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要旨 

 

固定価格買取制度（FIT; Feed-in-tariff）が日本で導入されてから、早 8 年が過ぎようとして

いる。再生可能エネルギー技術への設備投資を促す補助金と個人や事業者による省エネ行

動を促す税金としての側面を併せ持つ FIT は化石燃料の消費量を抑制することで地球環境

の悪化を回避し、社会の持続的な発展を維持する機能として期待されてきた。そのため、環境

問題に伴う外部費用に着目しつつ、解決策となる政策に対する社会的受容性を育成し、市民

が納得して追加的な課税である RE 発電促進賦課金に同意する制度設計が導入当初から期

待されていた。 

では、どのような設計がよいのか、本研究は福島第一原発事故の直後から東電管轄地域を

代表して横浜市と川崎市、東電以外の電力会社の管轄地域を代表して名古屋市と北九州市

を対象に進めてきた。RE 発電促進賦課金の支払意思額に影響する人々の潜在意識を解析

することで、解決策である分散型発電や電力小売全面自由化の社会受容性に地域差があり、

特に原発被害が大きかった東電管轄地域の都市で強かった事が確認された。また、被験者が

一般的に原発リスクと気候変動リスクを調査時点の自身の状況よりも「好ましくない」状態、つま

り「損失」を引き起こし得る事象と判断し、その意識が比較的高い RE 発電促進賦課金の WTP

に反映されている点が 4 つの都市において共通して示されている。 

FIT 制度を皮切りに進んできた電力制度改革を市民が支援する（或いはしない）姿勢を確

認した上で、その人々の意識に直接働きかけ、RE 普及を促す地方自治体の「政策」は何か。

本研究では、164 自治体を対象に社会調査を実施し、地域差があるものの供給側の能力開発

を可能にするプッシュ型政策に一定の有効性が確認された。ただ、政策評価の対象とした太

陽光発電モジュール単品だけでは日本経済の生産性の向上（技術革新）と社会の持続的な

発展に貢献する程度は限られており、RE 普及に関連した技術革新を更に幅広く継続して進

め、自治体が独自に進める政策も資源の埋蔵量、財政規模、社会構造等の地域差を勘案し

た上で策定していく効果がモデルの解析から明らかにされた。 
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第１章 序論 

 

1.1 研究目的と概要 

固定価格買取制度（FIT; Feed-in-tariff）が日本で導入されてから、早 8 年が過ぎようとしている。

再生可能エネルギー（Renewable Energy、以降 RE と称す）の関連技術への設備投資を促す補助金

と個人や事業者による省エネ行動を促す税金としての側面を併せ持つ FIT は化石燃料の消費量を

抑制することで地球環境の悪化を回避し、社会の持続的な発展を維持する機能として期待されてき

た。環境経済学は経済活動を解析する際、このような環境問題に伴う外部費用に着目しつつ、課

税・補助金・規制といった政府政策を展開する必要性を説く。本研究は、RE 発電促進賦課金の支払

意思額を解析することで、分散型発電や電力小売全面自由化を理解・支持する（或いはしない）

人々の姿勢を解析する。次に、その人々の意識に直接働きかけ、RE 普及を促す地方自治体の「政

策」や要因は何か、を太陽光発電に特化して明らかにしていく。 

 

論文構成は図 1－1 の通りである。 

 

 

図 1-1：論文構成 
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1.2 研究の背景 

気候変動やエネルギー問題を受けてエネルギーシステムの変革が各国・地域で進んでいる。日

本においては、2011 年に福島の第一原子力発電所事故により一部の地域が極度の電力供給不足

に見舞われ、中央政府が主導する節電行動を地方自治体、事業者、市民が一団となって実行し、原

子力発電をめぐって世論が二分する事態となった。原子力関連施設の安全性に対する信頼は大き

く揺らぎ、多くの市民が放射線への不安や疑問、恐怖やストレスを抱えることとなった。国際放射線

防護委員会（International Commission on Radiological Protection: ICRP）は、一般公衆が一年間に計

画的に受ける放射線の線量の限度を、自然から受ける放射線の影響を除き 1mSv としている[1]。ま

た、生涯における累積量が 100 mSv 以上の線量となった場合、甲状腺癌や白血病発症の可能性が

高くなるとしている。原発事故の直後には、大気中や海水中に放出された放射性核種による影響が

観測され、汚染された牧草を与えられた家畜から加工された乳製品や肉製品、茶、キノコ類、海産

物等の放射性物質の濃度が高くなり、市民は健康被害への懸念から住み慣れた地域から避難し、

また地元農家や漁業関係者は出荷自粛から経済的な打撃を受け、東京電力の賠償責任が問われ

る結果となった。 

このような放射線被害と、原発の稼働停止による電力の供給不足が経済・社会不安を引き起こし

た反省から、2012 年 7 月から RE への電源シフトを目指して、FIT が導入され分散型発電が各地に

広がり、2016 年 4 月より一般家庭や中小事業者への電力供給が自由化されている。登録発電事業

者が 891 社（2020 年 5 月現在）、登録小売電気事業者が 658 社（2020 年 6 月現在）と大幅に増加し

[2]、RE で発電した地域の電気を供給する地域電力会社を消費者は積極的に“選択”できるようにな

った。日本は 2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 26％減、発電量に占める RE の比率

を 22～24％（12 年度は約 10.0%）に引き上げることを目標とするが[3]、電源構成の水力を除く RE 比

率は未だ 6% である。 

一方、ドイツでは、エネルギー政策 Energiewende を通して、2050 年までに 2005 比で 80－90％

CO₂排出量を削減、2022 年までに原子力発電の撤廃、エネルギー供給の安定を実現するため、RE

の電源構成における比率の上昇と、エネルギー消費量の削減を戦略の柱としている[4]。RE は既存

の化石燃料を利用する大規模集中型エネルギーシステムとは異なり、地域の自然資源や土地を活

用するため地域社会の自治や関与による小規模分散型システムが適している[5]。ドイツでは、RE を

電源とする発電所の半数は市民等コミュニティが出資するものであり[6]、地域社会の変革を伴うもの

であった。風力発電用の助成金（100MW of wind）、太陽光発電を促進する屋根貸しプログラム（1000 

roof programme for PV）、FIT 等、中央政府による制度が大きく後押しし、分散型発電技術と集中型

発電技術が共存しながら電源構成の 24.5%が水力を除く RE に転換された[7]。 

スウエーデンや英国の場合は、「再生可能エネルギー利用基準(Renewable Portfolio Standard)制

度」、いわゆる RPS 制度或いはそれに類似する制度を導入し、原子力発電を稼働しながら、RE の構

成比率の上昇に成功している。RPS 制度の下で両国の電力会社は販売電力量に対する一定割合

のREを調達することが義務付けられている。スウエーデンでは水力と原子力を電源とする電力供給

が 2000 年には電源構成の 95％だったところ 2018 年には 81％弱に減少しているが尚、他国と比し

て格別に大きい[8]。英国では RO と呼ばれる RPS 制度に類似した制度が大規模電源に対して導入
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され、小規模電源を対象に固定価格買取制度（FIT）が導入されている。原子力発電所の新たな建

設に政府がコミットしている事から原子力は将来も重要な電源であり続けると推定できる[9]。 デンマ

ークは、石炭火力から RE（風力、バイオ燃料、ごみ発電、太陽光等）に電源をシフトさせており、現

在では電源構成の 63％を占める自国の RE と隣国スウエーデン、ノルウエー、ドイツからの電力の

輸入に依存している[10]。 

エネルギーは人々の社会的、経済的な幸せの源であり、同時に次世代のためにも回避しなけれ

ばいけない気候変動リスクの原因である。加えて、日本は東日本大震災以降、火力発電依存度が 8

割を超えた反省から電源構成における RE の拡大を目指して国内でも FIT の導入と電力の自由化

が進められた。更なるRE の主力電源化のためには、AIによる「的確な需要予測や気象予測」、電気

自動車や水素製造を活用したエネルギーの地産地消を支えるシステム、その他、社会全体としてエ

ネルギーの安定供給と環境負荷の軽減が可能となる技術やシステムの開発と適用が必要とされてき

た。これは新たな先端技術を産業や社会生活に取り入れる国家戦略「Society 5.0」と地方創生戦略

の重要な構成要素のひとつである[11]。RE のうち最も設備容量が大きい太陽光発電において、蓄

電、電送、制御、気象予測、通信、暗号等の異質な要素技術と、分散するエネルギーリソースを統合

し活用するサービスが、新たなセクター（産業グループ）として統合されつつある。 

 

1.3 既往の研究 

日本の電源構成における RE の拡大をテーマとする既往研究は数多く存在するが、FIT の RE 発

電促進賦課金や炭素税の経済性からの切り口、そして地域社会に普及させるためのルールや制度

など社会的な観点から捉えるものの大きく分けて二つに分類することが出来る。（図 1-2 参照方） 

前者の代表的な例として、有村らの研究があげられる。FIT により従来の火力発電や原子力発電

と比べて設備単価等が高い RE の供給が拡大すれば電気料金が上昇するため、設備の量産化を

図ることで価格の低廉化を促すことが社会的に重要である。日本の場合、化石燃料や原子力による

在来型電源の電力原価に社会的費用を組み入れたとしても、なお価格面では割高である。有村ら

は、FIT の RE 発電促進賦課金と温対税の家計への影響を地域別、所得別、年齢階級別に調べ、タ

ーゲットを絞った緩和策の必要性を問う[12]。 

また、新規参入電力会社だけでなく地域電力会社によっても石炭発電所の建設計画が相次いで

おり、CO2排出量の増加が予想できるなか、RE 大量導入を想定した際の最適なインフラ拡張の考

察が継続して実施されている。小林らは、地域間の連系線容量の拡張と蓄電池の導入の双方につ

いてコスト最適化を行う電源計画モデルを構築して論じている[13]。林らは、太陽光発電が大量に導

入されて将来出力抑制率が高くなったときの CO2削減を促す賦課金と蓄電池を導入する場合の経

済性と CO2削減効果を研究する[14]。 

RE 導入にあたって留意するべき社会的課題については、白石ら[15]が長年に亘って研究を続け

ている。白石らによれば、地域に存在している RE 資源を活用する事業を地元外企業等の主導で進

めた場合、地域住民の意思や地域の持続的な発展・活性化に結びつかないとなり得る。このような

問題を避けるため、地域主導でエネルギーの自立化や地域住民本位の RE 産業の振興を図ろうと
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する動きも表れている。白井らは、長野県飯田市や滋賀県湖南市の事例から、地域社会への効用と

して、「社会公正」・「環境共生」そして「地域社会の自立再生」の三点を挙げている。 

脱炭素社会への提言を強める諸富らは、RE が大量導入された社会の経済・政策システムのある

べき姿について研究している[16]。特にドイツのシュタットベルケのようにエネルギー分野で安定的

な収益を上げる公益的事業体を日本でも実現できるのか、を論じる。 

植田らは、分散型電力システムが安定供給の向上に寄与すると主張、日本の困難は技術そのも

のよりも、制度やルールに原因があるとして、その課題解決策を提言する[17]。 

本研究は、市民の電力自由化に対する意識構造を定量的に観測した上で、地域社会に便益をも

たらす社会基盤について、市民にとって税であり補助金でもある国が進める FIT と自治体独自の施

策の効果を中心に考察を進めていく。分析するにあたり行動経済学を参照する。行動経済学は労

働経済学、金融工学において数多くの研究に活用されている。エネルギー分野については、個人

の省エネ意欲を促すナッジの研究が多く、アルコット、ケスラー、タウビンスキー[18-19]が知られて

いる。日本の FIT に着目する研究は、これまで白井[20]が人々の「リスク認知」と「環境思想」、「RE

や省エネルギーの行動意図」の相関関係を因子分析で解析している。 

本研究は「FITのRE発電促進賦課金」の重要な決定要因である「リスクの回避」と「社会的受容性」

について論じた上で、人々の意識に直接働きかけ、RE 普及を促す地方自治体の「政策」について

見ていく。 

 

 

 

 

経済性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               社会性 

図 1-2：既往研究のキーワード 
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第 2 章 データの概要 

 

まず、市民の電力自由化に対する意識構造を定量的に観測するために実施した二度の社会調

査の概要を紹介し、次に自治体の政策評価の情報収集に努めた三度目の社会調査について記す。 

 

2.1  一回目の社会調査 

市民の RE 発電促進賦課金への支払意思を推定するため、Web アンケート調査を横浜市、川崎

市、名古屋市、三重県松阪市以南、北九州市を対象都市、調査会社が保有するパネルからそれぞ

れ 1,000 世帯、合計 5,000 世帯を対象に行った。2012 年 10 月時点で 20 歳から 69 歳までの成人

を、同一世帯からは１回のみウエブ調査に参加するように 5,000 人抽出している。調査期間は 2012

年10 月1 日から 10 月29 日の一ヶ月間である。また、年齢構成は母集団を反映するように被験者を

抽出した。居住地による違いを分析するため、対象都市（各 1000）が同数となるよう設定している。 

 

表 2-1：回答者の属性 

 標本数 比率 

性別 男性 2864 57.3% 

女性 2136 42.7% 

年齢* 平均 44.41  

居住地 東 横浜市 (全人口) 1000 (3,703.998) 20.0% 

川崎市 (全人口) 1000 (1,448,196) 20.0% 

西 名古屋市（全人口） 1000  (2,263,894) 20.0% 

三重県松阪市以南 1000  (688,916) 20.0% 

北九州市（全人口） 1000  (974,287) 20.0% 

最 終   

学歴 

高卒 2474 49.5% 

大卒以上 2526 50.5% 

年収 －300 万未満 777 15.5％ 

300 万～500 万未満 1264 25.3％ 

500 万～700 万未満 1222 24.4％ 

700 万～1000 万未満 1044 20.9％ 

1000 万以上 693 13.9％ 

雇用 無職、或は非正規雇用 1403 28.1% 

正規雇用 3597 71.9% 

持ち家 賃貸住宅 1605 32.1% 

持ち家 3395 67.9% 

注 1）（ ）内の全人口は各自治体の 2012－2013 年の人口統計を参照。  

注 2）三重県松阪市以南とは、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、明和町、多気町、大台町、

度会町、南伊勢町、大紀町、伊賀市、名張市、尾鷹市、紀北町、熊野市、尾浜町、紀宝町を示す。 
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被験者の平均年齢は 45.64 歳で 20 歳～69 歳に限定し、なるべく年齢層が均等になるように心が

けたが、結果的に全4都市において 40代が最も多く、20代と 60代の標本数は僅少だった。中年の

方がウエブ調査に対応するインフラとスキルが、当時は備わっていたため、被験者として選ばれや

すかったことが理由と思われる。 

統計的には女性が多いところ、被験者の比率は男性が多かった。 所得は 5 つに分類され、300

万円以下の層の占有率が全国レベルよりも若干多かったが、その他の所得層の比率は全国と同程

度であった。被験者は一問に返答すれば報酬が得られるシステムとなっている事が理由と思われる。 

日本の統計によれば国民の 51％は大学に進学するため、今回の調査から得た最終学歴の比率は

ほぼ全国レベルに等しい。 

我が国では、持ち家は社会的なステータスを意味するものであり、高額所得者が世帯主であるこ

とが多い。部屋数が多いことも同様に高いステータスを示す。 

北九州市以外は、正規雇用と非正規雇用の比率がそれぞれの都市の統計と同じ傾向値を示した。

北九州市は、正規雇用の割合が大きく、調査手法が影響したと考えられる。 

質問票は、化石燃料と RE そして原子力を電源として使う場合の環境面での便益と課題の説明文

が記され、バランスの取れたバイアスが少ない回答が期待できるように構築した。 

東電管轄地域２カ所、東電以外の電力会社の管轄地域３カ所を研究対象とすることで比較分析し

やすくした。また、環境意識が相対的に高く、市民運動の歴史がある都市ばかりを選ぶことで他の自

治体の模範となること行動を取りやすいことも横浜市、川崎市、名古屋市、三重県、北九州市を選択

した理由であった。 

 

2.2 二回目の社会調査 

次に、経年変化を示すため、同じ質問項目でウエブ調査を一回目の対象自治体のうち三重県以

外の４つを対象として 2013 年 11 月の一ヵ月間実施した。初回同様、年齢構成、居住地の設定に配

慮している。予算の関係で前回と異なるマーケティング調査会社を採用したため、パネル調査が実

現しなかった。 

 

