とされているほか(Amory 2006:pp.2)、その気候変動問題への有効性に
ついては Stefan も言及しており「将来 EU がどのようなエネルギー安全保障のシナリオを選
択するにせよ、その全てのシナリオにおいて省エネルギーの推進は必要である」と結論付け
ている(Stefan 2006:pp.vii)。また、エネルギー安全保障のための再生可能エネルギーの利用に
ついても、REN21(2004)や Samantha (2007)によってその有効性が指摘されている他、IEA な
どは「既存のエネルギー安全保障の方策のほとんどが二酸化炭素の増加を招く中、再生可能
エネルギーはそれを抑えられる方策である」(IEA 2007:pp.17-18)としており、エネルギー安
全保障及び環境安全保障を同時に達成するための方策として再生可能エネルギーの導入を考
えることが必要だと考える研究が今や主流となりつつある。
このような省エネルギー及び再生可能エネルギーを推進していく方法として、2 つのアプ
ローチが考えられる。それらは「国家」がその担い手となる「国家主導型」のアプローチと、
「個人」がその担い手となる「個人主導型」のアプローチである。前者は、国の施策として

5

省エネルギーや再生可能エネルギーの推進を促進するアプローチのことであり、例えば省エ
ネルギー及び再生可能エネルギーを推進するための法律の制定や助成制度の推進がこれにあ
たる。後者は、国の施策の影響が届きにくい個人の自由意志に基づく行動、例えば省エネル
ギー機器の合理的な使用や、再生可能エネルギーへの寄付・出資行為などによって省エネル
ギー及び再生可能エネルギーの導入を推進するアプローチのことを指す。
現在、省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進対策を含めるエネルギー安全保障の多
くの既存研究において、エネルギー安全保障を「国家主導型」のアプローチで進めることが
主流となっている。エネルギー安全保障には多くの投資が必要であり、かつ外交問題等も絡
むため、その認識は正しいように思える。しかし、それは本当なのであろうか。例えば図 1
に石油ショック以降の日本における部門別最終エネルギー消費量の推移を表わす。
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図 1 日本における部門別最終エネルギー消費量の推移
出典：資源エネルギー庁 HP「エネルギー白書 2006」
本図から分かるとおり、石油ショック以降の日本のエネルギー消費において、家庭を含む
民生部門及び運輸部門のエネルギー消費が 200%以上の伸びを示すかたわら、産業部門のエ
ネルギー消費については一定の水準を保ってきたことがわかる。このような要因の一つとし
て考えられるのは、石油ショック以後日本で推進されてきた省エネルギーに関する国家政策
である「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（通称、省エネ法）の影響である。本法
律は、一定規模以上の工場・事業者に対して省エネルギーの努力義務を定めたものであり、
本法律や産業構造の変化の影響を受けて、日本における産業部門のエネルギー消費は一定に
保たれてきた (エネルギー産業研究会 2003)。しかし、民生・運輸部門のエネルギー消費に
関しては、このような省エネルギー行動の義務づけは石油ショック直後の一時期を除き存在
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しておらず、国家主導型のアプローチは、情報提供や機器の効率水準の決定などの間接的な
影響しか与えられてきていない。つまり、本図により、国家主導型という既存のアプローチ
が産業部門では有効に働いてきたが、家庭を含む民生及び運輸部門においてその効果に限界
があったことを予想することができる。近年、石油価格が高騰していることは既に述べたが、
このような国家主導型のアプローチの限界を鑑みるに、個人主導型のアプローチが見直され
る必要があるのではないだろうか。
海外においては、例えばデンマークにおける市民出資による風力発電の普及や、近年のド
イツにおける太陽光発電・風力発電の急速な普及において、個人の活動である「出資」行為
が国全体のエネルギー構造を変化させるほどの影響を与えている。また、デマンドサイドマ
ネジメント（DSM）という消費者に省エネルギー等の行動を促す活動が海外において一定
の成果を挙げている。勿論、全てのエネルギー安全保障の方策を個人が担うことは不可能で
ある。しかし、少なくとも「省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進」というエネルギ
ー安全保障の一方策においては、その推進において個人の行動が影響を与えている事例は存
在している。そのような事例を鑑みるに、エネルギー安全保障の一部を個人が担うことは可
能であり、また必要なのではないだろうか。
しかし、日本のエネルギー安全保障の議論において「個人」がその担い手として考えられ
ることはほとんどなかった。エネルギー安全保障について「国が積極的に関与していくこと
が必要である」とされ（エネルギー安全保障研究会 2006:pp.3）、その方策のほとんど全て
が「国家主導型」で語られ、「個人主導型」の方策が語られることはない状況にある。それ
では、何故日本において、「国家」がエネルギー安全保障の担い手と位置づけられ、「個
人」が担い手として位置づけられることはなかったのであろうか。その理由として主に 3 点
が考えられる。
1.

エネルギー安全保障がエネルギー政策の延長線上で議論されていたことにより、
国家が主導すべきという前提が共有されていること

2.

多くのエネルギー安全保障の方策が国家主導型でしか達成できない性質のもので
あること

3.

個人の行動がエネルギー安全保障に繋がりうることが明示的に示されてこなかっ
たこと

本論文はこのうち 3 の「個人の行動がエネルギー安全保障に繋がりうるということが明示
的に示されてこなかったこと」を最も重要な問題であると捉え、その反証を試みるものであ
る。つまり、個人の行動がエネルギー安全保障に繋がりうることを示し、個人がエネルギー
安全保障を担うこともまた可能であることを示唆する研究を目指している。
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1-3

論文の構成

本研究の構成について説明すると、まず第二章においては、エネルギー安全保障の既存研
究における争点の整理及び既存研究の類型化を行い、エネルギー安全保障とは何か、個人主
導型のエネルギー安全保障が何故必要かを明らかにしていく。次に、個人主導型によるエネ
ルギー安全保障への影響の実例として、第三章においては省エネルギーの推進における個人
の行動の影響、第四章においては再生可能エネルギーの推進における個人の行動の影響を述
べ、このような個人の行動が、エネルギー安全保障にどのように影響を与える可能性がある
かについてを明らかにしていく。最後に、第五章においては、個人主導型のエネルギー安全
保障について、その必要性を裏付けるいくつかの論点を提示しながら、個人主導型という新
たな視点から見えてくる日本のエネルギー安全保障の方策についての考察を行っていく。
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第二章
2-1

エネルギー安全保障に関する既存研究の整理

エネルギー安全保障に関する方策の多様性

まず、エネルギー安全保障の定義についての整理を行う。前述したように、エネルギー安
全保障とは、European Commission の定義によれば「エネルギー商品が市場に安定的に供給
されており、尚且つ全ての消費者にとって購入し易い値段で供給されている」状態のことを
指す(European Commission 2000:pp.3)。つまり、エネルギー安全保障は大きく分けると、「供
給」の安定化と「価格」の安定化の保障に分けることができる。前者の「供給」の安定化に
ついては比較的分かりやすい概念であり、それは、石油の供給が市場の需要を満たすだけの
量だけ確保されることを指す(Bielecki 2002:pp.3)。しかし、後者の価格の安定化については
難しい議論となることが予想される。その原因は、エネルギー価格がどの水準にあるべきか
という定義が困難であることに起因する。例えば Horsnell は、近年の石油価格が「本来の価
格」から高騰している、という評価に対する反論を以下のように述べている、「アナリスト
は、本来の価格というものを様々な指標、例えばアメリカの石油在庫指標や、彼ら自身の予
測から導き出している。そしてそのような価格と現在の石油価格を比較して、何か本質的で
はない理由により石油価格が上昇していると結論付けている。しかし、そもそもこの結論は
予測の上に立脚しており、価格の上昇が構造的なものであった場合は、ただのカードのトリ
ックのようなものに過ぎなくなる」(Horsnell 2004:pp.12)。
また、価格は「需要」と「供給」によって決定されるものであり、価格の安定化のために
は、エネルギーの量の確保である「供給面」の対策の他に「需要面」での対策も必要となる
(Bielecki 2002:pp.3)。他に、Danila （2007）によれば、エネルギー価格が低位に推移すると
いうことへの「信頼性の構築」も価格の安定化の一部であるとしており、このように、エネ
ルギー安全保障は非常に広い概念、多岐にわたる方策を含んでいるといえる。
このような広い範囲を含むエネルギー安全保障について、本研究では、経済産業省(2007)
の分類に基づきながら、その方策を 3 種類、12 のオプションに分類した。表 1 に、それぞれ
の種類・オプションの一覧及び概説を示す。
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表 1 エネルギー安全保障の方策

1:供給
安定化

2: 体質
強化

3: 緊急
時対応

1-1 資源外交

資源外交とは、エネルギー安全保障を外交的な手段で達成することであり、特に2国間における協定が中心
となる。例えば日本による中東への経済協定などがこれにあたる。

1-2 自主開発（油田・
パイプライン）

自主開発とは、資源及びエネルギー供給インフラを自ら整備することであり、例えばイギリスによる北海油田
の開発や、アメリカによるアラスカの開発などがこれに当たる。またこれは他国内における資源の開発も含ま
れ、中国によるアフリカの資源開発もこれに含まれる。

1-3 エネルギー源の多
様化

エネルギー源の多様化とは、多様化によるエネルギー安全保障の確保のことを指す。具体的には、エネル
ギー源の多様化、エネルギー供給国の多様化、新しいエネルギー源への投資・開発などがこれにあたる。

1-4 多国間協力

多国間協力とは、エネルギー安全保障を多国間での協力・協定等によって達成することを指す。IEAやOPEC、
NATOや東アジア共同体など、そのような多国間協力の枠組みは世界に多く存在する。この手法は、エネル
ギー市場の統合や供給ルートの安全確保なども含まれる。

2-1 エネルギー源の海
外依存度の低減

エネルギー源の海外依存度の低減とは、エネルギー供給源の海外依存度を低減させることを指す。この方法
には、再生可能エネルギーの開発、自国内でのエネルギー源の開発、燃料効率の改善なども含まれる。

2-2 エネルギー関連企
業の経営統合

エネルギー関連企業の経営統合とは、エネルギーに関わる電力会社や石油精製会社の経営統合を指す。そ
の統合の目的としては、エネルギー資源に対する購買力・投資能力の増加があり、ドイツにおけるエネル
ギー会社「E-on」はこの方法の良い例である。

2-3 燃料効率の向上

燃料効率の向上とは、エネルギー消費効率などの向上によりエネルギー消費量自体を減らすことによって、
エネルギー安全保障を達成することを指す。

2-4 自給率の向上

自給率の向上とは、自国におけるエネルギー生産の増加によるエネルギー自給率の向上を指す。この方法
には、新規油田などの開発、再生可能エネルギーの導入、新しいエネルギー技術の開発などが含まれる。

3-1 石油・ガス備蓄

石油・ガス備蓄とは、当該国内における、政府または民間による石油・ガス等の備蓄の推進のことを指す。本
方策は、特に短期的なエネルギー供給危機に対して有効な手段となる。

3-2 分散型エネルギー
源の推進

分散型エネルギー源の推進とは、一国内におけるエネルギー源の分散化のことを指す。この分散化により、
エネルギー供給ラインの欠損や電源の故障などに対する体質を強化することを通じて、エネルギー安全保障
へと貢献する方策である。

3-3 地域完結型のエ
ネルギー供給

地域完結型のエネルギー供給とは、ある地域内で、エネルギー自給率の向上を図ることを指す。例えば、デ
ンマークのサムソ島においては、風力発電などの活用により島内のエネルギーの100%自給が達成されている
のが、その良い事例である。

3-4 需要抑制策

需要抑制政策とは、エネルギー需要を制限することによりエネルギー安全保障を達成することを指す。

出典：筆者作成

現在各国は、このような多彩なエネルギー安全保障への方策について、それぞれの地域で
優先順位をつけながら、外交や多国間協力などの手段を用いて、戦略的に行っているといえ
る。
これらの 12 のオプションは 2 つの種類に大別することが可能である。それらは国の状況
によって内容が大きく変化する「トップダウン型」の方策と、比較的に各国に共通する内容
である「ボトムアップ型」の方策である。
前者のトップダウン型の方策とは、国家主導型のエネルギー安全保障のオプションのこと
を指し、具体的には、1-1 資源外交、1-2 自主開発（油田・パイプライン）、1-3 エネルギー
源の多様化、1-4 多国間協力、2-2 エネルギー関連企業の経営統合、3-1 石油・ガス備蓄など
がこれにあたる。これらの方策は国の施策による影響を大きく受け、市場原理での達成が比
較的困難な方策である。
後者のボトムアップ型の方策とは、前述した個人主導型のアプローチと繋がる、国家間で
内容が比較的変化しないオプションのことを指し、具体的には、2-1 エネルギー源の海外依
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存度の低減、2-3 燃料効率の向上、2-4 自給率の向上、3-2 分散型エネルギー源の推進、3-3
地域完結型のエネルギー供給、3-4 需要抑制策などがこれにあたる。これらの方策は個人・
企業等による影響が存在し、市場原理とより親和的な方策である。また、これらの方策を同
時に満たすものとして「省エネルギーの推進」及び「再生可能エネルギーの推進」を挙げる
ことができる。
ここで、「トップダウン型」及び「ボトムアップ型」のエネルギー安全保障の方策と、前
述の「国家主導型」及び「個人主導型」のエネルギー安全保障のアプローチについての関係
の整理を行いたい。その関係について述べると、「トップダウン型」のエネルギー安全保障
の方策とは、国家が担う「国家主導型」のアプローチでしか達成することができない方策を
指し、「ボトムアップ型」のエネルギー安全保障の方策とは「国家主導型」及び「個人主導
型」の両方のアプローチで達成することが可能な方策のことを指す。つまり、エネルギー安
全保障における「個人主導型」のアプローチの可能性について示すことを目指す本研究は、
「ボトムアップ型」のエネルギー安全保障の方策、具体的には「省エネルギーの推進」及び
「再生可能エネルギーの推進」を個人の行動により達成できることを示す研究を目指すこと
となる。

2-2

エネルギー安全保障に関する既存研究の傾向

ここで、エネルギー安全保障における既存研究の傾向を見るために、この 12 のオプショ
ンを指標として、既存のエネルギー安全保障の研究者・研究団体のアプローチの整理を行っ
た。その結果を表 2 に示す。
尚、ここで例に挙げている 50 の研究者・研究団体は、国際エネルギー機関（IEA）などの
報告書に名前が挙げられる著名な研究を選んだ。
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表2

エネルギー安全保障の研究者の力点の類型化
安定供給

体質強化

緊急時対応

1-4
多国間
協力

2-1
エネル
ギー源
の海外
依存度
の低減

2-2
エネル
ギー関
連企業
の経営
統合

2-3
燃料効
率の改
善

2-4
自給率
の向上

3-1
石油・
ガス備
蓄

3-2
分散型
エネル
ギー源
の推進

3-3
地域完
結型の
エネル
ギー供
給

3-4
需要抑
制策

o

o

o

-

-

-

-

-

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o

-

o

-

o

-

-

-

-

-

-

o

-

-

-

-

o

-

-

-

-

-

Aure` lia Man˜ e´-Estrada

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Carole Nakhle

-

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

Chatham House

-

-

o

o

o

-

o

-

-

-

-

-

Claude Mandil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coby van der Linde

o

-

o

o

o

-

-

-

-

-

-

-

1-1
資源外
交

1-2
自主開
発（油
田・パ
イプラ
イン）

1-3
エネル
ギー源
の多様
化

Aad Correlje´

o

-

Amineh, M.P

o

-

Amory Lovins

-

Andrews-Speed

Daniel Yergin

o

-

o

o

-

-

o

-

-

-

-

-

Danila Bochkarev

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

David L. Goldwyn

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Dieter Helm

o

-

o

o

o

o

-

-

-

-

-

-

European Commission

o

-

-

o

o

-

o

-

-

o

-

-

Greenpeace

-

-

o

o

-

-

o

o

-

o

-

-

G8

-

-

o

o

-

-

o

-

o

-

-

-

Hal Turton

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helmuth Weisser

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Hillard G. Huntington

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Horsnell

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IEA

o

o

o

o

o

-

o

o

o

o

-

-

IPCC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jan Kalicki

o

-

o

o

o

-

o

-

-

-

-

-

Jansen

-

-

o

-

-

-

-

-

-

o

-

-

J. Bielec

o

-

o

-

-

-

o

-

o

-

-

o

Jonathan Stern

-

-

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

John Deutch

o

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

John Hofmeister

-

-

-

-

-

-

o

o

-

-

-

-

John V. Mitchel

-

-

o

o

-

-

-

-

-

o

-

-

Leiby, P.N

-

-

-

o

-

-

-

-

o

-

-

-

Michael Grubb

-

o

o

-

-

-

-

o

-

o

o

-

National Energy Policy Development Group

o

o

o

-

-

-

o

o

o

-

-

o

Olav Kjørven

-

-

-

o

-

-

o

-

-

o

-

-

Paul Belkin

o

-

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

Paul Gallis

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Reinaldo Figueredo

o

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Robert E. Ebel

-

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

Robert Skinner

-

-

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryoichi Namikawa

o

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SAMANTHA ÖLZ

-

-

o

o

o

-

-

o

-

o

-

-

Sebastian Mallaby

o

-

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

Shimon Awerbuch

-

-

o

-

o

-

-

o

-

-

-

-

Stefan Lechtenböhmer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UNECE

-
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出典：筆者作成

ここで、それぞれの研究者のアプローチの傾向について考察を行いたい。表 2 の類型化に
基づきアプローチ別の各研究者による論文数を図
2 に示す。本図から分かるとおり、既存の
エネルギー安全保障の議論においては、1-1 や 1-4 などの国家間の外交や多国間協力などに
よる「トップダウン型」のエネルギー安全保障の方策が主に議論されていることが分かる。
このような原因として考えられるのは、エネルギー安全保障が国家のエネルギー政策の一部
として考えられてきたことにより、「国が主体として安全を保障すべきである」という前提
が共有されていたことが考えられる。また、対策が左側の「1：安定供給」に偏り、右側の
「3：緊急時対策」についてあまり議論がなされていないということは、既存のエネルギー
安全保障の対策において、それが主に「長期的」な時間軸で考えられ、「短期的」な時間軸
で考えられることが少ないことがわかる。

30
25

トップダウン型

20

ボトムアップ型

15
10
5
0
1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-3

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

図 2 既存研究の傾向
出典：筆者作成

これらの結果から類推されることは、エネルギー安全保障の既存研究において、トップダ
ウン型のエネルギー安全保障の方策が主に議論されることにより、必然的に国家主導型のア
プローチの議論が主流を占め、個人主導型のアプローチについてはあまり議論がなされてこ
なかったことである。事実、既存研究においてボトムアップ型の方策が提案されることは少
なく、また提案されても、「エネルギー消費機器に関する世界的な省エネルギー水準の取り
決め」、「石炭のクリーンな利用の推進」、「再生可能エネルギーへの投資の増強」などの
国家主導型の提案のみとなっているのが現状である（Chatham House (2007)、
Awerbuch(2005)、IEA(2002)）。個人の行動もエネルギー安全保障に影響を与えているはず
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であり、既存研究の傾向を見るに、ボトムアップ型の、しいては個人主導型のエネルギー安
全保障について見直すことには一定の意義があることが類推される。

2-3

エネルギー安全保障を巡る争点

エネルギー安全保障の既存研究においてはいくつかの争点が存在している。以下にそのう
ちの 3 つの主要な争点である、「市場原理に関する争点」、「供給確保に関する争点」、
「気候変動問題に関する争点」を紹介し、エネルギー安全保障において「省エネルギー及び
再生可能エネルギーの推進」に代表されるボトムアップ型の方策が何故必要であるのかを明
確化させていきたい。

