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第 1 章 はじめに 

1-1 背景 

 現在の日本のエネルギー自給率は、4%である(エネルギー白書 2010)。 

 明治時代後半から大正時代のエネルギー利用を見ると、地域の木材を薪や炭として利用

するような熱利用や、水力発電を使った動力および電力利用など、地域分散型のエネルギ

ー利用が主力であった。この頃、各地で中小規模の電力会社が設立されてきたが、大正時

代の終わりごろには五大電力会社と呼ばれた東京電燈、東邦電力、大同電力、宇治川電気、

日本電力への集約がほぼ進み、戦時国家体制（1939 年）においては現在の電力会社の元と

なる日本発送電（半官半民）と 9 配電会社への統合が進んだ。 

 戦後、1960 年頃までは、30-40 万 kW 規模の水力発電が日本の発電の主力となっており、

1960 年のエネルギー自給率は 58%を維持していた。ところが、1960 年代以降、水力発電

の工事長期化、水利権を巡る交渉や紛争の勃発などの理由により水力発電から火力発電へ

の主力発電方法の移行が進み、60-100 万 kW 規模の火力発電が建設されていった。1970

年代には、原子力発電も台頭し、現在のエネルギー供給体制へとつながっている。このよ

うな流れの中、エネルギー自給率は 1970 年には 15％へと急落し、1980 年には 6％と現在

の非常に低い水準まで下がっている。 

 2000 年代に入り、気候変動に関する注目が世界的に高まる中、自然（再生可能）エネル

ギーへの注目度が高まってきた。自治体ごとに自然エネルギー普及状況や需給バランスを

調査したエネルギー永続地帯報告書 2010（千葉大学および環境エネルギー政策研究所, 

2010）によれば、域内（自治体別）の民生・農水用エネルギー需要を上回る量の自然エネ

ルギーを生み出している市区町村（100％エネルギー永続地帯と呼ぶ）は、2008 年 3 月時

点で 52 あったが、2009 年 3 月時点では 57 に増加したとのことである。しかしながら、こ

れらの地域では、大半が大型の地熱発電所、企業によるウインドファームやメガソーラー

などが大きく影響しているのが実状であり、住民主体の活動というわけではない。 

 このように、五大電力会社への統合が進んだ大正末期以降、21 世紀に入った現在まで、

地域レベルでのエネルギー利用は国、企業への依存度が非常に高く、国や企業の方針によ

って発電供給資源やエネルギー価格が左右されやすい状況にある。このため、特に昨今は

石油価格の不安定な価格変動や、原子力発電所の立地を巡る住民分裂、さらに 2011 年 3 月

の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故などにより、これまで安定的に運営さ

れていたと思われているエネルギー利用が揺らぎ始めたため、地域住民の生活に大きな影

響を及ぼしている。こうした状況は、地域が持続不可能な状態であることの現象化として

捉えることができ、自立した持続可能な地域を確立するためには、地域資源を活用し、他

地域に依存しない手法が必要である。エネルギーの分野でいえば、それが自然エネルギー

の活用であり、地域で自然エネルギーを取り組むことで、自立した持続可能な地域づくり

を住民自らが作り上げていく必要があると考える。 

 地球温暖化、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を通じて、自然エネル
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ギーの普及は社会的な正当性・妥当性を持っており、地域が自立する観点を含めて、自然

エネルギーへの取り組みが国民的議論となっているのが 2011 年後半の状況なのである。 

 これまで述べてきたように、自然エネルギーの普及を地域の中で進めていくにはどのよ

うな方策があるかが本論の大きなテーマである。そして、その普及へのアプローチは、大

きく分けて二通りあると考える。１つは、大企業やヘッジファンドが行うメガソーラー事

業のような大規模で一気に普及するようなものであり、前述したように大半の 100%エネル

ギー永続地帯がこれに該当する。もう１つは、地域住民自らが地域の自立、自治のツール

として行う自然エネルギーの活用であり、自治体、市民、NPO 法人などが取り組んでいる。 

 本論では、自立した持続可能な地域づくりにおける自然エネルギー活用という観点から、

ビジネスベースで進む大規模導入ではなく、地域での自然エネルギー普及に焦点を絞り、

具体的な自然エネルギーの普及組織の動向や特徴を観察し、自然エネルギー普及に最も大

切なことは何か、ということを追求する。 

 地域での自然エネルギー普及の取り組みは、政策と事業に分類することができる。その

主体は、それぞれ地方自治体と民間組織であるといえる。自然エネルギー政策は、山下ら

（2008）によれば気候変動防止や持続可能な社会づくりという文脈の中で、自然エネルギ

ー普及に関する指針を示すことであり、いまだコストが要因で普及が阻害されている自然

エネルギーに対して、政策が重要な役割を持っている。自然エネルギー事業は、技術的な

研究開発（R＆D）や市民向けの普及（広報や講演活動など）、さらには自然エネルギー機

器の導入に省エネ機器などをかけ合わせた新しいビジネスなどがあり、企業や市民団体と

いった民間組織が主体となり、自然エネルギー機器を導入する大きなドライビングフォー

ス（推進力）の役割を担っている。 

 さて、こういった取り組みはどこから生まれるのであろうか。世界の先進的な取り組み

は、実は小さな地域レベルで始まった例がほとんどなのである。例えば、ドイツの人口約

25 万人の都市・アーヘン（Aachen）では、現在、日本でも導入が進む電力の固定価格買取

制度（Feed In Tariff）のきっかけとなった自然エネルギー（太陽光と風力）電力の買電価

格を引き上げる制度が初めて実施された。アーヘンで生まれたこの制度はアーヘンモデル

と言われ、ドイツ国内に波及した上、スペインなど他の欧州各国に波及した。その後、他

の大陸へも広がり、2009 年には日本で余剰電力買い取り制度が施行された。別の事例とし

ては、2006 年、スペイン・バルセロナ市で実施されていたソーラー・サーマル・オーディ

ナンス（太陽熱温水器の検討義務制度）が、スペイン全土に広がった。この制度は、2000

年にバルセロナ市で始まった制度であり、建物を新築・改築する場合には、太陽熱温水器

の導入を検討しなければならない制度である（第 4 章に詳述）。このように、イノベーティ

ブで非常に有意義な地方からのアプローチが、国レベルにおける自然エネルギー政策の導

入にとってきわめて重要であると考えられる。 

 日本でのエネルギー政策は、エネルギー利用が国家経済や人々の生活の根幹に関わるも

のという認識のもとに、前述したように政府の強い管理下に置かれている。また、産業界、
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特に地域独占企業である電力会社は、エネルギー政策形成に巨大な影響力を持っている(田

中, 2008)。その結果、エネルギー政策は市民や地方行政から大きな乖離があり、その裏返

しとして無関心な状態が数十年にわたり続いてきた。それは、たとえば 2000 年から 2009

年の間に約 700 もの地方自治体が経済産業省主導のエネルギービジョンを策定してきたと

しても、はっきりとした効果をあげたり、有意義な政策プログラムを展開するような自治

体はほとんどない(中村ら, 2006)ということから見ても、地方に自然エネルギーはほとんど

根付いていないというのが実情であった。 

 その中で、わずかだが実践に移している自治体がある。岩手県葛巻町や盛岡市、岡山県

真庭市、山梨県都留市などは、それぞれ総合的な自然エネルギー導入、木質バイオマス、

小水力発電という特徴を持った自然エネルギー政策と実践を行い始めている。これらの地

域に共通する点は、事業の中心人物たちが、既存の政策枠組みの中で、行政と民間一体と

なり事業を進めた点である。中心人物は、葛巻や都留は首長であり、真庭は若手経営者た

ちであったように、公共や民間に限らない。自立の覚悟を決めた人々の存在があった。 

 2009 年 11 月、自然エネルギー政策において 1 つの転換点を迎えた。太陽光発電の余剰

電力買取制度の導入である。これは、電力会社が一定の価格で買い取るものであり、それ

まで電気料金と同程度の単価だった売電価格が、電気料金の 2 倍に設定されたことにより、

急速に普及が進んだ。2008 年では全国での導入された設備容量が 0.23GW だったのに対し

て、制度実施後の 2010 年には 0.67GW まで上昇している。 

 こうした中、本論では政策方針が転換する以前、自然エネルギー導入に対して政策障壁

が高かった段階における地域レベルでの自然エネルギー政策と事業に着目し、議論を展開

する。 

 

1-2 先行研究 

 これまで、地域の自然エネルギー政策やプロジェクトに関する先行研究がいくつかある。

Enzensberger et al.(2002) は 、 風 力 発 電 プ ロ ジ ェ ク ト を 成 長 さ せ る た め の

multi-perspective evaluation approach（複眼的な評価アプローチ）を行っている。また、

ステークホルダーを 3 つのカテゴリー：政治分野、自然エネルギービジネス分野、そして

化石燃料ビジネス分野に分類したうえで、政策は市場からの妥当なフィードバックを受け

ることが重要だと指摘し、政策と市場の反復アプローチという政策デザインを提案してい

る。しかしながら、彼らは国家レベルでのエネルギー政策形成プロセスについて焦点を当

てており、地域レベルでの分析ではない。 

 Komor et al.(2005)は、エネルギー、環境、産業/経済のような異なる分野において、政策

がそれぞれのゴール（各分野が目指す達成目標）に対して及ぼす貢献について分析した。

彼らは、ゴールへ至るには、妥当な政策プログラムの実施や技術サポートが必要だと指摘

した。さらに、政策プログラムを供給-需要モデルに分類したうえで、供給モデルとしては

競争を促す入札制度、自然エネルギー機器から生まれる電力の固定価格買取制度 Feed-in 
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Tariff（フィードインタリフ）、需要モデルとしては自然エネルギー検討義務制度、自然エ

ネルギー電力のクレジット制度、さらには炭素税や排出権取引などの間接的な価格サポー

トなどを挙げた。さらに彼らは、政策プログラムについて、それぞれの政策内容とそれら

が目指すゴールとの関係性についても評価を行っている。 

 Pablo del Rio et al.(2008)は、自然エネルギー導入に関する地域レベルでのステークホル

ダーについて分析を行った。自然エネルギー導入に関わるステークホルダーとしては、自

然エネルギー発電事業者、投資家、地方自治体、市民、NGO/NPO などが挙げられる。し

かしながら、Komor et al.や Pablo del Rio et al.は抽象的な分析に終始しており、具体的な

個別組織や政策に関する分析が行われていない。 

 Magnoni et al. (2009)は、デンマーク・ロラン島で推進されてきた自然エネルギープロジ

ェクトについて、その推進主体である Baltic Sea Solutions(通称 Bass)のメンバーであり、

この島での取組みについてのその意義、活動内容について非常に詳細に示している。特に、

地方自治体（ロラン市）と推進主体（Bass）の協働や事業実施のプロセスについて、非常

に詳細に示されており、地方レベルでの自然エネルギー普及に関する具体的なプロセスに

関する記述は他に例が極めて尐なく、非常に価値があると考える。しかしながら、当事例

に関する記述のみに終始しており、モデルケースとしての抽象化に向けての分析は行われ

ていない。 

 