2.3 三回目の社会調査 

更に FIT の開始に伴い地方自治体が自ら導入した RE 促進策とその効果を推定するため、2018

年 9 月と 2019 年 7 月の 2 回に亘って、今回は地方自治体の環境政策担当部署に質問票を郵送あ

るいは電子メールで送付し、回答率 33.1％、母数（市 786・町 757）の 10％にあたる 164 の自治体か

ら回答があった。東京都は RE 導入件数が少なく岩手県は東日本大震災の復興事業で多忙なため

対象から外した。沖縄県の自治体からは回答はなく、44 都道府県のデータベースとなった。標本の

指定都市や中核市の割合が母数と比べて若干大きく、RE 施策に取り組む町がまだ少ないため町レ

ベルの回答数が少なかった。 

また表 2－2 に示す通り、標本の 52.4％は FIT 開始後、温暖化対策の地方公共団体実行計画の

排出削減目標を改定し、総合計画等の主要計画改定時に RE 導入を優先課題として盛り込んでい
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る。地方公共団体実行計画区域施策編[21]を策定している市や町は母数の 32％に比べて高いため、

気候変動対策に真面目に取り組む自治体が多い標本と言える。加えて、地域新電力会社の設立に

小売会社への出資や周辺住民や関係機関との調整、協定の締結等、何かしらの役割で関与する自

治体が 15 か所加わっている。  

 

表 2-2：FIT 導入後の条例や計画の策定・改定状況 

 

環境政策 （N=164）  標本数 構成比 

【 条例、施行規則、計画 】 

・FIT 導入後、RE 導入を促進する条例、施行規則を策定或いは改定した 

・FIT 導入後、温暖化対策の地方公共団体実行計画の排出削減目標を改

定、RE 導入を促進した 

・FIT 導入降、総合計画等の主要計画改定時に RE 導入を優先課題とした 

 

16 

86 

 

86 

 

9.7% 

52.4% 

 

52.4% 

 

社会基盤の整備状況を示す指標として各都道府県が公開する市町村情報のうち、下水道処理人

口普及率を参照した。全国平均が 79.3%のところ、標本平均は 67.3%であった。標本平均が全国平均

よりも低い理由は、大規模な太陽光発電設備の敷設地である福島県、茨城県、群馬県、静岡県等は、

下水道処理人口普及率が低い市町村が多く、この地域の回答率が高いからである。標本は比較的

都市化が進まない地域に偏っていることを示す。 

国内の人口集積地との接点や交流を通して新規技術、ビジネスモデルを模倣して広げていく環

境にあるのか、「首都圏」との距離を使って分析する研究[22] が多いが、ここでは「県庁所在地」から

の距離を用いる。75%が県庁所在地から 50 キロ圏内といわゆる通勤圏内だった。なお、距離の計算

は、各ポイントの緯度経度から直線距離を算出した。 

RE の普及を実現する革新的な技術や商品開発、新しいマーケティング手法などに対応できる人

材がいる地域かを示す指標として市民の最終学歴を代用した。最終学歴を大学、大学院、短大、高

専とする人口の総人口に占める割合[23] を代用した．2010 年の全国平均 24.1％よりも高い数値を

示す自治体が 29％である．標本が専門性の高い人材の比率が高くない自治体が比較的多いことが

示された．（表 2-3 参照方） 

 

  



17 

 

表 2-3：データの概要 

 標本の特徴 （N=164） 標本数 構成比 

【 種類 】 

 

指定都市（全20 市） 

中核市（全60 市）・施行時特例市（25 市） 

その他の市（全681 市） 

町（全757 町） 

8 か所 

19 か所 

115 か所 

22 か所 

4.9％ 

11.6% 

70.1% 

13.4% 

【 規模 】 

 

500,000 人以上  

200,000～500,000 人 未満 

50,000～200,000 人 未満 

0～50,000  人 未満 

11 か所  

30 か所 

69 か所 

54 か所 

6.7%  

18.3% 

42.1% 

32.9% 

【 地域ブロック 】 

 

北海道 

東北地方 

関東地方 

北陸、甲信越地方 

東海地方 

関西地方 

中国地方 

四国地方 

九州地方 

2 か所 

23 か所 

39 か所 

25 か所 

13 か所 

23 か所 

13 か所 

8 か所 

17 か所 

1.2% 

14.0% 

23.8% 

15.2% 

7.9% 

14.0% 

7.9% 

4.9% 

10.4% 

【 大都市圏や海外と

の交流 】  

 

県庁所在地から 20 キロ未満 

           21～50 キロ 

           51 キロ以上 

国際空港との距離 20 キロ 

          21～50 キロ 

          51 キロ以上 

60 か所 

64 か所 

39 か所 

42 か所 

31 か所 

91 か所 

37 % 

39 % 

24 % 

26% 

19% 

56% 

【 下水道処理人口普

及率 】 

 

90％以上 

70％以上90％未満 

50％以上70％未満 

50％未満 

42 か所 

49 か所 

31 か所 

42 か所 

26% 

30% 

19% 

26% 

【 最終学歴 】 短大、高専、大学、大学院卒が 

 

総人口の 24.1％以上 

総人口の 24.1％未満 

 

 

48 か所 

116 か所 

 

 

29% 

71% 

 

 

2.4 文献調査 

上述の社会調査の他に、内閣府、総務省、経済産業省、資源エネルギー庁、厚生労働省などの

政府公表値を収集することに努めた。 
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第 3 章 RE の社会的受容性の向上 

 

3.1 概要 

FIT は、RE の電源構成比率の増加を可能にするために電力制度改革という大きな社会の変革を

促すために導入されているが、その実現のためには、改革がより良い未来への道筋であるとし受け

入れる意識を社会に醸成しなければならない。 

RE の社会的受容性をテーマとする論文や報告書は国内外で多数発表されている。受容性を高

めるためには、地域の施策決定プロセスが透明かつ市民参加型であり、地元民の総意を反映しな

ければならない。山下ら[24]は、「日本では地域の社会制度が分権化されていない状況で、分散型

技術導入はむずかしい」ため、地域のコミュニティ・パワーの役割が今後大きくなると述べている。ま

た、白井ら[25]は、長野県飯田市や滋賀県湖南市の事例から、地域社会への効用として、「社会公

正」・「環境共生」そして「地域社会の自立再生」の三点を挙げている。更に、豊田[26]は、福島県、京

都市、多摩地域を比較分析しながら、地域社会の「公平性」や「安全の確保」には、RE 導入の際、1）

出資金の一部を市民が負担する、2）建設や運営にあたり市民や地域主体が意思決定に関わる、3）

収益の一部が市民・地域に還元される、4）温暖化やエネルギー問題解決に寄与する、の 4 点を共

通する特徴として挙げている。 

他の電源、例えば原子力の場合はどうか。木村ら[27] によれば、電源地域の住民の原子力政策

に対する賛否判断では、原子力発電の必要性と有用性がまず考慮され、さらに国や電力会社に対

する信頼感、及び原子力技術に対するリスクの認知や不安感が同時に考慮されるとしている。  

エネルギーの将来シナリオは原子力発電の有無、資源ストック、インフラや気候変動に対す

る脆弱性、政府と市民の間に信頼関係があるかないか等、様々な要因が影響する[28]。ドイツ

は電源構成の 24％を風力、太陽光、とバイオマスに切り替えることに成功したのは、1986 年の

チェルノブイリ発電事故後の原発廃止運動がきっかけだった。スエーデンは水力から火力に

移行し、何度か原子力発電にチェレンジしながらも元の電源に戻り、最近では原発と地域冷

暖房用にバイオマスを組み合わせた熱源を使うようになった[29]。 日本の場合はクリーンエネ

ルギーを求めるのは、産油国に依存する地政学リスクへの解決策として、または、福島第二原

発の事故で行政への信頼が低下し代替電源が必要だったための二つである。中国の場合は

石炭火力から発生する大気汚染対策として風力や太陽光に投資し、インドはエネルギーアク

セスと供給が乏しい田舎に電力を供給するために国家戦略として国家ソーラープログラムを展

開している。 [30]。 他方、市町村が再エネを導入する理由は、概してその土地特有の課題

の解決策であることが多い[31,32]。 経済的な理由、つまり新しい産業を構築することで新しい

雇用を生む不景気からの脱却を図るための方策であることが考えられる。[33,34]。  福祉的

な理由な場合、大気汚染対策を講じることで市民の健康をよくすることがインセンティブとなり

やすい[35]。気候変動対策もまた、重要な要因で、中央政府による資金援助で一層効果的と

なる事例が窺える[36,37]。 最後に都市部は持続的な社会を形成する目的でクリーンエネル

ギーの促進に関心が高く[38]、時には中央政府の戦略から離れて独創的な場合がある。米国

等は 2000 年代、連邦政府が京都議定書の批准に消極的だったため、先見性のある都市群が
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自ら立ち上がって京都議定書に署名した歴史がある。 

RE の新しい産業を構築するにあたり、小規模発電所の構築は、市民自身が消費者であると同時

に生産者となることから、市民と企業の両方の関与を引き出す社会的受容性が市場形成に不可欠

である。社会的受容性は事象に対する態度や行動、そして投資額で示すことが出来る。 

McFadden[39] によれば、behavioral decision theory は経済学でかつて示したように人の最大効

用を商品やサービスの価格で計測することは難しく、商品やサービス以外の要素、つまり福祉ある

いは環境等から抽出できる価値、更には意思決定プロセス、歴史的経緯等によって影響を受けるこ

とが多い。そこで経済学も心理学的なアプローチをとることを推奨する。 

一方、Diamond と Hausman ら[40]によれば、CVM によって例えば将来発生し得る油流出災害の

処理の支払意思額を訊ねられた被験者は、支払方法が増税によるものか、自動車のガソリン代に必

要額を上乗せするのか、電気代に上乗せするのか、によって、コストを支払うのが個人なのか事業

者なのかが異なり、支払方法が公正かどうかの判断が支払意思額を左右する。 

今回は NOAA のガイドラインが推奨する自然保護施策の具体的な記述を調査票に加えた。それ

によって、被験者の意思決定に影響を及ぼすとされている保護施策の公正さを汲み取ろうとしてい

る。藤井らによれば、財の価値とは無関係な要因が計測に入ってくるが、十分な情報がないまま計

測した場合、被験者が任意に想定した個人的な意見が多くなり、回答に影響を与える危険性がある。

更に McFadden が示すように、マーケティング手法では、商品を選択する際、人は同じ商品群の中

から最も安い商品よりも幾らか高い価格が設定された二番目に安い商品を購入することが確率的に

高い。つまり、価格差を上回る品質差を意識しながら損得を計算している。 

社会的受容性は WTP を使って定量的に示すことが可能で、再エネ関連の同種の研究はか

なり蓄積されており、最近のものを表 3-1 の通りまとめたところ、脱炭素への意欲、脱原発への

意欲、バイオ燃料への切り替え意欲、太陽光発電へ切り替え意欲と研究対象は多岐に亘る。 

 

表 3-1：WTP の既往研究 
著者 出身国 調査方法 N 解析方法 解析結果 課題 

Lee et al 

(2018) [27] 

韓国 Interview 

(2017) 

1000 Mixture model Half of respondents stated zero 

WTP for solar PV 

 

Ntanos et al 

(2018) [28] 

Greece Election poll 

(2016) 

400 Logit model Education, subsidies, and state 

actions are positive 

Geographic 

distribution 

Jungwoo, 

Won-Sik 

(2017) [29] 

South 

Korea 

Interview 

(2012) 

498 Multinomial 

probit 

WTP for renewable fuel changes 

by income 

 

Chen et al 

(2017) [30] 

Hong 

Kong 

Telephone 

(2017) 

1460 Logit and probit 

model  

Decarbonization is highly 

supported  

 

Sun et al 

(2016)[31] 

China Interviews 

(2013)  

849 Probit model WTP to prevent nuclear power 

generation 

 

Lee and Hyejin 

(2016) [32] 

South 

Korea 

Interview 

(2014) 

1000 Semi-spike 

model 

Korea’s WTP is very low in 

advanced countries 
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3.2 計算手順 

本章では、社会調査によって被験者から回収した FIT の RE 発電促進賦課金の WTP、つまり被

験者が容認する RE への投資額を集計し、RE に対する社会受容性を明らかにする。被験者の WTP

の意思決定に影響を及ぼすとされている要因は、ここでは気候変動への考え、政府に期待するエ

ネルギー政策の方向性、被験者それぞれの政治参加意欲等とし、それぞれ複数の設問を設け、

設問と要因の相関関係を確認した。この作業は分散共分散モデルを用いて実施するが、この計

算で各要因に対する被験者の潜在意識が数値化できた。次に要因をオーダードプロビットの変数と

してモデルに組み込み解析した。 

3.2.1 社会調査の概要 

一回目と二回目の社会調査の対象都市のうち、東電管轄地域にある横浜市と川崎市の二

つの都市と、管轄地域外の名古屋市と北九州市について、指定都市あたり 1000 の標本を行

政区の人口に併せて回収し解析した。四都市は、いずれもかつて活発な市民運動により行政

による水質や大気汚染対策、廃棄物管理が改善された歴史があり、環境政策への関心が高く、

ここでの行動変容が全国運動につながる可能性が高い。データのモデリングは東電管轄地域

と地域外の都市の二つに分けて実施した上で比較した。  

収集した標本はマーケティング会社に登録された個人の中から無差別に選択された。被験

者は一問 20 円程度の買い物券が貰える。国や自治体の調査の標本数は通常 500–1000 だ

が、本研究では都市当たり 1000 標本としたのは、この標本数を抽出すれば母数に関係なく統

計的には標準偏差 3.0％が証明されているからである。 

 

3.2.2 社会調査の設問 

最初の説明文によって被験者はまず FIT 制度を理解し、想定される RE 発電促進賦課金の水

準を認識できるように配慮している。また、NOAA のガイドラインが推奨する自然保護施策の技術的

な特徴も細かく説明し、中立的な第三者が関わる仕組みも記述されているため、FIT 制度の公平

性を被験者が十分に理解して質問票に答えていると思われる。 
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一方、電力小売全面自由化の説明は技術的な定義をなるべく避け、簡単な概要説明だっ

たことから被験者が十分に仕組みを理解して質問票に答えていたか明らかではなく、一人ひと

りの予備知識によって開きがあったと思われる。 
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また、上の設問の他に政府が進める「地域自立分散型エネルギーマネジメント」について、具

体的な例をあげて説明しているが、被験者が十分にイメージ出来たかは、電力小売全面自由

化と同様一人ひとりの予備知識によって開きがあったと思われる。 
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政策決定プロセスへの参加意欲は、地域のエネルギー利用について意見を述べる機会（パブ

リックコメント）から確認した。 

 

 

  

そして、FIT 制度の導入により電力会社が増え、RE 発電促進賦課金が予定水準から更に増額

される可能性もあったため、被験者が電気料金の増加分として支払可能な上限金額を次の設問で

明らかにした。 
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3.2.3 社会調査の単純集計 

表 3-2 に、人々の RE に出資する意欲、政策決定プロセスに参加する意欲、温暖化・エネルギー

などへの問題意識、電力自由化への支持、を尋ねた回答の集計結果を示す。同表から、原発事故

を受けて、被験者の節電行動が常態化している様子が把握できる。大きな差ではないが、事故によ

り直接的な影響を受けた横浜市や川崎市（以降、東日本）ほど、「自宅、地域、職場で省エネを進め

なければいけないと感じている」回答者が多く（75%以上）、「待機電力を消費する機器をマメに切る」

（60%以上）等、面倒だが少しの気遣いさえあれば可能な行動の割合が、名古屋市、三重県松阪市

以南や北九州市（以降、西日本）（それぞれ 66%以上、56%以上）よりやや高くなっている。また、調査

当時では少数のパイロット事業しか存在しなかった「家庭にスマートメーターを設置して、消費実態

によって時間帯別電力料金を設定し、家庭での電力料金の削減を図るサービス」（デマンド・レスポ

ンス）への参加にも関心を示す者が半数以上おり、これについても東日本の方がやや高い割合を

示している。新しい電力サービスへの好意的な姿勢は、「家庭部門の電力小売り自由化」に対して

東日本では 60%以上、西日本では 56%以上が歓迎している。（「ある程度歓迎する」、「歓迎する」の

合計） 

 