2-3-1

市場原理とエネルギー安全保障

既存のエネルギー安全保障の研究においてトップダウン型の方策が主流を占めていること
については既に述べたが、このような国家主導型の方策は、外交によるエネルギー資源の獲
得など、市場原理による対策とは異なる方策を表すことが多い3。
しかし、石油ショック後から 2002 年にかけての原油価格が安定的に推移していた期間に
おいて、原油の需給に関する調整の役割を果たしてきたのは市場原理であった（藤
2007:pp.27）。このような背景を受け、現在エネルギー安全保障に関して、原油のことを市
場原理に基づく「市況商品」と見なすか、国家による調達が必須である「戦略物資」として
見るかで議論となることが多い。ここで言う「市況商品」とは「市場原理だけによって価
格・需給が目まぐるしく動く流動性・流通性の高い商品」のことを指し、「戦略物資」とは
「経済合理性より政治や軍事の論理で動く重要基礎物資」のことを指す(石井 2003:pp.20-21)。
つまり、原油を「市場」によって管理すべきか、「国家」によって管理すべきかということ
を巡る論争である。
このような論争は今に始まったものではなく 20 世紀から継続している争いである。例え
ばヤーギンはこのような論争に関して「国と市場の境界をどこに引くのかは、大々的な講和
会議によって一気に決着をつけられるような問題ではない。二十世紀を通じて、知識の世界
で、政治の世界で、この問題をめぐって大規模な衝突が起こり、たえず小競り合いが起こっ
てきた」(ヤーギン 1998:pp.16)と述べている。近年のロシアのサハリンでの動きや中国の資
源外交などを受け、この均衡の針が「戦略物資」の方へと傾いてきていると結論づける研究
もある（石井 2003:pp.22）。
3

例えばエネルギー安全保障研究会(2006:pp.3)は「市場メカニズムの活用のみによっては、エネルギー安全
保障は確保されない。…国が積極的に関与していくことが必要である。」と述べている。

14

本研究は、このような論争に関しての解答を試みるものではない。しかし、この論争に関
して、一点の喚起を行いたい。その喚起とは、エネルギー安全保障の全ての方策がこのよう
な「国家」対「市場」の構造にはならないということである。つまり、トップダウン型の方
策はこの対立を加速させる可能性があるが、ボトムアップ型の方策はより市場原理と親和的
であることに注目する必要があるということである。

2-3-2

供給確保とエネルギー安全保障

現在、エネルギー市場は非常に国際化されており、一地域のエネルギー供給途絶は世界の
エネルギー市場へと影響を与えることとなる。例えば、今、中国における油田に事故が起き、
中国国内における石油供給が逼迫したとすると、中国による国際石油市場からの石油輸入量
が増加することとなる。世界レベルの石油の量産は急激には不可能であるため、この中国の
行動は他国の石油供給量の低下を招くことが予想され、石油確保を巡る争いを引き起こす可
能性がある。このような国家間の石油確保に関する争いは「石油争奪戦」と称され、第一次
石油ショック時に盛んに議論された争点である。このような争いを鑑みたときに、エネルギ
ー安全保障を考える際、エネルギー源の独占のような、他国に弊害があるエネルギー安全保
障の手法を選択した場合、それが争奪戦を招く可能性がある。つまり、「資源外交」などの
トップダウン型のエネルギー安全保障の方策は他国のエネルギー安全保障の危機を招く可能
性がある。しかし、ボトムアップ型のエネルギー安全保障の方策である「省エネルギー及び
再生可能エネルギーの推進」は、このような争奪戦を招かない方策であることが類推される。

2-3-3

気候変動問題とエネルギー安全保障

IPCC(2007)によれば、化石燃料から発生する温室効果ガスは、その削減努力にもかかわら
ず毎年増加を続けているとしている。2007 年におけるノーベル平和賞の受賞など気候変動
問題に関する世論の注目が高まる中、エネルギー安全保障に関しても、この気候変動問題を
扱うことが求められている状況にあるといえる。
前述したように気候変動問題とエネルギー安全保障は多くの研究において矛盾する命題で
あると捉えられている。例えば、IEA(2007)の報告によれば、エネルギー安全保障方策をと
ったと仮定した場合の 5 カ国（チェコ、フランス、イタリア、オランダ、アメリカ）の二酸
化炭素排出量についてケーススタディを行ったところ、エネルギー安全保障対策をとった場
合、ほとんど全ての国において、BAU（Business As Usual：現状維持）ケースよりも二酸化
炭素の排出が多くなるだろうと結論づけている。
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しかし、全てのエネルギー安全保障に関する方策が気候変動問題を悪化させるわけではな
い。エネルギー安全保障と気候変動問題の両者を同時に達成できる方策もまた存在しており、
その代表的なものとして現在注目されているのが、省エネルギーと再生可能エネルギーの推
進である。省エネルギーはエネルギーの消費自体を軽減することによって、また再生可能エ
ネルギーは化石燃料の代替燃料となることによって温室効果ガス排出の低下に貢献すると考
えられている。また再生可能エネルギーの製造にかかるエネルギーについても、そのエネル
ギーペイバックタイムは 1 年～4 年ほどであるとされており4、温室効果ガスの排出の非常に
少ない電源として期待が高まっている。

これら 3 つのエネルギー安全保障に関する争点を鑑み、ボトムアップ型のエネルギー安全
保障の方策、つまり省エネルギーと再生可能エネルギーの推進が現在のエネルギー安全保障
において必要とされていることがわかる。また、これらの 2 つの方策はエネルギー安全保障
上の有効策である「多様性の確保」にも有効である。この「多様性の確保」とは、古くは第
一次世界大戦当時イギリスの首相であったチャーチルによって提唱されているが（Robert S.
2005:pp.3）、これをエネルギー政策に適応する広い概念として提唱したのが Andrew(1994)
である。Andrew によれば将来のエネルギー動向について私たちが無知(ignorance)な状態にあ
ることを踏まえ、そのような状況下における最も有効なエネルギー政策に関する手立ては
「多様性(diversity)の確保」であるとしている。
よって本研究は、「省エネルギー」と「再生可能エネルギー」に代表されるボトムアップ
型のエネルギー安全保障の方策に焦点を置き、それらへの個人主導型のエネルギー安全保障
のアプローチによる貢献の可能性を見ていくこととする。
しかし、このような省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進がエネルギー安全保障に
有効ではないという反論も存在しており、またその繋がりが既存研究において明示的に示さ
れてこなかったことを踏まえ(Samantha 2007:pp.5)、はじめにこの省エネルギー及び再生可能
エネルギーとエネルギー安全保障の繋がりの立証を行っておきたい。

2-4

省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進とエネルギー安全保障

ここでは、ボトムアップ型のエネルギー安全保障の方策である、省エネルギー及び再生可
能エネルギーの推進がエネルギー安全保障へもたらす効果についてそれぞれ概説していく。

4

エネルギーペイバックタイムとは、発電機器の製造から廃棄までに必要となるエネルギーを発電によって
取り戻すまでの時間のことを言う。ペイバックタイムの試算としては、例えばVasilis (2005)やNational
Renewable Energy Laboratory (2004)などを参照。
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2-4-1

省エネルギーとエネルギー安全保障

省エネルギーによるエネルギー安全保障への効果について述べると、省エネルギーはエネ
ルギーの消費量自体を低減させることにより、エネルギーの「供給」及び「価格」の安定化
について同時に資するエネルギー安全保障の方策である。例えば European Commission によ
れば、「域内における省エネルギーを進めることによりエネルギー消費を最低でも 18%削減
することが可能である」と述べているほか(European Commission 2000:pp.57)、World Wide
Fund for Nature (WWF)なども、その報告書において、「今後ヨーロッパにおいて省エネルギ
ーを推進することにより 15 年間で 20%から 30％のエネルギー消費の低減が可能であり、省
エネルギーはエネルギー安全保障を確保するための最も経済合理的な方法である」と述べて
いる(WWF 2006:pp.6)。また、国際エネルギー機関（IEA）なども、その重要性について言及
しており、省エネルギーの推進によるエネルギー安全保障の向上については、多くの研究者
がその意義を認めているといえる。
そのような省エネルギーを定量的に評価する方法として、例えば「GDP」当たりの「一次
エネルギー供給量（Total Primary Energy Supply：TPES）」の大きさを測る方法がある。図 3
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は、IEA による 2005 年における各国の GDP 当たりの TPES を表したものである。

図 3 諸外国における GDP 当たりの一次エネルギー供給量（TPES/GDP）
出典：IEA(2007)「Key World Energy Statistics 2007」

このような省エネルギーがもたらすエネルギー安全保障への効果は具体的にどの程度にな
るのであろうか。例えばその影響を評価する一例として、Leiby (2005)による「Oil-GDP
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Effect」を用いた計算方法がある。この「Oil-GDP Effect」とは、石油価格の変動による一国
の GDP への負の影響（Oil-GDP Effect）を評価したものである。
ここで、この Leiby (2005)による「Oil-GDP Effect」の数値評価と前述した GDP 当たりの
一次エネルギー供給量(TPES)を図 4 及び表 3 に示す。
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図 4 Oil-GDP effect と GDP 当たりの一次エネルギー供給量 (TPES)
出典：Leiby (2004)及び IEA(2007)より筆者作成
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表3

出典：Leiby (2004)及び IEA(2007)より筆者作成

表 3 から分かるとおり、これら 2 つの値の相関係数5は 0.63 と高く、GDP 当たりの一次エ
ネルギー供給量の少ない国ほど、石油価格の上下の変動に対して強い体質を持っていること

5

ここでいう相関係数とは、2 つの確率変数の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標である。-1
から 1 の間の実数値をとり、1 に近いときは 2 つの確率変数には正の相関があるといい、-1 に近ければ負の
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が予想される。つまり省エネルギーが進むほど、国家レベルのエネルギー安全保障の体質が
向上していることが類推される。
2-4-2

再生可能エネルギーとエネルギー安全保障

しかし、これが再生可能エネルギーに関することとなると、その評価は難しくなる。その
理由は、特に太陽光発電・風力発電に代表される出力の不安定性に起因するものである。
エネルギー安全保障のための再生可能エネルギーの利用については、その概念自体は古く、
例えば第一次石油ショック後の1977年に国際エネルギー機関（IEA）によって出された12原
則にも再生可能エネルギーの推進に関する記述を見ることができる。特に近年は、地球温暖
化問題への世論の高まりを受け、IPCC (2007) 、IEA (2007)、Samantha (2007)などに見られる
とおり、再生可能エネルギーとエネルギー安全保障を結びつける考え方は今や主流となりつ
つある。しかし、再生可能エネルギーがエネルギー安全保障、特にエネルギーの供給面での
「安定化」に貢献しないという反論もまた見られる。
ここでは、これらの反論を踏まえながら、再生可能エネルギーとエネルギー安全保障の関
係を、具体的に、i）電力供給、ii）熱供給、iii）輸送燃料供給の観点から概説を行っていく。
i）電力供給
まず、再生可能エネルギーによる電力供給への利点は、4 点に大別することができる。そ
れらは、(1)エネルギー海外依存率の低下、(2)電源分散による集中型の電源に比べた事故へ
の体質強化（災害時の電力確保）、(3)送電エネルギー損失の低下、(4)太陽光発電などによ
るピークロード電力の低減、である。それぞれについて、以下に概略を述べたい。
（１）エネルギー海外依存率の低下
再生可能エネルギーのような国産エネルギーの割合を増やすことは、エネルギー海外依存
率の低下に繋がり、エネルギー安全保障におけるエネルギー「供給」の安定化に対して有
効となる。また、地熱・バイオマス・水力発電などは、出力も安定しており、一国の主要
電力源としての役割が期待できる。
（２）電源分散による集中型の電源に比べた事故への体質強化
再生可能エネルギーの導入により電源が分散されることにより、集中型の発電源と比べ、
事故や電線の欠落に対する耐性を強化することができる。特にこれは自然災害時の電力確
保等に有効であることが予想される。
（３）送電エネルギー損失の低下

相関があるという。0 に近いときはもとの確率変数の相関は弱い。相関係数の絶対値が 0.6 以上であれば、
強い相関、0.4～0.6 であれば、中程度の相関と表現することが多い。
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電気エネルギーの供給は電線を通して為されるが、電線を通る際には配電線損失（ロス）
が発生する。長距離の電力の輸送に際しては、ロスは 5-10％程度発生すると言われており、
再生可能エネルギーなどの分散型電源を推進することにより、この電力ロスを低減するこ
とができる。また、エネルギー工学研究所によれば、太陽光発電を導入することによりこ
の配電線損失を 30%以上低下できるとの研究報告もある(エネルギー工学研究所
2002:pp.26)。
（４）太陽光発電によるピーク電力の低減
ピーク電力とは、夏季の日中などに記録される電力の最大消費量のことである。現在、各
電力会社における発電能力は、このピーク電力の電力を賄うことができるように設定され
ている。再生可能エネルギーの内、特に太陽光発電の導入が進むことにより、夏季の日中
などのピーク電力の低減効果が予測されており、全体として必要とされる発電能力を低減
させることが可能となる。
以上、再生可能エネルギーの導入による電力系統への利点を挙げてきたが、次にそれらに
対する反論、つまり再生可能エネルギーはエネルギー安全保障に有効ではないという論調に
ついて見ていきたい。
再生可能エネルギーのうち、特に風力発電と太陽光発電においてこの反論が提唱されてお
り、その議論の中心となる問題が「周波数変動」問題である。周波数変動問題とは、電力供
給における周波数の変動が、太陽光発電や風力発電の出力の不安定に起因して起こる現象の
ことである6。周波数変動について詳しく述べると、電気はその性質として貯蔵ができない
ために、電力の供給において発電量と消費量が常に同じである必要がある。各電力会社は、
このような電力の調整のために、「ガバナフリー」7、「LFC」8、「EDC」9等による短期間
の電力需給均衡のための調整を行っている。しかしそれでもなお、その需給量が一致しなか
った場合に起こるのがこの周波数の変動である。東京電力によれば、周波数の偏差が 0.2Hz
（ヘルツ）を超えた場合に、製造工場などへの影響が生じたと報告されている(東京電力
2004:pp.8)。風力発電及び太陽光発電は、天候によってその出力が変動するために、この周
波数問題を起こしやすいと予測されている。

6

尚、この問題は水力・バイオマス・地熱・集中型太陽光発電プラントにおいては、問題とされることは少
ない。
7
ガバナフリー（Governor Free：ガバナフリー）とは、LFC では追従できないような瞬時の負荷変動（数秒
から数分程度の周期）や需給ミスマッチに対応した制御のこと。主に各発電機の調速機による、回転数の自
動的な修正によって制御される。
8
LFC（Load Frequency Control：負荷周波数制御）とは、需要予測困難な負荷変動（数分から十数分程度の
周期）に対応した制御のこと。各発電機の調速機の設定の変更によって制御される。
9
EDC（Economic Dispatching Control：経済負荷配分制御）とは、比較的長時間の負荷変動（十数分から数
時間程度）に対応した制御のこと。給電指令などにより、各々の発電機の経済性を考慮しながら制御される。
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現在、日本においては風力発電の導入に際し、この「周波数問題」を根拠として、その導
入可能量に制限が設けられている。実際に制限を設けている電力会社は 10 電気事業者中 6
電気事業者となっており、それらの一覧を表 4 に示す。
本表から分かるとおり、日本においては、周波数問題のために風力発電の電力系統への接
続量が総発電電力の数％に制限されていることがわかる。つまり、この値を超えた発電量に
ついては、電量供給の「安定化」に貢献しないと評価されているということである。

北海道電力
東北電力
北陸電力
四国電力
九州電力
沖縄電力

表 4 各電力会社における風力発電の系統連系可能容量について
風力発電連系可能量
総電力に占める割合
3.20%
30 万 kW（25 万 kW（通常枠）、5 万 kW（解列枠10））
85 万 kW（47 万 kW（通常枠）＋蓄電池併設枠11（33 万 kW）
5.06%
＋解列枠（5 万 kW））
1.85%
15 万 kW
3.00%
20 万 kW
3.55%
70 万 kW
1.30%
2 万 5 千 kW
出典：各電気事業者 HP 及び資源エネルギー庁(2007)より筆者作成

しかし、このような低い制限枠の妥当性については、海外の事例は概ねその反証を示して
いる。日本における風力発電の電力系統への連系可能量は、表 3 で示したように概ね 2%か
ら 5％と設定されているのに対して、Global Wind Energy Council (GWEC)や Giebel は、ヨー
ロッパにおける風力発電の導入に関して、全発電電力に占める割合が 20%までは導入が可能
であるとしている(GWEC 2006:pp.6, Giebel 2000:pp.2 )。また、デンマークのように国の総電
力の 16%が風力発電で発電されている国もあり、IEA などはその値を風力発電については
30％、太陽光発電については 50％まで可能であるとしている(IEA 2004:pp.25)。
確かに日本は他国との連系がないため、系統容量が小さく12、周波数変動が起こりやすい
という性質はある。また、北海道電力や東北電力など、各電力会社間での電力のやりとり13
が少なく、「くし型」14と呼ばれる電力網であることも考慮する必要がある。しかし、海外

10

ここで言う「解列」とは、出力変動に対応する調整力が不足する時間帯に風力発電機の解列（電力の買取
中止）を行うことを前提に行う契約のことをいう。
11
ここで言う「蓄電池併設」とは、風力発電の出力平準化のために NAS（ナトリウム硫黄）電池などの蓄
電池を風力発電とともに設置することを求める契約のことをいう。
12
系統容量とは、電力系統における電力の供給量の大きさのことを指す。日本は他国と電力網を共有してい
ないために、EU 各国等と比較して、この系統容量が相対的に小さい。
13
「会社間連系」と呼ばれる手法であり、例えば東北電力の電力供給に関して周波数問題の恐れがあるとき
に、電力系統が接続している北海道電力などから電気を購入するという対処法。
14
日本の電力網が縦に長いことから使われる比喩表現。ドイツなどの面的な広がりを持つ電力網に対して、
縦に繋がる日本の「くし（串）型」の電力網は各電力網どうしの協調が困難であるとする論調。
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の事例を鑑みるに、日本における系統連系可能量が数%と非常に低く設定されていることに
関する妥当性は低いと考えられる。
結論としては、電力供給において、太陽光発電及び風力発電を除く再生可能エネルギーに
ついてはエネルギー安全保障に資することが可能であり、太陽光発電及び風力発電について
も、EU などにおける実績を鑑みるに 20%程度までの導入であれば、エネルギー安全保障に
貢献すると考えることができる。

ii）熱供給
次に、再生可能エネルギーによる熱供給について見てみたい。再生可能エネルギーによる
熱供給への利点は、電気供給に関するそれとほぼ同じであり、以下の 3 点が挙げられる。
（１）エネルギー海外依存率の低下、（２）分散型の熱配置による事故への体質強化（災害
時の熱源確保）、（３）電力消費量の低減、である。
また、太陽光発電や風力発電とは異なり、再生可能エネルギーの主な熱供給源である、バ
イオマス・太陽熱・地熱発電の出力は比較的安定しており、市場において競合可能なレベル
に近づいてきている電源である。Samantha によれば、再生可能エネルギーの熱利用による
エネルギー安全保障への貢献の可能性は大きいが、知識の普及が不十分なため、それらが未
だに利用されていない状況であるとしており(Samantha 2007:pp.51)、再生可能エネルギーの
熱利用はそのエネルギー安全保障への貢献があるといえる。

iii）輸送燃料供給
最後に、再生可能エネルギーによる輸送燃料供給について述べたい。近年、ヨーロッパや
アメリカなどにおける高い導入目標の設定を受け、世界的に石油代替燃料としてバイオマス
燃料への注目が集まっている。再生可能エネルギーであるバイオマス燃料による輸送燃料供
給の利点としては、主にガソリンなどの消費低減によるエネルギー海外依存率の低下が挙げ
られる。しかし、このバイオマス燃料に関する反論も多くあり、その土地利用問題、持続可
能性に関する認証の必要性、食糧価格への影響などが挙げられる。特に土地利用問題として、
例えば George (2004,2005)や Greenpeace (2007b)などは、バイオマス燃料のプランテーション
による森林の減少により、バイオマス燃料はむしろ地球温暖化を加速させていると警告して
いる。しかし、このような欠点は、いずれも二酸化炭素の排出及び食糧問題に関するもので
あり、エネルギー安全保障への直接的な貢献についてはその効果が認められているといえる。