1-3 研究目的 

 このように、先行研究においては、政策やキーパーソン、ステークホルダー、地方組織

の活動に関する研究はあるものの、地域レベルの具体的な組織やビジネスモデルに関する

分析、およびモデルケースの抽象化に関する分析は無い。本論では、具体的な地域レベル

での活動、特に岡山県備前市での取組みについて焦点を当て、政策と事業に着目し、先行

研究にあるような反復アプローチやステークホルダー分析を参照としながら、自然エネル

ギーの普及において、どのような主体が存在し、どのような役割を担っているかを分析す

ることを目的とする。さらに、政策と事業についても分析を行い、地域レベルでの自然エ

ネルギーに関する総合的でダイナミックな導入アプローチについて明らかにする。 

  

1-4 研究方法および構成 

 本論の研究方法および構成は以下である。第 2 章では、備前と国内外の事例を紹介し、

新たな自然エネルギーの導入手法（制度やビジネスモデル等）や備前事例との比較を行い

ながら、これらを考察する。第 3 章では、備前での筆者の参与観察を通じて、ビジネスモ

デルやファイナンスモデル等を詳細に分析し、考察する。第 4 章では、先行研究で行われ

た分析手法で備前事例を考察した上で、新たに地域レベルでの自然エネルギーに関する総

合的な導入アプローチに関するフレームワークを提案する。第 5 章では、第 4 章までを通

じた結論と、今後の自然エネルギー普及についての展望について議論する。  
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第 2 章 自然エネルギーに関わる組織事例(国内およびヨーロッパ) 

 国内の組織事例として、筆者自ら関わった事業について 3 事例、その他直接ではないが、

間接的に関わる事業を 2 事例示し、参与観察（第 3 章詳述）を行った備前事例との比較を

交えながら分析を行う。備前市の事例については、特にその自然資源や組織的背景につい

て、本章で詳述する。 

 欧州の事例については、デンマークのロラン島およびスペインのバルセロナ市について、

分析を行った。どちらも自然エネルギーについて、地域レベルでの積極的かつ先進的な取

り組みを行っており、その中で動くキーとなる組織と、その役割について着目した。 

 

2-1 備前市での自然エネルギー事業 

 初めに、備前市を含む岡山県全体の自然エネルギー利用状況について示す。岡山県南部

の岡山平野には岡山市と倉敷市が隣接しており、人口約 117 万人が在住し、県内人口の約 6

割を占める人口集中地域が広がる。その一方、27 自治体中 22 自治体が中山間地域に指定さ

れるなど、県北部、東部及び西部地域ではいわゆる「いなか」地域が大半を占める。県内

の林野率は約 68%であり、県北部の真庭市には大小約 30 の製材所が立ち並び、国内最大の

木質ペレット工場もあるようなバイオマス先進県である。一方、降水量 1mm 以下の晴天の

日が年間 276 日と晴れる日が多く「晴れの国岡山」とも呼ばれており、太陽光発電や太陽

熱温水の導入にも非常に有利である。また、県北部地域には中国山地の高低差を活かした

水力発電所が、県企業局によって 1970 年代後半より現在までで 18 箇所（うち 9 箇所が

1,000kW 未満の小水力発電）設置された。地域レベルにおいても戦後から 1970 年ぐらいま

でには水車は広く普及しており、例えば美作市梶並地区に 13 基、美作市上山地区に 3 基が

稼働していたとの村民からの情報があり、小さな水車が広く普及していた地域である。た

だし、この水車の用途は発電ではなく、主に米つき用に使用していたとのことである。 

 

 

表 1 エネルギー永続地帯 岡山県のエネルギー需給について 

(エネルギー永続地帯報告書 2008） 

 

 表 1 は、岡山県内の民生部門における自然エネルギーの需給状況を示したものである。

電力
推定年間

発電量 (TJ)

エネルギー
供給比率 (%)

家庭用太陽光発電 433.4
0.60

業務用太陽光発電 67.3

風力発電 0.0 0.00

地熱発電 0.0 0.00

小水力発電 1,946.0 2.34

バイオマス発電 120.0 0.14

合計 2566.8 3.09

熱
推定年間

熱生産量 (TJ)

エネルギー
供給比率(%)

家庭用太陽熱温水 1,098
2.93

業務用太陽熱温水 5.4

地中熱利用 1.2

0.09温泉熱利用（風呂） 27.9

温泉熱利用（風呂以外） 7.8

合計 1,140,4 3.01
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自然エネルギーによる電力は、県内電力需要のわずか 3.09%を満たしている状況である。

その中では、電力では小水力発電が、熱では家庭用太陽熱温水器のシェアが最も多く、岡

山の自然資源にマッチした自然エネルギー利用状況といえる。47 都道府県との比較でいえ

ば、総量で 30 位、エネルギー供給比率（自給率）27 位とのことである。 

 

 

図 1 備前市の位置 

 

 備前市は、岡山県の東端に位置しており、兵庫県と接している。人口は、38,311 人（2011

年 9 月 31 日現在 備前市発表）でここ数年微減が続いている。2005 年 3 月に旧備前市、

日生町、吉永町が合併し、新たに備前市としてスタートしている。このうち吉永町が、こ

の自然エネルギーのムーブメントを作る中心となった町であり、産業廃棄物最終処分場の

建設反対運動がそのきっかけとなっている。1998 年、吉永町住民が中心となり、地区北部

の山中に建設予定となった産廃最終処分場の建設に反対し、様々な反対運動を通じて建設

を阻止した。その際、住民の心は 1 つになり大きな力となったのである。その後、町民か

ら、「産廃建設阻止活動はマイナスの動きをゼロに戻しただけである。プラスの活動を行い

たい。」というようなモチベーションによって、環境活動をより広げるために、備前市行政、

森林組合、商工会議所、市民によって 2005 年 9 月 1 日、備前みどりのまほろば協議会が設

立された。この協議会の目的は、“環境にやさしいエネルギー”の普及を通じて、住みやす

く、活気ある持続可能なまちを実現することを目指すとのことである。実は、2005 年度か

らの 3 年間、備前市は環境省の「環境と経済の好循環のまちモデル事業（平成のまほろば

事業）」の採択を受け、その受け皿として行政が中心となって当協議会を設立した経緯もあ

る。この 3 年間の活動経費として、補助金の利用が大きなサポートとなった。 

 当協議会は地元のステークホルダーで構成されているだけでなく、特定非営利活動法人

環境エネルギー政策研究所（通称 ISEP）の飯田哲也代表もメンバーとして名を連ねており、

ISEP が果たした役割も大きい。ISEP は、東京都中野区に事務所を置き、自然エネルギー

政策に関する国への提言、国際シンポジウムの事務局、ロビー活動、調査研究など、自然
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エネルギー政策推進のオピニオンリーダー的存在として、地方の自然エネルギー推進団体

や地方自治体からも信頼が厚い（2-3 章に詳述）。当協議会が採択された環境省「平成のま

ほろば事業」においても ISEP が採択に向けて果たした役割は大きく、まだ自然エネルギー

が一般的に知られていなかった初期段階の事業ビジョン形成や交付金事業申請書作成に大

きな力を発揮した。 

 備前みどりのまほろば協議会は、「環境にやさしいエネルギー」を導入することが目的で

あるが、その事業実施は協議会メンバーでは不可能であった。なぜなら、そもそも各メン

バーが本職を持っていると共に、2005 年時点では自然エネルギー事業の知識・経験・情報

などは全く持ち合わせていなかったからである。よって、事業当初からのアドバイザーで

あった ISEP から、数名のメンバーが初めは出張として何度も東京から備前市に足を運び、

徐々に滞在する期間を増やし、2005 年 12 月 8 日、備前みどりのまほろば協議会の事業推

進主体である備前グリーンエネルギー株式会社（備前 GE）を立ち上げるとともに、2 名の

常駐者が ISEP の関連企業であった㈱自然エネルギー・コムから技術員として派遣されるこ

ととなった。うち 1 名が筆者である。代表取締役は当初㈱自然エネルギー・コムから 1 名、

地元から 1 名の 2 人代表制をとり、東京、地元どちらの偏りも無いように配慮された。そ

の他役員は、全員が地元から選出されている。その後、2006 年 4 月にさらに 1 名が東京か

ら派遣され、常駐人員としては合計 5 名での推進体制が整った。2009 年、代表を地元 1 名

のみに絞り、現在までその体制が続いている。 

 備前グリーンエネルギー㈱の株主構成は、備前みどりのまほろば協議会が 70％の株式を

所有（代表 1 名が 30%、副代表 2 名が 20%ずつ所有）し、残る 30％を当初は㈱自然エネル

ギー・コムが所有しており、まさに協議会のビジョンを実現する状況に置かれている。2011

年現在、30％の部分については、㈱自然エネルギー・コムが解散したため、備前グリーン

エネルギー㈱社員数名で所有している。 

 営利事業を行わないまほろば協議会の役割としては、様々な自然エネルギーに関する普

及活動であった。市民や子どもを対象としたリーフレット製作、エコツアー実施、講演会

の実施など、現在も地道な活動を続けている。 

 一方、備前 GE は営利組織として、ESCO サービス、オンサイト太陽光サービス、グリ

ーン熱供給サービスの 3 つのサービスを行ってきた。これらのサービスには市民出資で集

めた資金を活用し、新たな自然エネルギー利用に関する資金調達手段の確立を行った。備

前 GE の活動については、第 3 章で詳述する。 

 

2-2 おひさま進歩エネルギー株式会社（飯田市） 

 長野県飯田市では、おひさま進歩エネルギー（当時有限会社）が、備前市のまほろば事

業より 1 年早く、2004 年 12 月に立ち上がった。この動きは、もともと地元の有志が設立

した NPO 法人南信州おひさま進歩の活動がきっかけであった。備前市同様に、環境省のま

ほろば事業としてスタートしたおひさま進歩は、特にオンサイト太陽光発電事業にフォー
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カスし、2005年 2月より市民出資を募集したところ、募集額 2億 150万円の満額が集まり、