表 3-2：回答の集計結果 

質問 回答                  （東） （西） 

地球温暖化問題に関心はありますか？ ない                      4.0% 

どちらかといえば，ない        6.9% 

どちらとも言えない.          20.5% 

どちらかといえば，ある       50.8% 

ある                    17.7% 

4.2% 

7.7% 

24.1% 

48.0% 

16.0% 

原子力発電所をどのようにするべきとお考え？ （2050 年で

も使用する～即時停止する） 

2050 年においても利用する    19.0% 

2050 年までに利用をやめる     9.0% 

2040 年までに利用をやめる     6.0% 

2030 年までに利用をやめる    25.0% 

即時に利用をやめる          20.0% 

わからない                  20.0% 

15.9% 

8.9% 

7.4% 

25.1% 

21.3% 

21.4% 

原子力発電所事故が起きた後，自宅，地域，職場で省エネ

を進めなければいけないと感じましたか？ 

感じていない                 3.4% 

どちらかといえば感じていない  5.0% 

どちらとも言えない           15.6% 

どちらかといえば感じている   39.9% 

感じている                  36.0% 

5.2% 

6.8% 

19.9% 

41.9% 

26.2% 

待機電力を消費する機器について，マメに電源を切りまし

たか？ 

検討しない                  37.8％ 

検討した                    62.1％ 

43.7% 

56.3% 

家庭にスマートメーターを設置して，消費実態によって時間

帯別電力料金を設定し，家庭での電力料金の削減を図るサ

ービスに参加しますか？ 

恐らく検討しない            36.6％ 

恐らく検討する              63.4.％ 

39.6% 

60.4% 

家庭部門の電力小売り自由化の方針を知っているか 知らなかった                56.0％  

知っていた                 43.0％ 

60.0％ 

40.0% 
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家庭部門の電力小売り自由化を歓迎するか 自由化する必要がない       1.4％ 

どちらかといえば必要はない   4.0％ 

どちらとも言えない           25.0％ 

どちらかといえばするべき    36.0％ 

自由化するべきである        32.0％ 

2.9% 

6.7% 

33.2% 

33.8% 

23.4% 

自立分散型のエネルギー利用の仕組みを進めるべきか そうは思わない            1.9％ 

どちらかと言えば，思わない    4.6％ 

どちらとも言えない           30.8％ 

どちらかといえば，そう思う    46.6％ 

そう思う                     15.9％ 

2.5% 

4.9% 

35.2% 

43.2% 

14.2% 

今後新たな熱とエネルギーの利用に関するパブリックコメン

トに意見を述べる 

恐らく提出しない             37.8% 

提出するかもしれない        49.3% 

提出したい              12/9% 

41.2% 

46.6% 

12.2% 

今後新たな熱とエネルギーの議論をする場に立候補する 恐らく応募しない           70.4% 

応募するかもしれない       23.8% 

応募したい                   5.7% 

70.7% 

24.1% 

5.3% 

今後新たな熱とエネルギーの議論をする場に選出されたら

快諾する 

恐らく参加しない           59．5% 

参加するかもしれない        32．7% 

参加したい               7．8% 

59.0% 

33.7% 

7.3% 

電力会社による再生可能エネルギー事業を推進するグリー

ン電力基金に出資した 

ない                       92．7% 

ある                         7．2% 

92.9% 

7.1% 

市民による再生可能エネルギー事業を推進する市民ファン

ドに出資した 

ない                       98．0% 

ある                         2．0% 

98.2% 

1.8% 

 

このような行動は、短期的なエネルギー不足への対処として捉えるのではなく、より長期的な地球

環境への関心が要因となっている点にも注意すべきである。地球温暖化に関心がある被験者が、東

日本で 68.5%、西日本で 64%、時間をかけても脱原発が望ましいと考える被験者が 60%以上であるこ

とからもこれは窺える。 

地域資源を活用する分散型エネルギー利用を、東日本では62.5%、西日本では57.4%の被験者が

歓迎していることから、環境と共生する重要性が社会に浸透するなど、環境意識が高まっていること

が考えられる。また、市民不在のまま政府主導で決定・導入されてきたエネルギー関連制度に、設

計段階から関与する意欲も高い。熱とエネルギーの利用に関するパブリックコメントを通して行政の

政策決定プロセスに参画する可能性のある被験者が、東日本では 60%以上、西日本では 58%以上と

なっていることが、その表れである。 

ただし、市民が意欲的に出資するには、RE 事業の経済性が実現かつ十分に認識されなければ

ならない。電力会社による再生可能エネルギー事業を推進するグリーン電力基金や、市民による再

生可能エネルギー事業を推進する市民ファンドに出資した人は、アンケート実施当時、東西とも大

変少なく数パーセントに満たなかった。 
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3.2.4 分散共分散モデル（MIMIC） 

MIMIC は、Multiple indicators multiple causes の略称で、測定方程式に基づく因子分析と構造方

程式に基づくパス解析を統合した方法である。分散共分散モデル（ANCOVA）の一種であり、複数

グループにおける観測変数のｙ切片との接点と因子の平均値の違いを「共変量」として計測が可能

である。因子負荷量、残差の分散共分散、因子の分散共分散を全グループが共通であることが前提。

つまり、グループが複数あったとしても測定モデルとその分散共分散行列は一つである。比較的サ

ンプルサイズが小さくても解析可能である。今回は、複数の因子を束ねる高次因子を含めた「高次

因子分析」を適用する。低次因子をマーカーインディケータ―とし、測量単位は低次因子に準ずる。

低次因子、高次因子、観測変数、誤差変数から成る構造方程式は、一般的な検証的構造方程式の

場合は、全て Y 因子となり、低次因子への高次因子の因果関係を推定する。MIMIC モデルの場合

は、因果関係を内生変数間の相関関係を示すβ行列から推定できる。 

また、ここで用いる構造モデルは客観的な観測変数（性別、年齢、年収等）が因子の要因となり、

心理学の研究よりも、むしろ工学、経済学で利用されることが多い。モデルの適合度を高くするため、

ひとつの因子から影響を受ける観測変数や因子が複数あること、高次因子が二つ以上の低次因子

と因果関係があり、その低次因子は互いに無相関であること、が望ましいとされている。 

 

3.2.5 離散選択型モデル-プロビットモデル 

離散型分布を取る質的データを解析する場合、回帰分析の考え方を応用した確率モデルにもと

づく、プロビットモデルを使うことが多い。プロビットモデルは、社会調査等で観測した結果、ある対

象者が複数の選択肢から特定の答え𝑦𝑖 = 0、1、2 ⋯ 𝑖 を選択する確率を示す。人の選択は、直接

観測することができないため、どの選択肢を選ぶかを決めている仮想的な因子𝑦𝑖
∗ を 

 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖

′𝛽 + 𝜀𝑖 

 

で表す。𝑦𝑖
∗ は説明変数 𝑥𝑖 と誤差項 𝜀𝑖 の和となっており、𝑦𝑖

∗ は 𝑦𝑖 によって、それぞれ 

𝑦𝑖 =  0    𝑦𝑖
∗ ≤ 0     

𝑦𝑖 =  1    0 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝛼𝑗−1    

𝑦𝑖 = 2     𝛼𝑗−1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝛼𝑗  

⋮ 

𝑦𝑖 =  𝑗    𝛼𝑗 < 𝑦𝑖
∗ 

 

となる。例えば、ある活動の結果として確認できる効用のレベルが𝑖 想定できるとき、活動をやったと

きとやらない時の効用の差（𝑦𝑖
∗ = U1 − U0）を 

 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖

′𝛽 + 𝜀𝑖 
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で定義した場合、𝑥𝑖をやると決めるのは、𝑦𝑖
∗の符号がプラスの時である。𝑦𝑖 ≥ 1になるのは、 

 

−𝜀𝑖 ≤ 𝑥𝑖
′𝛽 

 

である。誤差項𝜀𝑖の標準正規分布を仮定して、F を標準正規分布の累積分布関数 

 

∅(𝑧) = ∫
1

√2𝜋

𝑧

−∞

𝑒
−𝑥2

2⁄ 𝑑𝑥 

 

としたとき 𝑦𝑖 = 0、1、2 ⋯ 𝑗 となる確率は、 

  𝑃(𝑦𝑖 = 0|𝑥𝑖) = 1 − 𝐹(𝑥𝑖
′𝛽) 

  𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖
′𝛽) − 𝐹(𝑥𝑖

′𝛽 − 𝛼1) 

  𝑃(𝑦𝑖 = 2|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖
′𝛽 − 𝛼1) − 𝐹(𝑥𝑖

′𝛽 − 𝛼2) 

  𝑃(𝑦𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖
′𝛽 − 𝛼𝑗−1) − 𝐹(𝑥𝑖

′𝛽 − 𝛼𝑗) 

尤度関数の対数をとり、最大にすることによって最尤推定量�̂�と�̂�を求め、それぞれの確率を導き出

す。 

 

3.3 計算結果 

 

3.3.1 市民の主観的意識と社会的受容性を評価するモデルの概要 

本章は、地域資源を使った環境に配慮した RE による発電に対する市民の主観的意識と社会的

受容性を明らかにするため、まず既往研究に示されている、出資意欲、意思決定への参加意欲、温

暖化・エネルギーなどへの問題意識、電力自由化への支持などの主観的意識の因果関係を明らか

にする（ステップ１）。次に、得られた潜在意識（潜在変数）とその他の主観的意識が、RE発電促進賦

課金への支払意思額に与える影響を把握し、RE の社会的受容性について考察する（ステップ２）。 
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図 3-1 評価モデル 

 

(1) 主観的要因の因果関係の分析 

アンケートによって得られた主観的要因を、被験者が有する潜在的意識を仮定して分析する。こ

こでは、RE に対する市民の選好や行動を構成する重要な要素と考えられる「RE への出資意欲」、

「政策決定プロセスへの参加意向」、「地球環境への関心」、「電力自由化への意向」を潜在変数とし、

共分散構造方程式モデルにて潜在変数の特定化を行った。先に記した通り、このモデルは、測定

方程式に、潜在変数を説明変数として導入することで、類似した傾向を示す観測変数をまとめること

ができること、潜在変数の間で因果関係を検討すれば、多くの変数間の関係を直接扱うより効率が

よいことで知られる。また、潜在変数は客観的に計測される被験者の社会経済属性で説明され、そ

の関係は構造方程式とよばれる。一方、潜在変数を説明変数とし、主観的意識を被説明変数として

表現される関係式は測定方程式とよばれる。なお、モデル推定には LISREL9.2 を使用した。 

構造方程式および測定方程式は以下のように表される。 

 

[構造方程式] 

𝛈𝑖 = 𝐁𝛈𝑗 + 𝚪𝐱𝑖 + 𝛇𝑖 (1)  

 

[測定方程式] 

𝐲𝑖 = 𝐊𝛈𝑖 + 𝚲𝐱𝑖 + 𝜺𝑖 (2) 

 

ここに、個人𝑖について、𝛈𝑖は潜在変数ベクトル、𝐱𝑖は客観的変数ベクトル、𝐲𝑖は主観的意識を示す

観測変数ベクトルである。𝐁行列は潜在変数の内生変数間の因果関係を示す未知パラメータベクト

ル、𝚪行列は内生変数と外生変数の因果関係を示す未知パラメータベクトル。𝚲は因子負荷量の未

知パラメータベクトル、𝐊は潜在因子の平均値を示す未知パラメータベクトル。𝛇𝑖、𝜺𝑖は誤差変数ベ

クトルである。 

 

ステップ２ 

社会的 

優先課題 

社会経済 

属性 

地球環境

への関心 

出資意欲 

施策策定

参加意向 

電力自由化 

RE効用関数 

ステップ１ 

観測変数 

潜在変数 
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< -------------- 構造方程式-------------> <---------------測定方程式---------------> 

 

図 3-2: 分散共分散モデル 
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観測変数とパス係数を表3-3に、客観的変数と潜在変数の因果係数を表3－4、 仮定した潜在変

数の構造を図3-3 に示す。表 3-3 に示される通り、全てのパスが有意水準 5％で帰無仮説が棄却さ

れ統計的有意に推定されている。潜在因子のマーカーインディケータとして使用した観測変数は東

西で同じ、「地球温暖化問題に関心はありますか？」、 「原子力発電所事故が起きた後、自宅、地

域、職場で省エネを進めなければいけないと感じましたか？」、 「家庭部門の電力小売り自由化の

方針を知っていましたか？」、「今後新たな熱とエネルギーの利用に関するパブリックコメントに意見

を述べますか」、「電力会社による再生可能エネルギー事業を推進するグリーン電力基金に出資し

ましたか」の４つで、それぞれ「１」に設定した。この測定モデルにおいて観測変数はいずれも一つ

の因子に所属するものとし、観測変数と因子の残差は無相関とし、因子の間も相関関係はないもの

とした。Lisrel 9.2 の最尤度関数を用いてサンプルとモデルの分散共分散行列の違いを最小値にな

るように導き出した。各変数（パラメータ）の標準偏差は有意だった。また、因子負荷量はいずれも大

きく、観測変数と因子の相関関係が強いことが確認できた（表 3-3）。更に図 3-3 の通り、因子間の因

果関係も確認された。 

構造方程式の因果係数を示している表 3-4 より、東日本において性別や世帯の人数が人々の判

断に与える影響が強いことが見て取れる。つまり地球環境への関心が高い女性の方が、日常的な

節電意識も強いことが分かる。ただ、政策決定プロセスについては、男性のほうが日頃から職業上

慣れているため、積極的に参加しやすい。更に大所帯であるほど地球環境への関心が高く、日常

的な節電意識も高い。ただ、一人当たりの可処分所得が低くなることからか、RE への出資意欲は低

い。電力自由化など、多少一般家庭での話題としては、取り上げにくいと思われるものについては、

やはり学歴が高い被験者や年齢の高い人による支持が確保しやすい。尚、RE への出資意欲は、建

物構造が集合住宅ではなく、戸建てであれば、高いことが読み取れる。 

西日本の結果も類似するが、政策決定プロセスには、むしろ女性のほうが積極的に参加する傾向

が窺え、電力自由化への支持と節電意識の高さから、地元のエネルギーや環境への意識をリードし

ている姿を示している。 電力自由化も年齢の若い被験者が支持する傾向が窺え、この点も東とは

異なる。 
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表 3-3： 観測変数とパス係数（測定方程式） 

潜在変数 観測変数 パス係数 

東日本 

パス係数 

西日本 

地球環境 

への関心 

地球温暖化問題に関心はありますか？ 1.00 1.00 

原子力発電所をどのようにするべきとお考えですか？ （2050 年でも使用する

～即時停止する） 

0.99* 0.31* 

日常的な 

節電意識 

原子力発電所事故が起きた後，自宅，地域，職場で省エネを進めなければい

けないと感じましたか？ 

1.00 1.00 

待機電力を消費する機器について，マメに電源を切りましたか？ 0.24* 0.54* 

家庭にスマートメーターを設置して，消費実態によって時間帯別電力料金を設

定し，家庭での電力料金の削減を図るサービスに参加しますか？ 

0.34* 0.71* 

電力自由化への意向 家庭部門の電力小売り自由化の方針を知っているか 1.00 1.00 

家庭部門の電力小売り自由化を歓迎するか 0.62* 1.69* 

自立分散型のエネルギー利用の仕組みを歓迎するか 1.28* 1.77* 

政策決定プロセスへの参加意

向 

今後新たな熱とエネルギーの利用に関するパブリックコメントに意見を述べる 1.00 1.00 

今後新たな熱とエネルギーの議論をする場に立候補する 1.25* 1.19* 

今後新たな熱とエネルギーの議論をする場に選出されたら快諾する 1.22* 1.24* 

RE への 

出資意欲 

電力会社による再生可能エネルギー事業を推進するグリーン電力基金に出資

した 

1.00 1.00 

市民による再生可能エネルギー事業を推進する市民ファンドに出資した 0.72* 0.46* 

注：'*' 5％有意水準を満たす 

 

図 3-3 は、潜在変数間の関係を示している。図から東日本では、「地球環境の問題」から「政策決

定プロセスに参加する意欲」へのパスは有意に正に推定されており、気候変動やエネルギー問題

を強く意識する回答者ほど、熱とエネルギーの利用に関する議論に参加する意欲が高いことがわか

る。「政策決定プロセスに参加する意欲」から「電力自由化への意向」へのパスも有意に推定されて

おり、政策策定への参加を希望する回答者は、家庭部門の電力小売り自由化や、自立分散型エネ

ルギー利用を促す役割を担うことが分かる。 
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表 3-4： 客観的変数と潜在変数の関係（構造方程式） 