22

以上、i）電力供給、ii）熱供給、iii）輸送燃料供給の側面において、一部制約を除き再生
可能エネルギーは、エネルギー安全保障へと貢献できることがわかった。
最後に、このような再生可能エネルギーの導入が実際にどの程度、石油価格及びガス価格
に影響を及ぼしているかについて見てみたい。例えばその影響は Awerbuch (2005)によって
研究されており、Awerbuch はアメリカにおける再生可能エネルギーの導入による影響を表 5
のようにまとめている。
表 5 再生可能エネルギーの導入量に応じた石油価格及びガス価格への影響
ガス価格への影響
石油価格の影響
-4.2%
-3.1%
再生可能エネルギー導入率が 5%の場合
-8.2%
-6.2%
再生可能エネルギー導入率が 10%の場合
出典：Awerbuch (2005)「Exploiting the Oil-GDP Effect to Support Renewables Deployment」pp.9
本表をから分かるとおり、再生可能エネルギーの導入が進むほど、ガス価格及び石油価格
の価格は低いレベルに抑えられていることが分かる。このようにして、再生可能エネルギー
の導入は、そのエネルギー供給の安定化及び価格の減少により、エネルギー安全保障へと貢
献していることがわかる。

2-4-3

省エネルギー及び再生可能エネルギーとエネルギー安全保障

省エネルギー及び再生可能エネルギーは、エネルギーの供給と価格の安定化に資すること
によりエネルギー安全保障へと貢献できることがわかった。また、周波数の変動が予想され
る太陽光発電及び風力発電に関しても電力系統への 20%程度の導入まではエネルギー安全保
障へと貢献することが予想される。近年の地球温暖化問題への世論の注目を受け、エネルギ
ー安全保障と同時に温室効果ガスについて削減することを研究する研究が多く為されている
が、そのほとんどにおいて、エネルギーの安全保障は温室効果ガスの増加を招くと結論づけ
られる中(IEA 2007)、省エネルギー及び再生可能エネルギーは二酸化炭素排出が少なく、エ
ネルギー安全保障と温室効果ガスの削減を同時に達成することが可能なエネルギー安全保障
策として、その将来性に期待が高まっている。
しかし、既存のエネルギー安全保障の研究において、このようなボトムアップ型の「省エ
ネルギー」及び「再生可能エネルギー」を推進するための方策が具体的に提案されることは
少なく、また提案されても、国家主導型の提案のみとなっていることは既に述べた。省エネ
ルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及において個人の行動による影響が存在すること
が予想されるが、既存のエネルギー安全保障においてこれらの個人の行動を変えようとする
個人主導型のアプローチはほとんど存在してこなかったのである。そこで、その貢献の可能
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性を見るために、第三章及び第四章において、この省エネルギー及び再生可能エネルギーの
推進に関して、国家の政策などの影響を必ずしも受けない個人の行動が、その促進に貢献で
きうることを示していく。第三章においては、個人の行動による省エネルギーがどのように、
どの程度国家レベルのエネルギー消費に影響を与える可能性があるのか、第四章においては、
個人の行動による再生可能エネルギーの推進がどのように、どの程度国家レベルのエネルギ
ー構造に影響を与える可能性があるのかについて既存研究の事例と海外事例を参考にしなが
ら見ていきたい。
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第三章

3-1

個人の省エネルギー行動と国家のエネルギー消費

省エネルギー行動による削減可能性

省エネルギー行動による消費エネルギーの削減については、主に「省エネルギー機器の導
入による削減」と「機器の合理的な利用による削減」の 2 つに大別することができる。
前者の「省エネルギー機器の導入による削減」について述べると、例えば Amory は、家
庭におけるエネルギー消費機器を効率の良い機器に転換することにより「1 年間の消費電力
を半分にできる」としているほか(Amory 2005:pp.79)、家庭における電気エネルギーは、そ
の生産に要した全エネルギーの内の 9.5%程度でしかないとしており、家庭におけるエネル
ギー消費を減らすことによって、その消費低減の 10 倍以上の投入エネルギーが削減できる
と結論づけている(Amory 2004:pp.387)。また、例えば、ペーターは、ドイツの平均的な 4 人
家族で最新の電気製品を使うことにより、電力消費量は年間平均 2600kWh 減らすことがで
き、それを旧西ドイツ地域全体に適用したとすると電力需要の 60～80%の節約が可能である
としている(ペーター 2001:pp.21)。
後者の「機器の合理的な利用による削減」について述べると、例えば、新エネルギー・産
業技術総合開発機構(NEDO)は個人の省エネルギー行動の影響の大きさについて以下のよう
に述べている、「家庭によって効率良くエネルギーを使い省エネを心がけているところと、
何も考えずに無駄にエネルギーを使っているところでは､その差は50％程度ある」(NEDO
2003:pp.1)。また、前述のペーターも「省エネルギー行動などのエネルギーの合理的な使用
による省エネルギー潜在量は一次エネルギーの45%である」としており(ペーター
2001:pp.115)、エネルギー消費者である個人の省エネルギー機器の購入やその合理的な使用
方法によって、家庭のエネルギー消費は大幅に変わる可能性があることがわかる。

3-2

省エネルギー行動の要因

このような省エネルギーに関する行動に対しての動機を分析した研究として、例えば広瀬
(1995)による研究がある。広瀬は、省エネルギーのような環境配慮型行動について、図 5 に
示されるような要因モデルを提案している。簡単に図の説明を行うと、本図における「環境
リスク認知」とは環境問題への危機感の感じ方の度合い、「責任帰属認知」とはそのような
環境問題への責任の帰属意識、「対処有効性認知」とは自らの行動による解決可能性の評価
を表しており、この 3 つの認知が個々人の環境意識である「環境にやさしい目標意図」へと
影響していると結論付けている。次に、「実行可能性評価」とは実際の行動方法に関する情
報にアクセスしているか否か、「便益費用評価」とは行動によってもたらせる便益の評価、
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「社会規範評価」とは行動が準拠集団の規範や期待に沿っているか否かという判断基準を表
し、これら 3 つの評価と、前述の「環境にやさしい目標意図」が、互いに影響しあいながら、
個人の省エネルギー行動などの「環境配慮型行動」に結実していると結論付けている。

環境リスク認知
環境にやさしい
目標意図

責任帰属認知
対処有効性認知

実行可能性評価
便益費用評価

環境配慮型行動

社会規範評価
図 5 省エネルギー行動への要因関連モデル
出典：広瀬幸雄(1995)「環境と消費の社会心理学」pp.44
本研究においてはこの「環境にやさしい目標意図」のことを単に「環境意識」と呼ぶこと
とする。本図から類推されることは、個人の省エネルギー行動において、その実行に際して
多くの要因が関係しているということである。この要因の関連度は、対象とする環境問題に
よっても異なることが報告されているが、ここでは簡単に、「環境意識」の一つである省エ
ネルギーへの意識から「環境配慮型行動」である省エネルギー行動への関連について述べる
に留めたい。
例えば土屋(1996)は、知識と省エネルギー行動に関しての関連性についての調査を行って
いる。調査内容は、個々人の「待機電力消費量が家庭の電力消費量の 10%~15%を占める」
ということについての認識と、その「電源を切る行動」との関連性を調査したものであり、
その結果は図 6 のようになっている。本図から分かるとおり、知識の普及が進むごとに省エ
ネルギー行動に関する行動の頻度が増えていることがわかる。
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図 6 待機電力消費量への知識と電源のオフ行動について
出典：土屋智子(1996)「ライフスタイルの家庭用エネルギー消費に及ぼす影響分析」pp.25
他に土屋(1996)は、家族の省エネルギーへの取り組み度と実際の一人当たりの電気使用量
の関連、及び前年同月の電気使用量への関心度と電気使用量の関連についての調査を行って
いるが、それらの結果も省エネルギーへの意識・取り組み度合いが高いほど、実際の電力消
費量の低減に繋がっていることを表している(土屋 1996:pp.27)。このような省エネルギー意
識やエネルギー消費情報の認知と省エネルギー行動の関連性については、佐藤(2007)、河波
(2002)、Danny(2006)などもその影響を指摘しており、その影響は概ね認められている。つま
り、環境や省エネルギーへの意識は実際の省エネルギー行動の確定因には必ずしもなりえな
いが、省エネルギー行動へと影響を与えていることが示唆されたといえる。

3-3

省エネルギー行動促進策の例

このような個人による省エネルギー行動の可能性については、例えばデマンドサイドマネ
ジメント（以下、DSM）による実証試験によってその可能性が検証されている。この DSM
とは、電力の負荷を平準化させるために実施される、消費者の電気利用を意識的に減少方向
に導く手段や計画のことをいう。DSM に含まれる電気事業の活動としては、電力の負荷制
御の他、新規需要の拡大、省エネルギーの推進、競合エネルギーとのシェア調整等を目的と
した様々な方策がある(エネルギー総合推進委員会 1995)。
そのような DSM の取り組みについて、海外及び日本の事例を見ながら、それらの取り組
みを受けた個人による省エネルギー行動が実際のエネルギー消費にどのように影響を及ぼし
てきたかについての実績を見ていきたい。具体的には、i)デンマーク、ii)韓国、iii)カナダ、
iv)日本における DSM の取り組みを見ていく。
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i)「大規模建物におけるエネルギー管理」（デンマーク）
本プログラムは、一定規模(1500m2)以上の面積を持つ全ての建物（約 2 万 8 千戸）の所有
者に対して、年に 1 回のコンサルタント（Authorised energy management consultants (通称、
ELO コンサルタント)）への訪問を定めたデンマークにおける DSM 事業である。具体的
には、訪問に際した 1 年間のエネルギー計画の準備、及び月毎のエネルギー消費の報告を
定めたもので、それを受け ELO コンサルタントは同規模の建物の標準的なエネルギー消
費と比較してどの程度の削減余地があるかの評価を行うものである。本 DSM 事業による
目標として当初 0.5%／年の熱使用量の減少が見込まれていたが、結果としては年に熱で
7%、電力で 5%、水で 7%の削減が達成されたと報告されている(IEA 2005:pp.74-77)。

ii)「建築物におけるエネルギー診断の実施」（韓国）
本プログラムは、公共の建物と大型の建物に対して、エネルギーの無駄な消費に関する節
約を求めた韓国における DSM 事業であり、1980 年より開始されている。毎年 15～25 件
の診断が行われており、具体的には、空調や廃熱の合理的な使用や、ボイラーや発電機の
取替え、冷蔵庫や照明などのエネルギー消費機器の買い替えなどが実施される。このよう
な省エネルギー診断により、当該建物における 1 年間の平均エネルギー消費が 27%削減さ
れ、電気の消費量の低下は 19.8%に上ったと報告されている。内、削減において最も大き
な役割を果たしたのが高効率の冷蔵庫への買い替えである(IEA 2005:pp.149-151)。

iii)「住宅における省エネルギー基準」（カナダ）
本プログラムは、住居の修繕や改築を行っている所有者に対して、専門家によるエネルギ
ー効率を向上させるためのアドバイスを行うというカナダにおける DSM 事業である。具
体的には、住居の所有者に対して、コンピューター等を用いてエネルギー消費の理想値を
算定し、そのためのエネルギー消費機器の合理的な使用や買い替えに関するレポートを提
供するものである。この取り組みにより 1998 年 4 月から 2000 年 10 月の間に、1400 件の
家庭において 13.6%のエネルギー消費が削減され、1GJ／年のエネルギー消費の削減が達
成されたと報告されている(IEA 2005:pp.46-50)。

iv)「省エネルギーセンターによるモニタリングシステム（省エネナビ）の実施」（日本）
本プログラムは、1998 年 11 月より省エネルギーセンターによって開始された、モニタリ
ングシステム（省エネナビ）の導入による省エネルギー効果を狙った日本における DSM
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事業である。本事業で用いられている省エネナビとは、事業所または家庭の電気・ガス・
水道の使用量の測定結果や省エネ目標使用量を、金額換算して室内に視覚的に表示するシ
ステムのことである。実績としては、1998 年 11 月に導入されてから 1999 年 3 月末までの
8 ヶ月間で、実施した全国 800 世帯（データ回収 784 世帯）において、電気使用量が前年
同期の量と比較して、設置前（191.5 万 kWh）から設置後（152.8 万 kWh）で約 20%削減
されたと報告されている。また、省エネルギー行動の変化として具体的には「電気製品を
使わないときにコンセントを抜いている」と答える回答者が 22.5%、「電気製品は使わな
いときは主電源を切っている」・「電気製品はスイッチをこまめに消している」・「テレ
ビは明るすぎない、音量を大きすぎないようにする」と答える回答者が約 15%増加する結
果となっている(エネルギー需要最適マネジメント検討委員会 2000:pp.9-11)。

以上、このような DSM の取り組みが示唆しているように、個人の省エネルギー行動の集
積はエネルギー消費の大幅な削減に繋がる可能性があることがわかる。

3-4

日本における個人の省エネルギー行動の可能性

ここで、日本において実際に個人による省エネルギー行動がどの程度進んでおり、またそ
の可能性はどの程度あるのかについて見ていきたい。例えば日本エネルギー経済研究所
(1998)は、このような個人レベルの省エネルギー行動について、それを「ちょっとした工
夫」、「こまめな気配り」、「意識した努力」、「わずかな投資」、「高額投資」の 6 段階
に分けて整理し、それぞれの行動によるエネルギー消費の削減量の試算を行っている。本試
算の具体的な内訳について表 6・7・8・9・10 に示す。
表 6 ちょっとした工夫による省エネルギー行動
世帯当たりの年間削減量（単位 1000kcal）
タイヤの空気圧を適正に保つ
車体重量を軽減する
適温な冷蔵庫内の温度に設定する
掃除の前に片付ける
温水便座の設定温度を適切に設定する
エアコン室外機の位置を適正にする
外光を取り入れる
消灯確認を励行する
乾燥機にかける前に十分衣服の脱水をする
湯沸し時に湯沸かし器を利用する
レトルト食品は電子レンジで加熱する
ビデオでは CM カット機能を利用する
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262
81
37
25
18
17
17
16
9
5
5
1

生ものの解凍を半解凍ですます
1
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.195
表 7 こまめな気配りによる省エネルギー行動
世帯当たりの年間削減量（単位 1000kcal）
家族全員が連続して入浴する
512
入浴前に湯を入れる
171
アイドリングをしない
143
暖房機器のフィルターを掃除する
127
湯を出しすぎない
126
車の急発進をしない
98
主電源を切る
93
暖房機のコンセントを抜く（暖房期間外）
71
シャワーをこまめに止める
54
車の空ふかしをしない
49
適正な湯の温度に設定する（食器洗浄時）
41
扇風機を併用する
34
室内機の送風を適正にする
34
ドライモードを利用する
34
掃除機のパワーコントロールを適正に行う
25
こまめに消灯する
22
一部分のみの点灯機能を活用する
20
洗濯時にすすぎの前に脱水をする
19
乾燥機において適正な量で乾燥する
19
洗濯機において適正な量で洗濯する
17
照明機器を清掃する
17
適切な機器でラジオ番組を聴く
16
冷蔵庫の開閉時間を短くする
12
電子レンジでほうれん草の下ごしらえを行う
11
冷蔵庫へは食品の温度を下げて入れる
10
電子レンジでじゃがいもの下ごしらえを行う
10
温水便座の蓋を未使用時に閉じる
9
風呂の温度を上げるときに湯を抜いて足し湯する
7
こまめに湯を止める（食器洗浄時）
7
乾燥機のフィルターを掃除する
5
こまめに湯を止める（手洗い時）
3
トースターを掃除する
3
適正な湯の温度に設定する（手洗い時）
2
便所の換気扇をこまめに止める
1
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.196
表 8 意識した努力による省エネルギー行動
世帯当たりの年間削減量（単位 1000kcal）
暖房機の設定温度を 2 度下げる
近場の買い物は徒歩で行く
テレビの「ながら見」をやめる
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315
303
141

浴槽に物をいれる
126
照明機器カバーを取り外す
99
風呂の温度を下げる
95
エアコンの利用を控える
86
魔法瓶を利用する
75
炊飯は一括して行う
50
暖房が必要な季節であっても未利用時に暖房器具のコンセントを抜く
45
冷蔵庫の開閉回数を少なくする
42
家族一緒に同一番組を見る
35
部屋の冷房時に薄着を心がける
34
未使用時に温水便座の電源を切る
32
夏場は風呂に入らない
22
炊飯器の待機電源をカットする
19
風呂の残り湯を洗濯に利用する
17
エアコンのフィルターを掃除する
17
電子レンジの待機電源をカットする
17
湯の温度を更に 1 度下げる（食器洗浄時）
14
未使用時にエアコンのコンセントを抜く
11
室温を高くする
9
冷房時は小さな部屋に移動する
9
湯の温度を更に 1 度下げる（手洗い時）
1
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.197
表 9 わずかな投資による省エネルギー行動
世帯当たりの年間削減量（単位 1000kcal）
公共交通機関を利用する
1210
浴槽のふたをする
337
買い物には自転車を用いる
303
暖房時には厚手のカーテンを使う
303
電球型蛍光灯（高効率）に取り替える
259
防犯用の電灯について、電球型蛍光灯（高効率）に取り替える
180
お風呂に定量止水バルブを取り付ける
126
スイッチ付きテーブルタップを使用する
93
扉のパッキンは劣化してきたら交換する
84
シャワーヘッドの流量を小さくする
54
温水便座にカバーをつける
50
掃除機のフィルターとごみ袋を早めに交換する
26
夏場は車で日除けを利用する
21
冷房時に、すだれやよしずを用いる
17
風呂の残り湯をポンプを使って洗濯に利用する
17
FAX に節電装置を接続する
9
3 波長蛍光ランプに取り替える
8
蛍光灯を早めに交換する
5
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.197
表 10 高額投資による省エネルギー行動
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世帯当たりの年間削減量（単位 1000kcal）
軽自動車に転換する
6046
ハイブリッド車に転換する
6046
希薄燃焼エンジン車に転換する
2788
太陽熱温水器を使用する
2505
暖房のために断熱材を施工する
1158
冷蔵庫を新機種へ買い換える
378
白熱灯を蛍光灯に換える
371
照明において人感スイッチを利用する
230
お風呂に自動給湯式の機器を設置する
126
機器の購入時に消費電力量をチェックする
124
高効率エアコンに買い換える
100
自動制御式の掃除機に買い換える
62
省エネタイプの温水便座を選ぶ
62
真空保温調理器を利用する
51
部屋の内装を明るいものに替える
48
インバーター式蛍光灯に換える
33
乾燥機を効率の良い機器に変える
29
効率の良い洗濯機を選ぶ
22
冷房のために断熱材を施工する
17
冷房のために二重窓を施工する
14
効率の良い暖房機に換える
12
白熱灯に調光スイッチを取り付ける
10
待機電力の小さい電話にする
4
ホットプレートの代わりに電磁調理器を利用する
4
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.198
本表から分かる通り、省エネルギー行動として「ちょっとした工夫」から「高額投資」へ
と移行するにつれて、個々の省エネルギー行動の効用が増大していくことがわかる。このよ
うな 5 つのタイプの省エネルギー行動について、日本エネルギー経済研究所は、それぞれの
行動をする世帯を全国レベルに拡大した場合の最終エネルギー消費及び一次エネルギー消費
の概算を行っている（表 11 参照）。
表 11 各省エネルギー行動を全国レベルで実行した場合のエネルギー消費の変化
原油換算千 kl
ちょっとし こまめな
意識し わずかな 高額投
標準
(標準を 100 とした%)
た工夫
気配り
た努力
投資
資
55160
68416
60435
50048
45505
35141
最終エネルギー
(100%)
(124%)
(110%)
(91%)
(82%)
(64%)
92110
116253
102012
81601
73043
54702
一次エネルギー
(100%)
(126%)
(111%)
(89%)
(79%)
(59%)
出典：日本エネルギー経済研究所(1998)「暮らしの中の省エネルギー最終報告書」pp.19215
15