38 箇所の太陽光発電と省エネルギー事業を実施した。この時点において、おひさま進歩は

まほろば事業を通じて飯田市行政との連携を深めており、岡山(2008)のまほろば事業事例評

価表においても、第 4 位に位置している。 

 おひさま進歩は、このあとバイオマス事業にも着手する。2006 年、経済産業省「グリー

ンサービサイジングモデル事業」にも採択され、温室農家に対してペレットボイラーを設

置し、木質ペレットの供給とメンテナンスを行った。これは、備前 GE が目指したグリー

ン熱供給サービス（3-1-3 章に詳述）の形であり、飯田市で実証実験を行ったものである。 

 さらに、オンサイト太陽光発電は飛躍を遂げ、2006 年より環境省「メガソーラー事業」

に採択され、太陽光発電所を 07 年度 44 ヶ所、08 年度 48 ヶ所、09 年度 32 ヶ所設置した。

また、新たに飯田市からの経済的な協力によって、おひさま 0 円システムという 9 年間の

定額支払いによって初期投資をローンで回収するシステムで家庭向けに販売している。こ

の初期投資も市民出資であり、備前 GE が 2 度の市民出資以降は実施していないのに対し

て、継続的に市民出資を用いている。この理由としては、ファンドを取り扱うおひさまエ

ネルギーファンド㈱の事務所がおひさま進歩エネルギー㈱と同じであり、ほぼ一体的に活

動していることから、市民出資の動きが継続的に実施できるのだと考える。備前では、資

金調達元を地元金融機関へ移行しているため、市民出資を行うモチベーションが非常に低

いと考えられる（備前 GE が実施した市民出資については 3-2 章で詳述）。 

 このような先進的な活動を継続することによって、飯田市の取り組みは、全国メディア

が繰り返し取り上げるほどの実績を挙げている。飯田市行政も積極的に応援しているが、

これは飯田市民や企業がおひさま進歩に好評価であるからだと考える。おひさま進歩が他

のアクターから好評価を受けている理由としては、たとえば、0 円システムによる市民への

サービスにおいての経済的メリットの還元だけでなく、太陽光発電やバイオマス事業など

でのできる限り工事発注を地元企業へ依頼することが挙げられる。 

 

2-3 環境エネルギー政策研究所（東京都中野区） 

 環境エネルギー政策研究所（ISEP）は、2001 年設立の NPO 法人である。筆者は、2005

年 3 月～9 月までインターン生として関わった後、2005 年 10 月に備前 GE へ異動した。 

 ISEP が行う事業内容は、政策提言や議員ロビーイング、自然エネに関する国際会議運営、

地方自治体における自然エネルギーネットワークの形成、調査研究、国際レポートの翻訳、

ユーストリームやメールマガジンによる定期的な発信等、自然エネルギーの専門家集団と

して、様々な角度やメディアを通じて、特に国や国際レベルの自然エネルギー政策分野で

の活動を行っている。 

 ISEP には、毎年多くのインターン生が集まり、会議事務局や翻訳等のサポートを通じて

経験を積ませている。2004 年ごろからは、地域で実践的なプロジェクトを行うため、飯田

市と備前市での事業を仕掛け、現地に人材を派遣した。 
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 国レベルでの自然エネルギー政策に関わる ISEP には、地方での取り組みを行う組織や

人々からの問い合わせや相談が絶えず寄せられており、国と地方を結ぶ非常に重要な役割

を担っている。備前 GE とも相互に情報提供や人材交流を行い、さらには補助金事業にお

ける東京側の組織として、官公庁との交渉にあたることもある。 

 こうした俯瞰的、抽象的思考を持った自然エネルギー専門家集団である ISEP に存在は、

具体的事業を行う地方自治体や地方民間組織の経験を吸い上げ、国策に反映していけると

いう点においても非常に重要だと考える。 

 

2-4 環境エネルギー普及株式会社（岩手県盛岡市） 

 東京で自然エネルギーコンサルティング事業を展開するサステナジー株式会社は、2010

年春、岩手県盛岡市において新たな事業を展開した。地元の設備企業である株式会社アト

ム環境工学、地元金融機関の盛岡信用金庫とともに、3 社のコラボレーションによって実現

したものである。この事業の特徴は、備前 GE と同様に小規模な自然エネルギー・省エネ

ルギーの設備導入を行っており、特にリースタイプでの事業に関しては、「クリーンエネル

ギー０円設置サービス」と名付け、初期費用０円での設置に特徴づけをしている。これは、

事業スキームの枠内に金融機関の支援が約束づけられているため、スムースな資金調達を

行えるために実現できるプロジェクトとなっている。備前 GE の事業では、資金調達は個

別プロジェクトごとに検討し、必要に応じて金融機関への融資等を依頼するため、手間が

かかる。よって、初めから金融機関を事業スキームのアクターとして参入しておくことは、

備前 GE の取り組みから一歩進んだものとして、評価できると考える。 

 

2-5 真庭バイオマスタウン（岡山県真庭市） 

 岡山県真庭市は、今やバイオマスタウンとして全国的に非常に有名な町である。真庭市

事例において他の事例と最も異なる部分は、推進する人材がヨソモノの専門家ではなく、

地元の有志だということである。真庭市は、林業および製材業が盛んな地域であり、約 30

社の製材所、3 カ所の原木市場、1 カ所の製品市場を有している。このうち、若い経営者が

中心となり、1992 年に地域活性化の集まりとして「21 世紀の真庭塾」を立ち上げた。その

後、バイオマス事業を大きく進展させ、国内最大のペレット製造を誇る銘建工業㈱や木質

チップボイラーを投入したランデス㈱など、先進的な取り組みを実施した。2006 年 12 月

に、市外からの視察急増に伴って、新たにバイオマスツアー真庭をスタートさせ、年間約

2000 名が参加する事業に成長している。当ツアーには、地域外からの「旅行」に関する専

門的な指導も入っているが、推進力は地元の民間経営者たちである。 

 真庭での取組みは、人材面でヨソモノが中心である備前 GE とは相反している。地元の

木材資源を大いに活用し、素材・製材産業を自立的に育ててきた地域の事例は非常に尐な

く、外部依存・行政依存が染み付く他地域へのモデル性は低いものの、地域リーダーの結

束と自立の重要性という点において参考になるであろう。 
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2-6 ロラン島（デンマーク） 

 デンマークのロラン島は、デンマークにおいては辺境の地であり、面積 1,243 km²、最高

標高 25m の低平な島である。しかしながらこの島において、最先端の自然エネルギー政策

やプロジェクトが進んでいるのである。Magnoni et al. (2009)は、この辺境の地であり、人

口密度が低く、都市とのネットワークも弱く、非常に貧弱な経済体質であるロラン島で、

どのように自然エネルギープロジェクトを実践したのかについて、その活動を当事者とし

て紹介している。 

 Baltic Sea Solutions(通称 Bass)がこの島での推進主体であり、前述した Magnoni らは

Bass のメンバーであった。Bass は、ロラン島のビジネスに関する公的機関として設立され

たのだが、その後、2007 年にロラン市より独立した。これは、持続可能性に関する分野に

おいて、プロジェクトや活動が極端に増加したことによって、法的な地位として公的機関

よりも民間の独立非営利機関であることの必要性が出てきたからとのことである。 

 一方、行政の動きであるが、ロラン市は隣り合う Guldborgsund 市（Falster 島）と共に、

Bass の強いサポートを得ながら、Green Energy Lolland–Falster を策定した。この Green 

Energy Lolland–Falster は、地域の強みを生かした経済成長を育てるような、戦略と行動

計画を示すのが大きな狙いである。特に、経済成長、雇用創出、教育プログラムの改良、

CO2 排出量削減のような、地域の課題解決の必要性について強調したものであった。これ

は 2005 年に策定された EU のベーシックとなるコンセプト「リスボン戦略」にそったもの

である(European Council, 2005)。リスボン戦略においては、特に高効率なエネルギーと低

エネルギー経済の成長による雇用の重要性について強調されており、まさにロラン島の課

題解決に則した内容であった。 

 2007年、ロラン市議会は、市による先進的な産業政策である Lolland Community Testing 

Facilities (Lolland CTF)を満場一致で採択した。Lolland CTF は、持続可能な開発に関す

る市のビジョンをもとに、デンマークの産業発展とも融合するような、イノベーティブな

パートナーシップ計画であった。Bass は、この計画において様々なプロジェクトの主要な

推進組織となった。 

 この推進組織としての役割を果たすため、Bass は気候変動問題と自然エネルギープロジ

ェクトの間の関係性について市民への環境教育を行うため、非営利の活動やワークショッ

プを実践した。また、2008 年からの 2 年間、ラスムセン前首相、コニ―・ヘデゴー気候変

動エネルギー大臣、マーガレット女王がロランエネルギーツアーに参加した。 

 もう 1 つ、キーとなる組織がある。ロラン市によって出資された LOKE は、持続可能な

エネルギーや知的なエネルギーソリューション分野の成長に関する事業への出資を目的と

して設立された金融機関であり、役員はロラン市によって任命されたロラン島評議会のメ

ンバーで構成されている。 

 ロラン市の事例は、トップダウンではなく、最適な実践を行いながら進めるボトムアッ
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プ事業として紹介されている(Magnoni et al. 2009) 。Bass は、ロラン市の戦略パートナー

として 15 のプロジェクトを進めてきた。高い専門性を持ったスタッフと、市の戦略パート

ナーとしての正当性を持った組織であることが大きなシナジー効果を持っており、この 2

つの掛け合わせが大きな成果を生むことになったと筆者は考える。さらに、Bass は、ウェ

ブサイトや youtube などを活用した映像提供なども行っており、世界的な発信がさらに魅

力を強めてきた。その結果、ロランのプロジェクトのうち、水素社会への実証プロジェク

トは、Hydrogen Community Lolland として世界的に知られるようになった。 

 このような成果を挙げてきた Bass は、2010 年 7 月に事業を終了することとなった。そ

の理由に関する情報は、筆者はまだ把握していないが、地方レベルでの先進的な事業は大

変難しく、資金面、人材面、その他様々な理由によって事業が終了するリスクがあり、そ

の一例であったともいえる。 

 ロラン島のこの取組は、ロラン市行政と専門的な知識を持つ民間非営利組織である Bass

の協働によって、非常に大きな推進力を持っていた。この点において、備前の事例とは極

めて共通している。事業内容は、実証事業やツアーなど公的資金の活用が多く、備前 GE

のビジネス的な発想とは尐し異なると考えられる。 

 

2-7 バルセロナ市（スペイン） 

 スペイン第 2 の都市であるバルセロナ市は、2000 年、世界で初めて建築物の新築または

改築時に、太陽熱温水器の設置を義務付ける条例（ソーラーオブリゲーション）を設けた。

これは、建築申請時に太陽熱温水器の導入が項目として挙げられているかをチェックする

ものであり、無い場合には罰則規定も存在する。また、設置に際して市からの補助金は無

いとのことである。この条例の特徴としては、１）「熱」に関する自然エネルギー政策であ

ること、２）家庭部門における検討義務であったこと、３）建築基準のような他分野との

融合政策であったことが特徴として挙げられる。 

 2002 年、バルセロナ市議会は Plan for Energy Improvement（エネルギー改良計画）を

策定した。これには、省エネルギーのアクションプランや二酸化炭素削減手法などが含ま

れている。このプランをシンクタンクとして進めたのがバルセロナ・エナジー・エイジェ

ンシーである。この組織は 1996 年に欧州委員会の助成によって設立されたローカル組織で

ある。このプランによって、2010 年までに 55 の省エネルギーと自然エネルギーに関する

プロジェクトを実施する計画がなされた。 

 こうして、市全体が自然エネルギーへの支援を深めた結果、太陽熱温水検討義務条例は

非常に浸透し、2000年の導入時には市全体で 1,650m2の設置面積であった太陽熱温水器は、

2004 年には 19,600m2と 10 倍以上に増加した。これによって、年間の化石エネルギー削減

量は 15,675MWh となり、二酸化炭素削減量は 2,756 トンとなった。2004 年に欧州委員会

からに発刊された Local Energy Action 誌によると、バルセロナの成功は EU 内での好事例

として取り上げられている(European Union Commission, 2004)。建築分野にまたがる太
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陽熱温水義務条例は、国レベルで立ち上げるには非常に難しかったであろうが、バルセロ