潜在変数 客観的変数 因 子 負 荷 量 

東日本 

因子負荷量 

西日本 

地球環境への

関心 

性別 (0:男性 1:女性) 0.24 * 0.07 * 

年齢  0.02 * 0.17 * 

年収 0.03 0.01 

最終学歴 (0:小学・中学 1:高校 2:短大・高専3:大学・大学院)  0.09 * 0.07 * 

世帯の人数 0.04 * 0.04 * 

住まいの築年数 -0.03 - 0.07 * 

持ち家 0.03 0.02 * 

建物構造 0.02 -0.02 

日常的な節電

意識 

電力自由化への意向 0.88 * 1.42* 

性別  0.23 * 0.16 * 

年齢  0.0003 -0.02 

年収 0.01 -0.009 

最終学歴 - 0.01 -0.02 

世帯の人数 0.06 * 0.04 

住まいの築年数 -0.04 * -0.04 

持ち家 - 0.02 -0.04 

建物構造 0.007 0.05* 

電力自由化へ

の意向 

政策決定プロセスへの参加意向 0.38 * 0.26* 

性別 ( -0.02 -0.02 * 

年齢  0.004 * -0.03 * 

年収 0.01 0.02 

最終学歴 0.04 * 0.02 * 

世帯の人数 -0.02 -0.01 

住まいの築年数 -0.0006 -0.02 * 

持ち家 -0.01 0.02 * 

建物構造 0.02 -0.005 

政策決定プロ

セスへの参加

意向 

地球環境への関心 0.73 * - 3.89 * 

性別  -0.35 * 0.19 * 

年齢  -0.0009 0.70 * 

年収 -0.005 0.08 * 

最終学歴 0.008 0.31 * 

世帯の人数 -0.01 0.18 * 

住まいの築年数 0.002 -0.28 * 

持ち家 -0.03 0.07 * 

建物構造 0.0007 - 0.07 * 

RE への出資意

欲 

政策決定プロセスへの参加意向 0.29 * 0.21* 

性別 (0:男性 1:女性) -0.006 -0.0002 

年齢  0.001 0.004 

年収 0.04 * -0.01 
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最終学歴 -0.02 0.014 

世帯の人数 -0.04 * -0.000 

住まいの築年数 -0.02 0.02 

持ち家 0.04 -0.03 

建物構造 -0.08 * -0.03 

エレベーター (0: ある 1:ない) -0.05 -0.05 

   注：'*' 5％有意水準を満たす 

 

更に、「電力自由化への意向」から「日常的な節電行動」へのパスは有意に推定されており、自由

化を推奨する意向が強い回答者ほど、日頃から電力消費を積極的に節約するように行動を制限す

る傾向が示されている。最後に、「政策決定プロセス参加」から「RE への出資意欲」は有意に推定さ

れており、RE 事業への出資行為は政治参加が契機となり得る状況が分かる。一方で、西日本の結

果からは、東日本と多くの潜在変数間の関係が共通するが、「地球環境への関心」が高いとむしろ

「政策決定プロセス参加意向」が低下すること示されており、やや解釈が難しい。この点については

今後も分析を進める必要がある。 
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図 3-3 (a) 潜在変数間の関係（東日本） 

 

 

 

 
図 3-3 (b) 潜在変数間の関係（西日本） 
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3.3.2 RE 発電促進賦課金の支払意思額の分析 

次に、被験者が回答した WTP が、RE に対する受容性の程度を示していると考え、支払意思額選

択モデルを構築する。その推定結果から潜在意識等の RE 受容性に与える影響を確認する。 「RE

への出資意欲」はファンドが特定する RE 発電施設の建設資金への出資を示す。一方、RE 発電促

進賦課金は全国一律の単価により各電力会社等が集めて、RE 買取費用に応じて各電力会社等に

交付金を交付されるもので、市民は特定の RE 発電（例えば地元の）ではなく全国の発電設備の発

展のための資金を政府が決めた通り供与する。 

 

（1）WTP の選択確率分布の導出 

電気料金増加分の支払意思額に影響を与える効用が正規分布に従っていると仮定すると、追加

的電気料金の各選択肢に対する選択行動はオーダードプロビットモデルによって表現できる。すな

わち、個人𝑖の、RE の導入による電気料金増額分に対する効用を𝑈𝑖とし、説明変数ベクトルを𝐗𝑖、そ

の未知パラメータベクトルを𝛃𝑖とすると、例えば、𝑘番目の金額を支払うと回答する確率は以下のよう

に表せる。 

 

𝑷𝒓𝒐𝒃(𝑘) = Φ (
𝜇𝑘+1−𝛃𝑖𝐗𝑖

𝜎
) − Φ (

𝜇𝑘−𝛃𝑖𝐗𝑖

𝜎
)  （3） 

 

ここに、Φ (∙)は標準正規分布の分布関数、𝜎は誤差項の標準偏差であり、一般性を失うことなく「1」

に固定できる。説明変数には、4.3.1 で推計された潜在変数、さらに回答者が自治体に期待する重

要施策（環境、子育て、教育、交通等）を示すダミー変数とする。なお、ここでは各変数の影響の程

度を比較するため、推定値が統計的に有意でなくてもできるだけモデルに残すこととするが、t 値が

1.0 に満たない変数は削除した。推定結果を表 4-5 に示す。被説明変数の順序は、社会調査で提

示された一月あたりのご家庭での電気料金の増加額として受け入れ可能な上限金額を「1. 追加的

な負担はしたくない. 2. 1000 円／月 3. 2000 円／月 4. 3000 円／月 5. 4000 円／月」 である。 

推定結果から、東日本では政策決定プロセスへの参加意向と地球環境への関心が有意に影響を

与えており、これらの意識が高いほど RE 発電促進賦課金支払意思額が高く、RE 受容性が高まるこ

とが分かる。また、教育政策が重要と考える被験者ほど受容性が高いことも分かる。さらに、交通政

策が重要と考える被験者ほど支払意思額が低下することは興味深い。 

 一方、西日本では、分散型発電や電力小売全面自由化に賛成する意向が高いほど RE 受容性が

高まることが分かる。統計的に有意ではないものの、自治体や市民団体が展開する地域新電力会

社等の RE 事業への出資意欲が高いほど RE 発電促進賦課金の WTP が低下する傾向がある。これ

は、RE 事業への出資を別に行う場合は、賦課金の支払い意向が低下することと解釈でき、ある意味

で現実的な意識とも受け取れる。また、西日本でも教育政策が重要であると考える被験者ほど RE受

容性が高く、教育を重要視する被験者は地域を問わず RE に対する理解が深いことは興味深い。 
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表 3-5：オーダードプロビットモデルの推定結果 

説明変数 

推定値 

東日本 西日本 

推定値 t 値 推定

値 

t 値 

横浜市ダミー -0.03 -0.6   

北九州市ダミー - - 0.02  0.4 

潜在変数 

日常的な節電意識 - - 0.28  1.7 

電力自由化への意向 - - 1.24  4.2 

政策決定プロセスへの

参加意向 

1.08 6.0 - - 

RE への出資意欲 - - -0.62  -1.7 

地球環境への関心 0.66 4.4 - - 

自治体に期待する重要施策（主観的意識） 

「子育て」ダミー - - 0.09  1.3 

「教育」ダミー 0.20 2.2 0.19  2.1 

「交通」ダミー -0.29 -3.2 - - 

「環境」ダミー 0.14 1.8 0.08  1.0 

閾値1 (𝜇1) -1.27 -25.6 -1.30 -32.5 

閾値2 (𝜇2) -0.73 -16.4 -0.70 -20.7 

閾値3 (𝜇3) 0.55 12.7 0.61 18.3 

閾値4 (𝜇4) 1.53 27.9 1.55 35.3 

サンプル数 1,794 2517 

初期尤度 -2887.3 -4047.7 

最終尤度 -2446.0 -3405.0 

修正決定係数 0.149 0.156 

注：'*' 5％有意水準を満たす 

 

尤度比検定の結果、修正決定係数ρ値が東日本は 0.149、西日本は 0.156 で、モデルの適合度

は決して小さくない。また、モデルから得られた理論値が観測値と一致する的中率は東日本で 0.46、

西日本で 0.48 とそれなりに高かった。 
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3.4 政策への考察 

ドイツでは、RE 発電所の半数が市民等コミュニティからの出資を受入れているが、日本でも

同じように RE の社会的受容性が増し、市民も設置に好意的に関わる分散型電力供給システ

ムが発展し得るか解析した。 

電力の供給地域によって市民の思惑が異なることを想定して、標本を東日本と西日本それ

ぞれに分けたところ、いずれも従来の電力システムからの転換を図る RE 導入の関連施策やサー

ビスを支持していたが、この傾向は原発被害が大きかった東日本の方が強かった。 

次に共分散構造モデルを用いて、自ら建設や運営などの意思決定に関わる準備が整うことで、市

民が持つ RE の効用が高まり、ゆくゆくはドイツのように RE の設備投資が増加し得ることが東日本と

西日本の両方で確認できた。その際、政策策定プロセスには東は男性が、西は女性が参加する意

向が高く、キーパーソンが異なることが明らかになった。また、東は学歴が高く年齢が高い人ほど、

RE の発展を後押しする「電力自由化」を支持する傾向にあったが、西は逆に若い人ほど支持するこ

とが明らかになった。但し、設問中の電力自由化の説明では情報が不足し十分ではないため、被験

者には電力自由化に関連する政策を理解しないで返答した可能性も高く、この解釈には注意を要

する。 

最後に社会的受容性が高い場合、RE 発電促進賦課金の WTP も高いと仮定した上で、共分散構

造モデルから明らかとなった環境・エネルギーに対する市民の意識構造や自治体に期待する施策

と RE の効用をオーダードプロビットモデルの説明変数として組み込み WTP の意思決定に影響が

あるか解析した。その結果、東日本の都市は地球環境への関心が高くエネルギー政策策定に参加

する意欲的な人ほど RE 発電促進賦課金の WTP が高いことが示される一方、西日本はむしろ政府

が全国的に進めようとする分散型発電や電力小売全面自由化を理解・支持する姿勢が WTP に影響

を与える等、地域差が認められた。ただ、いずれの地方も自治体の重要施策として教育を重視する

人ほど WTP が高い事が確認されたのは興味深い。 

市民が出資した結果、還元される金銭的、非金銭的な便益として望むものを、より具体的かつ明

確に提示して、投資喚起に資する程度を探る必要がある。非金銭的な便益を計測する研究は、例え

ば防災や地域の自立や連帯などをあげるものが増している。次章では、前者に関連して RE の議論

では頻出する原発リスク及び気候変動リスクとの関連性について見ていく。 
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第 4 章 損失回避 

 

4.1 概要 

リスクを分析する研究は数多く進められているが、中でもリスク認知は政策担当者が社会に

変化を齎す政策を選択する時に利用する概念であり、企業が重要な経営判断を下す時や社

会構造を変え得る画期的なサービスや技術への消費者の支払意思額を特定する際に使われ

る事が多い。技術の市場投下により社会や経済に対して高い便益が期待でき、しかも規制当

局も社会に信頼されていれば社会的受容性が高まるが、逆に環境を害し損害を正す費用が

大きければ受容性が低減する [41,42]。 Cultural cognition theory によれば、リスクに対する

主観的意識は個人が潜在的に抱える人生感と深く関係する。つまり、不確定な未来、観測不

能な事態等に対して個人が覚える制御しきれない恐れ、説明できない不安感、致命的な事態

が発生する可能性への嫌悪感などが該当する[43,44]。年齢、性別、所得、教育レベルと信念

によってリスクに対する個人の意識が異なるという研究結果もある[45,46]。 

古典経済学では、人間は合理的に行動するエージェントであるという見方が一般的で、期

待効用理論はリスク状況下にある実際の人間の意思決定を表していると見なされていた。しか

し、アレのパラドクスで知られるモーリス・アレらの研究[47]によってそうではない人間の非合理

的な行動が明らかとなり、行動経済学の一学派プロスペクト理論においても、実験と観察を重

視することでより現実的な立場をとるようになった。不確実性下において人間は目の前に利益

がある場合、利益が手に入らないというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そ

のものを回避しようとする傾向(損失回避性)がある[48,49]。 

本章は、人々が示す RE 発電促進賦課金の WTP にリスクが与える影響をプロスペクト理論

の観点から論じた上で、電力制度改革を支援する意欲とリスクの関係を示す。解析結果は都

市によって異なるのだろうか。本研究は、以上の課題を定性的かつ定量的に分析することを目的と

する。  

 

4.1.1 気候変動リスク 

気候変動は現代と次世代の健康と厚生に深刻な影響を長い期間与え得る危機である。 環

境省によるリスク評価では、将来的に 2.1～4.0 度の気温上昇が全国的に広がるが、特に北部

地域の気温上昇がかつてない程度上昇し、九州と西日本そして日本の北部では真夏日が増

え強い豪雨を経験する頻度が増すだろう [50]。 北部地域は水不足が頻発し、洪水とそれに

起因する土砂崩れにより表層土が流れ、土壌の浸食が顕著となる。生態系の変化により動物

や植物がよりよい環境を求めて北方に移動する。米作は豊作となるが、品質が低下する予想。

京都議定書の批准過程において、このような気候変動リスクが研究で明らかになり、その後の

日本の気候変動とエネルギー政策の策定に影響し、地球温暖化対策推進本部が京都議定

書の実施にあたり、内閣に設置され、温室効果ガスのインベントリの作成に努めている。省エ

ネ対策が日本の京都議定書における目標達成には重要だが、1960 年代の石油ショック対策

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8A%B9%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8A%B9%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%90%8D%E5%A4%B1%E5%9B%9E%E9%81%BF%E6%80%A7&action=edit&redlink=1
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で多くの省エネ活動を進めてきた国内事業者の間で、なかなか取組む機運が高まらなかった。  

 

4.1.2 原発リスク 

日本は福島第一原子力発電所の事故まで化石燃料の不足を環境配慮があるとされた原子

力発電で代替してきた。かつて地域電力会社 9 社の電源構成は 30-54％を原子力が占め、

政府は 2010 年のエネルギー基本計画において 2030 年までに構成比率を石炭 11％、石油

2％、原子力 52％に改める原発擁護の方針を打ち出していた。これが福島第一原発の事故以

降は、気候変動対策として有効だった原子力発電に依存する立場を見直すために、電源構

成の目標値を改めている[51]。一時期、革新的な技術として期待されていた原子力発電が、

改めて放射能汚染など高いリスクを伴う技術として世論が疑問視することとなった。 

 

(1) 放射能 

癌リスクが高いとされる 1 mSv の放射能が、事故直後、福島県を中心とする半径 30 キロ圏

内の海水と大気で測定され、汚染された牧草地を食む家畜から作られた乳製品や肉製品の

二次汚染につながった。茶葉やシイタケ、海藻からも高いレベルの放射能が測定され、国内

および海外の消費者の福島産品の非買運動に発展した。住民はこれら放射能汚染レベルが

高い地域から避難し、農家や漁業関係者は市場へのアクセスが削がれ、経済的に困窮するこ

ととなった。事故現場から 50 キロ圏内のいわき市の放射能レベルは 300 キロ離れている川崎

市や横浜市、600 キロ離れている名古屋市よりも 2017 年になっても依然高く、原子力発電所

周辺に居住するリスクが明らかになっている (図 4-1(a)、(b)) [52]。  
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図 4-1(a) 5 つの都市の放射能汚染レベル (2013–2017) 著者が原子力規制委員会のデータベース

から作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1(b) 5 つの都市の所在地 
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(2)避難生活から生じるストレス 

放射能汚染の結果、避難勧告が出され、福島県からの避難者数は 2012 年 5 月には

164,864 人まで上り、2017 年 7 月には多くの県民が避難解除のため無事郷土に戻り、その数

は 57,638 人まで減少したが、同県のかつての人口の 3％は避難したままだった。[53,54]。 

 

(3) 電力使用料の値上げ 

2012 年から 2016 年にかけて全国の原子力発電所 18 か所（原子炉 51 基）全てが津波と地

震の対策が整備されるまで運行停止となった。 規制当局が新たな原子炉の導入基準や既存

の原子炉の運用基準等を見直し、新しく導入された規制に合格した原子炉から順に再稼働す

ることとなった。2020 年 6 月、合格した原子炉は 9 か所、12 か所が審査中であった（図 4-2(a)）。

東京電力福島第二原子力発電所は申請していない[55]。東京電力はかつて 9 つの地域電力

会社で最も多い 19 基の原子炉を運用し、原子力発電が電源構成比率の 31%を占めていた。

また、九州電力は原子炉を 6 基（電源構成比率の 46%に相当）、中部電力は 5 基（電源構成

比率の 15％に相当）を運用していた。 

 

 