本表における「標準」とは、全国標準のエネルギー消費量を推計したものを表す。
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本表から分かるとおり、現在の日本の「標準」家庭は、「こまめな気配り」レベルと「意
識した努力」レベルの中間あたりに位置しており、今後個人レベルの省エネルギー行動を進
めていくことにより、家庭部門のエネルギー消費において「意識した努力」レベルで全体の
10%程度、「わずかな投資」レベルで全体の 20％程度、「高額投資」レベルで全体のエネル
ギー消費量を 30%以上削減する可能性があることが分かる。
3-5

個人の省エネルギー行動と国家のエネルギー消費

以上、個人の省エネルギー行動による、国家のエネルギー消費への影響について概観して
きた。本章を通して見てきたとおり、個人レベルの省エネルギー行動の変化は、国家レベル
のエネルギー消費の削減に対して有効である可能性がある。勿論、省エネルギーなどの環境
配慮型の行動の実行は、環境意識のみではなく、それを支える経済的なメリット、個人のモ
ラル、社会的な規範といったものと、その行為の受容度とのバランスによって決定されてき
たことが予想される。しかし、土屋(1996)や Tihomir(2001)が明らかにしてきた通り、省エネ
ルギーに関する知識や、情報提供等によって省エネルギー意識が喚起されることにより、個
人単位の省エネルギー行動が促進される可能性は十分あるといえる。
ここで、個々人の省エネルギー行動が進むことにより、日本においてエネルギー消費が果
たしてどの程度削減されるのかを、参考のために試算してみたい。表 11 に示したとおり、
現在の日本の「標準」家庭は、「こまめな気配り」レベルと「意識した努力」レベルの中間
あたりに位置しており、そのエネルギー消費量は全く省エネルギーが行われていない状態と
比較して約 79%となっている。つまり、個人の省エネルギー行動の積み重ねにより、国家の
エネルギー消費は 20%程度低く抑えられている状況にあることが類推される。しかし、今後
更に省エネルギーを進めていくことを考えると、これを個々人の省エネルギーの実行レベル
に落とし込んだとして、現在の「標準」的な一家庭が、「高額投資」による省エネルギー行
動を実行したとしても、そのエネルギーの削減量は約 0.0004 (原油換算千 kl)にとどまる。こ
れは例えば最終エネルギー消費を 1%削減するためには、140 万世帯（日本の全世帯の 3%程
度）が「高額投資」を実行する必要があることを示している16。
このように個人の省エネルギー行動は一つ一つの総量は小さい。しかし、その数が集まり、
また全国レベルに拡大されることにより、国レベルのエネルギー消費を大幅に低減できる可
能性があることがわかる。省エネルギーはその成果が目に見えにくく、その消費削減量を正
確に測定することは困難である。それ故に、今日の政府による省エネルギーの取り組みにお
16

本数値は、日本エネルギー経済研究所(1998)のデータ及び総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査
報告」における世帯数の数値を参考にして試算した結果であり、あくまで参考値であることに注意したい。
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いて、個人の省エネルギー行動の中でも「省エネルギー機器の購入」については省みられて
も、「機器の合理的な利用」に関して、その影響が詳細に調査されてはこなかった。しかし、
本章を通して見てきたとおり「機器の合理的な利用」のような個人レベルの省エネルギー行
動の積み重ねは、国家レベルのエネルギー消費を削減させる可能性があることがわかる。つ
まり、個人の省エネルギー行動は国家のエネルギー安全保障へと影響を与える可能性があり、
省エネルギーの推進に際して個人の行動を見直す必要があることが示唆されたといえる。
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第四章
4-1

個人の行動と国家の再生可能エネルギーの推進

再生可能エネルギーの推進に対する個人の関わり方

個人の行動と再生可能エネルギーの推進への関わりを考えたときに、その関わり方は 3 種
類に大別することができる。その 3 種類の関わり方とはそれぞれ、太陽光発電や太陽熱温水
器の導入に見られるように個人が直接再生可能エネルギーへと投資をする「導入型」、個々
人の寄付・出資を集めることにより大型の再生可能エネルギーの導入を行う「寄付・出資
型」、個人が消費する電力について再生可能エネルギーから発電された電力を選択的に購入
するという「電源選択型」である17。「電源選択型」には、再生可能エネルギーから発電さ
れた電気であることを証明する「グリーン電力証書」を購入する枠組みと、電力会社による
発電源別の電力に関する契約をするという「購入電源選択型」が存在するが、残念ながら後
者の枠組みは日本においては未だに導入はされていない。
以上、整理すると、日本における個人の行動と再生可能エネルギーの普及は以下のような
関わり方をしている（図 7 参照）。

4-2-1 太陽光発電の導入
4-2 導入型
4-2-2 太陽熱温水器の導入
4-3-1 グリーン電力基金
個人の行動

4-3 寄付・出資型

4-4 電源選択型

4-3-2 市民出資

4-4-1 グリーン電力証書

図 7 再生可能エネルギーの推進に対する個人の関わり方
出典：筆者作成

それでは、この 3 種類の関わり方が、日本における再生可能エネルギーの普及へとどのよ
うに影響を与えてきたのか、また与える可能性を持つのかについて、海外の事例も同時に紹
介しながら、詳述していきたい。

4-2
4-2-1
17

導入型
太陽光発電の普及と個人の関わり

本類別は、飯田哲也(1999)「グリーン電力制度の展開」を参考に行った。
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日本における太陽光発電の普及は、1992 年の新エネルギー財団（NEF）による「住宅用太
陽光発電導入促進事業」の助成の開始とともに始まることとなる。本助成制度は、太陽光発
電の設置に関しての補助金を定めたものであり、本助成制度に加えて、電気事業者による余
剰電力購入メニュー18の後押しを受け、日本における太陽光発電の導入量は順調に推移して
いくこととなった（図 8 参照）。日本における太陽光発電導入量は各国と比較しても非常に
多く、2004 年時点において、日本の太陽光発電の累積設置容量は世界 1 位となっている19。
このような太陽光発電の導入の実績については、多くの研究によってその原因が分析されて
おり20、サンシャイン計画からの長年の研究に加え、政府による助成、個人の環境意識の高
さ、電力会社からの余剰電力購入メニューなどの支援を受けて、このような大規模の導入量
を達成してきたといえる。
それでは、日本におけるこのような大規模の太陽光発電の導入において、個人レベルの行
動は、一体どのような役割を果たしてきたのであろうか。本研究においては、特に、その普
及に関しての費用分担のあり方について注目しながら、その影響を見ていきたい。
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図 8 日本における太陽光発電の累積設置容量の推移
出典：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）HP

18
「余剰電力購入メニュー」とは、1992 年度より開始された、電力会社が自主的に各家庭・事業者から発
電された再生可能エネルギーの発電電気を一定額で買い取る制度のことである。
19
しかし、2005 年からは累積導入量においてドイツに抜かれ、日本は世界第 2 位となる。
20
例えば、新エネルギー・産業技術総合開発機構（2007）「なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたの
か」、などを参照。
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太陽光発電の導入に関する費用分担について見るために、それぞれの助成別の太陽光発電
の導入量を見ていきたい。日本における太陽光発電の導入に大きな影響を与えてきた助成制
度は 2 つに大別することができ、それぞれ、新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）による助成制度と新エネルギー財団（NEF）による助成制度である。前者、
NEDO による助成制度は 4 種類あり、それぞれ「公共施設等用・産業用太陽光発電フィール
ドテスト事業」、「太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」、「新エネルギー事業者支
援対策事業」及び「地域新エネルギー導入促進事業」である。また後者、NEF による助成制
度は 1 種類のみであり、「住宅用太陽光発電導入促進事業」である。図 9 において、これら
2 つの助成制度による日本における太陽光発電の導入量について示す。本図からわかるとお
り、累積導入量としてその大半が、NEF による「住宅用太陽光発電導入促進事業」によって
導入されてきた事がわかる。
NEDO助成事業
その他公共・産業等用
NEF助成事業
その他住宅用
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図 9 助成別の太陽光発電導入容量の推移
出典：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）HP より筆者作成

次に、日本の太陽光発電の導入の大半を担ってきた、この NEF による「住宅用太陽光発
電導入促進事業」について、その事業がどのように進められ、実際の費用負担がどのように
なっていたかについて見ていきたい。
まず、NEF による「住宅用太陽光発電導入促進事業」についての概略を説明すると、本促
進事業は 1994 年から始まった補助金制度であり、その原資は電源開発促進税という国内電
気料金に 2％掛けられている経済産業省主管の目的税から支出されている。当初は補助率を
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3 分の 2 とすることを目的としていたが、バブル崩壊の煽りを受け、予算要求が半額の 20 億
円に抑えられたため、補助率が 2 分の 1、対象件数を 800 件と設定され助成制度が始まるこ
ととなった。本制度は初年度より多くの応募件数を集めたため（表 12 参照）、その後、補
助率は低く見直され、より多くの対象者に補助金が行き届くように改定されていった。
表 12 住宅用太陽光発電導入促進事業の予算及び応募・交付件数の推移
年度
補助金総額(億円)
応募件数
交付件数
交付累積
1994
18.5
1066
539
1995
33.1
5432
1065
1604
1996
44.1
11192
1986
3590
1997
111
8329
5654
9244
1998
147
8229
6352
15596
1999
162
17396
15879
31475
2000
178
25741
20877
52352
2001
235
29389
25151
77503
出典：環境省(2004)及び経済産業省(2003)より筆者作成
新エネルギー財団（NEF）による「住宅用太陽光発電導入促進事業」について、それぞれ
の年度別の補助金額、太陽光発電設置価格、及び自己負担額の推移を図 10 に示す。
250

120
太陽光発電設置価格
補助金額

80

150.975.4

150

73

72.5

93.9

90

84.4

75.5

50

64.4

61

109 59106.5 107
100

100

自己負担額

63.8

75.8

61

71

69

64.1
60

63

60

67.5

66.1

40

50
34

34

32.9

自己負担額（万円/kW）

設置価格と補助金額（万円/kW）

101.8
200 191.8

20
20

12

10

9

4.5

2

0

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

図 10 太陽光発電設置価格、自己負担額及び NEF 補助金額の推移
出典：石川敦夫(2007)「太陽光発電の普及とコストペイバックタイム」pp.7
本図からわかるとおり、初年度においては、NEF による補助率は 2 分の 1 と非常に高く設
定されていたが、その後 3 分の 1、定額制へと移行していき、2005 年までにはそのほとんど
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が自己負担となり、2006 年度をもって本制度による助成は終了することとなる。図中の横
線は、太陽光発電設置に関する個人の負担額の推移を表したものであるが、本図から分かる
とおり、助成制度開始当初の数年間を除き、太陽光発電の導入に際して、そのほとんどが自
己負担によってまかなわれてきたことがわかる。
それでは、このような自己負担費に基づく、太陽光発電に関する初期投資額の回収年数
（コストペイバックタイム）はどのように推移していったのであろうか。図 11 において、
その回収年数の推移を示す。本図から分かるとおり、太陽光発電の導入に際して、コストペ
イバックタイムとして 25 年程度の回収年が必要となっていたことがわかる。太陽光発電の
システム保証は通常 10 年であり、寿命は 20 年であることを鑑みると（石川 2007:pp.9）、
初期投資の回収年が 20 年を超えるということは、自ら投資した金額が回収できないという
ことである。しかしそのような状況にもかかわらず、表 12 の助成制度への応募件数の推移
から類推されるように、太陽光発電を導入しようとする個人が多数存在してきたことがわか
る。つまり、日本における太陽光発電の普及に際し、個々人は経済性ではなく、その環境意
識などの高さから自主的な努力として太陽光発電の導入を促進してきたことが類推される。
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図 11 太陽光発電の初期投資額の回収年数の推移
出典：石川敦夫(2007)「太陽光発電の普及とコストペイバックタイム」pp.8

それでは、このように高い自己負担比率を基礎データとして用いて、図 9 において示した
日本における全体の太陽光発電の導入量の内、金額ベースで見た自己負担比率がどの程度の
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割合を示すかについて表したものを図 12 に示す21。本図から分かるとおり、日本における太
陽光発電の導入において、設置者による自己負担費が大きな割合を占めてきたことがわかる。
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図 12 日本における太陽光発電の導入量における個人負担の割合
出典：筆者作成
日本における太陽光発電システムの普及においては、NEF の補助を受けた住宅用太陽光の
導入促進がその大部分を担ってきており、更にそのような設置事業においても、個人負担が
大きな部分を占めてきたことがわかった。つまり、利潤の追求という経済的な理由ではなく、
個々人の高い環境意識に基づく自主的な努力よって日本における太陽光発電の導入が進んで
きたことが類推される。また、この結果は 1997 年に行われた自然エネルギー推進市民フォ
ーラムによる太陽光発電導入者に関するアンケート調査の結果、「費用のことを度外視して
も、良いことを実行する」が、「一定の採算が見込める」よりも重視されていることとも合
致している(自然エネルギー推進市民フォーラム 2000:pp.60)。結論として、日本における太陽
光発電の導入において、個人の自主的な行動が果たしてきた役割は大きく、その促進の大半
を個人が担ってきたと類推することができる。

4-2-2

太陽熱温水器の普及と個人の関わり

次に、かつては世界一の導入量を誇った日本の太陽熱温水器に関して、その個人単位の関
わりを見ていきたい。
21

本図は、新エネルギー財団（NEF）の助成制度による太陽光発電の導入量について、NEF と個人による設
置コストの金額の負担比率をその導入量にかけたものである。
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日本においては、1950年代から、農家が農作業から帰りすぐに風呂に入ることができると
いう利便性が買われ、ブリキの円筒に黒色塗装をしたものやプラスチックの袋や筒を用いた
太陽熱温水器が農村を中心に普及してきた。このように初期の太陽熱温水器の導入先は農村
部であったものの、その後の2度にわたる石油ショックによる影響を受け、都市部において
もエネルギー安定供給への貢献や高騰する燃料費への対応策として急激に普及されることと
なった。しかし逆オイルショックによる石油価格の大幅な下落などの影響を受け、単年度導
入台数では1980年、累積導入量では1990年をピークとして、太陽熱温水器導入量は徐々に減
少傾向に転じることとなる（図13参照）。近年は過去に設置された設備の撤去台数が設置台
数を上回る状況となっており、総量としての太陽熱温水器導入量は全盛期の約半分程度まで
減少してきている。
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図 13 日本における太陽熱温水器の年別導入台数と累積導入台数の推移
出典：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）HP

日本における太陽熱温水器に関してその主な助成制度として挙げられるのは、国・自治体
等の公的資金援助である「ソーラーシステム普及促進融資制度」である。本制度は、国の補
助金と民間の拠出金をもって基金を設け、個人住宅における太陽熱温水器の設置のための資
金を低利で融資する制度であり、1980年に創設され、一部変更を伴いながら、1996年度まで
の16年間にわたり継続されてきた。同制度による融資件数は、累計27万4千件に及び、同期
間のソーラーシステム導入者の約56％が活用し、融資総額は累計1752 億円（利子補給額147

41

億円）に達しており、ソーラーシステム普及促進の基盤的役割を果たしてきたと言われてい
る（中津川 2000:pp.2）。
しかし本制度はあくまで「融資」の制度であり、また逆説的に言うならば、導入者の44%
は本制度の助成を受けずに自らの判断で導入をしてきていることがわかる。例えば、1981年
の日本エネルギー経済研究所のアンケート調査による、当時の太陽熱温水器への導入動機を
見てみると、当時の太陽熱温水器の導入者の状況を伺い知ることができる（表13参照）。
「電気・ガス・灯油代が高くなる」という動機の他に、「クリーンで安全なエネルギー」で
あることや「国などの省エネに協力」できることがその動機に含まれており、石油ショック
直後の個々人の石油価格高騰への備えと高い環境意識とが、このような大規模な太陽熱温水
器の導入を達成してきたことが類推される。
表13 太陽熱温水器を取り付けたい理由
区分

割合(％)

電気・ガス・灯油代が高くなる（ことに対する備え）

49%

クリーンで安全なエネルギー

29%

国などの省エネに協力

11%

お湯をふんだんに使える

10%

その他
1%
出典：経済企画庁国民生活局(1981)「省エネルギー生活の推進のために」pp.84
このようにして1998年までは世界1位の導入量を誇ったこの太陽熱温水器も、現在はアメ
リカに次いで世界第2位の導入量であり、その累積導入量は年々減少傾向にある。それでは、
何故、日本において太陽熱温水器はこのように廃れていったのであろうか。例えば中島は、
このような累積導入量の減少傾向に関する原因として下記の6点を挙げている（中島
2007:pp.5）。
１：
２：
３：
４：
５：
６：

エネルギーコストの上昇予想が大きく外れ、2003年頃まで低迷したこと
「ソーラーシステム普及促進融資制度」が1996年度に打ち切られたこと
ソーラー建築構成部品部材のトラブルに対応した設計、施工、メンテ、製造市場
の体制が未整備で、システムの信頼性を失ったこと
太陽光発電が、既存電力と結んだ余剰電力購入メニューのような方法が太陽熱利
用では活用できなかったこと
ソーラー建築設計で、ソーラー設備の建築との一体的デザイン化が遅れたこと
建築家がソーラー建築、特に設備設計の設計責任を回避したこと

経済性については既に競合状態にあるものの、石油価格の低位推移、融資制度の打ち切り、
悪質な訪問販売の増加、導入量減少による企業の倒産、それによるシステムメンテナンスの
不在・信用性の低下などの原因が輻輳したことにより日本における太陽熱市場は現在滞って

42

きたといえる。また、太陽熱温水器には大別して 2 つの種類が存在し、それぞれ「汲み置き
式」と「自然循環式」となっているが、日本においては、前者の「汲み置き式」が主流を占
めており、その不衛生さ、見た目の悪さも近年の導入量減少の一因となっているといわれる
（飯田 2005）。
以上見てきたとおり、太陽熱温水器の普及・衰退において、個人レベルの石油価格高騰へ
の備え、環境問題への志向が影響を与えてきたことが分かる。また、特に経済性はあるもの
の「システムの信頼性を失い」、「デザイン化が遅れた」のが一因となって太陽熱温水器が
衰退しているという現状は興味深い。ここにおいて、鈴木(2007)が指摘しているように、再
生可能エネルギーの導入において「イメージ」が果たす役割があることが類推される。特に
太陽熱温水器は朝日ソーラーによる違法まがいの販売方法が横行したために、そのイメージ
が非常に悪化した経緯があるため（国民生活センター 1997）、その影響が顕著に現れたこ
とが予想される。
日本における太陽熱温水器の事例は、たとえ再生可能エネルギーが経済性を有するとして
も、個々人による導入への支援がなければ、その導入量は急激に減少することを示唆したも
のである。これは導入量の減少という、逆説的な個人の影響力を証明したものであり、再生
可能エネルギーの導入に対する個人の影響力を考える上で、興味深い事例である。