ナ市のような市レベルでの立法は可能であった。 

 ここでの政策に関する重要なアクターがバルセロナ・エナジー・エージェンシーであっ

た。彼らは、自然エネルギー設備のプロモーション、改良、モニタリングなどについての

重要な役割を果たした。バルセロナ市内には、他にもいくつかの自然エネルギーを推進す

るための非営利組織が存在する。たとえば ECOSERVEIS（エコサービス）は、欧州連合に

よって認証されたローカル・エナジー・エージェンシーであり、子どもや市民向けに環境

教育や広報活動を行っている。また、多くの私企業も自然エネルギー設備の導入やメンテ

ナンスに関わっている。このように、各セクターにおいてドライブをかける組織と、非常

に厳しい条例が組み合わせることが、自然エネルギー設備の導入に非常に重要であったと

バルセロナ市の事例から言えるのである。 

 備前市では、自治体が特別な制度を設けているわけでない。ただし、バルセロナ市で活

動するバルセロナ・エナジー・エイジェンシーのような推進主体の役割は非常に大きく、

自治体だけでは自然エネルギー事業が進まなかった点において、備前の事例と共通してい

る。 
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第 3 章 備前市における自然エネルギー普及の取り組みの分析 

 筆者は、2005 年 10 月に東京より岡山県備前市に移り住み、備前グリーンエネルギー㈱

の立上げ（2005 年 12 月）から 2010 年 9 月まで、社員として関わった創業メンバーの一人

であり、その経験をもとに、参与観察的に備前市での自然エネルギー事業について記述す

る。 

 2005 年当時は、自然エネルギー分野でビジネスがほとんど行われていなかったころの創

成期の段階であった。政策が十分に整っておらず、事業リスクも非常に高い段階である。

備前 GE は、市民出資と補助金を活用した資金調達によって経済的なリスクを抑制し、顧

客への負担を減らし、自然エネルギー普及を最優先に考え事業を行ってきた。自然エネル

ギーが普及し、政策枠組みが改良されれば、補助金利用を減らし、市民出資を行わず、地

域の金融機関からの資金調達を増加させることが備前 GE の基本姿勢である。 

 

3-1 備前グリーンエネルギー㈱の 3 つのサービス 

 備前 GE は、設立後すぐに 3 つのサービスを提供してきた。それは、ESCO サービス

（Energy Service COmpany の下線部文字を取った名前）、オンサイト太陽光サービス、グ

リーン熱供給サービスである。これらのサービスにおける各プロジェクトは、環境省の補

助を受けながら当初の 3 年間実施され、備前 GE の経験とノウハウとして蓄積された。 

 

3-1-1 ESCO サービス 

 ESCO サービスは、アメリカで生まれたビジネスモデルであり、省エネルギー設備を導

入し、削減されたエネルギー料金（いわゆる光熱費）で初期費用を契約期間（一般には 7

年～15 年程度）の間に投資回収するビジネスモデルである。設備導入後、毎年のエネルギ

ー削減量を保証することも ESCO サービスの特徴であることから、メンテナンスも含めた

設備導入といえる。一般に、施設での照明・空調・給湯などの設備を更新した場合には、

どれだけ省エネが進むかなどは提示されず、どの機器を選択するのさえ購入側に判断でき

なかったが、このモデルは、事業者（ここでは備前 GE）が設計者として購入者の側に立ち、

その課題を解決したビジネスモデルである。 

 ESCO サービスを行う事業者は、一般には東京や大阪など都市部にあり、エネルギー多

消費型の工場や大規模病院などに対してサービスを行うのだが、地方で ESCO サービスを

行う備前 GE は、それとは異なる特徴を持っており、以下に詳細を述べる。 

 1 つ目の特徴としてはビジネスポジションである。図 2 に示すように、事業規模は小～中

規模と都市圏の大規模 ESCO サービスと競合せず、省エネルギー量は一般的な設備工事よ

りも大きいというメリットを持つ。 
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図 2 備前 GE のビジネスポジション 

 

2 つ目の特徴としては、地方部ではほとんど存在しない省エネルギー技術の専門家を有して

いることである。3 つ目に、丁寧な熱負荷計算と複合的な技術の組み合わせを提案すること

である。丁寧な熱負荷計算とは、たとえば顧客が老人福祉施設のような業務用施設であれ

ば、居室やホール、事務所などそれぞれの必要熱負荷量を計算し、適正な空調機を選択す

ることである。技術の組み合わせとは、たとえばガラスをペアガラス（複合ガラス）に替

えることにより、空調機（エアコン）を小規模のものに抑えたり、太陽熱温水器と灯油ボ

イラーを組みあわせたりすることであり、結果、初期費用があがったとしても、エネルギ

ー使用量を抑制することで投資回収年数を早めたり、さらにはペアガラスによって快適度

を上げたりも可能となる。4 つ目の特徴として、ビジネスのターゲットを老人福祉施設や宿

泊施設など中小規模の業務用施設に絞っていることである。このような施設は、工場のよ

うにエネルギー量を管理する責任者が存在しない、給湯使用量が多い、などの特徴があり、

ESCO サービスを提案し受け入れやすい環境にある。ただし、正確には ESCO サービスと

は毎年の省エネルギー削減料金で契約期間中に初期費用を賄うのだが、経験上、中小規模

では不可能であったため、現在ではその説明も十分に行っている。この規模の事業金額は、

数百万円～数千万円であり、大規模 ESCO のような億円単位になることはほとんどない。 

 備前 GE の ESCO サービスのスキームは、図 3 のようになっている。資金調達を市民出

資（3-2 章で詳述）と補助金（平成のまほろば事業等）で行い、機器を導入する。支払い方

法は、リースタイプまたは販売タイプの 2 種類があり、一般的な ESCO 事業では、それぞ

れの名称をリースタイプではシェアードエスコ、販売タイプではギャランティードエスコ

と一般的に呼ぶ。リースタイプは、設備資産を備前 GE が所有し、顧客は初期費用無しで

機器を導入することができる。その他、一般的なリースのメリット（減価償却や固定資産

税手続きが無くなる。金利水準に左右されない。等）を享受できる。一方、販売タイプは、

初期費用の支払いや資産所有などを顧客が行い、熱負荷計算やエネルギー保証などは備前

大規模な
ESCO

サービス

Bizen GEの
ESCOサービス

事業規模

省エネルギー量

一般的な設備工事
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GE が行う。この両タイプともに、備前 GE が補助金を取り、初期費用に充てる。補助金は、

まほろば事業では 2/3 の補助率と高かったが、近年では 1/2～1/3 程度のものが多く、環境

省だけでなく、経済産業省、国土交通省も省エネルギー事業に積極的に取り組んでいる。 

 

図 3 備前 GE の ESCO サービススキーム 

 

 備前 GE の ESCO サービスの実績としては、2005 年～2008 年のまほろば事業の期間中

に 12 件の受注を行い、それぞれ表 2 にあるようなシステム仕様の更新によって、エネルギ

ー使用量の削減と、それに伴う CO2 排出量の削減を行った。2008 年度～2010 年度までは、

さらに 4 件の ESCO サービスを行っている。まほろば事業の補助金が無くなったのこの期

間、経済産業省や環境省（別事業）の補助金を活用し、大半が一括販売方式（ギャランテ

ィード方式）での事業実施となった。規模も大きくなり、ホテルＡ（16）などは 1 億円を

超える事業となった。さらに、導入するシステム仕様も多岐に亘り、設備更新技術の幅広

さも備えてきた。CO2 削減量も毎年増加し、2006 年度の 55.8 トンから 2010 年度には 1,495

トンと 2 ケタ増加した。備前 GE は、今後も毎年数件の ESCO サービスを実施し、堅実な

エネルギー使用量及び CO2 排出量削減、快適性の向上に努めていくとのことである。 

支払い手続き

備前グリーンエネルギー

市民出資

市民

環境省

補助金

分配

顧客

①リース

設備導入

②一括払い

照明
空調
給湯
二重ガラス

資金調達

顧客

太陽熱温水
太陽光発電
ペレットストーブ
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表２ 備前 GE の ESCO サービス実績表(2011 年 7 月現在) 

（備前グリーンエネルギー株式会社作成） 

 

 

 

（単位：トン・CO2）

【省エネサービス事業】
竣工

年度
導入機器 所在地 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

2011年度

（4～7月）

1．公共施設Ａ 2006

・照明用インバーター安定器(約220台)導入

・高効率空調機(約60台)への更新

・ペレットストーブの導入

岡山県

備前市
26.3 35.9 62.8 96.3 76.6 107.7

2．公共施設Ｂ 2006

・照明用インバーター安定器(約95台)の導入

・高効率空調機(約50台)への更新

・サーキュレーター(約20台)の導入

岡山県

備前市
17.9 40.5 56.1 66.5 63.2 13.2

3．公共施設Ｃ 2006

・照明用インバーター安定器(約60台)導入

・高効率空調機(約25台)への更新

・サーキュレーター(約25台)の導入

岡山県

備前市
11.6 40.1 57.0 75.5 71.7 18.4

4．特別養護老人ホーム　K 2006
・高効率空調機(約75台)への更新

・ペアガラス(約200枚)の導入

岡山県

備前市
64.6 77.5 113.9 98.9 38.9

5．Ｎ株式会社事務所 2007
・高効率空調機器への更新（8台）

・蛍光灯の安定器交換（16台）

岡山県

備前市
- - - - -

6．Ｆ株式会社事務所 2007

・高効率空調機器への更新（13台）

・蛍光灯の安定器交換（61台）

・Hf 照明器具(8台)