図 4-2(a) 原子力発電設備の分布図（出典：電気事業連合協会） 
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図 4-2(b) 地域電力会社の電力料金の推移（東京電力及び九州電力の IR 資料より筆者が作成） 

 

 

東京電力の電力料金は平成 22 年と比べ、平成 27 年には電灯が 29.4%、電力が 42.6% 上

昇している[56]。一方、九州電力の料金は電灯が 27.3% 、電気が 36.09%上昇している[57,58]。

東京電力の値上げ率が、原子力発電の電源構成比率が高い九州電力よりも更に高かった事

実は、原子力の代替燃料への切り替え以外にも値上げ要因が存在したことを明示する。  

 

 

4.3 計算方法と結果 

 

4.3.1 RE への支払意思額の質問と提示額  

日本政府は太陽光や風力、地熱などの RE の普及を図るため電力会社に REによって発電された

登録発電事業者（個人含む）の電気を一定期間、固定価格で買い取ることを義務付けている。RE の

調達にかかる費用は全国一律の単価により電力会社等が電気使用者の電気料金とともに賦課金と

して回収し、それを電力会社からいったん預かった費用負担調整機関から RE 買取費用に応じて各

電力会社等に交付される仕組みとなっている。 

本研究では、電気使用者が RE 導入による電気料金増加分として支払可能な額（WTP）を調べる

ため、ウエブによるアンケート調査を2012年と2013年の二回実施した。最初の調査を実施した2012

年10月時点では、FIT が導入されて 3 ヶ月と間もなかったため、まだ消費者の制度に対する理解が

浅かったことから、非市場財の価値を貨幣尺度で計る手法の一つである仮想的市場評価法（CVM）

に基づいて WTP を推定することとした。CVM は、アンケート調査を用いて人々に WTP を直接尋

ねることで、市場で取り引きされていない財（効果）の価値を計測する手法である。 
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(1) 損失回避性の定義 

古典経済学では、人間は合理的に行動するエージェントであるという見方が一般的で、期

待効用理論はリスク状況下にある実際の人間の意思決定を表していると見なされていた。しか

し、アレのパラドクスで知られるモーリス・アレらの研究によってそうではない人間の非合理的な

行動が明らかとなり、行動経済学においても、実験と観察を重視することでより現実的な立場

をとるようになった。不確実性下において人間は目の前に利益がある場合、利益が手に入らな

いというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする傾向

(損失回避性)がある。選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それらの起こる確率

が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデルを Kahneman、

Tversky[48]がプロスペクト理論として発表している。 期待効用仮説に対して、心理学に基づ

く現実的な理論として展開されたモデルである。損失を回避するために取るリスクの裏には、

自分の所有物を減らしたくない心理（保有効果）が影響する。 

 本章のテーマである原発リスク及び気候変動リスクを前にしたとき、人がどのように意思決定

し行動するか、多くの文献は期待効用理論を好んで解析に用いる。元来、プロスペクト理論は

リスク状況下にある個人が他者の思惑や社会通念を意識しないで意思決定することを想定し

ており、大きな社会問題であり政府や社会組織の議論で行動指針が決まる気候変動問題、原

発問題の分析には適していない[59]。つまり、環境問題の議論で頻出する外部性を内部化し

て市場の原理で問題をコントロールする集団的な決定プロセスは、個人のリスク状況下の意思

決定プロセスとは大きく異なるからである。ただ近年、理論を重視した記述的分析であることが

多いが、個人による太陽光発電設備への投資意欲「60」、個人による FIT への投資意欲「61」

などプロスペクト理論を用いた研究が発表されるようになってきた。 

プロスペクト理論の特徴は、富の絶対値ではなく、事象から発生する利得(gain)或いは損失

(loss)によって価値が決定される点にある。その為、参照点という概念を使って保有効果から由

来する損失(loss)を回避しようとしているのか、或いは利得(gain)を失うリスクを回避しようとして

いるのか、を判断する。通常、参照点は現状を指すことが多く、参照点よりも好ましい状態であ

る「利得」が手に入らないリスクを回避する傾向と、参照点よりも「好ましくない」状態である「損

失」を回避する傾向がある。 

Kahneman、Tversky らはリスク状況下の価値関数 𝑉 は価値𝑣(𝑥)と発生確率によって算出

される重み𝑤(𝑝)から算出する。 

 

𝑉 ≡ ∑ 𝜋(𝑤𝑗)𝑣(𝑥𝑖)𝑚
𝑖=1      (1) 

𝑣(𝑥𝑖) ≡ 𝑥∝・・・ 𝑥 ≥ 0     (2) 

     −𝜆(−𝑥)𝛽・・・𝑥 < 0  (3) 

 

𝑥 ≥ 0 は利得、𝑥 < 0は損失を意味する。αとβは未知のパラメータで0 ≤ 𝛼 ≤ 𝛽 ≤ 1。𝜆は

損失回避のパラメータであり、保有効果の影響で利得よりも損失の方が価値の変化が大きい

ため、𝜆 > 1 である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8A%B9%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8A%B9%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%90%8D%E5%A4%B1%E5%9B%9E%E9%81%BF%E6%80%A7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9F%E5%BE%85%E5%8A%B9%E7%94%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6
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図 4-3：プロスペクト理論の価値関数 

 

上図の通り、被験者は一般的に発生する確率が小さい事象の重みを過度に、確率が低い

事象を過少評価しがちなため、𝜋(𝑤𝑗)は参照点からの距離が遠い、つまり極端に大きな利得

や損失、の場合は小さくなるため、価値関数は S 字形となる。 

本研究で実施した社会調査では、被験者は「化石燃料（石炭、天然ガス、石油）による発電が

増加し、地球温暖化の原因となる CO2の排出量が（今後）増える」危険性、つまり環境が破壊され「損

失」が発生するリスクへの見解を再生可能エネルギー技術への支払意思額を通して明らかするよう

に求められている。WTP から被験者ひとりひとりの「損失回避性」が確認出来る。 

 

 

 

価値 

利得 損失 

参照点 
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(2) CVM 調査の質問方法と結果 

CVM 調査における質問方法には幾つかの種類がある。今回は、さまざまな WTP の選択肢から

回答者が一つを選択する方式である、支払カード方式を採用している。支払カード方式では「範囲

バイアス」、つまり回答者が両端の値を避けて中央に近い値を選択する傾向が指摘されているが、

今回は調査の簡便性からこの方式を採用した。ここで、“追加的な負担はしたくない”と回答した被験

者は、支払意思額が 0 円以下、つまり、風力発電などの場合のように、再生可能エネルギー敷設に

関わる環境への影響を補償して欲しいと、解釈する。 

図 4-4 は、得られた回答値の分布を示している。図より、いずれの地域も 2000 円/月が最も多く、

西日本の方がややばらつきが小さいが、地域間でそれほど大きな差は見られない。 社会調査の

なかで被験者に説明したRE発電促進賦課金の予定水準である 150円／月よりも人々のWTP
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（中央値）が高かったことが窺える。 

 

 

図 4-4：2012 年の WTP の分布 

 

2013 年の調査では、WTP の中央値が 1000 円だったが、これは FIT が導入されてから一年が経

過し、各世帯が RE 発電促進賦課金を毎月支払った経験が影響して、図 4-6 に示したように参照点

が移動した事が原因と思われる。ただ、FIT に対する理解度と、企業や個人による再エネ設備の設

置が増加し、便益が感じられる時期である。原子力発電は「即時、利用をやめるべき」と調査票に答

えた比率が 2012 年の 30％から 20.8％に低下している事から損失回避性が幾らか下がっているこ

とも否めない。前年度と同じように地域間で大きな差は見られない。 

 

 

図 4-5：2013 年の WTP の分布 
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図 4-6(a): 2012 年の WTP の価値関数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6(b): 2013 年の WTP の価値関数 

 

4.3.2 データの単純集計 

次に、WTP の意思決定の背景にある被験者の考えを明らかにするため、回収された調査票

を一つ一つ詳細に見ていく。一般的に気候変動問題は不確実性が高く、個人的な問題として

感じにくいため、市民の理解が獲得し難いとされるが、今回の調査の対象だった三重県を除く

4 つの自治体の被験者はいずれも気候変動問題への関心度が高く、60％以上が何等かの関

心を示している。(表 4-1)。中央政府によるこれまでの普及活動が成功したといえる。一方、原

価値 

利得 損失 

参照点（2012年 FIT導入直後） 

RE発電促進賦課金 

の支払 

価値 

利得 損失 

参照点（2013年 FIT導入後一年経過） 

RE発電促進賦課金 

の支払 
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発の稼働停止に対する意見は全ての自治体において一致した考えがなく、4 人に 1 人は判断

しかねており、22-28％は即時停止を適当とし、まとまりがなかった。 

また、ノンパラメトリック検定のひとつ、ピアソンのカイ二乗検定を使って原発事故によって計

画停電など直接的な被害に遭った東京電力管轄地域（川崎市と横浜市）と電力料金の微増な

ど間接的かつ軽微な影響であった他の地域電力会社の圏域（名古屋市と北九州市）に被験

者を分類し、「福島原発事故後の節電行動」、「自宅の電気機器の電力消費量の把握」、（表

4-5）について二つのグループを比較したところ、違いが確認できた。 川崎市及び横浜市の

2012 年のアンケート調査の被験者は事故後、より一層職場において省エネ行動が進めるよう

になっている（川崎市：76％、横浜市 67％）。他方、名古屋市と北九州市の被験者はアンケー

ト前と行動は、前者が 73％、後者が 75％変化していないと答えている。2013 年にもこの傾向

は続いている。 

四都市全てで電力料金の請求書を確認する行為は一般的だったが、2012 年に川崎市で

71.4％、横浜市で 72.4％と名古屋市 68.0％、北九州市（66.5％）よりも高かったが、翌年には

差が見られないようになった。 

更に「電力自由化への考え」において対象都市を比較したところ、東京電力の管轄する地

域（川崎市 72.8％、横浜市 67.9％）の被験者が支持する確率が高く（名古屋市 58.2％、北九

州市 56.3％）、2013 年にも同じ傾向が見られた。 
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表 4-1：回答票の集計値 

 

設問 χ

2 

                     川崎 横浜 東電 名古屋 北九州 東 電 以

外 

地球温暖化問題に関心はあり

ますか？  

 ない                      4.1% 

どちらかといえば、ない         7.6% 

どちらとも言えない           19.2% 

どちらかといえば，ある        51.8% 

ある                    17.3% 

3.5% 

5.1% 

18.5% 

50.6% 

22.1% 

3.8% 

6.3% 

18.9% 

51.2% 

19.7% 

3.9% 

8.1% 

24.3% 

48.0% 

15.5% 

3.6% 

7.5% 

24.4% 

47.6% 

16.7% 

3.7% 

7.8% 

24.4% 

47.9% 

16.2% 

原子力発電所をどのようにする

べきとお考えですか？ （2050

年でも使用する～即時停止す

る） 

 2050 年においても利用する    10.6% 

2050 年までに利用をやめる    21.8% 

2040 年までに利用をやめる    10.2% 

2030 年までに利用をやめる     6.3% 

即時に利用をやめる          28.5% 

わからない                  22.5% 

10.6% 

21.0% 

9.9% 

6.4% 

28.8% 

23.3% 

10.6% 

21.4% 

10.0% 

6.4% 

28.6% 

22.9% 

13.2% 

8.9% 

7.0% 

25.5% 

23.0% 

22.5% 

16.1% 

7.3% 

7.1% 

25.9% 

24.2% 

19.4% 

14.7% 

8.1% 

7.1% 

25.7% 

23.6% 

20.9% 

原子力発電所事故が起きた

後，自宅，地域，職場で省エネ

を進めなければいけないと感

じましたか？ 

* 感じていない                 3.3% 

どちらかといえば感じていない  5.2% 

どちらとも言えない           14.4% 

どちらかといえば感じている   40.4% 

感じている                 36.7% 

5.2% 

6.8% 

19.9% 

41.9% 

26.2% 

3.3% 

5.0% 

13.9% 

39.8% 

38.0% 

19.8% 

18.5% 

36.8% 

17.8% 

6.9% 

21.8% 

18.8% 

36.0% 

17.6% 

5.7% 

20.9% 

18.7% 

36.5% 

17.7% 

6.3% 

待機電力を消費する機器につ

いて，マメに電源を切りました

か？ 

* いいえ                     28.6％ 

はい                       71.4％ 

27.5% 

72.4% 

28.1% 

71.9% 

31.8% 

68.0% 

33.4% 

66.5% 

32.7% 

67.3% 

自宅の電気機器の電力消費量

をそれぞれ知っていますか？ 

 いいえ                     64.3％ 

はい                       35.7％ 

63.9% 

36.1% 

64.1% 

35.9% 

66.3% 

33.6% 

67.8% 

32.1% 

67.1% 

32.9% 

固定価格買取制度 (FIT)を支

持しますか?  

 支持しない                 10.4% 

どちらかと言えば支持しない   13.3% 

どちらとも言えない          45.7% 

どちらかと言えば、支持する   24.2% 

支持する                6.5% 

11.5% 

12.4% 

44.5% 

23.5% 

8.0% 

10.9% 

12.8% 

45.1% 

23.9% 

7.2% 

8.4% 

15.0% 

47.7% 

20.9% 

7.8% 

10.2% 

14.8% 

46.6% 

22..4% 

5.9% 

9.3% 

14.9% 

47.2% 

21.7% 

6.8% 

家庭部門の電力小売り自由化

を歓迎しますか？ 

* 歓迎しない               1.1％ 

どちらかといえば、歓迎しない 4.0％ 

どちらとも言えない          22.0％ 

どちらかと言えば、歓迎     38.1％ 

歓迎する                  34.7％ 

1.8% 

5.4% 

24.9% 

35.8% 

32.1% 

1.4% 

4.7% 

23.5% 

37.0% 

33.5% 

2.9% 

6.3% 

32.6% 

33.1% 

25.1% 

4.5% 

7.3% 

32.8% 

32.4% 

23.9% 

 

3.2% 

6.8% 

32.7% 

32.8% 

24.5% 

自立分散型のエネルギー利用

の仕組みを進めるべきでしょう

か？ 

* そうは思わない            1.5％ 

どちらかと言えば、思わない   3.9％ 

どちらとも言えない           9.7％  

どちらかと言えば、思う       47.5％ 

思う                       17.4％ 

2.8% 

4.3% 

28.6% 

47.5% 

16.8% 

2.1% 

4.1% 

29.2% 

47.5% 

17.1% 

2.3% 

4.9% 

34.7% 

44.6% 

13.4% 

2.5% 

5.0% 

33.3% 

44.3% 

14.8% 

2.4% 

4.9% 

34.0% 

44.5% 

14.2% 
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4.3.4 リスクに対する意識構造 

次に電力制度改革を支持する意識構造を東京電力の管轄地域と地域外を比較して違いを

明らかにしようと設問で得た被験者の主観を解析した。気候変動の認知レベル、原発リスクの

認知レベル、電力市場の規制緩和への支持、省エネへの支持の４つの要因が被験者の選択

や行動を決定すると仮定し、共分散構造分析の潜在変数として解析した。  

その際、潜在因子のマーカーインディケータとして使用した観測変数は４つの都市で同じものとし、

「原子力発電所事故が起きた後、自宅、地域、職場で省エネを進めなければいけないと感じました

か」、 「固定価格買取制度を支持しますか」、「待機電力を消費する機器について、マメに電源を切

りましたか」、の 3 つを、それぞれ「1」に設定した。この測定モデルにおいて観測変数はいずれも一

つの因子に所属するものとし、観測変数と因子の残差は無相関とした。また、因子の間に相関関係

はないものとした。Lisrel 9.2 の最尤度関数を用いてサンプルとモデルの分散共分散行列の違いを

最小値になるように導き出した。 

表 4-6 の構造方程式による解析結果によれば、性別は判断に影響する確率が高い。4 都市

では女性の方が原発の廃止の早い段階での実施を支持している。他方、電力の規制改革は

名古屋以外の都市では、男性の方が支持している。4.1 で記した通り、男性の構成比が若干

高いため、このような結果を得たと考えられる。高い教育程度も、横浜市と北九州市において

は電力制度改革の支持との相関関係が見られた。ただし、名古屋市の場合は、低い教育程

度のほうが支持されやすく、この理由は確かめていくべきである。 
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表 4-2：客観的変数と潜在変数の関係（構造方程式） 

 

潜在変数 客観的変数 川崎 

因子負荷量 

横浜 

因子負荷量 

名古屋 

因子負荷量 

北九州 

因子負荷量 

気候変動の認知レ

ベル 

 