4-2-3

海外における導入型の再生可能エネルギーの推進

海外における導入型の再生可能エネルギーの推進例として、ドイツにおける太陽光発電の
急速な普及をみていきたい。
近年、ドイツにおいて太陽光発電が急激に導入されてきており、単年度導入量では 2004
年に、累積導入量では 2005 年に日本を抜かし、現在太陽光発電導入量で世界 1 位となって
いる（図 14 参照）。ここでは、ドイツにおけるこのような急激な太陽光発電の普及に、個
人の行動がどのように関わってきたかについて概観していきたい。
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図 14 世界における太陽光発電導入量の推移
出典：太陽光発電協会 HP「各国の太陽光発電導入状況」
ドイツでは1991年以降、再生可能エネルギー導入施策として水力、風力、太陽光、バイオ
マスによる発電についての買い取りを電力会社に義務付ける「電力買い取り法（EFL ：
Electricity Feed-in Law）」が実施されてきた。1991 年から導入されたEFL 法の主な特徴は下
記の3点である。（１）電力系統会社に買取義務を課したこと、（２）対象電源を風力、太
陽光、水力、埋立地と下水ガス（風力と太陽光以外は5 MW 以下）としたこと、（３）買取
価格は最終需要家の電力価格（ドイツ全体の平均値）との相対値としたこと（例：風力・太
陽光は90 ％、それ以外は80 ％）、である。本法律の施行により、ドイツにおいては、再生
可能エネルギーの内、特に風力発電が顕著な伸びを示すこととなるが、太陽光発電の普及が
促進されるのは2000年の再生可能エネルギー法の施行後となる。
2000年4月には、本法律を全面的に見直した「再生可能エネルギー法（EEG：Renewable
Energy Law）」が新たに施行され、ドイツにおいて再生可能エネルギーからの電気を電力会
社に一定価格での買取を定めるという固定価格買取制度（Feed-in Tariff：FIT）が開始される
こととなる。この固定価格買取制度とは、日本におけるRPS制度と並ぶ、新エネルギーの導
入に対する国際的な枠組みの一つであり、RPS制度が新エネルギーの「量」の義務を電力会
社に課すのに対して、FIT制度は政府が設定した「価格」での新エネルギーの買取義務を電
力会社に課す制度である。2001年に制定されたEEG法の特徴は下記の4点である。（１）政
策目標として2010 年に再生可能エネルギーによる電力を全電力の10％としたこと、（２）
再生可能エネルギー電力の価格は、エネルギーごとの競争力を考慮して、種別ごとに法律で
決定したこと、（３）20 年間の買い取りを保証したこと、（４）買取価格の経年での低減
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を定めたこと、である。本法律により、エネルギー源ごとに買取価格に差が設けられ、その
購入価格は細かく定められることとなった。その後本法律は2004年に改正され、太陽光発電
の設置方法や出力規模に応じて買取補償額が改定されることとなる。以上のような法律の支
援を受け、ドイツにおける太陽光発電の普及は急激に促進されることとなった（図14参照）。
次に、このような太陽光発電の導入において個人の行動がどのような役割を果たしてきた
のかについて概観したい。ドイツの太陽光発電市場が拡大した背景には、以下の 3 つの要因
があるといわれている。その 3 点とは、それぞれ（１）再生可能エネルギー法の改正による
買取保証制度の拡充、（２）太陽光発電設置・省エネ住宅を対象としたドイツ復興金融開発
公庫（KfW）による低利融資制度、（３）太陽光発電の研究開発を対象とした連邦環境省の
補助金、である(日本政策投資銀行 2006:pp.12)。ここでは、この内、特にドイツ復興金融開
発公庫（KfW）による低利融資制度である「10 万軒屋上太陽光施設設置プログラム（Das
100000 Daecher Solarstrom Programm）」（1999 年から 2003 年実施）について、詳しく見て
みたい。本低利融資制度は、太陽光発電を導入する個人・事業者向けに設定された融資制度
であり、概要は表 14 の通りとなる。
表 14 10 万軒屋上太陽光施設設置プログラム低利融資制度の概要
1999
2000
2001
2002
2003
Total
融資承諾額（百万 Euro）
52
218
425
396
650
1741
承諾件数（件）
3500
7900
19600
15277
19847
66124
出力数（MW）
16
44
81
83
153
377
出典：日本政策投資銀行(2006)「拡大するドイツの太陽光発電産業」pp.16
本表における、本融資制度の支援を受けた太陽光発電の導入量とドイツ全体における太陽
光発電の導入量とを比較してみると、ドイツにおける 1999 年から 2003 年の期間に導入され
た太陽光発電の内、その 90%以上が、本低利融資制度を受けてきたことがわかる22。また、
本低利融資制度における助成制度を受けた対象を個人と企業に分けて見てみると図 15 のよ
うになる。本図からわかる通り、当該期間における太陽光発電の導入に際して、個人による
導入が、件数として 84%、導入容量として 71%と、その大部分を占めてきたことが分かる。

22

日本政策投資銀行(2006)及び太陽光発電協会 HP より試算
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図 15 低利融資制度の対象別融資件数及び導入量の推移
出典：KfM(2005)及び日本政策投資銀行(2006)より筆者作成
このような太陽光発電導入における個人レベルの負担を見るために、その初期投資に対す
るコストペイバックタイムを図 16 に示す。本図から分かるとおり、ドイツでは、買取料金
の高さの影響を受け、初期投資の回収にかかる期間は日本の約半分である 13 年程度となっ
ていることが分かる。しかし、それでも初期投資を回収するのに 10 年以上を要しており、
このような太陽光発電の導入に関して、経済的な利潤追求のみではなく、環境意識の高さな
どが導入量の高さを支えてきたことが予想される。
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図 16 ドイツにおける太陽光発電のコストペイバックタイム
出典：筆者作成23
23

石川敦夫(2007）の前提を基に、システム価格についてはIEA(2007)、買い取り価格については、日本政策
投資銀行(2006)を用いて試算、またこの値は、Hans(2006)による試算結果とも合致しており、妥当性を有す
ると考えられる。
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ドイツにおける太陽光発電の普及に関して概観してきたが、近年のドイツの太陽光の急激
な普及において、図 15 から分かるとおり、その普及の大部分は個人によって支えられてき
たことが分かった。また、太陽光発電導入に関してのコストペイバックタイムが 13 年程度
と長期にわたるにもかかわらずこのように導入が促進されてきた背景には、経済的な合理性
のみではなく、個々人の環境意識の高さが影響してきたことが類推される。

以上、「導入型」の再生可能エネルギー導入への個人の関わりを概観してきた。本章を通
して見てきたとおり、太陽光発電及び太陽熱温水器の導入拡大において国の施策の影響を必
ずしも受けない個人の行動による貢献の可能性は大きい。つまり、今後、導入型の太陽光発
電及び太陽熱温水器の促進を考える際に個人の行動の影響を考慮する必要があることが示唆
されたといえる。しかし、両者の導入量の大きさ自体は全体のエネルギー量と比較して非常
に低い状況にある。例えば日本について言うと、総発電電力に占める太陽光発電の割合は未
だ 0.42%程度であり、太陽熱温水器についても、一次エネルギーに占める割合は 0.0012%、
家庭レベルのエネルギー源に占める割合は 1.1%程度である24。また、近年導入量が加速して
いるドイツにおいても総電力に占める太陽光発電の導入量は 1%程度であり25、これらの数
値を鑑みるに、「導入型」の再生可能エネルギーによるエネルギー安全保障への直接的な貢
献は少ないことが予想される。例えば、あくまで参考値であるが、試みとして表 5 に示した、
Awerbuch による再生可能エネルギーの導入量に応じた石油価格及びガス価格への影響を基
に試算してみると、日本における太陽光発電の導入による石油価格への影響は 0.26%の低減
にとどまることになる26。これを 1%にするためには、現在の太陽光発電の導入量を約 4 倍
にする必要があり、それは新規で 2kW の太陽光発電を屋上にとりつける家が新たに 160 万
軒必要となることを表す。つまり、太陽光発電の導入によるエネルギー安全保障への貢献は、
その将来性はあるものの現在は小さく、主に第二章において述べたピーク電力の低減や送電
エネルギー損失の低下、省エネルギー行動への影響27などによるエネルギー安全保障への貢
献が期待されることとなる。

4-3

寄付・出資型

24
日本エネルギー経済研究所(2007)「エネルギー・経済統計要覧 2007」及び資源エネルギー庁「エネルギー
白書 2006」を基に試算。
25
IEA「Energy Balance Statistc」、太陽光発電境界 HP、及び BDEW HP を基に試算。
26
ガソリン価格が 150 円とした場合約 0.4 円の低減。試算方法としては、表 5 の数値を基に、再生可能エネ
ルギー導入量 1%あたり石油価格が 0.62%低減するとして試算。
27
太陽光発電導入による省エネルギー行動の促進については、5 章において詳述する。
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4-3-1

グリーン電力基金の取り組み

それでは次に、日本における「寄付・出資型」の再生可能エネルギーの導入事例として、
まず、個人による「寄付型」の関わりである「グリーン電力基金」について見ていきたい。
グリーン電力基金とは、全国10電力会社が2000年10月よりスタートした制度であり、再生
可能エネルギー普及に賛同する一般の消費者から、電気料金に上乗せする形で毎月一定額
（一口500円／月28）の寄付を募り、その集められた「基金」をもとにして再生可能エネル
ギー発電設備の建設・運営に対して助成を行なうという制度である。基金収入の運用にあた
っては第３者認証機関である各地域産業活性化センターが運用を行っている。
再生可能エネルギーに対する純粋な「寄付」を募るために2000年より始まった本制度は、
2003年までは順調に加入口数を伸ばしていたが、図17から分かるとおり、近年におけるその
加入口数は2003年をピークとして、漸減傾向にあることがわかる。この低下を受け、日本に
おける再生可能エネルギー導入に対する意欲が減少してきたとする論などがあるが、果たし
てそれは本当であろうか。
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図 17 グリーン電力基金の加入件数及び口数
出典：村松(2006)及び各地域産業活性化センターHP より筆者作成
例えば、この減少の原因として飯田（2000:pp.1-2）及び寺本（2006:pp.2-4）は、下記の 4
点の原因を挙げている。（１）経済的な側面での利益がなかったこと、（２）制度の導入の
際に明確な目標値の設定がなされなかったこと、（３）認知度が低いこと、（４）手続きに
手間がかかる上、基金による効果が実感しにくいこと、である。また、後述するように近年
日本において、単なる寄付ではなく再生可能エネルギーの電気を個々人が直接購入できると
28

関西電力のみ一口 100 円で販売を行っている。また、全ての契約において口数の制限はなく、個人は何
口でも契約することが可能である。
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いうグリーン電力認証制度が広がっているため、グリーン電力基金に投資するインセンティ
ブが低下しているという現状もある。つまり、環境意識の低下というよりは、制度上の欠陥
により加入口数が減少していることが類推される。
このように加入口数が減少傾向にあるとはいえ、2007 年現在においても加入口数は 4 万
件を超えており、基金の総額は 1 年で 2 億 4 千万円にのぼっている。このような金額が、純
粋に「寄付」として集まり、再生可能エネルギーの推進への補助として用いられていること
は、個人による再生可能エネルギーの普及への影響として注目すべきことである。このグリ
ーン電力基金を背景として、日本において、再生可能エネルギーの導入が推進されてきてお
り、例えば全体加入口数のおよそ 4 割のグリーン電力基金を扱う財団法人広域関東圏産業活
性化センター29においては、表 15 に示すような再生可能エネルギーに関する導入の取り組み
が行われてきている。本表から分かるとおり、再生可能エネルギーの累積導入件数は 400 件
以上、導入容量も約 110MW にのぼり、個人による再生可能エネルギー導入に対する「寄
付」が集まることにより、日本における再生可能エネルギーの導入に対する一助となってき
たことが分かる。
表 15 広域関東圏産業活性化センターによる再生可能エネルギーへの助成実績
助成件数
累積導入容量
太陽光発電
292 件
18900kW
風力発電
21 件
90000kW
ハイブリッド発電30
86 件
180kW
水力発電
8件
660kW
バイオマス発電
1件
30kW
出典：財団法人広域関東圏産業活性化センターHP より筆者作成
このように近年減少傾向にあるとはいえ、寄付として再生可能エネルギーへの基金が多く
集まり、再生可能エネルギーの導入が進んできていることは、個人の自主的な行動による再
生可能エネルギー普及の可能性の一面を表している。今後は、制度の改善による加入口数の
増加と、それによる更なる再生可能エネルギー導入への支援が期待される制度である。

4-3-2

市民出資の取り組み

次に出資という形で、個々人の金額を集めて再生可能エネルギー導入の際の原資とする、
「市民出資」という取り組みについて見ていきたい。

29

本組織は、東京電力によって集められたグリーン電力基金の運用を担当している関東地域の産業活性化セ
ンターである。
30
ハイブリッド発電とは、太陽光発電と風力発電を組み合わせた発電のことである。
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先ず初めに、「市民風車」と呼ばれる、市民出資による風力発電の導入について見ていき
たい。市民風車とは，簡単に言えば市民の出資によって建設される風力発電のことである。
その仕組みは、NPO などの事業主が、風力発電の建設に必要な資金を市民から出資という
形で募ることにより風力発電を建設し、その風力発電を運用することによって得られる利益
を、配当という形で出資者に還元する仕組みである。市民風車の取り組みは特にデンマーク
において盛んであり、国の電力において約 2 割を占める風力発電機のうち、その 8 割以上が
市民出資による個人所有の風車となっている(飯田 2004:pp.2)。
日本においては、2001 年 9 月に北海道浜頓別町に市民風車「はまかぜちゃん」が建設さ
れたのを初めとして、2003 年 3 月に青森県鰺ヶ沢町では「わんず」、同じく 2003 年 3 月に
秋田県天王町（現，潟上町）では「天風丸」という市民風車が建てられている。最近では
2005 年 2 月に北海道石狩市で 2 機の風車「かぜるちゃん」、「かりんぷう」が建設された
他、2006 年 2 月に青森県大間町において「まぐるん」ちゃん、同年 3 月に秋田県秋田市にお
いて「風こまち」、「竿太朗（かんたろう）」、同年 7 月に千葉県旭市において「かざみ」、
2007 年 7 月には茨城県神栖市において「なみまる」が建設されており、全国計 10 機の市民
風車が稼動している。
このような市民風車に関する運用金額の規模は大きく、例えば「はまかぜちゃん」、「わ
んず」、「天風丸」の３つを合計してのべ1400 人の出資者が集まり、約4 億3000万円の出資
金が集まっている。また、2007年までの市民出資を合わせると、計20億円以上の出資金が集
まっている（Yasui 2007:pp.3）。この実績は，参加者や出資額の大きさだけではなく，市民
参加の一つの形として注目できるものである。
次に、日本における市民風車の簡単な歴史について紹介したい。2001 年 9 月に、北海道
において建設された風力発電「はまかぜちゃん」が、日本における市民風車の始まりである
ことは既に述べたが、本建設事業を行ったのが、NPO 法人北海道グリーンファンドという
組織であった。本組織は、もともとは泊原発や北海道幌延町の核廃棄物処理施設反対運動に
携わっていた生活クラブ生協協同組合・北海道から派生した組織であり、その発足のきっか
けとなったのは、「グリーン料金運動」という制度の開始である。この「グリーン料金運
動」とは初めは生活クラブ生協協同組合・北海道内で試験的に始められた制度であり、制度
参加者に、（１）月々5%の節電を呼びかけるとともに、（２）その節電分の 5%を「グリー
ン料金」として集約することにより、（３）それを自然エネルギー（風力発電）のための基
金とする、という制度であった。1999 年 4 月に生活クラブ生協北海道の組合員 60 名から試
験的にスタートしたこの制度を、北海道全域の市民が参加できるようにするために、同年 7
月に設立されたが、本 NPO 法人北海道グリーンファンドである。
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北海道グリーンファンドはこのグリーン料金運動に加えて、実際に風力発電所を建設する
ために、必要となる費用約 2 億円を、地域市民からの出資によって募ることとした。当初
6000 万円を目標としていたその出資の募集は、最終的には 1 億 4000 万円もの出資金を集め
ることになり、総事業費の約 7 割を担える規模となった。この、北海道グリーンファンドに
よる風力発電のための出資金の募集が、日本における市民風車の始まりとなる。このように
北海道から始まった市民風車への取り組みは、その後、青森における「21 世紀のエネルギ
ーを考える会（現・グリーンエネルギー青森）」や秋田へと波及していき、現在の日本にお
ける市民風車の流れを作ってきたといえる。
以上、日本における市民風車の現状を簡単に紹介してきたが、これらにおいて、出資者は
果たしてどのような動機を持って出資を行ってきたのであろうか。このような市民風車への
出資者の動機については西城戸（2006）に詳しい。西城戸によれば、このような市民風車へ
の動機は大別すれば 2 種類に分けることができるとしている。第一のパターンは、「市民風
車が持つ運動性に対する共感」から出資をするという動機であり、これは経済性を別とした
「エネルギーの選択に繋がるから」、「地球温暖化を食い止めたいから」、「原子力エネル
ギーに依存しない社会を作りたいから」等の高い環境意識に基づく動機である。第二のパタ
ーンは、「『My 風車』という風車の所有感覚や風車へのコミットメント」を求めて出資を
するという動機であり、「自分の風車がほしい」、「風車に記名できる」等の所有感覚を主
とする動機である(西城戸誠 2006:pp.7)。このように市民風車という受け皿ができたことによ
り、日本における風力発電分野において、個人単位の「環境意識の高さ」や「風車への所有
感覚」が、風力発電の普及に繋がってきたことがわかる。また、日本においては未だにこの
市民出資による風力発電の導入量は諸外国と比較して相対的に少ないが、近年の導入量の伸
びや、デンマークなどの市民風車先進国における導入量を鑑みるに、今後日本における風力
発電の普及の推進の一翼を担う可能性がある。
以上、市民出資による風力発電の普及である「市民風車」について概観してきたが、この
市民出資の枠組みは風力発電に限らず、「太陽光発電」や「グリーン熱サービス事業」など
においても近年活用され始めている。ここでは以下にそれらの事例を簡単に紹介しておきた
い。
市民出資による太陽光発電の普及の一例として、ここでは長野県飯田市における市民出資
による太陽光発電の導入事例を紹介したい。長野県飯田市では、太陽光発電所の導入に際し
て 2005 年「南信州おひさまファンド」という出資の募集を行うことにより、その導入費用
を調達する試みが為された。事業主体である「おひさま進歩エネルギー有限会社（現、株式
会社）」は、「NPO 法人南信州おひさま進歩」が母体となって設立された会社であり、本
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株式会社により、太陽光発電への市民出資の公募が 2005 年 2 月に開始され、募集が集まる
かどうかという当初の危惧にもかかわらず(竹村 2005)、わずか 3 ヶ月足らずで個人・法人あ
わせて 460 名より応募があり、満額の 2 億 150 万円が調達された。現在、当該地域において
は、38 ヵ所の太陽光発電所の設置が行われており、幼稚園、公民館などの屋根から、年間
約 23 万 kWh の発電が行われている31。また、2008 年現在、飯田市など南信州地域で行う太
陽光発電事業や岡山県備前市周辺と北海道石狩市で他社が手掛ける太陽光と風力の発電事業
に出資するために、目標額を約 8 億 9000 万円とした新たな市民出資のファンド（基金）を
作り、全国から募集を始めている。このような事例は日本における市民出資による太陽光発
電の普及の可能性の大きさを表しているといえる。
次に市民出資によるグリーン熱サービス事業の一例として、岡山県備前市におけるグリー
ン熱供給サービスの導入の事例を紹介したい。岡山県備前市では、2005 年に自然エネルギ
ー利用促進、及び省エネルギー設備の普及を図るために、「備前グリーンエネルギー株式会
社」という会社が設立された。本会社は、同年 9 月に市民・事業者・行政の協業により発足
した備前みどりのまほろば協議会が、「環境と経済の好循環まちモデル事業32」をより具体
的に担っていく主体として設立したものである。その主な事業内容は 2 つあり、一つ目は
「省エネルギーサービス」としてそれぞれの施設に適した最新の省エネ機器を導入すること、
二つ目は「熱供給サービス」として、各施設に対して蓄熱型の薪ストーブとペレットボイラ
ー、太陽熱温水システムを組み合わせたグリーン熱サービス事業を導入することである。
2006 年 3 月より開始された市民出資は、太陽光や風力発電という分かりやすい出資対象で
はないせいか、出資募集期間としては長期の 1 年 6 ヶ月の期間をかけたが、2007 年 9 月に募
集が終了され、総額 1 億 8540 万円の出資が調達された。2008 年 1 月現在、省エネルギーサ
ービスに関しては 7 件、グリーン熱供給サービスについてはペレットストーブ及び薪ストー
ブの導入を合わせて 20 件の事業を行っており、これからの事業内容の拡大が期待される。