岡山県

備前市
9.1 17.8 23.0 23.3 8.6

7．Ｉ株式会社事務所 2007

・高効率空調機器への更新（4台）

・熱交換換気扇の導入（3台）

・蛍光灯の安定器交換（56台）

岡山県

備前市
3.7 10.3 12.6 14.7 8.7

8．Ｓ株式会社（作業所） 2007 ・高効率空調機器の更新（7台）
岡山県

備前市
-0.2 4.3 7.1 3.7 0.3

9．特別養護老人ホーム　Ｏ 2007

・高効率空調機器への更新（36台）

・全熱交換換気扇：29台

・省エネ型誘導灯の導入（14台）

・ヒートポンプ給湯機の導入（1台）

・ペアガラスの導入（239.61m2）

・タイマースイッチの導入（8台）

・デマンドモニターの導入（1台）

岡山県

備前市
28.1 84.6 95.1 82.2 17.8

10．特別養護老人ホーム　Ｍ 2007

・高効率空調機器の導入（3台）

・ペアガラスの導入（173m2）

・断熱コーティングの導入（120m2）

岡山県

備前市
1.4 35.5 8.5 8.6

1１．Ｏ株式会社事務所 2007
・Hf 照明器具(125台)

・省エネ型誘導灯の導入（2台）

岡山県

岡山市
62.9 278.1 292.1 97.4

12．特別養護老人ホーム　A 2008
・高効率エアコン

・コンパクト型誘導灯

岡山県

岡山市
18.1 96.6 77.4 134.8

13. Ｎ株式会社工場 2008

・高効率設備用空冷パッケージエアコン

・高効率無極性放電照明器具

・水潤滑オイルフリー・インバーターコンプレッサー

岡山県

備前市
1.6 167.9 152.6 71.4

14. 特別養護老人ホーム　C 2008

・高効率マルチエアコン

・ヒートポンプ給湯機

・ペアガラス

・太陽光発電システム（20kW)

・デマンドモニター

兵庫県

赤穂市
18.6 104.4 147.9 26.5

15. デイサービス　Ｏ 2009

・太陽熱温水システム

・ヒートポンプ給湯機

・ペアガラス

・省エネ型灯型誘導灯の導入

・蛍光灯安定器の交換

岡山県

備前市
8.6 28.9 9.4

16. ホテル　Ａ 2009

・高効率マルチエアコン

・ヒートポンプ給湯機

・ペアガラス

・太陽光発電システム（20kW)

・LED照明の導入

・高効率業務用冷凍庫・冷蔵庫への更新

兵庫県

赤穂市
353.4 197.1

小計 55.8 221.8 473.0 1181.2 1495.0 758.9

※5. Ｎ株式会社事務所は、対象外である工場の電力消費量の影響が大きすぎるため、ESCOによるＣＯ２削減量は計測していない。



 

17 

 

3-1-2 オンサイト太陽光サービス 

 はじめに、太陽光発電に関する政策や企業動向について紹介する。 

 2003 年、RPS 制度（Renewables Portfolio Standard)「電気事業者による新エネルギー

等の利用に関する特別措置法」が施行され、電力会社は一定量の自然エネルギーの買取が

義務付けられた。ただし、自然エネルギーの電源構成比率が、2010 年目標で 1.35％、2014

年目標で 1.64%にあげていくという低い目標のものであった。2005 年には、経済産業省に

よって、すでに太陽光発電は普及したという判断がなされた結果、家庭用太陽光発電への

補助金が中止された。 

 2000年代前半、ドイツとスペインでは 1990年代に定められた固定価格買取制度（Feed-in 

Tariff；フィードインタリフ）の改良が進んだ。これは、RPS 制度が一定「量」の買取義務

であることに対して、一定「価格」での買取義務であり、買取量は定められていないこと

に特徴がある。価格は、電力料金の 2～3 倍程度で設定されているため、一般消費者は、太

陽光発電の導入によって 10 年程度で投資回収をおこなうことが可能となり導入が進んだ。 

 これにより、シャープや京セラなど日本国内の太陽光発電メーカーは、市場ターゲット

を国内から欧州へ移し、さらに、2005 年時点では太陽光発電導入量世界一だった日本は、

2008 年には 6 位へと降下した。世界市場シェアわずかに 3.8%、年間で 0.23GW の導入で

あった[Solarbuzz, 2010]。 

 この状況について、国内の市民や企業からの反発は高く、2009 年 11 月、日本政府は 10kW

未満の家庭用太陽光発電については Feed-in Tariff に類似した余剰電力買取制度を導入し

た。これは、Feed-in Tariff が発電した全量を一定価格で高く買い取るのに対して、家庭で

の余剰分のみを一定価格で買い取る意味で異なるが、太陽光発電普及において大きな前進

となった。2010 年には、年間 0.62GW の導入量と増加した。また、パネル価格も普及とと

もに下がっており、現在、50 万円/kW 以下での購入も可能となっている。しかしながら、

太陽光発電が増加する一方、風力発電、バイオマス発電、小水力発電などは RPS 制度が維

持されており導入は進んでいない。これら自然エネルギー全種類で固定価格買取制度を進

めようという動きは 2011 年前半から始められており、2011 年 3 月の東日本大震災による

原発事故と、それに伴う政局の流れの中で、管内閣によって加速した。 

 このように 2005 年以降、2009 年 11 月までは太陽光発電ビジネスにとって不利な政策下

が続いたため、オンサイト太陽光発電事業は、非常な工夫と苦労を重ねたビジネスモデル

であった。日本で初のオンサイト太陽光発電事業は、2005 年、長野県飯田市のおひさま進

歩エネルギー㈱（2-2 章で詳述）が実施した。おひさま進歩は、備前 GE と同様に ISEP が

設立に強く関わった組織であり、このときは、38 箇所、合計で 208kW の太陽光発電設備

を設置した。オンサイト太陽光発電のスキームを図 4 に示す。 
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図 4  オンサイト太陽光発電スキーム図 

 

 これは、飯田市でも備前市でも同じスキームである。備前 GE は、市民出資（3-2 章に詳

述）と環境省補助金の 2 種類の手法で資金調達を行い、太陽光発電を各顧客の屋根に設置

する。顧客は、これまでは電力会社（岡山県では中国電力㈱）から電気を購入していたが、

優先的に屋根から電気を購入（備前 GE に支払い）し、不足分を電力会社から購入するこ

ととなる。この際、電力販売単価は電力会社と同じ 24 円/kWh と設定しており、顧客にと

っては初期費用なく、同じ単価で太陽光発電の電気を購入することができる。備前 GE か

らの料金請求には、一般の電力会社にあるような燃料調整費が無いため、わずかであるが

顧客にとっての経済的メリットまで発生した。太陽光発電の余剰電力は、2008 年時点では

24 円/kWh での販売であったが、前述したように 2009 年 11 月以降、48 円/kWh での買取

り（2011 年度は 42 円/kWh）となっている。さらに、目に見えない価値として、太陽光発

電から生まれた電気はグリーン電力という価値を持つ。備前 GE は、グリーン電力を販売

しているエナジーグリーン株式会社（ISEP 関連企業）と提携し、グリーン電力販売からの

収入も得ている。グリーン電力証書の顧客は、主に都市部を中心とした大手企業や自治体

であり、地方から生まれた環境価値を都市側が購入する構図となっている。 

 課金システムは、インターネットを利用した遠隔監視システムの導入を試みたが、故障

が多く、うまく稼働しなかったため、現在では 3 か月に一度、現地に調査員を派遣し、電

備前グリーンエネルギー

市民出資

市民

環境省

補助金

グリーン電力証書

導入

電気環境価値

分配

顧客

グリーン電力顧客

自家消費分
24円/kWh

収入 5円/kWh

太陽光発電設備

電力会社電力会社からの
余剰電力分の収入
24円/kWh(RPS)

48円/kWh(FIT2009～)

余剰電力

電力販売

グリーン電力証書販売

資金調達
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力量計を読むことで余剰電力量、自家消費量を把握し、課金している。 

 このようにオンサイト太陽光発電事業は、自家消費分、余剰分、そして環境価値分の 3

通りの収入源によって、17～20 年かけて投資回収を行う非常に長期間のビジネスモデルで

ある。備前 GE にとって収益性は低く、さらに自然エネルギー政策が今後どのようになる

か予想のつかない政策変動リスクがある中での市民出資者による投資など、逆境において

自然エネルギー普及へかける人々の動きがあって、初めて成立したビジネスモデルであっ

た。 

 一方、当時、自然エネルギーに対して導入はしたいが経済的、技術的リスクによって躊

躇していた顧客にとっては、非常にメリットの多い事業であった。①初期費用ゼロ、②電

力会社と同単価での電力購入（燃料調整費不要）、③契約期間の 20 年間はメンテナンスコ

スト無料、④固定資産税不要など、導入障壁はほとんどない状況であった。 

 2008 年に行った当事業では、備前市の他、岡山市、瀬戸内市に合計 17 か所に設置し、

合計 335kW の導入を行った。2008 年時点では、岡山県内の業務用太陽光発電の導入量は

3,400kW であったことから、業務部門においては、約 10%の増加となった。 

 

 

表 3 オンサイト太陽光発電サービス 設置施設一覧表 

（備前グリーンエネルギー株式会社作成） 

 

 導入後は、雷による停電後の復旧作業が数回、いたずら（投石）による太陽光パネルの

破損が 1 箇所あったが、おおむね順調に稼働している。今後、設置後 10 年前後の段階から

パワーコンディショナー（直流・交流変換装置）の故障が予想されているが、事業キャッ

シュフロー上は想定内の故障であり、その他、課金の際の作業員の確保以外には作業は特

施設名 所在地 規模（kW)
備前市勤労者センター 備前市浦伊部 11

B&G海洋センター吉永武道場 備前市吉永町吉永中 19

備前市立西鶴山保育園 備前市畠田 11

備前市立三石保育園 備前市三石 12

備前市立東鶴山公民館 備前市佐山 12

備前市デイサービスセンター　大ヶ池荘 備前市伊部 19

備前市デイサービスセンター　しらうめ荘 備前市吉永町岩崎 19

東備消防組合南部出張所 備前市穂浪 19

㈱長崎鉄工所 備前市東片上 90

たけべ　おもちゃの宿 岡山市建部町建部上 13

岡山市立竹枝小学校 岡山市建部町吉田 19

B&G海洋センター建部　体育館 岡山市建部町川口 19

建部町在宅福祉サービスセンター　ほのぼの荘 岡山市建部町福渡 13

高齢者福祉施設　福寿苑 岡山市建部町福渡 9

㈶岡山県環境保全事業団 岡山市内尾 10

瀬戸内市立行幸幼稚園 瀬戸内市長船町服部 19

瀬戸内市立国府幼稚園 瀬戸内市長船町福里 19
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に無い。太陽光発電はメンテナンスが非常に簡易であるとメーカーは謳っている。備前 GE