性別 （0：男性、1：女性） 0.6* - - 0.1 * 

年齢 0.03 * - 0.05 * 0.01 * 

所得 0.1* - 0.09 * - 

最終学歴 0.2* - 0.2 * - 

部屋数 - - 0.1 * - 

築年数 -0.1* - - 0.2 * - 

持ち家 - - 0.6 * - 

住宅の建築構造 0.03 * - - 0.03 * - 

職業  - - - - 

原発リスクの認知レ

ベル 

 

性別 （0：男性、1：女性）  0.3 * 0.2 * 0.4 * 0.1 * 

年齢 0.006 * 0.01 *  - - 

所得 - - - 0.1 * - 

最終学歴 - - - 0.1 * - 

部屋数 - - - - 

築年数 - - - - 

持ち家 - - - - 

住宅の建築構造 - - - - 

職業  - - 0.1 * - 

電 力 市 場 の 規

制 緩 和 へ の 支

持 

性別 （0：男性、1：女性） - 0.2 * - 0.1 * -  - 0.08 * 

年齢 - 0.01 * - - 0.03 * - 

所得 - - - 0.07 * - 

最終学歴 - 0.06 * - 0.07 * 0.03 * 

部屋数 - - - 0.09 * - 

築年数 0.05 * - 0.1 * - 

持ち家 - - - 0.3 * - 

住宅の建築構造 - - - - 

職業  - - - - 

省 エ ネ へ の 支

持 

性別 （0：男性、1：女性） - - - - 

年齢 - - - - 

所得 - - 0.03 * - - 

最終学歴 - 0.01* - - - 

部屋数 -- -  -  - 

築年数 - -  -  - 

持ち家 -- -- 0.02 * - 

住宅の建築構造 - - -- -  - 

注：'*' 5％有意水準を満たす
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図 4-7 は潜在変数の相関関係を示す。気候変動リスクの認知レベルと原発リスクの認知レ

ベルが電力の規制緩和や省エネに影響を与える確率が確認できる。解析結果の適合度を検

定するにあたり、RMSEA (root mean square of error of approximation) と GFI (goodness of fit)

を用いた。 RMSEA は共分散構造分析の機能を持つ LISREL プログラムに組み込まれた検

定手法で、潜在変数を有するモデルの最適な共分散マトリックスを導き出す [62]。 RMSEA

係数が 0～0.07 であればモデルが事象を的確に表現しているとされている。[63,64]。 GFI の

場合は、0.90 以上が一般的に推奨される [65]。複数併用することでモデルの信頼性を高める

ことに努めた。 

川崎市と横浜市の場合、原発リスクと気候変動リスクはともに、電力制度改革を支持する意

識として強く作用する確率が高いことが示されたが、原発リスクの方がより強かった要因が三つ

考えられる。 

 

① 東京電力の管轄地域の値上げ幅が原子力の代替エネルギーの燃料費による負担が

増加したことで他地域よりも大きかったから。（原子力発電は設備投資が既に済んで

おり運転費用は小さい） 

② 福島第一原子力発電所の事故直後の計画停電を経験し、電力供給を一社に依存す

る危険性を認識していたから。 

③ 東京電力の賠償金総額が会社の財務状況に与える影響が懸念されたから。 

 

名古屋市の場合、気候変動が原発リスクよりも高い係数として表され、川崎市と横浜市との

違いが明らかになった（図 4-7c）。福島第一原発の影響が間接的だったこと、中部電力が電

力供給元で東京電力ではなかったことが起因すると思われる。原子力の構成比率が 15%と低

かったことも、電力の自由化への支持を低く抑えた理由と思われる。これは推測ではあるが名

古屋市で原発事故のわずか半年前、平成 22 年 10 月に開催された生物多様性条約の COP 

10 会合が、二年後に実施されたこの社会調査の回答に影響があり、国際的な環境保全運動

（気候変動）への理解を高め、規制改革を促進するものとなっている。  

北九州市の場合、原発リスクと気候変動リスクの両方が川崎市と横浜市よりも係数が小さく

電力の自由化に対する意欲に影響していた。((図 4-7d)。 ４都市のうち、最も事故現場から遠

いが、東京電力よりも原子力の電源構成比率が高い(46.4%)。 北九州市は気候変動対策の一

環として低炭素技術の輸出を東南アジア諸国の都市を中心に積極的に進めており、国内およ

び海外においても環境都市としての知名度が高い。もともと産業都市として栄える経緯で発生

した大気汚染の解決に成功した経験が、北九州市の活動の基礎となっているため、環境汚染

の結果生じる社会的経済的な課題の深刻さを熟知している。 

4 つの都市全てにおいて気候変動の認知レベルは省エネへの支持とプラスの相関関係に

あった。そして、原発リスクの認知レベルは川崎市では省エネへの支持とプラスの相関関係だ

ったが、その他の都市ではマイナスの関係が示された。被験者は自分の省エネ行動がエネル

ギー需要を抑えることで、原発に依存するリスクが軽減できる事を十分に把握していない可能

性がある。気候変動の場合は、政府による普及啓発が長く続いてきたため、潜在意識で二つ
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を関連づけることに抵抗が少なかった可能性がある。最後の点は更に研究しつつ、川崎市と

他の都市の原発リスクと省エネの関係の違いを継続してみていく必要があろう。 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

図 4-7 潜在変数の相関関係: (a) 川崎市; (b) 横浜市; (c) 名古屋市; (d) 北九州市 
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Nuclear 

Risk 

Energy 
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RMSEA 0.044 

0.09 * 

-0.03 * 

0.07 * 0.12 * 
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Climate 

Change 

Electricity 

Deregulation 

Nuclear 

Risk 

Energy 

Savings 

GFI 0.96 

RMSEA 0.036 
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4.4 政策への考察 

標本は日本全国ではなく、4 つの都市だけに限定されているが、本研究はリスク分析の研究

領域に次の通り、貢献している。 

まず、プロスペクト理論を用いて FIT 制度の導入前後に人々が許容できる電力料金の増加

額を集計し、価格決定の背後には原発事故や気候変動など不確実性の高いリスクによる富の

損失を RE 敷設に協力することで回避を願う意識が働いていると推定した。 

原発事故や気候変動によって想定される損失額が大きい。社会調査の設問を通して被験

者に提示された RE 発電促進賦課金の予定水準よりも人々の WTP（中央値）が高かったため、

本研究の被験者は原発リスクと気候変動リスクを調査時点（参照点）の自身の状況よりも「好ま

しくない」状態、つまり「損失」を引き起こす可能性があるとし、損失の回避を決断したと考える。    

また、一回目の社会調査から一年経過し、RE 発電促進賦課金を支払い続けた後、再び同

じ調査を実施したところ、参照点の変化に伴い WTP が変化していた。 

WTP の水準は都市によって大きな差はなかったが、原発リスクと気候変動リスクへの懸念は

原発事故の被害を直接受けた東電管轄地域の人々の間で非東電管轄地域よりも大きく、政

策担当者が FIT の普及を目指して電力小売り自由化への理解を市民に働きかける際に適切

であろう行政広報活動は、地域によって異なることが示された。川崎市と横浜市、北九州市の

場合は、原発リスクを中心に、名古屋の場合は気候変動リスクを核にした FIT の政策効果を訴

えるメッセージの構築が効果的である。 

本章は４つの都市における人々のリスクの捉え方を分析した。RE 発電の普及に適した政策は、

RE がそれぞれの自然資源や土地を活用するため地域社会の自治や関与地域によって異なること

が想定される。よって、第5章と第6章は対象都市を広げて分析、また社会的、経済的、地理的属性

が大きく異なる地域を取り上げて地域経済の活性化に寄与する要因の解明を目指す。 
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第 5 章 新たな産業創出 

 

5.1 概要 

ここまで RE 発電促進賦課金の WTP を解析することで、分散型発電や電力小売全面自由化を支

持する（或いはしない）人々の姿勢を見てきた。次に、その人々の意識に直接働きかけ、RE 普及を

促す地方自治体の「政策」について見ていく。 

現在、世界各国で起きている RE の導入を中心としたエネルギーシステム改革は、先端技術を産

業や社会生活に取り入れた新たな価値を創造しようとしている。新たな価値、つまりイノベーションの

研究は、1980 年代以降、産業クラスターなど企業の地理的集積に着目して日欧米で盛んに行われ、

多くの国家、地方政府、都市によって採用されてきた。その議論の多くは、地域産業集積や拠点都

市の活力と国際競争力を維持・強化するために、イノベーションが重要な鍵を握ると定義している

[66]。三井[67]はEU域内の国境を越えた産官学連携が企業のイノベーションの源であると事例研究

から示している。 Lundvall[68]はデンマーク企業 2000 社の人材育成手法を共分散構造分析で解析

し、知識の創造が関係者の経験と科学的研究の組み合わせから生み出されるものと主張している。 

Di Stefano[69]らは、既往文献を主成分分析と多次元尺度構成法を使って分類し、需要が技術革新

を誘引し、双方をつなぐ重要な要素は資源の有無や需要家側の知識量、対象技術の適性と、指摘

する。 

イノベーションは一定程度の不確実性が普及過程に含まれている事象であり、普及によって社会

システムの構造と機能に変化が起こるため、その社会に参加する個々人の価値観、信念、そして過

去の体験との両立可能性によって採用速度が左右される[70]ため、不確実性が高い環境を突破して

いく政策も重要である。政策誘導の手法は、大きく二つに分類される。まずプッシュ型戦略は、供給

側の支援策であり、部品の一定比率以上の現地調達を義務付けるローカルコンテントの要求や研

究開発支援、優遇税制があげられる。 他方、プル型戦略は需要を喚起するもので、FIT がこの区

分に該当する。Samant[71]らは、事例研究からプッシュ型戦略は未成熟な技術の開発、プル型戦略

は成熟した技術の横展開として有効だと論じている。 

ただ、社会基盤に深く根付いてしまった既存技術を支える組織の反発によって、新規技術の起用

が阻止され、政策誘導だけでは切り替えが難しいことが多々あり[72]、本研究が対象としているエネ

ルギーシステムの改革も例外ではない。新規技術に対する受容性を増すための、制度や組織の在

り方、距離や領域などの地理的な要素の相互依存的な関係を認識し、実証的な研究による検証も進

んでいる[73]。 

イノベーションとは何か。「通常の経済循環からの軌道変更」とし、五つの事例を持って

Schumpeter は定義している。それは、1）新製品の開発、2）新生産方式の導入、3）新しい市場の開

拓、4）新たな資源の供給源の確保、5）組織の改革（水平的組織への変革）である[74]。  

 日本全国が RE を基軸とした地方創生戦略の実証実験場になって間もなく 8 年が経過する。日本

の RE のイノベーション研究は概して特定の自治体の事例研究であった。本章は本研究で実施した

三回目の社会調査と政府公表値を用いたデータ分析手法が特徴のひとつである。政府が目標とし
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て掲げるエネルギーの地産地消が RE 需要を引き上げ新しい産業創出に貢献しているか。もし貢献

している場合、イノベーションの諸要素が見られるかを検証することが本章の目的である。 

 

5.1.1 日本の RE 産業の背景と変遷 

Lundgren [75]らによれば、社会的・経済的な構造転換を伴う新たな産業の誕生は科学的な発見を

起点とし、工業的生産手法の開発、そして新たな商流の創出、の三つのプロセスを経て誕生する。

日本の RE 産業の背景と変遷を次に示す。 

日本は常に経済成長を支えるため、安定したエネルギーの確保を重視してきた。 2008 年に策

定された「Cool Earth－エネルギー革新技術計画」、そして、最近の環境エネルギー政策である「グ

リーンイノベーション」[76]において「エネルギー」は、「省資源」、「環境」、「社会インフラ」と並び、日

本のグリーンイノベーションの四本の柱のひとつとされるが、技術特許の件数では「エネルギー」が

2011～2014年にかけて最も多く毎月2500件程度公表されている[77]。RE技術のうち太陽光発電の

関連では、太陽電池や電池制御システムなどに強く、後者は系統の安定化や負荷を制御する技術

であるが、通信技術としての IoT やクラウド上でのビッグデータの利用、そして AI 技術の利用などキ

ーテクノロジーと関連づけることで、蓄電池の安全・安心で確実なパフォーマンスを確保し、エネル

ギー革命を実現することが期待されている。特許出願件数は太陽電池が毎年8,000 件、電池制御シ

ステムは毎年 40,000 件[76]、上位は自動車関連と電機関連の大手企業である[76]。 

2009 年以降から上述の技術の社会実装を目指して送配電網のアップグレードを対象とする研究

開発、2013 年以降からデマンドレスポンス技術による受給量のピークシフト、2016 年頃から保守・維

持管理を遠隔地からモニタリングするシステムが開発されたことで全国に分散するメガソーラ等のサ

ービスが可能となっている[78]。  

 

5.1.2 太陽光発電の施策 

自治体が導入する太陽光発電の施策は、社会調査の回答票、聞き取り調査とウエブ公表値から

得た。需要を掘り起こす「プル型」戦略として、各種太陽光関連設備の補助金の導入状況、そして太

陽光ポテンシャルマップの有無を調べた。調査の時点で中止されている場合も前に提供していれ

ば数字に反映している。 

次に供給を促進する「プッシュ型」戦略として市有施設の屋根貸し事業や自治体による RE の優先

的な電力調達などの「公共事業」の有無、自治体として太陽光発電導入のメリットや技術ガイドライン

等の技術情報を提供しているか、RE 導入を促進する条例の策定や主要計画の改定を進めて強制

力を加えているかを調べた。 施策を実施している場合は、ひとつの施策あたり「１点」を加算し、合

計値を標準化した。一覧を表 5-1 としてまとめた。 
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表 5-1：環境政策一覧 

 

 環境政策 標本数 標本数／母数 

プ

ル

型 

【 補助金等の資金援助 】 

・太陽光発電設備             

・コジェネ設備（エネファーム等） 

・リチウムイオン蓄電池 

・HEMS 関連機器 

・V2H 機能付き充電器 

・バイオマスボイラー 

・水力発電設備 

・風力発電設備 

・J－クレジット制度の活用 

・RE 設置の検討を建築物に義務付ける 

 

103 

63 

62 

23 

12 

15 

5 

5 

3 

6 

 

62.8% 

38.4% 

37.8% 

14.0% 

7.3% 

9.1% 

3.0% 

3.0% 

1.8% 

3.7% 

【 太陽光発電ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟの公表 】  4 2.4% 

プ

ッ

シ

ュ

型 

【 市有施設の活用 】 

・公共施設の屋根貸し事業 

・自治体が RE の電力調達を優先 

・グリーン電力証書の導入 

【 技術導入の情報提供 】 

・建築物のガイドラインの提供 

・技術導入の研修の実施 

・問い合わせ窓口の開設 

・自治体ウエブでの公開 

・説明会の開催 

・技術ガイドブックの発行 

 

41 

14 

5 

 

10 

10 

31 

77 

12 

4 

 

25.0% 

8.5% 

3.0% 

 

6.1% 

6.1% 

18.9% 

47.0% 

7.3% 

2.4% 

 

5.2 計算手順 

各都道府県の技術革新の傾向値を生産関数モデルで算出し、続いて三回目の社会調査のデー

タを用いて社会実装の実態を重回帰分析及び階層的クラスタ―分析を用いて解析した。 

 

5.2.1 生産関数モデル 

イノベーションは既存知識の適用から生まれる漸進的なものと、新知識の創造から生まれる革命

的なものの二つに分類される[79]が、RE 技術の場合はどうか。「電気機械」や「電子部品」、「輸送機

械」などの技術革新を算定することで探っていく。技術革新はマクロ経済分析手法であるコブ＝ダグ

ラス生産関数を用いて算出する。コブ＝ダグラス生産関数は、労働、資本といった生産要素を生産

過程に投入することによって、生産物が産出されるという生産構造を想定したモデルである。技術革

新は投入された資本や労働力の伸びでは説明できない経済成長部分である、全要素生産性 （TFP）

の一部として経営ノウハウ等の知識ストック、企業組織改革、産業構造変化等の要因とともに計測さ

れると理解されている。 ここでは、TFP を技術革新に代わって計測する。計算過程は次の通り。 



59 

 

 

𝑄 = 𝐹(𝐿、 𝐾) = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽                    ⋯⋯ (1)  

    

ここに、𝑄は実質県内総生産、𝐿は資本投入量、𝐾は労働投入量、𝐴は正の定数であり全要素生産性、

𝛼と𝛽は正の定数であり，それぞれ資本分配率と労働分配率である．なお，各変数は以下のように設

定した。 

 