4-3-3

海外における寄付・出資型の再生可能エネルギーの推進

海外における寄付・出資型の再生可能エネルギーの推進に関する事例として、デンマーク
における「出資型」の市民風車の普及事例を紹介したい。
デンマークにおける風力発電の歴史は長く、およそ一世紀にわたって、その開発と普及へ
の努力がなされてきた。現在、風力発電による電力が国内の電力の約16%にあたる313万kW
31

ただし、この数値は 2007 年 12 月時点でまだ予定値である。
通称「『平成のまほろば』まちづくり事業」。環境省により平成 16 年度から開始された事業であり、事
業の目的としては、環境を良くすることにより経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善するという環境
と経済の好循環を築き、その取組みを国の内外に普及させることを目的とした制度である。
32
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（2007年末）を占め、世界でも5番目の風力発電の導入容量を誇っている（図18参照）。こ
のように大規模に導入されてきた風力発電のうち、実にその8割近くが民間所有のものであ
り、前述した「市民風車」の形態として達成されてきたものである（図19参照）。つまり、
デンマークにおいては、国の総発電電力の約13%が個人の出資行動により達成されてきたと
いえる。
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図18 デンマークにおける風力発電導入量とその総電力に占める割合の推移
出典：Danish Energy Authority (2007) 「Energy Statistics 2006」pp.8

図19 デンマークにおける民間所有風車の累積導入量の推移
出典：Mark Bolinger (2001) 「Community Wind Power Ownership Schemes in Europe and their
Relevance to the United States」pp.10
ここでは、デンマークにおいて大規模に推進されてきた市民風車の歴史について紹介する
ことにより、「出資型」の再生可能エネルギーの導入に関して、個人の行動が果たせる可能
性の大きさについて見ていきたい。
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デンマークは今日に至るまで原発を一切建設していない。原子力発電の促進に反対する形
で、風力発電の導入が促進されてきたためである。1973 年の第一次石油ショック当時、デ
ンマークの輸入石油の割合は88％に達しており、国内における水力発電などの他電源の可能
性も少なかった。そのため石油ショックに際しデンマーク政府は原子力発電の建設を促進す
る方針を決め、電力会社も15ヶ所の原発候補地を発表することとなった。しかし、フォルケ
ホイスコーレ33の組織を中心に、環境NGO が全国に原発反対のキャンペーンを展開したこと
によりこの原発立地計画は白紙に返されることとなる。その際に環境NGO に反原発の象徴
として用いられたのが風力発電であった。
デンマークの市民風車の歴史について述べると、デンマークでは、石油ショックを経た
1978年に、風力発電所有者の連繋を目指したデンマーク風力発電所有者協会（Danske
Vindkraftvaerke：以下、DV）が設立され、活動の目的として、所有者、電力会社、製造者、
政府など風力発電を巡るさまざまな当事者間の相互理解を進めること、及び風力発電の可能
性を一般社会に正確に知らせていくことが定められた。このような流れを受け、1980年に、
オーフス近郊にあるニーソルベリ（Ny Solbjerg）において、地域住民であるロウリトセン夫
妻が、両隣の家族に働きかけて、3家族それぞれ約240 万円を支払って、55キロワットの風
力発電を共同で購入することとなった。これが「市民風車」の原型であるといわれる（飯田
2004:pp.2）。この「市民出資」の枠組みが、図24に見られるように、その後のデンマークに
おける風力発電の普及を促進させていくこととなった。
もともとデンマークには、協同組合の歴史と文化が長らく存在しており、その協同組合の
社会的土壌の後押しを受け、この市民による風力発電の導入の急激な拡大が為されてきた。
デンマークにおいて導入された風力発電について、その約8割が市民出資という形態を取り、
個々人が市民出資という形で風力発電の導入に取り組むことにより、総電力に占める割合が
16%という世界でトップクラスの風力発電導入比率を達成してきたといえる。このような風
力発電の導入に貢献した要因としては、次の3点が考えられている。（１）風力発電法や固
定価格買取制度等の制度による受け皿が石油ショックを経てボトムアップの形で形成されて
きたことにより風力発電の収益性がある程度安定的に確保されてきたこと、（２）風力発電
への出資枠を地元枠に限定することにより、風力発電の建設と地域の利益を結びつけたこと、
（３）協同組合などの長い歴史が、市民の協働を促したこと、である。このような土壌の上
に、市民出資という、全体が利益を得る仕組みができたことにより、デンマークにおいては、
33

フォルケホイスコーレとは、グルントビ（1783～1872）の提唱により、農民解放運動の一環として 1884
年に設立された私立学校のことである。現在１００校がデンマーク国内にあり、１７歳以上なら誰でも学ぶ
ことができる生涯教育機関である。デンマークには本学校の出身者が多く、社会の重要なポストに就いてい
ることも多い。
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市民風車が急激に導入されてきた。そして、このような個々人の働きかけにより、国の総発
電電力の16%にも及ぶ風力発電の普及が達成されてきたと結論付けることができる
このデンマークにおける市民風車による風力発電の普及は、強い示唆に富むものである。
その示唆とは、「個人の出資行動が集まることにより、一国の電力構造を変えることが可能
である」というものである。日本における「市民風車」は、未だ10基とその数は少ないが、
近年ドイツなどにおいても、その導入が急速に進められてきており34、個人レベルの行動の
集積が国家レベルの再生可能エネルギーの導入に対して貢献できることを証明しているとい
える。

以上、「寄付・出資型」の再生可能エネルギー導入への個人の関わりを見てきた。日本に
おける「寄付・出資型」の再生可能エネルギー導入は、年間 2 億円以上の寄付金や、累積し
て 20 億円以上の出資が再生可能エネルギーの促進のために集まるなど、現在、個人の行動
による「寄付・出資型」の再生可能エネルギーの導入が進んできている。しかし、日本にお
けるそれらの導入量自体は少なく、例えば市民風車についても、風力発電は 2004 年時点で
約 1000 本導入されているが、市民風車は 10 本であり、全体の 1%程度に留まっていること
となる。デンマークなどの、市民風車の導入が風力発電の約 8 割、総発電電力の約 13％ま
で進んでいる国と比較して、その可能性は大きいもののまだ発展途上の段階にあるといえる。
しかし、デンマークの事例を鑑みるに「寄付・出資型」の再生可能エネルギーの導入におい
て、個人の行動が果たせる役割は大きく、今後、日本において風力発電を更に推進していく
ためには、市民風車などの個人の行動を促す取り組みを考慮する必要があることが示唆され
たといえる。市民風車の導入によるエネルギー価格への影響について、試みとしてデンマー
クにおける市民風車の導入による石油価格への影響について見てみると、表 5 における
Awerbuch の試算を基に計算すると、その影響は 8%にのぼることがわかる。つまり、あくま
で参考値であるが、デンマークでは市民出資による風力発電が進むことにより石油価格が
8%程度低減されていると言うことができる35。
今後日本においても、基金制度の改善、市民出資の更なる導入による、「寄付・出資型」
の再生可能エネルギーの導入拡大が期待される。

4-4

電源選択型

34

最も多い形態は、株式会社が事業開発を行い、日本の商法でいう「匿名組合」に相当する「リミッテッド
パートナーシップ」によって住民が資本出資を行うという形態で「GmbH & Co.KG」と略称される。
35
ガソリン価格が 150 円とした場合約 12 円の低減。試算方法としては、表 5 の数値を基に、再生可能エネ
ルギー導入量 1%あたり石油価格が 0.62%低減するとして試算。
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4-4-1

グリーン電力証書システムと個人の関わり

最後に、日本における「電源選択型」の再生可能エネルギーの普及システムである、「グ
リーン電力証書システム」について見ていきたい。
グリーン電力証書システムとは、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーからの
電気を「電気そのものの価値」と、二酸化炭素削減等の「環境付加価値」に分け、通常使わ
れることのない「環境価値」としての部分を電気と切り離して「証書」という形で取引する
ことを可能としたシステムのことである。例えば、風力発電などの発電者が電気を売る際に、
発電量に応じたグリーン電力証書を売ることが可能となり、今まで再生可能エネルギー事業
者が対価として受け取ることのできなかった環境に対する貢献の報酬を受け取ることができ
るようになるシステムである。このシステムの下では、証書の購入者は使用電力についてそ
れが再生可能エネルギーから発電したと証明することが可能となり、例えばイベントやシン
ポジウムなどにおいて、再生可能エネルギーからの電力のみで当該活動を運用することが可
能となる。
グリーン電力証書システムの仕組みを簡単に紹介すると、発電委託を受けた風力発電など
の再生可能エネルギー発電事業者が、発電実績を日本自然エネルギー株式会社などのグリー
ン電力証書発行主体に報告し、それをグリーン電力認証機構という第三者認証機関が認証す
ることにより、「グリーン電力証書」として取引が可能となるシステムとなっている。例え
ば日本自然エネルギー株式会社におけるその流れを紹介すると、図20のような流れとなる。
１． 顧客が日本自然エネルギー株式会社（以下JNE）へ、再生可能エネルギーの発電実
施を委託する
２． JNEは委託契約に従い、効率的な発電を再委託する（自ら実施する場合もある）
３． 発電事業者は契約に基づき発電を行い、JNEへ報告する
４． JNEの申請に基づき、「グリーン電力認証機構」が、発電実績を認証する
５． JNEは、発電実績をグリーン電力証書（図21）として発行し、顧客に交付する
６． 発電された電力自体は、当該発電設備のある地域の電力会社等が合理的な価格で引
き取るか、発電者が自家消費として使用する
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図 20 日本自然エネルギー株式会社によるグリーン電力証書システム
出典：日本自然エネルギー株式会社 HP

図 21 グリーン電力証書の例
出典：日本自然エネルギー株式会社 HP
日本におけるグリーン電力証書事業の発端は、1999年夏、東京電力株式会社が新規事業検
討の一環として「風力発電事業プロジェクトチーム」を設置したことから始まる。チームの
当初の目的は離島における高コストなディーゼル発電燃料の代替として、二酸化炭素排出削
減等のメリットがある「風力発電事業」を検討するというものであったが、経済性を見出す
には、二酸化炭素削減等の風力発電の環境価値を広く合意される手法で金銭的に算定する必
要があった。この状況の転機となったのが、2000年2月、ソニー株式会社が企業としての環
境改善効果実現を目的として東京電力株式会社に行った「風力発電代行サービスの提供を受
けられないか」という打診である。本打診により、企業サイドにも再生可能エネルギーに関
する積極的なニーズがあることが理解され、ソニー株式会社と東京電力株式会社が共同でス
キームを開発、同年7月に電気事業連合会より主に企業向けのプログラムとして「グリーン
電力証書システム」の導入提案がなされた。その後、同年11月に事業主体である日本自然エ
ネルギー株式会社が電力7社等の共同出資により設立され、現在、図22に示すとおり加入状
況は順調に推移してきているといえる。
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図 22 自然エネルギー株式会社における加入団体数及び契約電力量の推移
出典：日本自然エネルギー株式会社 HP
このように順調に推移してきているグリーン電力証書購入への動機として、例えば、経済
産業省の委託事業を受けた内外のグリーン電力研究会はその動機を下記のような3点に大別
している。（内外のグリーン電力研究会2007:pp.52）

（１）環境リスクの回避
将来導入される可能性がある、環境税・炭素税・温室効果ガス排出量規制といったいわゆ
る環境規制リスクに対し、早期に対策をはかることでリスクの分散回避をはかれること。
（２）企業・団体等のイメージアップ、内外における環境コミュニケーション
風力発電等、再生可能エネルギーの利用は、環境対応としては比較的わかりやすい取り組
みであり、企業・団体等のイメージアップとしての効果が期待されること。また、これを
一歩進め、企業等の製品・サービスを再生可能エネルギーにより生産・提供すれば、当該
商品の差別化・マーケティングにも利用が可能となること。
（３）環境経営の一環
上記(1)(2)はいずれも金銭的（に換算しうる）効果に着目したものであるが、いわゆる環
境経営・社会的責任投資の観点から、環境保全を含めた「持続的社会への貢献」それ自体
を経営目標の一つとして捉えている企業が、その一環として購入していること。
このような動機の後押しを受け、日本におけるグリーン電力証書の加入事業者は順調に増
加してきているといえる。また、具体的なグリーン電力証書の活用方法として、各企業によ
って「風で織るタオル」、「風力 100%ライブハウス」、「風で動くビール工場」などの取

58

り組みがなされている。しかし、日本においては証書購入分が寄付金扱いとなり、企業会計
上損金扱いにならないなどの問題点も残されている。
このようなグリーン電力証書の枠組みにおいて、2005年までは個人がグリーン電力証書を
直接的に買うという契約形態は存在していなかった。しかし、2005年に、日本に3社あるグ
リーン電力証書の発行主体の内、株式会社自然エネルギー．（ドット）コムが環境エネルギ
ー政策研究所と協力して日本初となる個人向けのグリーン電力証書である「エナジーグリー
ン・パスポート」というスキームを開発したことにより、現在、日本において個人単位でグ
リーン電力証書を購入することが可能となっている。本パスポートは、個人が直接グリーン
電力を使用できるように設計されたもので、購入者は、パスポートに記載された登録サイト
にアクセスし、「エナジーグリーン・パスポート」に書かれた登録用IDを入力することによ
り一世帯が一日に使う平均的な電力量である10kWh分の環境価値を得ることができるという
ものである（環境エネルギー政策研究所 2004:pp.8）。「チームマイナス６％」などの地球
温暖化に対する積極的な行動が増えてきている今、個人で二酸化炭素を排出しない電力を直
接選択することができるという本システムは大きな可能性を持っている。例えば、2004年度
におけるその販売電力量は下記のようになっている。
1. 2005 年3 月19-20 日に行われた「ODAIBA ソーラーパフォーマンス2005」にて環境
エネルギー政策研究所が配布する、個人向けグリーン電力証書並びに、2005 年3月
に刊行される飯田哲也編『自然エネルギー市場』（築地書館）に添付されるグリー
電力証書、合計40,000kWh
2. 2005 年3月に刊行される飯田哲也編『自然エネルギー市場』（築地書館）印刷の際
に使用したグリーン電力、148.5kWh
3. 2005 年3 月19-20 日に行われる「ODAIBA ソーラーパフォーマンス2005」で使用さ
れるグリーン電力、64kWh
以上合計して約 4 万 kWh のグリーン電力証書が個人向けに販売されている。また、近年で
は、ソニーポイントなどでこの個人向けグリーン電力証書が購入できるという取り組みも行
われており（自然エネルギー．コム 2007）、その取り組みは広まってきているといえる。
以上見てきたように、日本においてはグリーン電力証書が順調に顧客数を増やし、市場を
拡大してきたことがわかった。また、個人向けのグリーン電力証書の出現により、個人が電
力を選択することもまた可能となってきている。他に、本グリーン証書システムの枠組みを
利用した、「熱」を対象とした「グリーン熱証書」に関しても現在東京都においてその導入
が検討されており(太陽熱利用拡大検討会 2007)、このような個人で選択できる再生可能エネ
ルギーという取り組みは、今後の日本の再生可能エネルギーの普及へと貢献していく可能性
があるといえる。
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4-4-2

海外における電源選択型の再生可能エネルギーの推進

次に海外における電源選択型の再生可能エネルギーの推進事例として、アメリカにおける
電源選択型の再生可能エネルギーの普及を見ていきたい。
米国では石油危機を契機として、1978 年に公益事業規制政策法（PURPA：Public Utilities
Regulatory Policy Act）が制定され、再生可能エネルギー導入に対する政策的取り組みが促進
されてきた。PURPA 法においては，一定用件を充たした小規模発電事業者やコジェネレー
ション36事業者（QF：Qualifying Facilities）が発電した電力を、電気事業者が予め設定した
上限価格（回避可能原価）で買い取ることが義務づけられていた。また、当該制度を円滑に
進めるための ISO（Interim Standard Offer；暫定標準契約）により、長期的な買い取り契約が
促進され、カリフォルニア州を中心に大幅な再生可能エネルギー供給量の増加がもたらされ
てきた。しかし、その後の国際的な石油価格の暴落により、PURPA 法に基づく再生可能エ
ネルギー導入促進策を経済性の面で成立させることが維持できなくなり、割高な再生可能エ
ネルギー電源が受け入れられる新たな方法が模索されはじめた。以上のような再生可能エネ
ルギーを巡る経済性、消費者行動の変化、そして電気事業者における供給計画策定方法の変
化といった要因により、1993 年に規制市場下37において、初めてのグリーン電力プログラム
38

が導入されることとなった。このような流れを受け、現在米国における電源選択型の制度

は、規制市場下におけるグリーン電力プログラム、自由化市場におけるグリーン電力プログ
ラム、そしてグリーン電力証書の 3 つが中心になって展開してきている。
1993 年に規制市場化におけるグリーン電力プログラムが導入されて以来、10 年以上が経
過したが、2003 年時点における同プログラムの導入状況は、33 州の 350 以上の電気事業者
（全米電気事業者の約 1 割に相当）によって実施されている。最もプログラム数が多い州は
ミネソタ州の 86 プログラムであり、次いでワイオミング州、テネシー州の順となっている。
2002 年における規制市場下におけるグリーン電力プログラムの販売量実績を、プログラム
実施事業者別に比較すると、販売電力量の上位 10 社による販売電力量が全体の約 84％を占
めている。このことから、規制市場下におけるグリーン電力プログラムは、１件あたりの規
模が小さく、地域に根ざした小規模事業者が数多く存在していることが考えられる。当該プ
ログラムによって導入された再生可能エネルギーとして、最も比率が大きいのは風力発電で
あり、その発電容量は全体の約 8 割を占めている。次いでバイオマスが約 15%となっており、
36

「電気」とともに「熱」も同時に利用する発電設備のこと。
単一の電気事業者によって独占が認められるとともに、規制によって事業の要件が定められた市場。
38
この「グリーン電力プログラム」とは「電源の種類」の選択とその電力料金の上乗せを組み合わせて、再
生可能エネルギーからの電力を選択できる仕組みのことである。
37
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太陽光発電や地熱、小水力の占める割合は非常に少ない(日本エネルギー経済研究所
2004:pp.16)。風力発電が特にその割合が大きい背景としては、発電方式に対する消費者から
の認識を得やすいということに加え、風況がよい地域が多く存在すること、連邦政府の補助
39

によって経済負担が低く抑えられていることが要因として考えられている。ただし、同年

における全米の再生可能エネルギー発電設備容量に対する比率は約 2.8％となっており、毎
年の増加寄与では貢献しているものの、構成比率でみればまだ低位にあるといえる。しかし
ながら、当該プログラムへの参加動向を需要家件数でみると、特に販売電力量は 2000 年か
ら 2005 年の間で約 3 倍と急増していることがわかる（図 23 参照）。
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図23 需要家件数の推移
出典：日本エネルギー経済研究所(2004)及び Lori(2006)より筆者作成
米国では現在、電力の自由化が進展している東部を中心に、16州及びワシントンD.C.で電
力市場の自由化が実施に移されている。その中で、自由化市場におけるグリーン電力プログ
ラムは8つの州とワシントンD.C.の9つの地域で実施されており、約20の事業者が47のグリー
ン電力プログラムを提供している（2004年時点）。このうち、1998年のカリフォルニア州に
おける自由化実施直後からグリーン電力プログラムを提供しているグリーンマウンテン社が、
全体の約50％のシェアを占めていることが特徴となっている。また、前述の規制市場下にあ
るほとんどの州においてグリーン電力プログラムが導入される一方で、自由化市場で同プロ
グラムが導入されている州・地域は約半数にとどまっている状況にある。