の経験でも実際に非常に簡易であることを証明している。 

 今後の新たなオンサイト太陽光発電事業については、未定である。その理由は、パネル

価格の低下と固定価格買取制度への変更が近い（平成 24 年 7 月 1 日再生可能エネルギー特

措法施行予定）ことがあり、資金力の非常に大きな事業者（ソフトバンクや三井物産等）

が、メガソーラー事業への参入を表明し始めている。太陽光発電は、まさに成長段階に入

っている市場と言え、大規模投資や営業競争が発生しており、競合が激しくなっている。

備前 GE は、企業使命として普及が進まない自然エネルギー種別を導入することを掲げて

おり、また、事業戦略としても営業力ではなく専門性に重きを置いていることから、成長

市場の太陽光発電ビジネスへの参入意義は低い状況であり、実際に新たなオンサイト太陽

光発電事業等についての参入意思は無い。 

 

3-1-3 グリーン熱供給サービス 

 備前 GE は、日本政府に欠けている自然エネルギーの「熱」政策に対するモデルを示す

ため、「グリーン熱」と名付けて自然エネルギーによる熱の販売にチャレンジした。2005

年の設立以来、ペレットストーブ、薪ストーブ、太陽熱温水システムの導入に積極的に取

りかかり始めた。このグリーン熱の概念は、機器販売ではなく、熱の供給であることがそ

の特徴である。そのため、機器設置、メンテナンスは無料で行い、「熱エネルギー」の供給

によって設備の投資回収まで行うのである。これは、LP ガスのビジネスモデルに非常に類

似している。LP ガスは、ガスボンベの設置やメンテナンスは無料であり、毎月使用した分

のガス代のみ請求する。このようにビジネスモデルが類似していることから、ガスが m3

単位で課金するのと同様に、熱量を表す単位「MJ（メガ・ジュール）」で課金するアイデ

アもあった。これは、薪、ペレット、太陽熱温水と供給する燃料の違いはあっても、MJ で

統一することで「熱」の供給をしていることが顧客に理解しやすいのではないか、という

ことであったが、MJ という単位自体が一般にはなじみが薄いことから、周囲の支援者から

分かりづらいという声がいくつかあり、MJ 単位でのサービス提供は実施しなかった。 

 当初、グリーン熱供給サービスが普及しなかった点としては、他に 3 つ挙げられる。１

つ目は、薪ストーブやペレットストーブは、一般的な暖房器具に対してサイズが大きく、

部屋に置きづらかったこと、2 つ目に馴染みが薄く技術的に不安だったこと、3 つ目に、ペ

レットや薪などの燃料代が灯油などの化石燃料に対して高くなるため経済的メリットが低

いことであった。そのため、途中からは燃料供給やメンテナンスを責任もって行うことで

顧客への PR を行った。また、1 台目のペレットストーブ導入を備前市役所に設置し、市民

の目の触れやすいよう心がけた結果、環境省からの補助金による初期費用の低減と合わせ

た効果（経済的メリット）もあって、2005 年から 2008 年のまほろば事業期間において、

28 台のペレットストーブ、4 台の薪ストーブを販売した。 
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表４ ペレット・薪ストーブ販売実績 

 

 それに伴い、ペレット燃料の販売も増加し、06/07 冬シーズンでは 5.50 トン、翌シーズ

ンには 10 トンを超えている。ただし、金額にすれば、ペレットストーブが売上ベースで 1

台 30 万円として合計 750 万円程度（3 年間）、燃料でも 10 トンで 45～50 万円程度であり、

備前 GE の年商数千万円のオーダーから見れば非常に小さなものである。 

 

 

図 5 ペレット燃料販売実績 

 

 太陽熱温水器は、すでに普及の進む技術であり、1980 年代が最も導入が進んだ時期であ

る。よって、ストーブ同様に「熱」販売の概念をやめ、新技術の普及にシフトした。これ

まで普及していた太陽熱温水器は、その大半が自然循環式である。これは、1 台 20 万円程

度と安価ではあるが、冬期に上水配管が凍結する、水が汚れやすい、などの欠点を持って

いた。これに対して強制循環式と言われる密閉型の温水器は、貯湯タンクを屋根ではなく

地上に置くことによって、凍結や汚れなどはほとんどなく、屋根への負担も減らすことと

ペレット
ストーブ

2005 2006 2007 2008 合計

事業所 0 11 2 4 17

家庭 0 4 2 5 11

合計 0 15 4 9 28

薪
ストーブ

2005 2006 2007 2008 合計

事業所 0 2 0 0 2

家庭 0 1 1 0 2

合計 0 3 1 0 4

0

2

4

6

8
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12

06/07 07/08 08/09

ペレット販売実績（t）
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なるため、これを普及させることを事業の社会的価値とした。しかし、自然循環式が 20 万

円程度であるのに対して、強制循環式は 40～50 万円程度かかるとともに、オール電化住宅

の普及によって太陽熱温水器を新たに導入する顧客はほとんど無く、販売は進まなかった。

結果として、備前 GE としては 2 台の販売実績にとどまった。 

 グリーン熱供給サービスにおいては、ペレットストーブの販売が唯一順調ではあったが、

いくつかのトラブルも発生した。2009 年、備前 GE が仕入れたペレット燃料の中に、木粉

の割合が多いものが多数あり、それがストーブの燃料供給ガイドで詰まるトラブルが発生

した。そのうち 1 件は、燃料ガイドで溜まったペレット燃料が一気に供給され、ストーブ

の中で非常に大きな炎となり、排気管が大変高温となって、小規模な火災が発生した。事

故自体は小さなものであったが、ペレット燃料の質やストーブのメンテナンスの重要性が

再確認されたと同時に、備前 GE の今後のペレットストーブ販売方針についても大きな影

響を与えることとなった。顧客に対するペレットストーブのメンテナンスの重要性につい

て、この事故以降徹底するようになっていったが、これまで灯油、ガス、電気など便利な

暖房器具に慣れている一般市民にとっては、なかなか浸透しないのが実状である。 

 このように、ペレットストーブ事業は 1 件あたりの利益に対して、故障対応や清掃等メ

ンテナンスがかかるため、備前 GE にとっては事業継続に関して岐路に立っており、すで

に新規販売は中止している。このような経験から、今後、ペレットストーブビジネスを普

及させるためには、以下のことが必要になると考えられる。 

①ペレット燃料の質の改善（現在、日本木質ペレット協会が「木質ペレット品質規格」と

して品質基準を定めているが、各地で木質ペレット製造の動きが多数ある中で、国の基準

が必要となるであろう） 

②ストーブ技術の改良（例：粉の多いペレットでも詰まることなく燃料供給されるような

供給口の調整等。） 

③顧客のメンテナンスコストへの理解向上 

 備前 GE がストーブ販売を止めた今でも、ペレット、薪の注文はあり、尐数の社員が燃

料配達に対応している。一旦、燃焼機器を導入したら、責任を持って最後まで対応し続け

る備前 GE の姿は、自然エネルギービジネスの信頼性を高める上で大変貴重な存在であり、

良好なモデルケースであると考えられる。 

 

3-2 市民出資 

 備前 GE は、資金調達源として補助金だけではなく、これまで紹介してきたように市民

出資と呼ばれる手法を採用してきた。市民出資は、1990 年代にデンマークで風力発電を導

入する際、農民らが出資して設置したのが始まりである。2001 年、ISEP と北海道グリー

ンファンド（NPO 法人）が共同で、北海道浜頓別町に設置したのが初の国内事例であり、

この時は出資額 1 億 4150 万円が集まった。国内の市民風車の実績としては、2010 年 12 月

までに、市民風車と呼ばれる市民出資による風車が 12 基設置されている（市民ファンドサ
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イト参照 http://www.greenfund.jp/community/community_top.html（2011 年 11 月 11 日

確認））。風車以外の自然エネルギーに関する市民出資の取り組みは、2005 年に長野県飯田

市のおひさま進歩エネルギー㈱がオンサイト太陽光発電と省エネを組み合わせた複合型の

事業で募集したのが初めてである。 

 備前 GE が関わっている市民出資について、表 5 にまとめた。 

 

表 5 備前 GE が関わる市民出資の結果 

（おひさまエネルギーファンド株式会社の資料を参考に筆者作成） 

 

 備前 GE は、2006 年に ESCO サービス(3-1-1 章)とグリーン熱供給サービス（3-1-3 章）

を組み合わせた備前みどりのエネルギーファンドを初めて募集した。この時は、396 人が出

資し、約 1 億 9 千万円の出資額が集まった。出資者の 9 割以上は岡山県外、特に三大都市

圏からの出資者であり、県内市民にとっては自然エネルギー自体のなじみが薄かったのか

浸透しなかった。この時の広報手段については、2001 年から継続的に市民風車に取り組む

㈱自然エネルギー市民ファンドの協力があり、市民風車へ投資したリピーターや 2005 年の

飯田市での事業が出資募集枠いっぱいになったために断った顧客への紹介もあって、順調

に集まった。2008 年 6 月より第 1 回の分配を開始し、2011 年の第 4 回分配まで、年一回

の分配を順調に行っている。2008 年には、備前 GE にとっては 2 度目の市民出資の募集を

行った。1 回目と異なり、飯田市、石狩市との複合的なファンドであった。総額 4 億 6 千万

円が集まり、備前分として 6.6 千万円の資金調達となり、オンサイト太陽光発電（3-1-2 章）

の資金として活用した。 

 両ファンドとも、募集期間中には事業詳細が決まっていないまま募集するため、投資家

にとって事業リスクは未定の状況である。募集期間が終わった後、結果的には事業リスク

が非常に低くなった。その理由として、みどりのエネルギーファンドの場合、リースタイ

プの ESCO サービスが事業の大半を占めており、顧客は備前市や社会福祉法人、企業など

であるため、資金回収が確実に行えることが挙げられる。ESCO サービスは、風車のよう

に天候に左右されることが無いため、長期安定性も確保できる。オンサイト太陽光サービ

スを行った温暖化防止おひさまファンドについては、顧客は地方自治体がほとんどである

ため資金回収は確実に行われるとともに、太陽光発電は、多尐は天候に左右されるが、そ

投資
者数

開始年 出資額
目標年間

配当利回り
プロジェクト

備前みどりのエネルギーファンド
（単独実施）

396 2006 1億9千万円 2.1%

(10年間）

2.6% 

（15年間）

ESCO事業
グリーン熱プロバイダー事業

温暖化防止おひさまファンド
(飯田市、備前市、石狩市)

653 2008

6.6千万円
(備前市分)
4億6千万円
(総出資額)

オンサイト太陽光事業(備前 )

ESCO,オンサイト太陽光事業(飯田）
風力発電（石狩）

http://www.greenfund.jp/community/community_top.html
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れほど大きな変動や故障がないため、安定的な事業であることが実施して分かってきた。 