付加価値額 𝑄： 

付加価値額は産業連関表 第１表 取引額表 品目別「付加価値計（生産者価格）（名目）の年度デ

ータ[80]を使用した。 

 

労働 𝐿： 

労働投入量については、就業者数×実労働時間とした。 

ア 就業者数 

就業者数は、賃金構造基本統計調査[81]の産業中分類／事業所規模10人以上の就業者数の年度

データを用いた。 

イ 実労働時間 

実労働時間も、就業者数と同様に賃金構造基本統計調査の事業所規模10人以上、調査産業計の年

平均の値[82]を用いた。 

 

資本 𝐾： 

資本投入量については、民間資本ストック×稼働率とした。 

ア 民間総資本ストック 

民間資本ストックについては、内閣府の「都道府県別経済 財政モデル データベース」[83]の年度末スト

ックの値を産業別に用いた。 

イ 稼働率 

稼働率は、経済産業省「能力・稼働率指数」業種別季節調整済指数稼働率（平成 27 年価格）[84]を

用いた。 

 

全要素生産性（TFP） 𝐴： 

式(2)のコブ＝ダグラス生産関数の推定結果から，TFP 変化率は以下の式で表される[85]。 

 

∆𝐴𝑡

𝐴𝑡
=

∆𝑄𝑡

𝑄𝑡
− �̂�

∆𝐿𝑡

𝐿𝑡
− �̂�

∆𝐾𝑡

𝐾𝑡
  ⋯⋯ (2) 

 

さらに，対数関数のテイラー展開を利用すると，TFP 変化率と TFP の年平均変化率は以下のように

表せる。 
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TFP 変化率 = ∆ log 𝑄
𝑡

− 𝛼∆ log 𝐿𝑡 − 𝛽∆ log 𝐾𝑡  ⋯ (3) 

 

また，その年平均変化率を相乗平均として式(4)により算出した。 

TFP の年平均変化率= {(1 +△ 𝐴𝑡) × (1 +△ 𝐴𝑡+1) × ⋯ × (1 +△ 𝐴𝑡+𝑛)}
1

𝑛 ⋯ ⋯ (4)  

 

5.2.2 クラスター分析 

クラスタリングは近年、大量の情報が溢れるなかで、類似した情報ごとに整理し、情報の概要を把

握しやすくする方法として注目されている。対象間の距離を決められたルールに則って、距離の近

さによって対象を分類する方法の総称である。非階層的クラスターモデルと階層的クラスターモデ

ルと二つの種類に分かれる、一種の教師なし学習手法である。 

階層的クラスターモデルは、最も類似したデータから逐次的に一つのグループであるクラスター

へまとめていくことで階層的なクラスター構成を実現する。クラスターの形成過程と統合時のクラスタ

ー間の距離をデンドグラム（樹形図）によって示すことが出来る。データ一つ一つの類似関係が把握

できるため、データ全体の構造が理解しやすい。 

非階層的クラスターモデルの k-means 法はクラスターの中心と各データの距離が最小となるよう

にクラスター中心を逐次的に求めることでクラスタリングを行う手法である。アルゴリズムは簡単だが、

ランダムに設定されるクラスターの中心の初期設定に依存することが知られている。 

 

5.3 計算結果 

5.3.1 市場動向 

技術の社会実装と拡散を進めるため、2012 年 7 月には再生可能エネルギーの電源シフトを目指

す FIT、続いて 2016 年 4 月より企業の新規参入を促すため一般家庭や中小事業者への電力供給

が自由化されている。RE で発電した電力の地産地消モデルは地方におけるスマートシティを実現

する地方創生対策の重要なコンポーネントとして期待され、FIT 認定容量が 2013 年より 10 kW 未満

の発電設備が 5 倍、10Kw 以上のものが 3.5 倍増加している[77]。 

FIT 導入後 7 年が経過し、RE の設備容量の 95％以上を太陽光発電が占め[87] 、図 5-1 が示す

ように、茨城県、福島県、千葉県、栃木県、群馬県、千葉県、兵庫県の認定容量が特に大きい。一方、

図 5-2 が示す通り、太陽光発電の設備導入量は、都道府県によって異なるが平均すれば認定容量

の 70％程度である．茨城県、千葉県、愛知県、栃木県、福岡県、三重県の上位 6 県の RE の導入容

量が特に大きい[77]。 
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図 5-1：都道府県別の太陽光発電の設備認定容量(2019.9) 

 

 

 

図 5-2：都道府県別の RE 設備導入容量(2019.12) 
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また、図 5-3 が示す通り、FIT 導入と同時に急増した太陽光発電モジュールの国内出荷量は、2014 年度

以降には減少傾向にあったが、2017 年度を底に反転して、2019 年度も前年に比べ微増している．FIT が太陽

光発電設備の導入、つまり需要の創出と維持に貢献してモジュール価格を押し下げている様子が伺える．併

行して、リチウム電池の出荷量も図 5-4 が示す通り年々増加している．多くの日本企業は中国等国外の生

産拠点を構え、そして外国企業による日本市場への進出が 2012 年より増加し、2014 年には国内出

荷量の 65%だった海外生産の輸入品が 2019 年には 85%に達している。 また、外国企業の市場占

有率が 2012 年の 29％から 2019 年には 53％に増加した[85]。 

 

 

図 5-3：太陽光電池モジュールの出荷量と単価の推移 

 

 

 
 

図5-4：リチウム電池の出荷量と単価の推移 
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図5-5：太陽光発電モジュールの国内出荷量の推移 

 

 

5.3.2 技術革新の傾向値 

上述の製品の特性から太陽光発電モジュールの国内生産高ではなく、輸入量に焦点を絞って業

界の技術革新を考察する。経済理論では貿易によるメリットを経済のパイ拡大、輸入による購買力向

上、国レベルでの全要素生産性の上昇や格差縮小への寄与のメリットとする（ヘクシャーオリーン、

クルーグマン）。そこで、国内出荷量の大半を占めるようになった太陽光発電モジュールが属する品

目である「電気機械」のTFP変化率を2007年～2016年にかけて算出し、輸入の寄与率を推定した。

寄与率の計算にあたり、韓国製造業の生産性上昇において輸入品が果たした役割を明らかにした 

JaeBin Ahn と Moon Jung Choi の既往研究を参考にした[86]。Ahn らは、生産関数を使って 17 の

産業について推定するモデルをつくっているが、本研究ではまずは太陽光発電と関係が深い品目

である「電気機械」、および比較する意味で電子部品、輸送機械、食料品、化学製品の４つについて

も算出した。そのため、計算式(1)をまず(5)に転換した上で、計算式(6)のように TFP を輸入によるも

のと輸入以外の要素によるものに分けた。 

 

𝑄𝑡 =  𝛽𝑙𝐿𝑡 +  𝛽𝑘𝐾𝑡 +  𝐴𝑡    ・・・(5) 

𝐴𝑡 =  𝛽𝑖𝑚𝑝𝑓𝑡 +  �̃�𝑡      ・・・(6) 

 

𝑄は付加価値額、𝐿は労働、𝐾は固定資本、𝐴は全要素生産性の log 値を示す。𝛽𝑖𝑚𝑝𝑓𝑡は生産額に
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占める輸入の割合（％）、�̃�𝑡は輸入以外の全要素生産性の要素の割合(%)を示す。 

 

計算の結果、表 5－2 の通り、説明変数の係数が推定された。 

 

表 5-2： 品目別に見る生産関数の推定結果 

 

説明変数 推定値 

定数項 

労働 𝛽𝑙  

資本 𝛽𝑘  

輸入品 𝛽𝑖𝑚𝑝  

電気機械 ダミー 

電子部品 ダミー 

食料品 ダミー 

化学製品 ダミー 

0.43 

0.25 ** 

0.51 

0.79 ** 

-0.05 

-0.21** 

-0.03 

-0.06 

サンプル数                  40 

修正決定係数 R2  0.66 

F 検定 1.256e-10 

 

続いて、計算式(7)を用いて 5 つの品目の TFP 変化率と輸入品の寄与率を算出した。 

 

表 5-3 (a)： 電気機械の TFP 変化率と輸入品の寄与率 

暦年 TFP 変化率- 輸入品の寄与率 輸入品以外の寄与率 

2008 

 2009 

2010 

2011 

2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 

0.027 

0.036 

0.107 

0.014 

0.055 

0.059 

0.085 

0.078 

0.046 

-0.008 

-0.008 

0.008 

0.000 

0.008 

0.032 

0.008 

0.000 

-0.008 

0.0349 

0.0439 

0.0991 

0.014 

0.0471 

0.0274 

0.0771 

0.078 

0.0539 
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表 5-3 (b)： 電子部品の TFP 変化率と輸入品の寄与率 

暦年 TFP 変化率- 輸入品の寄与率 輸入品以外の寄与率 

 2008 

 2009 

2010 

2011 

2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

0.14 

0.156 

0.326 

0.141 

0.165 

0.212 

0.253 

0.244 

0.204 

-0.0079 

 0.0000 

0.0079 

-0.0158 

0.0237 

0.0158 

0.0079 

0.0000 

-0.0079 

0.1479 

0.156 

0.3181 

0.1568 

0.1413 

0.1962 

0.2451 

0.244 

0.2119 

 

 2007 年～2016 年にかけて TFP の年平均変化率を品目別でみると、電子部品が 20％と最も大き

く、輸送機械と電気機械がそれぞれ 7％、6％と続いた（表 5-4）。電気機械と電子部品の TFP 変化

率を時系列で示すと、図 5-6、5-7 の通りである。2009 年～2013 年にかけて太陽光発電モジュール

の国内出荷量が増加した期間（図 5-3）において、「電気機械」の TFP 変化率に対する輸入の寄与

率も併行して上昇し、それ以降、太陽光発電モジュールの絶対量が減少していった時期も同じよう

に電気機械の TFP 変化率が下降していった様子が伺える（図 5-6）。一方、太陽光発電モジュール

の中間財である「半導体」が属する「電子部品」産業の場合、輸入の寄与率は2007年～2016年にか

けて、一貫して一定の水準を保っていたことが窺える（図 5-7）。 

 

表 5-4： 品目別に見る TFP 変化率 

  電気機械 電子部品 輸送機械 食料品 化学製品 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015  

2016 

年平均変化率 

0.102 

0.027 

0.036 

0.107 

0.014 

0.055 

0.059 

0.085 

0.078 

0.046 

1.06 

0.192 

0.14 

0.156 

0.326 

0.141 

0.165 

0.212 

0.253 

0.244 

0.204 

1.20 

0.022 

-0.043 

-0.049 

0.083 

-0.044 

0.041 

0.008 

0.003 

0.037 

-0.003 

1.004 

0.001 

0.009 

0.011 

0.024 

-0.027 

-0.009 

0.005 

-0.002 

0.023 

-0.001 

1.003 

0.048 

0.045 

0.119 

0.103 

0.032 

0.022 

0.078 

0.044 

0.149 

0.085 

1.07 
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図 5-6： 電気機械の TFP 変化率 

 

 

 
図 5-7： 電子部品の TFP 変化率 

 

 

日本の電気機械は輸入の増加が、2007 年～2013 年の間、TFP の変化率の上昇に呼応する動き

を見せている。ただ、2013 年以降は輸入以外の理由の影響が大きくなっていくことがモデルから把

握できるため、この期間および 2016 年までは、太陽光発電モジュールの輸入量の増加は、電気機

械産業の国レベルでの全要素生産性の上昇に必ずしも連動しているとは言えない。太陽光発電モ

ジュールは電気機械を構成する品目のごく一部であり、日本経済の生産性に与える影響は、対象期

間においてはまだ小さいと思われる。ただ、国際貿易の比較優位の原則に則って、国内で生産する

品目が、太陽光モジュールから付加価値が高い自動車車載用の蓄電池等、他の関連技術にシフト

いることは図 5-4 から推測出来る。 

 

5.3.3 イノベーション 

次に太陽光発電が地域に根付く要因を明らかにしつつ、併行してイノベーションの諸要素と関係

しているか、10kW 未満の自家発電および余剰電力の売電用の設備について解明する。 

自治体 164 か所の太陽光発電設備の FIT における認定容量を被説明変数、イノベーションの諸

要素として知られる施策や内生要因を説明変数とする重回帰分析モデルを最小二乗法で解析した。
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計算式と推定結果（表5-5）を以下に示す。分散拡大係数（VIF）により変数間に多重共線性が無いこ

とは確認されている。 

 

𝑌𝑖 = 𝛽1  +  𝛽2 𝑋2𝑖 +   𝛽3 𝑋3𝑖  ⋯ +  𝛽𝑘  𝑋𝑘𝑖  + 𝜀𝑖    

𝑖 = 1、 2、 3 ⋯ 𝑛 ⋯ ⋯ (7) 

 

𝑌𝑖は被説明変数。 𝑋2𝑖、𝑋3𝑖 ⋯ 𝑋𝑘𝑖 は説明変数。  𝛽1𝛽2 ⋯  𝛽𝑘  は未知のパラメータ。  𝜀𝑖 は誤差項

である。 

 

表 5-5：回帰分析による推定 

 

 説明変数 10KW 未満 

 定数項 -0.02 

施

策 

【プル型戦略】 

補助金等の資金援助 

太陽光発電ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌ  ゚

【プッシュ型戦略】 

市有施設の活用 

技術導入の情報提供 

 

0.06 

0.35 

 

0.10 * 

0.10 * 

内

生 

要

因 

人口 

太陽光の発電ポテンシャル 

県庁所在地からの距離 

高度な人材の存在 

 

0.72 *** 

0.22 *** 

-0.02  

0.10 * 

 

 人口ｘ補助金 

人口ｘﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌ  ゚

人口ｘ市有施設 

人口ｘ情報提供 

人口ｘ発電ポテンシャル 

人口ｘ距離 

人口ｘ高度な人材 

- 

- 

-0.04 

0.15 * 

0.08 

0.25 ** 

-0.02 ** 

 サンプル数 164 

 修正決定係数 R2  0.77 

 F 検定 < 2.2e-16 

次の有意水準を満たす 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘・’ 

 

モデルから、次の内生要因の 5％の有意性が示され、これらの特徴をもつ市町村において 10kW

未満の太陽光発電設備を受容する確率が高いことが示された。 

 

 人口が多い 
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 太陽光の発電ポテンシャルが大きい[77] 

 人口が多く、且つ県庁所在地に近い 

 人口が多く、且つ最終学歴が短大、高専、大学或いは大学院の高度

な人材が存在する 

 

「プッシュ型」戦略、特に自治体による問合せ窓口の設置、ウエブ上での技術情報の開示、福島

県などが提供する建築物のガイドラインが RE の敷設等の技術情報の提供に有意性が確認されて

いる。市有施設の屋根貸し事業や政府による RE の優先的な電力調達、も同様に有意性が見られた。 

逆に、本来は需要を喚起する「プル型」戦略の有意性は補助金と太陽光発電のポテンシャルマップ

のいずれも有意性が確認されていない。 

 

表 5-1：環境政策一覧 （一部再掲） 

 

 環境政策 

プ

ッ

シ

ュ

型 

【 市有施設の活用 】 

・公共施設の屋根貸し事業 

・自治体が RE の電力調達を優先 

・グリーン電力証書の導入 

 

【 技術導入の情報提供 】 

・建築物のガイドラインの提供 

・技術導入の研修の実施 

・問い合わせ窓口の開設 

・自治体ウエブでの技術情報の公開 

・説明会の開催 

・技術ガイドブックの発行 

 

5.3.4 自治体の分類 

(1) 階層的クラスター分析：ウオード法 

次に、個体間の距離はユークリッド距離を、個体と群、群と群の間の距離はウオード法を用いる階

層的クラスター分析を実施した。図 5-8 が樹形図である。164 の自治体は大きく 4 群に分かれる。ウ

オード法は新たに統合されるクラスター内の平方和を最も小さくする基準でクラスターを形成してい

く方法である。最短距離法や最長距離法と同じ階層的方法のひとつであるが、鎖効果が起きにくく、

実用性が高い手法として評価が高い。 

k-means 法の時と同じように、8 つの変数、つまり 8 次元においてクラスター内の平方和を最も小

さくする基準でクラスタリングし、４つのクラスターが形成された。形成過程を示す樹形図（図 5-8）と、

各クラスターの次元ごとの平均値（表 5-6）を示す。尚、各クラスターの地理的分布を図 5-7 に記した

ところ、特定の地域にクラスターが固まるのではなく、各クラスターが全国の市町村を取り込んでいる

様子が確認出来る。 
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図 5-8：自治体の樹形図 
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表 5-6：クラスターの規模、平均値表 