39

1994 年から 2003 年まで、Production Tax Credit (PTC) により系統に接続する風力発電プロジェクトに対し
ては 1.5＄/kWh の補助が行われていた。
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グリーン電力証書は、前述したように、再生可能エネルギーによって発電された電気の
「環境付加価値」部分を切り離して証書を取引する制度であり、米国では、グリーン・タグ、
グリーン・チケット、グリーン電力証書（Renewable Energy Credit：REC）など様々な呼称
で活用されている。2003年末時点では、全米で18の電力小売事業者、16の大口マーケター、
ブローカー7社、3つの認証機関によって24のグリーン電力プログラムに関して証書の発行・
取引が実施されており、実際の価格（環境付加価値部分に関する評価額）は1＄／kWhから4
＄／kWhに設定されている。アメリカでは、グリーン電力証書はどの地域で発行されたもの
でも購入することができ、再生可能エネルギー電源の設置地域の制約を受けない。一方、再
生可能エネルギー電気の供給者にとっては、自らの供給エリア以外の需要家によって支払わ
れるプレミアムによって新規の発電設備の建設が可能になり、結果的には域内における再生
可能エネルギーに対するニーズ以上の需要が期待できることになる。近年、図24から分かる
とおり、アメリカにおけるグリーン電力証書の導入が急激に促進されてきており、2003年か
ら2005年の3年間で、その規模が6倍となっている。
このような背景のもと、アメリカにおける3つの再生可能エネルギーへの個人の支援制度
の導入量は近年も順調に増加傾向にある（図24参照）。本図から分かるとおり、特に電力証
書の取引が急増していることを受け、2005年時点で85億kWhのグリーン電力が取引されてお
り、これは2001年時点の総量と比較すると約5倍に増えていることがわかる。
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図 24 アメリカにおけるグリーン電力制度別取引量の推移
出典：Lori (2006)を基に筆者作成
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また、2005 年時点においては 60 万戸以上の家庭がグリーン電力の購入を実施しており、
特に規制市場下におけるグリーン電力プログラムにおけるグリーン電力における増加につい
ては、その大半が各家庭の導入量によって賄われていることが分かる（図 25 参照）。
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図25 規制市場下におけるグリーン電力プログラムにおける対象別取引量の推移
出典：日本エネルギー経済研究所(2004)及び Lori (2006)より筆者作成
アメリカにおける「電源選択型」の支援制度について概説してきたが、これらの結果から
推察されるとおり、アメリカにおけるグリーン電力制度は、順調にその規模を増やしている
といえる。特にグリーン電力証書の取引量がこの 3 年間で 6 倍に増加しており、また、図
25 からわかるとおり、個々人のグリーン電力購買量も増加傾向を示しており、今後の再生
可能エネルギー普及への大きな貢献が期待される。

以上、「電源選択型」の再生可能エネルギー導入への個人の関わりを見てきた。2000 年
より始まった日本におけるグリーン電力証書の取引は年々その取引量を増やしており、この
ような個人・企業が自分のエネルギー源を選択するという仕組みは将来的には大きな可能性
があることがわかる。しかし、その導入量自体は現段階では少なく、例えば日本における
2004 年度のグリーン電力証書取引量は、再生可能エネルギーの全発電電力量と比較して約
4.3%である。また、アメリカにおいてもその値は 2005 年で 1.0%にとどまり、未だにその大
規模な導入は進んでいない状況にある。しかし、個人が電力を選択することにより再生可能
エネルギーが促進される本枠組みは、既存の全再生可能エネルギー事業者に追加の収益をも
たらせる可能性を持つ。また、現在その導入量が増加傾向にあることを踏まえ、再生可能エ
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ネルギーの推進において、本枠組みを通した個人の行動による貢献の可能性を考慮する必要
があることが示唆されたといえる。

4-5 個人の行動と国家の再生可能エネルギーの推進
日本における再生可能エネルギーの推進において、個人レベルの行動が、導入型、寄付・
出資型、電源選択型の 3 つの形態をとって国全体の再生可能エネルギーの普及へと影響を与
えてきたことが分かった。また、海外の事例においては、ドイツにおける太陽光発電の普及、
デンマークにおける市民風車の促進、アメリカにおける電源選択型の取り組みなど、それぞ
れの国において個人レベルの行動が国家レベルの再生可能エネルギーの普及へと大きく貢献
してきたことが分かった。
本章を通して見てきたように、再生可能エネルギー推進において個人の行動による影響は
存在する。つまり、個人の行動が再生可能エネルギー推進に貢献できる可能性があり、エネ
ルギー安全保障の一方策である再生可能エネルギーの促進に際して、個人の行動を考慮する
必要があることが示唆されたといえる。
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第五章 エネルギー安全保障における個人の役割
5-1

個人の行動によるエネルギー安全保障の方策への影響

第三章を通じて述べてきたとおり、個人の省エネルギー行動は「省エネルギー機器の導入
による削減」と「機器の合理的な利用による削減」の 2 種類の形態をとって、国家レベルの
エネルギー消費構造に効果を与える可能性があることがわかった。日本におけるその潜在量
は前者で 60%以上、後者で 30%以上のエネルギー消費量の削減が可能であると推定されて
おり、その実践事例として、例えば省エネルギーセンターによる DSM 事業において個人の
省エネルギー行動によりエネルギー消費が 20%程度低下したことがわかった。
また、第四章に通じて述べてきたとおり、日本における再生可能エネルギーの普及におい
て、政府主導型のアプローチの影響を必ずしも受けていないボトムアップ型の個人の活動が、
導入型、寄付・出資型、電源選択型の 3 つの形態をとって国全体の再生可能エネルギーの普
及へと効果を与えてきたことがわかった。他に、海外事例として、ドイツにおける太陽光発
電の普及、デンマークにおける市民風車の促進、アメリカにおける電源選択型の取り組みな
ど、海外各国において個人単位の行動が国家レベルの再生可能エネルギーの普及において有
効な役割を果たしてきたことが分かった。
このように個人主導型のアプローチは、省エネルギー及び再生可能エネルギーの促進に貢
献する可能性が大きく、「個人の行動による省エネルギー・再生可能エネルギー促進への貢
献」、「省エネルギー・再生可能エネルギー促進によるエネルギー安全保障への貢献」の 2
つのステップを通じた国家のエネルギー安全保障への貢献の可能性が存在することがわかっ
た。つまり、本研究の目的である「個人の行動がエネルギー安全保障に繋がりうる」ことが
証明され、エネルギー安全保障の推進を個人が担うこともまた可能であることが示唆された
と思われる。
しかし、このような個人の行動によるエネルギー安全保障への影響は正の影響に限ったも
のではなく、負の影響もまた存在している。エネルギー安全保障の方策として「分散型エネ
ルギー源の推進」があることは第 2 章において述べたが、この分散型のエネルギー源の 1 つ
として「原子力発電」が挙げられる。この原子力発電の立地問題において、NIMBY（Not in
my backyard）問題と呼ばれる、建設地点の当該地域住民による立地拒否問題が存在する。
これらは、「自分たちの裏庭(Not in my backyard)には迷惑施設が欲しくない」という意識に
基づく行動であり、原子力発電や特に大規模のウィンドファームなどにおいてこの問題が生
じることがある（木村 2003、鈴木 2007）。本論文においてはこのような NIMBY 問題に関
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する是非を問うつもりはない、しかし、これらの事例を鑑みるに個人の行動によるエネルギ
ー安全保障への負の影響もまた存在していることは確かである。
つまり、個人レベルのエネルギーに関する行動は、その正負の影響を通じて、国家レベル
のエネルギー安全保障へと効果を与える可能性があると結論づけることができる。

5-2

エネルギー安全保障の方策による個人の行動への影響

最後に、個人主導型のエネルギー安全保障の必要性を裏付けるために、幾つかのエネルギ
ー安全保障の方策の推進が互いに影響を及ぼしている事例について見てみたい。これらは、
それぞれのエネルギー安全保障に関する方策を実施する「主体（個人）」が同一であること
に起因する影響であり、ここでは 2 つの例、「再生可能エネルギーの普及に伴う省エネルギ
ー行動の促進」、「再生可能エネルギーの導入と原子力発電への反対」について取りあげた
い。

5-2-1

再生エネルギーの普及に伴う省エネルギー行動の推進

既存の多くの研究において再生可能エネルギーの導入が省エネルギーの推進に繋がったと
いう事例が報告されている（再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 2001）。ここ
では、そのような報告事例を概観するとともに、再生可能エネルギーの導入による省エネル
ギーの推進という新たな戦略の可能性について見ていきたい。
再生可能エネルギー導入による省エネルギー行動の変化を調査した研究として、例えば、
1996 年から 1998 年の 3 年間、新エネルギー財団(NEF)によって行われた太陽光発電設置者
に対するアンケート調査がある（表 16 参照）。本調査は、太陽光発電の導入による省エネ
ルギーに対する意識変化を調査したものだが、本表から分かるとおり、太陽光発電を導入し
たことにより、省エネルギー行動を「はっきり意識するようになった」人がおよそ 30%、
「少しは意識するようになった」人が 40%~50%、つまり合わせて 70%~80%の人が、太陽光
発電の導入により省エネルギーに関して、より意識するようになっていることがわかる。
表 16 新エネルギー財団による太陽光発電設置者に対するアンケート調査結果
省エネルギー意識変化
1996
1997
1998
(回答件数) （548） （992） （2622）
はっきり意識するようになった
31.6
31.4
33.5
少しは意識するようになった
42.9
40.3
52.5
あまり変化はない
22.9
25.6
12.1
無回答
2.6
2.7
1.9
出典：新エネルギー財団（2002）「太陽光発電の普及促進に関する提言」pp.13
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このような意識変化はどのような行動の変化に結びついているのであろうか。例えば、こ
のような太陽光発電の設置前後で個人の省エネルギーに対する行動がどのように変化したか
について、本藤（2007）はアンケート調査を行っている(表 17 参照)。
表 17 太陽光発電設置前後の日常生活の行動の変化
（％）
低くなった 変わらない
高くなった
使わない部屋の電気はこまめに消す
4
66
30
使わない電気製品の主電源を切る、コンセントを抜く
0
72
27
冷蔵庫の空ける回数や時間を少なくしている
0
82
17
冷房時は部屋を密閉する
2
77
18
使わない部屋の暖房はこまめに消す
2
78
17
暖房の設定温度を低めにする
3
78
17
温水はなるべく低い温度にする
1
79
17
出典：本藤祐樹(2007)「エネルギー技術導入の社会心理的な影響」pp.3
本表から分かるとおり、太陽光発電の導入により、おおよそ 30％の人が「使わない部屋
の電気をこまめに消す」、「使わない電気製品の主電源を切る、コンセントを抜く」等の行
動を新たに行うようになってきており、電力消費の低下に繋がる省エネルギー行動に対する
意識が高くなっていることがわかる。本藤はこのような行動の変化の理由についての追加調
査も行っており、行動の変化の要因として「経済性」や「電気がもったいない」などの電気
料金や電気の使用自体に関する関心の高まりが 70%以上を占めている (本藤 2007:pp.3)。つ
まり太陽光発電の導入によって、「電気の使用」という行動に関しての意識がより高まった
ことが類推される。
このような行動の変化は、太陽光発電の導入に限ったものではない。例えば、第四章にお
いて詳述した市民風車などへの出資行為によっても省エネルギー行動が変化していることが
報告されている。飯田によって行われた市民風車の出資者に対するアンケート調査によれば、
風力発電への出資をきっかけとして、出資者のおおよそ 73%が省エネルギーへの取り組みを
するようになったと回答しており（飯田 2003:pp.18）、市民風車の導入によって省エネルギ
ーが促進されていることが伺える。また他の事例として、例えば中学校に太陽光発電を導入
した事例において、生徒の環境に関する意識が変わり校内清掃が活発になったという報告
（第 12 回環境自治体会議いいだ会議実行委員会 2004:pp.27）や、太陽光発電の導入を受け
て「買い物するときはマイバックで、容器は買わずに詰め替えを（するようになった）」な
どの報告もなされており（再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 2001:pp.99）、再
生可能エネルギーの導入による住民の環境意識への影響を伺うことができる。つまり、推進
する主体が同一であることにより、一つのエネルギー安全保障の方策である再生可能エネル
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ギーの促進が、もう一つのエネルギー安全保障の方策である省エネルギーの促進に繋がって
いることがわかる。

5-2-2

再生可能エネルギーの導入と原子力発電への反対

ここでは再生可能エネルギーの導入による、原子力発電導入への影響について見てみたい。
原子力発電の推進は、その発電源の多様化などによりエネルギー安全保障に有効な方策の 1
つである。しかし、既存の幾つかの事例において、原子力発電の導入の反対のために再生可
能エネルギーの導入が進んできたという事例がある。例えばデンマークにおける風力発電の
大幅な普及は、風力発電がいわば原子力発電反対の「シンボル」として機能したことが一因
となったことは第四章においても述べた。また、日本における市民風車のはしりとなった北
海道グリーンファンドも、もともとは原子力発電に反対する運動が母体となっていた。この
ようにして「原子力発電に反対するために再生可能エネルギーを導入する」という事例は、
世界中に多く存在している。また、原子力発電の建設を行わないと決定した後に、その代替
として再生可能エネルギーの導入を進めているオーストリアのような事例もある。
つまり、再生可能エネルギーの導入と原子力発電への反対は相互に関係していることが考
えられる。例えば、井内による日本における太陽光発電の導入者へのアンケート調査におい
て、太陽光発電の導入理由として「原子力発電への疑問」を選ぶ導入者は回答者の約半数に
のぼっている(井内 1996:pp.17)。また、第四章で述べた市民風車への出資動機においても
「原子力エネルギーに依存しない社会を作りたいから」という動機が大きな割合を占めてい
る(西城戸 2006:pp.7)。

このように、それぞれのエネルギー安全保障の方策は、その行動主体が同一であることに
より、1 つのエネルギー安全保障策の推進が他のエネルギー安全保障策を促進したり阻害し
たりしていることがわかった。そして、このような相互作用を見るためには、国家主導型で
はなく、個人主導型のアプローチでエネルギー安全保障を考える必要があることがわかる。

5-3

個人の行動と国家の安全

最後に、個人の行動がどのように国家のエネルギー安全保障について繋がっているのかに
ついて見てみたい。第三章及び第四章を踏まえた、個人の行動と国家のエネルギー安全保障
の繋がりについて図 26 及び表 18・19 に示す。
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図 26 個人の行動と国家のエネルギー安全保障の繋がり
出典：筆者作成

表 18 それぞれの個人の行動によって導入されうる再生可能エネルギー
太陽光
発電

太陽熱
温水器

風力
発電

ﾊﾞｲｵﾏｽ
発電

地熱
発電

水力
発電

その他
発電

太陽光発電の導入

◎

-

-

-

-

-

-

太陽熱温水器の導入

-

◎

-

-

-

-

-

グリーン電力基金

△

-

△

△

-

△

-

市民出資

◎

△

◎

△

△

△

-

グリーン電力証書

○

○

○

○

○

○

○

◎：強い繋がり、○：中程度の繋がり、△：弱い繋がり

出典：筆者作成

表 19 各再生可能エネルギー・省エネルギーに対応するエネルギー安全保障の方策
資
源
外
交

自主開発
(油田・ﾊﾟｲ
ﾌﾟﾗｲﾝ)

エネル
ギー源
の多様
化

多国
間協
力

エネルギー
源の海外
依存度の
低減

エネルギー
関連企業
の経営統
合

燃料
効率
の向
上

自給
率の
向上

石油・
ガス
備蓄

分散型エ
ネルギー
源の推進

地域完結
型のエネル
ギー供給

需要
抑制
策

太陽光発電

-

-

◎

×

○

-

-

○

-

◎

◎

△

太陽熱温水器

-

-

◎

-

○

-

-

○

-

◎

◎

-

風力発電

-

-

◎

-

◎

-

-

◎

-

◎

◎

△

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

-

-

◎

-

◎

-

-

◎

-

◎

◎

-

地熱発電

-

-

◎

-

◎

-

-

◎

-

○

○

-

水力発電

-

-

◎

-

◎

-

-

◎

-

○

○

-

省エネルギー

-

-

-

×

-

-

◎

-

-

-

-

◎

◎：強い繋がり、○：中程度の繋がり、△：弱い繋がり、×：今回は検証できていない
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出典：筆者作成

本図は、個人の再生可能エネルギー普及への行動が、どの種類の再生可能エネルギーの推
進に繋がりうるのか、そして各再生可能エネルギー及び省エネルギーの推進が国家のエネル
ギー安全保障の方策のどの部分に繋がりうるかを示したものである。その繋がりの強弱につ
いては、（１）強い繋がり、（２）中程度の繋がり、（３）弱い繋がり、の 3 段階に分けて
評価し、具体的な内訳についてを表 18 及び表 19 に示した。
本図及び 2 つの表から類推されるように、個人の行動と国家のエネルギー安全保障の方策
は一つの線の両端で繋ぐことが可能である。つまり、個人の行動とエネルギー安全保障の達
成が同一の視点で議論しうることがわかる。ただし、本研究におけるこの繋がりの強弱の評
価については、あくまで試験的なものであり、その影響の具体的な度合いについての検証は
できていない。また、再生可能エネルギー及び省エネルギー技術を多国間協力として利用す
る手法、例えば技術協力により中国やインドなどのアジア域内のエネルギー消費低減に繋げ
ていく手法などは、その可能性は考えられるものの今後の研究が期待される状況にある。こ
のように、本研究においては個人の行動と国家のエネルギー安全保障の繋がりの可能性は示
唆できたものの、その具体的な程度について示すことはできていない。しかし、今後この繋
がりをより具体化することの可能性とその意義を示すことができたのではないかと考えられ
る。
第三章及び第四章を通じて見てきたように、個人レベルの行動が省エネルギー及び再生可
能エネルギーの推進に貢献できる可能性は大きい。また、NIMBY 問題など、個人の行動に
よるエネルギー安全保障への負の影響の存在や、エネルギー安全保障に関する様々な方策の
行動主体が同一であることによる相互作用も存在する。つまり、本研究によって、個人もエ
ネルギー安全保障の一部を担うことが可能であり、エネルギー安全保障における議論におい
て「個人主導型のエネルギー安全保障」という新しい視点も考慮に入れる必要性があること
を示唆することができたといえる。
以上のような背景に基づき、本研究の結論にかえて、個人主導型という新たな視点から見
えてくる日本のエネルギー安全保障に関する新しい方策について考察を行いたい。

5-4

結論にかえて－新しいエネルギー安全保障の方策の提案

本研究において概観してきた、個人レベルの行動によるエネルギー安全保障への貢献の可
能性に基づき、ここで今後の日本におけるエネルギー安全保障の新しい戦略についての一考
察を行っていきたい。具体的には、まず初めに日本における再生可能エネルギーの導入可能
量を示し、都道府県・市町村レベルの既存の再生可能エネルギー導入量及び今後の目標量に
ついて概説する。そして、そのような基礎データを基にして、エネルギー安全保障に対する
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個人の行動による寄与を向上させるための「地域単位の再生可能エネルギーと省エネルギー
の推進によるエネルギー安全保障の強化」という新しいエネルギー安全保障の方策の提案を
行う。

5-4-1

地域単位の再生可能エネルギー導入の可能性

まず前提として、日本における再生可能エネルギー導入可能量がどの程度あるのかを見て
みたい。例えばそれは倉坂によって概算されており、その量は最終エネルギー消費量比で、
太陽光発電が 28%、風力発電が 1%、水力発電が 6%であると推定されている (倉坂
2002:pp.91) 。ここで、太陽光発電の導入可能量（国土の 2.5%に効率 10%の電池が普及とい
う前提）が第二章において述べた系統連系の「周波数変動」の可能量を超える可能性がある
ことがわかる。しかし、現状の導入量の低さ（0.42 %）40を鑑み、その系統制約については
本論では取り扱わないこととする。
次に、都道府県・市町村単位での再生可能エネルギーの導入実績及び目標量についての可
能性を見てみたい。日本における既存の地域単位の再生可能エネルギーの導入量については、
例えば千葉大学公共研究センターと環境エネルギー政策研究所が共同で 2005 年度に設置し
た「永続地帯研究会41」による試算が行われている。その試算データによると、日本におけ
る再生可能エネルギーの導入量は、民生用電力需要の内、その約 3.35％を占めており42、都
道府県別のその導入量を図 27 に示す。