 これら市民ファンドの特徴としては、意志あるお金の使い道として、出資者の思いが詰

まった社会的ファイナンスの意味を持つ。銀行などの一般金融機関に預けていただけでは、

どのように使われるか分からない中で、自然エネルギープロジェクトに出資するという新

たなスタイルの金融の形は市民に大きなインパクトを与えたと考える。出資者の声として

は、例えば「私利私欲に走らず、使い道がはっきりしているファンドであることと、金額

的にもちょうど良く出資しました。このファンドには、夢を買っているという面があると

思います。投資をすることで国や故郷に還元するということに価値があると思いました。

やっぱり利益が出て、配当金が出たのは嬉しかったです。夢物語でなく、こういう事業が、

日本で根付いて全国に広がっていったらいいなと思います。」や、「10 年経つと幾つになる

かな？もう 80 間近なのだ！孫はどうかな？22 歳と 19 歳もう大人なのだ！彼らに何を残せ

るかな？そうだ、自分はもちろん孫達にも温暖化防止おひさまファンドを贈ろう。彼らが

意識を持ち末永く地球を守って行ってくれるだろうと思った。そして孫の誕生日に贈呈式

をした。」などがあり、自然エネルギーを通じて地域に還元したいという思いを、具体的な

手法として提示したのが市民出資であったと考える。 

 市民出資に対する備前 GE の姿勢は、非常に真摯である。投資家側に投資回収ができな

いリスクがあるにも関わらず、備前 GE もまた、実際にリスクを抱えているのである。な

ぜなら、もし備前 GE が投資家に分配できなくなった場合には、備前 GE は社会的信用を

失墜し、新たなエネルギープロジェクトの事業さえ出来なくなってしまう恐れがあるから

だ。備前 GE の代表取締役・武本氏はよくその旨のことを社員に聞かせている。市民出資

を通じて得た自然エネルギー事業が根付きはじめた 2010 年頃から、備前 GE へは一般の金

融機関やリース企業からの出資申し出もあり、市民出資という非常にプレッシャーの高い

資金調達手段は、今後、積極的には実施しない方針である。 

 

3-3 備前プロジェクトの成果と今後の課題 

 岡山(2008)は、環境省の平成のまほろば事業で採択された全 18 事業において、内発性、

地域固有性、住民参加、経済性、継続性の観点から評価した。その結果、備前のプロジェ

クトは 18 事業のうち 2 番目に高い評価となっており、内発性と住民参加という地元との関

わりの部分においての評価が特に高い。また、継続性については、新会社（備前 GE）にか

かっているとのことであり、備前 GE の今後が非常に重要であるとの認識を示した。 

 備前プロジェクトにおいては、年間約 1～2 億円の事業規模であり、2009 年以降 1,000

トン以上の CO2 削減が毎年達成されており、増加を続けている。さらに今回のプロジェク

トにおいては、2005 年当時はほとんど自然エネルギーが浸透していなかった備前市におい

て、事業初期段階では住民にほとんど理解されなかった。太陽光発電やペレットストーブ

など、具体的に見て分かるような自然エネルギーの導入を行うことで、徐々に自然エネル

ギーへの理解が浸透していった。同時に、イベントや講演などの普及活動によって、市民
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が理解を深めていった。結果的に、住民の自然エネルギーに対する受容性は高まり、備前

GE のプロジェクトは 1 つずつ達成していった。 

 そのような状況の中で備前 GE の社員は、2005 年から 2008 年のまほろば事業を通じ自

然エネルギー導入や運営についての具体的なノウハウを獲得した。さらに、事業を行う中

で、自治体職員や顧客、工事会社の社員など、地元において信頼のおける人間関係を築い

ていった。1 つ 1 つの事業において、トライ＆エラーによって備前 GE のナレッジやネット

ワークが構築されていく。地域レベルでの具体的な自然エネルギーの導入については、そ

れが非常に重要であることが分かった。 

 次に、こうした動きに対して行政はどのように対応したのか着目する。2008 年、備前市

は備前市地域エネルギービジョンを策定した。このビジョンを策定した時点では、すでに

備前みどりのまほろば協議会と備前市行政との連携を組んで 3 年が経っているために、ビ

ジョン内にもまほろば協議会との連携の重要性が描かれていた。取り組む自然エネルギー

種別についても、ESCO、太陽光発電、バイオマス、太陽熱温水器など、備前 GE が事業展

開し、経験と専門性を積んだ分野の強化を謳っている。そもそもエネルギービジョンとは、

地方自治体が各地域の自然エネルギー・省エネルギーについて、現状把握、資源量、将来

のビジョンなどを示すものであり、2000 年から 2009 年までの 10 年間で、全国 1,795 自治

体中 700 以上の自治体が策定している。しかしながら、その大半は総花的であり、具体的

な組織によるプロジェクトレベルについての記述はほとんどない(中村ら, 2006) 。備前市の

エネルギービジョンも同様に総花的ではあるのだが、具体的な組織名を提示し、具体的な

行動指針を描いた意味で価値があり、これにはまほろば事業の実績が大きく影響したと言

える。 

 2010年に入ると、備前GEは備前市内でのプロジェクト展開を徐々に終えていった。2010

年度のプロジェクト数でいえば、備前市内が 2 つであるのに対して、備前市外では、瀬戸

内市、岡山市、さらには兵庫県赤穂市、丹波市と 4 つのプロジェクトを行った。これら周

辺地域でのプロジェクトの内容は、ESCO サービスが 2、そして新たな事業としての行政計

画（エネルギービジョン等）の策定業務である。一般に、行政計画策定業務は、大手から

小企業まで数多くの競合がひしめく成熟市場であり、備前 GE も 2009 年ごろから取り組ん

ではいたが、なかなか採択を受ける案件が尐ない状況であった。しかしながら、2008 年ま

での実践的な事業実績をもとに、そのノウハウと経験を行政計画へとフィードバックする

という点においては他社へのアドバンテージを持っており、2010 年においては 2 つのプロ

ジェクトの採択を受託するに至った。実際に、行政計画策定業務へ進出した理由としては、

自然エネルギーに対する政策が尐しずつ改良されたために、大手企業の自然エネルギーへ

の参入が増加し始め競合が増加したこと、委託された策定業務はほとんどが人件費に充当

できるため、オンサイト太陽光発電やペレットストーブ事業のような低採算性事業よりは

収益性が高いと判断したこと、そして何より身につけた自然エネルギーの専門性の高さに

自信があったことの 3 つの理由によるものである。 



 

26 

 

 最後に、まほろば協議会の存在の重要性について述べる。備前 GE は一般企業であるた

めに、大規模な自治体（岡山市など）ほど、自治体の平等の原則に基づいて職員と親しく

対話することがほとんどできない。しかしながら、備前 GE の大株主であるまほろば協議

会は、備前市、岡山市等 5 自治体が会員として参加しており、市職員との対話が比較的簡

易に行うことができる。このことは、実際に市職員からのヒアリングによって分かったこ

とである。これにより自治体のプランやプロジェクトの構築について、より詳しい情報交

換を行うことができるため、まほろば協議会の存在は、この部分において最も意義深いと

考える。 

 2011 年現在、備前 GE は他地域へと広範囲に事業を広げているが、営業には非常に苦労

している。事業内容は、2009 年以降 ESCO サービスと行政計画策定業務の 2 本柱としてい

る。しかしながら、自然エネルギーへの注目が非常に高まり、政策動向も目が離せない中

で、小水力発電やバイオマス事業など、先進的でリスキーな取り組みにも目を向ける必要

があるのではないかと考えられる。チャレンジングな取り組みによって、社会的な評価が

高まり、営業への好影響を及ぼすことも考えられるため、現在、2005～2008 年のようなリ

スクを取る戦略から低リスク事業へとシフトしている営業戦略を、見直すことも必要でな

いだろうか。  
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第 4 章 推進組織についての分析 

4-1 ドライビング・アクター 

 備前のケースでは、公共機関ではない備前 GE が、備前市での自然エネルギープロジェ

クトの推進を担った。こういった推進主体は、公共機関と非常に強い連携を組むことで、

時には国策にまで影響を及ぼすこともある。営利、非営利に関わらず、このような強い推

進力、影響力を持つアクターは、これまで明確な定義づけがされていなかったが、備前 GE

の事業分析を通じてその存在の重要性や役割が明かになったことから、本論ではドライビ

ング・アクター（DA）として定義づける。 

 筆者はまず、この備前の事例における自然エネルギープロジェクトを分析するために、

先行研究における分析について評価する。N. Enzensberger(2002)は、国家レベルにおける

ステークホルダー分析や政策デザインについてのフレームワーク分析を行っているが、本

論では地方レベルでのフレームワークが必要である。P. Komor et al. (2005)は自然エネルギ

ー政策を、エネルギー種別ごとおよびエネルギー/環境/産業の分野ごとに一覧表にして分析

しており、自然エネルギーを一段分解して評価している。ただし、国レベルの抽象的な分

析であり、本論では具体的な事例の実績から、分析を進めていく。ここで、本論では、Pablo 

del Rio et al. (2008)による地方レベルでの具体的なステークホルダー分析が、備前事例を分

析するのに比較的適していると考え適用した。しかしながら、彼らのフレームワークでは、

備前事例に適していない部分もあったため、以下のように修正した。まず、自然エネルギ

ー発電事業者と投資家を同一枠に分類して項目については、市民出資者などの投資家の重

要性を明らかにした本論の分析により、2 つに分けた。逆に、発電事業者と設置事業者は、

地域の既存事業者として位置づけることができるため、同一にまとめた。さらに、Pablo del 

Rio et al.の分析では、プロデューサー機能を持つ主体の存在の重要性を見落としていると

言えるため、新たにドライビング・アクターを加えて、全部で 7 種類の分類とした。 
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表 6  ステークホルダー分析を用いた備前事例の評価 

（Pablo del Rio et al のステークホルダー分析を参考に筆者作成） 

 

 備前 GE は、公的な社会ネットワークである備前みどりのまほろば協議会によって設立

された民間企業であり、DA に位置付けられる。備前 GE は、備前市行政によって強くサポ

ートされていることは前述している。備前 GE はまた、行政の政策形成へのサポート、普

及活動、コンサルティングから自然エネルギー設備導入に至るまで幅広い活動を行ってき

た。その他、これまで紹介してきた備前関連のアクターを分類しているが、地域住民によ

る事業参加やサポートは、2005 年から現在まで、非常に尐ないのが現状である。特に 2005

年の事業開始の頃は、自然エネルギーが市民や企業へほとんど浸透しておらず、その存在

すらほとんど知られていない状況であった。その後、備前 GE のプロジェクト実施によっ

て、そのビジネスターゲットであった企業や行政には徐々に広まっていったが、市民への

普及は「環境」興味層への普及以降はなかなか進まないのが実情であった。しかしながら、

2011 年 3 月に発生した東日本大震災による福島第一原発の事故以降、その状況は激変して

おり、まさに自然エネルギーが注目される時代となっている。 

 このような中、きわめて重要な DA の役割の 1 つは、地域の中での人間関係の構築であ

ることが備前のケースから分かってきた。たとえば、市長を含む行政執行部や森林組合長

等地域組織のトップらと、備前 GE の代表およびメンバーは個人的にもつながっており、

素早い情報のキャッチやプロジェクトの仕掛け段階での意見交換等、個人的な関係が無け

れば不可能なことを実践してきた。プロジェクトの実施は、資金、技術、ビジネススキー

ムなどのツールも必要であるが、個人的なつながりによって、周囲の人を動かすことこそ、

アクター種別 具体的なステークホルダー名

ドライビング・アクター 備前グリーンエネルギー株式会社

自然エネルギー発電者
/設置事業者

地域の企業

地方自治体（備前市）
備前市地域エネルギービジョン策定
（ただし、活動ありきのビジョン策定）

地域住民（備前市民）
反応はわずか
（ビジネスターゲットが自治体・企業のため）

地域のNPO/NGO
まほろば協議会が普及活動を実践
（まほろば協議会に複数のNPOが参加）

地域外アクター 市民出資者

投資家/ファンド
市民出資（2006,2008)
2010年以降、既存金融機関による参加可能性の検討中
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非常に難しく、非常に重要であることが実際の事業で明らかになった要素である。これら