40

エネルギー経済研究所(2007)「エネルギー経済統計要覧 2007」を基に試算、導入量は 2004 年度の数値。
「永続地帯(sustainable zone)」とは、「その区域で得られる再生可能な自然エネルギーと食糧によって、そ
の区域におけるエネルギー需要と食糧需要のすべてを賄うことができる区域」のことを指す。
42
千葉大学公共研究センター(2007)「「エネルギー永続地帯」試算結果の公表について」より。ただし、
この数字は総電力に占める割合ではなく、民生用電力に占める割合であることに注意する必要がある。
41
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図 27 日本における再生可能エネルギーの都道府県別電力供給状況
出典：永続地帯 HP より
本図から分かるとおり、都道府県レベルの再生可能エネルギーの導入において、特に大分
県、秋田県、富山県、岩手県の 4 県はその 20%以上の民生電力供給量を再生可能エネルギー
によって賄っていることがわかる。
次に市町村単位における再生可能エネルギーの導入量を見てみると、永続地帯（2007）に
よれば、現在、全国の 76 の市町村において域内の民生電力需要を再生可能エネルギーで
100%以上賄っている地域がある。その一覧を表 20 に示す。
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表 20 100%エネルギー自給を達成している市町村の一覧
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

市区町村
福島県河沼郡柳津町
大分県玖珠郡九重町
群馬県吾妻郡六合村
青森県下北郡東通村
熊本県球磨郡五木村
宮崎県児湯郡西米良村
長野県下水内郡栄村
山梨県南巨摩郡早川町
岩手県岩手郡雫石町
北海道苫前郡苫前町
熊本県球磨郡山江村
神奈川県足柄上郡山北町
熊本県球磨郡水上村
北海道有珠郡壮瞥町
北海道茅部郡森町
北海道磯谷郡蘭越町
奈良県吉野郡上北山村
北海道天塩郡幌延町
長野県南佐久郡小海町
宮城県刈田郡七ケ宿町
青森県上北郡六ケ所村
北海道虻田郡ニセコ町
秋田県鹿角市
岡山県真庭郡新庄村
新潟県糸魚川市
福島県耶麻郡磐梯町
山形県西村山郡西川町
長野県下伊那郡泰阜村
熊本県上益城郡山都町
青森県上北郡横浜町
岩手県八幡平市
長野県下伊那郡阿南町
鹿児島県肝属郡南大隅町
岡山県苫田郡鏡野町
岩手県岩手郡葛巻町
北海道上川郡愛別町
高知県高岡郡津野町
長野県下伊那郡阿智村
愛媛県上浮穴郡久万高原
町
群馬県利根郡片品村
高知県長岡郡大豊町
新潟県東蒲原郡阿賀町
宮崎県児湯郡川南町
静岡県富士郡芝川町

供給可
能率
3290%
3123%
1333%
1269%
907%
774%
759%
717%
709%
702%
501%
464%
406%
401%
391%
385%
362%
347%
342%
339%
337%
320%
317%
293%
291%
284%
283%
271%
255%
250%
245%
245%
236%
236%
233%
231%
225%
219%
209%
206%
203%
202%
195%
189%

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
＊

主要電
源
地熱
地熱
小水力
風力
小水力
小水力
小水力
小水力
地熱
風力
小水力
小水力
小水力
小水力
地熱
小水力
小水力
風力
小水力
小水力
風力
小水力
地熱
小水力
小水力＊

小水力
小水力
小水力
小水力
風力
地熱
小水力
風力
小水力
風力
小水力
風力
小水力

岩手県下閉伊郡川井村
長崎県北松浦郡鹿町町
長野県木曽郡上松町
熊本県阿蘇郡小国町
長野県北安曇郡小谷村
福島県南会津郡下郷町
宮崎県東臼杵郡北川町
京都府相楽郡笠置町
岩手県下閉伊郡岩泉町
宮崎県西臼杵郡日之影町
富山県下新川郡朝日町
新潟県妙高市
北海道稚内市
長野県木曽郡大桑村
長野県木曽郡南木曽町
京都府相楽郡南山城村
鳥取県日野郡江府町
山形県西村山郡朝日町
山形県最上郡大蔵村
長野県上水内郡信濃町
秋田県湯沢市
宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町
新潟県中魚沼郡津南町
北海道島牧郡島牧村
富山県中新川郡立山町
鹿児島県指宿市
長野県小県郡長和町
北海道虻田郡豊浦町
熊本県阿蘇郡西原村
長野県下高井郡木島平村
北海道久遠郡せたな町
熊本県上益城郡甲佐町
バイオマスも含む

188%
181%
179%
179%
165%
163%
160%
154%
153%
152%
151%
150%
147%
146%
143%
137%
136%
135%
135%
126%
124%
123%
119%
119%
118%
116%
112%
108%
106%
104%
103%
103%

小水力
風力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
風力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
小水力
地熱
小水力
小水力
風力
小水力
地熱
小水力
小水力
風力
小水力
風力
小水力

出典：永続地帯 HP

小水力
小水力
小水力
小水力
バイオ
小水力
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本表から分かるとおり、全国の多くの市町村では、再生可能エネルギーによって域内の民
生用電力需要が賄うことが可能であり、特に 76 の市町村では 100%以上の民生電力需要を地
域で賄っていることが分かる。このようにして、「地域単位」で再生可能エネルギーを進め
ることにより、その民生電力の需要を賄うことが可能となる他、特に災害時などにおいて地
域内でエネルギーを賄うことが可能となり、エネルギー安全保障に対する貢献を期待するこ
とが可能となる。
次に、近年の自治体における再生可能エネルギー導入への動きを見てみたい。例えば経済
産業省によって行われた地方自治体の再生可能エネルギーの導入に関する意識調査によれば、
全体の回答総数 116 自治体のうち、その約 40%が再生可能エネルギーの導入に関して「関心
がある」と回答しており、地方自治体における再生可能エネルギーへの関心が高まってきて
いることが類推される(経済産業省 2005:pp.40)。このような関心の高まりを受け、表 21 に示
すように、近年、東京都を始めとする多くの都道府県において再生可能エネルギーの高い目
標値が設定されている。
表 21 全国の都道府県における再生可能エネルギー目標値の設定
％
年度
備考
北海道
2010 年
道内総供給量比
6.5%
青森県
2010 年
一次エネルギー供給比
5.3%
山形県
2010 年
一次エネルギー供給比
3.3%
福島県
2010 年
最終エネルギー消費量比
3.4%
茨城県
2010 年
エネルギー消費量比
2.2%
栃木県
2010 年
1997 年度エネルギー消費量比
4.4%
群馬県
2010 年
日本全体の新エネルギー導入量比
1.4%
2010 年
総エネルギー消費量比
1.4%
千葉県
2030 年
総エネルギー消費量比
10%
東京都
2020
年
エネルギー消費量比
20%
神奈川県
2010 年
一次エネルギー供給比
1.0%
富山県
2010 年
一次エネルギー供給比
3.0%
静岡県
2010 年
最終エネルギー消費量比
5.1%
滋賀県
2010 年
総エネルギー消費量比
3.9%
香川県
2010 年
県内電力需要比
3.0%
愛媛県
2010 年
一次エネルギー供給比
2.9%
佐賀県
2020 年
最終エネルギー消費量比
10%
出典：グリーンエネルギー購入フォーラム勉強会(2007)を基に筆者作成
本表から分かるとおり、1.35%という日本における再生可能エネルギーの導入目標量と比
較して、多くの都道府県、特に東京都（20%）、千葉県（10%）、佐賀県（10%）において、
高い目標が設定されていることが分かる。また、このような再生可能エネルギーに関する目
標値の設定は、近年次々と策定されている状況にあり（東京都：2006 年 3 月、千葉県：
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2006 年 10 月、佐賀県：2006 年 3 月）今後、各都道府県において、再生可能エネルギーに関
する目標値の設定が広がっていくことが期待される。
最後に、地域単位における再生可能エネルギーの導入が進むことにより、得られる副次的
な効果について見てみたい。例えば、馬場(2007)によって行われたアンケート調査では、地
方自治体における再生可能エネルギー導入による影響として表 22 のような効果が報告され
ている。
表 22 地方自治体が実施した再生可能エネルギー事業による効果
構成比
[％]
市民の地球温暖化問題に対する理解が深まった
24.7
市民の省エネ意識や行動につながった
19.4
新たなランドマークとなるなどにより市民の地域に対する意識が向上した
18.5
隣接自治体のモデルとなるなどの影響を与えた
11
自治体職員のモラルアップとなった
9.3
地域内での新規事業の創出、雇用増加に繋がった
3.5
その他
13.7
全体[回答数]
227
出典：馬場健司(2007)「新エネルギー設備導入による市民への普及啓発効果」pp.2

本表から分かるとおり、地方自治体における再生可能エネルギーの導入が進むことにより、
地域住民の環境意識の高まりや、省エネ意識の高まりという効果があることがわかる。つま
り、日本において、徐々に進められている地域単位の再生可能エネルギーの導入は、地域単
位の省エネルギーにも貢献していることが類推される。
現在、石油価格が高騰しているにもかかわらず、民生部門のエネルギー消費は増加傾向に
あり、エネルギー価格の上昇による家庭部門の省エネルギー推進には限界があることが予想
される。このような限界を超える一つの手法として、このような地域単位の再生可能エネル
ギー推進を考えることは一考の価値があることが類推される。

5-4-2

地域で考えることの意義

個人主導型のエネルギー安全保障を鑑みたときに、個人の行動を後押しする枠組みとして
「地域」が有効であると考えられる。その理由としては主に 3 点が挙げられる。まず 1 点目
としては、前述したように現在、地方自治体毎に再生可能エネルギーの目標値が定められて
いることや、76 の市町村において 100%以上の民生電力需要を賄っていることなど、地域単
位で進めることにより、ある程度のまとまりをもって、かつ多様な方策の推進が可能なこと
がある。2 点目としては、このような地域単位の取り組みは、国の施策に対しても影響を及
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ぼすことが考えられることがある。例えば日本の公害問題における規制なども、市町村レベ
ルの取り組みが国レベルの対策より先行して行われている。四日市ぜんそくに対して三重県
は 1972 年に硫黄酸化物排出の総量排出規制を定めているが、この規制は 2 年後の国の大気
汚染防止法の改正に繋がっている。また他の事例として、財団法人省エネルギーセンターが
運営主体となって進められている「全国統一省エネラベル制度」43も、東京都の環境の日シ
ンポジウム（2002 年）にはじまり、京都をはじめとする全国へと広がったものである。こ
のようにして地域単位の取り組みは、国家単位の取り組みへと広がる可能性がある。
3 点目としては、地域の意思決定は中央政府の意思決定よりも容易であり、かつそのよう
な小規模な意思決定が国の施策に大きな影響を与えた事例があることである。例えば日本に
おける新潟県巻町の原子力発電の立地反対や高知県東洋町での高レベル放射性廃棄物処分場
の反対投票など、数千人規模の住民投票の結果によって国家レベルの原子力発電への施策の
見直しが行われている。
このようにして、地域単位で省エネルギー・再生可能エネルギーなどの方策を推進してい
くことは、その総量としては小規模であるが、国家の政策へと影響を与える可能性があり、
トーマス(1971)の言うパラダイムシフト44を起こす可能性があるといえる。また、このよう
な地域単位の行動が住民のエネルギーへの関心やコミュニケーションの機会を増やし、社会
的な共進化を起こすとする研究もある(リチャード 2003)。このような可能性を鑑みるに、個
人の行動を後押しするために、地域単位でその方策を進めていくことの意義は大きいと考え
られる。

5-4-3

新しいエネルギー安全保障への考察

以上の背景を踏まえ、本研究において新しく提案するエネルギー安全保障の方策とは、
「地域単位の再生可能エネルギー・省エネルギー推進によるエネルギー安全保障の強化」と
いう方策である。
今までもこのような地域単位での再生可能エネルギーの普及促進については、分散型電源
推進の文脈で、既存のエネルギー安全保障研究において取り上げられてきた(US Department
of Energy 2007)。しかし、今までそのような方策が「省エネルギーの促進」や「個人レベル

43
統一省エネラベル制度とは、2006 年より始まったラベリング制度で、家庭で使用される製品を中心に、
「国の省エネルギー基準を達成しているか否か」、「省エネ性能」、「年間消費電力」、「1 年間使用した
場合の電気料金」などの情報のラベル（省エネラベル）表示を規定したもの。
44
パラダイムシフト（paradigm shift）とは、その時代や分野において支配的規範となる「考え方」、「認識
の根本的な枠組み」（パラダイム）が、革命的かつ非連続的に生じた場合、そのパラダイムを拠り所に既存
のルールが大きく変更されることである。
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のエネルギー安全保障の寄与の向上」といった文脈で語られたことはなかった。既存研究と
本研究の具体的な相違点について表 23 に示す。
表 23 普及方法に関する既存研究と本研究の相違点
既存研究における文脈
・国家主導型
・新エネルギーの導入量確保
・活動主体は電力会社
・利益は少数の企業へ
・景観問題等の地域との相克
・国家による推進が主

→
→
→
→
→
→

本研究における文脈
・地域主導型
・新エネルギーと省エネルギーの推進
・活動主体は個人
・地域の発展に貢献
・地域による積極的な推進
・国家による個人行動の後押しが主
出典：筆者作成

つまり、本研究における「地域単位の再生可能エネルギー・省エネルギー推進によるエネ
ルギー安全保障の強化」とは、個人の行動を促すというボトムアップ型の方向性を重視する
方策であり、今までのトップダウン型の方策とは異なるものである。その設計方法としては、
以下の 4 点が考えられる。
1.

各地域に最適な省エネルギー策及び再生可能エネルギー源等を選択する（例えば、北
海道におけるセントラル・ヒーティング45としての太陽熱温水器の利用など）

2.

その推進のための環境を整え、詳しい推進方法はボトムアップ型の提案で行っていく

3.

地域を市町村レベルなどのなるべく小さい単位で区切り、より多くの多様性と市民へ
の親密性の向上を目指す

4.

エネルギー安全保障の方策間の影響、特に「再生可能エネルギー」・「省エネルギ
ー」などの相互作用に着目し、それらのベストミックスを目指す

また、本研究において提案する、この「地域単位の再生可能エネルギー・省エネルギー推
進によるエネルギー安全保障の強化」のメリットとして、下記の 5 点が考えられる。

1.

地域単位で進めることにより分散型発電源の促進に繋がり、災害時へのエネルギー源の
確保や配電損失（ロス）の低減によるエネルギー安全保障への貢献が期待できること。

2.

また、個々人の関わりが主体となることにより、再生可能エネルギーの導入による省エ
ネルギーの推進も期待できること。

45

セントラル・ヒーティングとは、中央暖房ともいい、住宅における熱利用を集中したシステムで行うこと
である。日本におけるその導入量は海外と比較して低い（IEA 1997）。
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3.

各地域で独自に進めることにより、地域産業の活性化にも繋がること。

4.

今までのような集中型の電源と異なり、市民による親しみやすさがあること。そのよう
な親しみから環境意識などへの影響、教育への応用などが期待されること。

5.

近年の石油価格の高騰にもかかわらず、一貫して増加傾向にある家庭部門消費エネルギ
ーに対する省エネルギー促進策として、新しい効果が期待できること。

今後日本における地域単位での再生可能エネルギーの導入はますます進んでいくと思われ
る。そのような導入拡大に際して、本方策のようなアプローチを考慮することは、個人の行
動のエネルギー安全保障に対する寄与を更に向上させ、日本におけるエネルギー安全保障の
強化に貢献することが期待される。また、このような地域単位の取り組みは、総量としては
小規模であるが、国家の政策へと影響を与える可能性があり、前述したパラダイムシフトや
社会的な共進化を起こす可能性がある。そのような可能性を鑑みるに、地域単位で省エネル
ギー及び再生可能エネルギーを推進し、エネルギー安全保障の強化を進めていくことの意義
は大きいと考えられる。

5-4-4

新しいエネルギー安全保障に向けて

既存のエネルギー安全保障の議論において、そのほとんどが国家主導型で語られることに
より、このような個人主導型のエネルギー安全保障について語られることはなかった。本研
究は、そのような個人単位のエネルギー安全保障への影響について着眼することにより、
「地域単位の再生可能エネルギー・省エネルギーの推進によるエネルギー安全保障の強化」
という新たな提案ができたと思われる。
第一章においても述べたが、エネルギー安全保障は国家がその全てを担えるものではない。
現在の石油価格の高騰や個人のエネルギー消費の伸びを鑑み、個人が担うというエネルギー
安全保障の新たなアプローチについて、今後その重要性が増していくことが考えられる。
日本における地域単位のエネルギー安全保障の推進、特に省エネルギー・再生可能エネル
ギーの導入拡大の取り組みが、その社会的な影響を伴いながら、日本のエネルギー構造を変
え、エネルギー安全保障に関する体質強化に繋がっていくことに期待したい。
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おわりに
本論文は、国家のエネルギー安全保障における、個人主導型という新たなアプローチの可
能性を示した論文である。本論文の目的は、個人の行動が国家のエネルギー安全保障に繋が
りうることを示すことであり、第二章において行った省エネルギー及び再生可能エネルギー
の促進がエネルギー安全保障に有効であることの検証、及び第三章及び第四章において行っ
た個人の行動による省エネルギー及び再生可能エネルギー促進の可能性の示唆により、その
目的は達成できた。また、第五章において見てきたとおり、個人主導型という新たな視点で
日本のエネルギー安全保障を見直す必要があること、またそれが可能であることを本研究は
示すことができたと思われる。
本研究のインプリケーションの対象としては、主に 2 つの対象が考えられる。それらは
（１）再生可能エネルギーを推進している市民団体、及び（２）政府のエネルギー安全保障
政策への参与者である。前者に対するインプリケーションとしては、今まで漠然としか示さ
れることがなかった「再生可能エネルギーの推進」と「エネルギー安全保障への貢献」の関
係が整理されたことにより、当該団体の活動と国家のエネルギー安全保障の方策との繋がり
を具体的に訴えかけることが可能となったことがある。後者に対するインプリケーションと
しては、今まで政府のエネルギー安全保障の議論において、その全てを国家が担うことが前
提とされてきたが、個人が担うという新たな視点を加えることにより、政策を考える上でよ
り広い視点からエネルギー安全保障を考えることが可能となったことである。
今後の研究課題としては主に 2 点が挙げられる。まず 1 点目としては、個人の行動がどの
エネルギー安全保障の方策に、どの程度繋がりうるかということが定量的に分析されていな
いことがある。つまり、今後個々の事例毎に 1 つ 1 つその影響の大きさを検証していく作業
が必要である。2 点目としては、個人の行動を促すという第五章における提案をより具体化
し、実際どのような枠組みを用いて省エネルギー及び再生可能エネルギーに関する個人の行
動を促すことが可能なのかを検討していく必要があると思われる。
私たちの一人一人の行動はエネルギー安全保障へと影響を与えている。日々の何気ない省
エネルギー行動、太陽後発電の屋根への設置、再生可能エネルギーの出資行為などは、その
行動が集まることにより国家レベルのエネルギー安全保障へと影響を与える可能性がある。
エネルギー安全保障と言われると漠然としたイメージが先行して何か近寄りがたい難題のよ
うに感じられる。しかし、実際には、私たちの日々の行動、それらが自然とエネルギー安全
保障へと繋がっているという身近なものなのである。
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