を実際に行ってきたのが備前 GE であった。 

 

4-2 自然エネルギー導入プロセスのための分析フレームワークの提案 

 前章では、表 6 のステークホルダー分析によって備前事例を評価したが、スタティック

な分析にとどまっており、現実は時間とともにステークホルダー同士の関係性も変化する

ダイナミックであることから、そのための修正が必要であると考える。 

 図６は、備前事例をもとに、自然エネルギーの導入プロセスにおいて、各アクター同士

の関係が時間的にどのように発展するのかを示したフレームワークである。アクターの分

類を R&D(Research and Development)、地方政策、市場の 3 種類に簡素化し、導入プロセ

スとして、ボトム、ミドル、テイクオフと 3 つのフェーズに分類した。このフレームワー

クは、国の政策によって事業が進むようなトップダウン型の状況にない自然エネルギー分

野において、特にボトムアップ型でのステータスアップに着目して作成した。 

 

 

図６ 自然エネルギー導入プロセスのための分析フレームワーク 

  

 これまで述べてきたように、地方での自然エネルギープロジェクトは、国の政策指針に

基づいて実施される。日本の場合、エネルギー基本計画がその大きな柱であり、2010 年 6

月に策定されたエネルギー基本計画において、原子力を基幹エネルギーとしながらも、再

生可能エネルギーの利用拡大についても示された。福島第一原発以降、2011 年 5 月には管

首相が原発依存のエネルギー基本計画を白紙に戻す宣言を行っており、国策も大きな変動

期を迎えている。 

 さて、国策の方針を受けて、実際に地域で活動する人々は、初期段階であるボトムフェ

基礎的研究
（補助金）

地方政策アクター
・自治体
・地域のNPO/NGO

市場アクター
・RE生産者
・地域住民
・地域のNPO/NGO、住民組織、農協・
土改連、森林組合等
・投資家/ファンド

計画 / ビジョン
プロジェクトサポート

補助金事業

規則/インセンティブ
/ガイドライン

地域での自然エネ
ルギー普及の達成

国のエネルギー政策（エネルギー基本計画）

政策指針 政策指針 政策指針

R&D アクター
・研究機関
・大学
・企業

環境教育/広報/講演等

プログラム/プロジェクト

フィードバック

国レベルでの制度

ドライビン
グ・アクター

他のプロジェクト
他の地域へ

ボトム
フェーズ

ミドル
フェーズ

テイクオフ
フェーズ
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ーズにおいては、広報活動や環境教育を行い、企業は R&D に力を入れ始める。このボトム

フェーズから、実際に導入を進めるミドルフェーズに入る際、地方政策アクターや市場ア

クターは、様々なプログラムやプロジェクトを行う。ポイントは 2 つある。1 つは、両アク

ターがどこまでコラボレーションできるかであり、もう 1 つは、市場アクター側に事業リ

スクが伴うことである。備前事例では、備前市とまほろば協議会が地方政策アクター、備

前 GE が市場アクターとして存在し、事業展開を行ってきた。また、備前 GE は、㈱自然

エネルギー・コムが専門性の高いスタッフを雇用したり、ESCO サービスやグリーン熱供

給サービスなど新しい試みを行ったりするなど、国策が自然エネルギーに対して十分な政

策が無い中で、事業リスクを取ってきた。そして、このリスクを乗り越える DA としての

備前 GE の存在が、事業推進に必要不可欠となっていた。さらに、市場アクターの資金調

達手段としては、既存金融機関から融資を受けることが非常に難しい状況が現在も続いて

いる。そのため、補助金事業が多数設けられているが、市民出資など意識の高い層からの

資金調達によって、事業実施を行う事例もいくつかある。これらのリスクを乗り越えた経

験とノウハウは、国策にもフィードバックされ、国の政策形成に影響を与えるように動く

べきである。備前の場合、環境省の出先機関である中国四国地方環境事務所との人的つな

がりは深く、まほろば事業だけでなく多くの環境省事業を受託していたため、随時、フィ

ードバックを行っている。 

 一方、ミドルフェーズにおける地方政策アクターは、エネルギービジョン等の計画策定

や税金控除等によるサポートを行うことができる。備前事例では、オンサイト太陽光発電

サービスを行った際の備前 GE に対する固定資産税の免除は無かったが、免除をすること

で事業リスクを低減させられるため、税金控除は自然エネルギー普及の 1 つの手法として

考えられる。 

 ミドルフェーズでのプラン策定やプログラム/プロジェクト終了後、地方政策アクターは、

経験やノウハウを参考にしながらも、規制/インセンティブ/ガイドラインなど自然エネルギ

ーの更なる導入に向けた政策ツールを実践することが可能となる。DA からのフィードバッ

クや世論の高まり等によって、国の政策が好転した場合には、事業はテイクオフフェーズ

を迎える。この段階では、これまで自然エネルギービジネスに参入してこなかった既存の

大企業や金融機関も参入し始める。DA は、他の事業領域や他地域への展開を想定し始める。

逆に、国の政策が変わらない場合には、DA は、引き続きリスクを取りながら新たなビジネ

スモデルを構築し、地方からの発信をし続けることになるであろう。日本の場合、2009 年

の太陽光発電に対する余剰電力買取制度が大きな政策転換の基点となり、大企業や既存金

融機関も動き出している。備前市内では、DA である備前 GE の役割が徐々に終わり、他地

域へと事業エリアを移している段階である。備前市内では家庭用太陽光発電の導入が一般

企業によって強力に進められている。しかしながら、家庭用太陽光発電の普及は全国的な

動きであるのに対して、バイオマス、小水力事業は大きな進展を見せておらず、固定価格

買取制度の審議の続く国の動きが大きな影響を与えるであろう。一方、DA として備前 GE
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はその役割を果たし終わっているが、尐子高齢化が進む中山間地域に存在し、専門家とし

て事業運営を行うこと自体が、都市圏への人口集中が進む現在の日本においては極めて社

会的価値が高いと筆者は考える。 

 このように、備前での自然エネルギー事業は、地方自治体や DA が新しい事業を仕掛け

た上で、既存企業や金融機関の参入を促してきた。今後、自然エネルギー事業は、地域の

産業として根付かせることが、重要な視点であると考える。 
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第 5 章 結論と議論 

 本論は、備前のプロジェクトについて詳細な分析を行うことによって、地方において自

然エネルギーを推進する重要なアクターである DA の存在を見出し、その役割、コンセプ

ト、重要性について分析した。それは、DA が国の政策が未形成なミドルフェーズにおいて、

事業リスクを抱えながらも新たなビジネススキームを創造するとともに、経験とノウハウ

を獲得し自然エネルギープロジェクトを推進する役割を担っているということであった。

さらに、DA と他のアクターとの関係性を新たなフレームワークとして示し、関係性の時間

的発展についてダイナミックな分析を行った。 

 本論はまた、DA と他のアクターとの間の人間関係が、プロジェクト推進のために非常に

重要であることを主張する。それは具体的なプロジェクトを進める上では当然のことであ

り、かつ、政策形成を行う国の機関や NPO/NGO の人々とも DA のメンバーは関わりなが

ら、具体的な経験を噛み砕いて説明するインタープリター（翻訳者）的役割も DA メンバ

ーが担っていた。 

 続いて、金融に関する今後の展望を示す。備前のプロジェクトで実施された市民出資は、

自然エネルギー黎明期における地域外市民からの応援資金であったといえる。自立した持

続可能な地域づくりにおける自然エネルギーへの投資に関しては、外部からの出資が大半

である市民出資だけでなく、地域住民が投資を行えるような仕組みが必要であると考える。

そのための組織としては、例えば地域住民の資金が集まる信用金庫や農協が挙げられると

筆者は考えており、盛岡市やロラン島で実施されているような地域金融との連携が、持続

可能な地域づくりの観点から見た自然エネルギー利用において、極めて重要な要素である

と考える。 

 地域レベルでの自然エネルギーの導入は、地方自治体にとっては、雇用や産業育成の側

面から見ることが重要である。現在の地方における雇用創出手法としては、土木工事や箱

モノづくりなどのハード依存体質である一方、エネルギー供給は地域外への依存状態が続

き、雇用創出の観点はほとんど無いのが実状である。自然エネルギーは、電気、機械、土

木など、これまで地域で活躍してきた産業の技術が活用できる分野であり、たとえばバイ

オマス事業などは林業や福祉施設（給湯のバイオマスボイラーへの切り替え）、小水力事業

は土地改良区や水利組合等の農業関連団体への波及効果もあることから、障壁があるどこ

ろか、非常に馴染みやすく広まりやすい事業であると考えられる。自治体にとっては固定

資産税の納付も増加するというメリットもある。さらに、原子力発電はひとたび事故が起

こると、健康被害や農産物への風評被害が出たり、何十年～何百年も住めない土地が出て

しまうのに比べて、自然エネルギーは大きな事故は起こりにくいのもまたメリットである

と考える。 

 今後の課題としては、地方での先進的な事業が、国の政策形成へどのようにフィードバ

ックするのが効果的であるかについての分析や、電力の固定価格買取制度が策定された際、

小水力やバイオマス等普及の遅れている事業がどのようなビジネススキームを形成し、事
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業展開出来るのかについての経験やそこから来る分析などが必要であると考える。 

 本論は、地域での自然エネルギー普及について、その具体的な経験と、抽象的な概念化

によって、総合的な導入アプローチについてのフレームワークを示してきた。備前で実施

してきた自然エネルギーの導入アプローチは、他地域でも実践可能なモデル性があると考

えられることから、各地で具体的なアクションにつながることを期待する。本論を参考と

して、他地域でも新たな自然エネルギーへの取り組みが始まり、いくつもの経験やノウハ

ウのフィードバックが国策を動かし、さらなる他地域での自然エネルギー事業のスムース

な展開へとつながることによって、資源及び精神的な両面において、自立した持続可能な

地域が 1 つでも多く形づくられていけば幸いである。 
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