 

クラスター番

号 

標 本

数 

ﾎﾟﾃﾝｼｬ

ﾙマップ 

情 報 提

供 

補助金 市 有 施

設 

10KW

以 下 認

定容量 

発 電 ポ

テンシャ

ル 

県 庁 所

在 地 か

ら の 距

離 

高 度 人

材 

クラスター1 14 0.071 0.830 1.677 1.889 2.304 1.745 -0.423 0.588 

クラスター2 21 0.095 0.165 0.116 -0.051 0.839 1.171 -0.399 -0.835 

クラスター3 37 0.081 1.025 0.070 -0.115 -0.267 -0.282 0.655 0.060 

クラスター4 92 0.033 -0.584 -0.312 -0.189 -0.416 -0.411 -0.148 0.084 

 

川越市（埼玉県）に代表されるクラスター１は、多くの県庁所在地や指定都市、中核市から成る。

民間主導の RE 事業形成を支援するため、技術研修の実施、省エネアドバイザーの派遣、市有施設

の貸し出し等、複数の施策を数多く組み合わせて提供している．川越市の他には、前橋市（群馬県）、

岐阜市（岐阜県）、いわき市（福島県）、宇都宮市（栃木県）、相模原市（神奈川県）、堺市（大阪府）、

神戸市（兵庫県）、川崎市（神奈川県）、富士市（静岡県）、仙台市（宮城県）、倉敷市（岡山県）、浜松

市（静岡県）、名古屋市（愛知県）、全 14 自治体から成る。 

大牟田市（福岡県）が代表するクラスター2 は、人口が 4 万～30 万と大小さまざまの自治体から成

る。プッシュ型戦略を一つ施策として提供する自治体が多い。プッシュ型戦略は、政府による RE 電

力の優先的な調達、グリーン電力証書や市有施設の屋根貸しと多様である．大牟田市のほかは、安

曇野市（長野県）、伊那市（長野県）、新城市（愛知県）、熊谷市（埼玉県）、深谷市（埼玉県）、足利市

（栃木県）、小田原市（神奈川県）、春日井市（愛知県）、鎌倉市（神奈川県）、上天草市（熊本県）、唐

津市（佐賀県）、加古川市（兵庫県）、岡崎市（愛知県）等、全 37 自治体から成る。 

福島市（福島県）が代表する比較的財力があり民間主導の事業化を目指すクラスター3 は太陽光

発電に続く施策として下水、バイオマス、水素の普及を目指し民間事業者と連携した市有施設を利

用した実証実験に積極的なことが特徴である。福島市のほかに、松本市（長野県）、安城市（愛知

県）、船橋市（千葉県）、福山市（広島県）、上田市（長野県）、福島市（福島県）、佐世保市（長崎県）、

太田市（群馬県）、水戸市（茨城県）、徳島市（徳島県）、大分市（大分県）、下関市（山口県）、青森市

（青森県）等、全21 自治体から成る。 

湖南市（滋賀県）が代表する人口 4 万～15 万の規模の小さい自治体が多い。クラスター4 は社会

調査の回答票から太陽光発電の課題を「財源不足」とする自治体が多い。市有施設を屋根貸し、或

いは自治体が地域新電力会社の運営に関与しているのが特徴である。湖南市のほかは和光市（埼

玉県）、越前市（新潟県）、淡路市（兵庫県）、枚方市（大阪府）、泉佐野市（大阪府）、日光市（宇都宮

市）、南足柄市（静岡県）、川西町（奈良県）、玉野市（岡山県）河北町（山形県）、鳴門市（徳島県）、

平戸市（長崎県）、常陸大宮市（茨城県）、新発田市（新潟県）等、全 92 自治体から成る。 

なお、164 の自治体の財政能力とクラスタ―分析の結果を「財政力指数」、居住密度を示す「世帯

数／面積（㎢）」、「一戸建て住宅件数／面積（㎢）」、「共同住宅件数/面積（㎢）」、高齢化を示す「65

歳以上 人口占有率（％）」の 5 つの数値から考察し、表 5-7 にまとめた。「財政力指数」は、地方公
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共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数 値の過去３年

間の平均値。 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に

余裕 があるとされている[87]。 本研究の自治体の平均値は 64.5 であった。 

 

表 5-7：各クラスターの特徴 

 

 ｸﾗｽﾀｰ 1 ｸﾗｽﾀｰ 2 ｸﾗｽﾀｰ 3 ｸﾗｽﾀｰ 4 

財政力指数 
 

   

0.85- 69.2% 24.3% 23.8% 17.4% 

0.65-0.85 30.8% 16.2% 38.1% 22.8% 

0.45-0.65 0.0% 35.1% 33.3% 29.3% 

-0.45 0.0% 24.3% 4.8% 30.4% 

世帯数／面積（㎢） 
 

   

5.34- 61.5% 22.7% 22.7% 20.7% 

1.71-5.33 30.8% 18.2% 40.9% 21.8% 

0.77-1.70 7.7% 22.7% 27.3% 26.4% 

-0.76 0.0% 36.4% 4.5% 31.0% 

一戸建て住宅件数／面積（㎢） 
 

   

3.39- 57% 27% 23% 21% 

1.26-3.38 36% 14% 41% 22% 

0.58-1.25 7% 27% 27% 25% 

-0.57 0% 32% 5% 32% 

共同住宅件数/面積（㎢） 
 

   

2.00- 64% 20% 35% 20% 

0.42-1.99 29% 25% 45% 20% 

0.13-0.41 7% 20% 15% 30% 

-0.12 0% 35% 5% 31% 

65 歳以上 人口占有率（％） 
 

   

0.31- 0% 36% 14% 45% 

0.28-0.30 10% 21% 43% 25% 

0.26-0.27 40% 29% 29% 8% 

-0.25 50% 14% 29% 22% 

 

表5-7からはクラスター１の自治体の高い財政能力が多岐に亘る政策を実現させている様子が伺

える。他方、クラスタ―４は財政力指数が小さい自治体の割合が多く、補助金以外の政策を多用す

る傾向の根拠となった。 

 なお、財政能力が低ければ居住密度も連動して低い傾向も読み取れる。例えば、中規模の自治

体から構成されるクラスタ―２は、単位面積あたりの一戸建て住宅と共同住宅の件数が小さく、他方、

潤沢な財源を有するクラスター３は、相対的に居住施設の密度が高い。クラスタ―3の自治体は民間

主導の事業化を側面支援する傾向があるため、今後、コジェネ、蓄電池、スマートメータ、V2H など

新しい技術の普及にあたり、事業者が入りやすい環境と思われる。 

 最後に、高齢化を示す「65 歳以上 人口占有率（％）」を見れば、クラスター4 の高齢者の比率が他
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のクラスターと比して相対的に高いが、単位面積あたりの住宅件数も低く、過疎化が進む地域がこの

クラスターに多いことが想定され、太陽光発電事業に積極的であったとしても外部の支援が必要とな

る根拠となった。 

 

 

図 5-9：クラスターの地理的分布 

 

凡例     

黒 クラスター1 

暗い灰色 クラスター2 

明るい灰色 クラスター3 

薄い灰色 クラスター4 
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5.4 政策への考察 

 

日本全国が RE を基軸とした地方創生戦略の実証実験場になって間もなく 8 年が経過する。本章

は、中央政府が目標として掲げるエネルギーの地産地消が新しい産業創出に貢献しているか。そ

の際に地方自治体の「政策」が貢献しているのか、イノベーションの諸要素が見られるかを検証する

ことが目的である。 

冒頭でも取り上げたように、Schumpeter はイノベーションを「通常の経済循環からの軌道変更」とし、

1）新製品の開発、2）新生産方式の導入、3）新しい市場の開拓、4）新たな資源の供給源の確保、5）

組織の改革と定義している。太陽光発電容量の実績値から茨城県、千葉県、愛知県、栃木県、福岡

県、三重県の上位 6 県の RE の導入容量が特に大きいことから、3）、4）は確認された。これらの源は、

需要が技術革新を誘引し、双方をつなぐ資源の有無や需要家側の知識量である。本章で構築した

モデルでは、太陽光発電の認定容量を決定する有効な変数として両方とも認識された。 

また、不確実性が高い環境を突破していく政策もイノベーションには重要であり、プッシュ型戦略

は、供給側の支援策であり、資源の一定比率以上の現地調達を義務付けるローカルコンテントの要

求や研究開発支援があげられる。本章では、政府調達に RE 電源を指定する動き、民間事業と市有

施設を利用して進める実証実験などが、これにあたる。他方、プル型戦略は需要を喚起するもので

あるが、FIT がこの区分に該当し、全国すべからく市町村の大小に関わらず RE 普及の横展開を支

援している。 

 次に、階層型クラスター分析で自治体を上述の要素を使って分類したところ、４群に分れ、財源

に余裕がある自治体は民間主導の事業化を目指して、場合によっては複数のプッシュ型戦略を併

行して実施している状況が確認された。一方、面積あたりの住居件数が高いほど人が集まりやすい

ことから太陽光発電にかける財源が多く、逆に面積あたりの住居件数が低く過疎化が進む地域ほど、

自治体が太陽光発電導入にかける財源と人材に苦労する傾向が見受けられる。 

以上のように、イノベーションの諸要素は見受けられるが、イノベーションつまり技術革新は、日本

経済の生産性に与える影響は大きいのだろうか。生産地が海外に多い太陽光発電モジュール単品

の場合、その影響は、研究の対象期間である2007～2016年において決して大きくないと思われた。

ただ、国際貿易の比較優位の原則に則って、RE 産業のうち国内で生産する品目が、太陽光モジュ

ールから付加価値が高い自動車車載用の蓄電池等、他の関連技術にシフトいることは推測出来た

ため、新しい産業創出の片鱗が見えている。 
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第 6 章 地域の自立再生 

 

6.1 概要 

政府が目指す 2020 年の発送電分離により、地域電力会社は持株会社のもとで送配電部門を分

社化し、送配電網の維持・運用等に要する費用については、基本的に需要側（小売電気事業者）が

託送料金として負担する仕組みになっている。 発電側は電源の系統接続時の初期費用を工事費

負担金として一部負担しているものの、修繕費等は一切負担していないため、発電事業者は既に送

配電設備が整備されている地域（つまりマーケットがある人口密集地）に発電設備を新設しがちであ

る。今後は、発電側も負担する制度に更改し、送配電設備の追加増強コストが小さい地域に投資す

るインセンティブを設けて、電源立地場所を人口密集地以外に誘導する負担方法も政府の審議会

では議論している。 

また、電力は既に民営化が進んでいる「鉄道」と「通信」と同様に公共性があるため、民営化を進

めるにあたり、過疎化が進む不採算地域の需要に対応する必要がある。「通信」の場合は、NTT 東

西が国民生活に不可欠な通信サービスとして、公衆電話、緊急通報（110番、118番、119番）を全国

に提供するが、民営化前に採算地域から不採算地域に地域間の補填を行うことにより、その提供が

確保されてきたのが、競争事業者の参入により、都市部等の採算地域を中心に競争が進展し、NTT

東西の自助努力だけでは、ユニバーサルサービスの提供を維持することが困難になり、不採算地

域においては、利用者の利便性を確保できないおそれが生じた。そこで、NTT 東西以外の事業者

も負担することになり、ユニバーサルサービス制度[88]が創設されている。電力の場合は、「発送電

分離」において送配電部門に関しては、これまでのように、ひとつの事業者が地域独占的にサービ

スを提供する形態は残しつつも、さまざまな事業者が送配電網を公平に利用できるよう、中立性を高

める改革が進められている。送配電事業者は原則、発電と電力の小売が離島以外では出来なくなる

予定である。中山間部を電源立地場所とする民間の発電事業者の誘致がまだまだ難しいことから自

治体やコミュニティによる地域新電力の設立に期待がかかるが、本研究が 2018 年と 2019 年に自治

体の環境部局を対象として実施した社会調査（図6-1）からも明らかなように RE 事業に自治体が取り

組むにあたり、財源や人材不足が課題になっている。 

自治体が地域電力会社の「設立」や「運営」に関与する上で感じているメリット、デメリット等を中心

に解析してみたところ、回答票から発電業務、送電業務（託送料）にかかる経費を十分把握している

自治体が少なく（図6-3,6-4,6-5,6-6）、主体的に運用するために不可欠な人材も行政職員には存在

しないことが確認された（図 6-7）。市民への説明責任があるため行政として、採算性が立証されな

い限り、最初の一歩が踏み出しづらいことが認識できる。また電力の供給先の大部分が公共施設に

限定されるため（図 6-2）、事業採算性できるか、不安材料のひとつとして多くの自治体が感じている

と推察できる。 
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図 6-1：再生可能エネルギーを導入するにあたり、大きな課題 

 

 

 
図 6-2：自治体が関与する地域新電力会社の電力供給先。（N=21） 

 

 

 

図 6-3：自治体が地域の新電力会社に「出資」するメリット （N=161） 
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図 6-4：「発電業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに十分なレベルま

で低減したか。（N＝127） 

 

 

 

図 6-5：「送電業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに十分なレベルま

で低減したか。 （N=116） 

 

 

 

図 6-6：「受給管理業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに十分なレベ

ルまで低減したか。 （N=116） 
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図 6-7： 地域新電力会社を「運営」するのに十分な人材が揃っているか。（N=125） 

 

 

 

図 6-8：地域新電力会社の「運営」は市民から理解が得られるか。（N=125） 

 

 

 
図 6-9：自治体が地域新電力会社に関与するにあたり期待する事 （N=123） 
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6.2 計算手順 

自治体が関与する地域新電力会社の設立がゆっくりと進むなか、先陣を切った自治体の特徴の把

握を主成分分析で解析した。回答票からは関与の方法がまちまちで、小売会社への出資が 9 社と

最も大きく、他に協定の締結の側面支援が5件、住民や関係機関との調整が4件と調整業務が中心

だった。 

 

表 6-1：自治体の地域新電力への関与の方法（n=15） 

関与の方法  

立地相談 2 

住民や関係機関との調整 4 

許認可 2 

協定の締結・ 5 

発電会社への出資・ 2 

自治体保有地への設置・ 2 

小売会社への出資・ 9 

運用業務の外部委託 3 

 

6.2.1 主成分分析 

主成分分析とは、多くの量的変数が存在する場合に、それらの間の相関構造を考慮して、低い次

元の合成変数（主成分）に変換し、データが有している情報をより解釈しやすくするための方法であ

る。具体的には、相関行列Rの第一固有値λ1 対応する固有ベクトルz1、第二固有値λ2 対応する

固有ベクトルz2を求める。次にそれぞれの主成分の寄与率および累積寄与率を求めて、固有値が

大きい（例えば１以上）を目安として主成分とする。因子負荷量を求め、それと固有ベクトルを参考に

しながら各主成分の意味について考察する。最後に因子負荷量と主成分得点を解析してサンプル

の特徴づけや分類を行う。 

 

6.3 計算結果 

自治体の特徴が表 6-2 から伺える。地域新電力会社の設立に関与している自治体の標本は、第

5章の164自治体の一部であり、数値の標準化作業は164について実施し（平均値が0、分散が１）、

そのうちの 15 自治体のデータのみ抽出している。15 の自治体は地球温暖化実施計画の目標値を

FIT 導入後に改定した事例が多く、国際空港に比較的近いことが平均値と標準偏差から伺える。他

方、人口規模の平均値0.213 は全標本（N=164）平均値の 189,963 名よりも大きいことを示し、下水道

普及率が-0.178 と平均値よりも低く、県庁所在地からの距離が 0.193 で遠い傾向が窺えるが、いず

れも標準偏差が 0.79～0.90 と高いため標本に開きがあることが確認されている。 
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表 6-2：基本統計量 

変 数 N 平 均 不偏分散 標準偏差 最小値 最大値 

PLAN 15 0.667 0.238 0.488 0.000 1.000 

POPU 15 0.213 0.820 0.905 -0.586 2.153 

DISTAN 15 0.193 0.709 0.842 -1.027 2.091 

WATER 15 -0.178 0.638 0.798 -1.782 1.094 

SMARTPH 15 -0.042 0.814 0.902 -1.923 1.642 

AIRPORT 15 -0.139 0.342 0.585 -0.945 0.928 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 

 

変数間の関係性を定量的に把握するため、下表 6-3 に全ての変数間の相関係数を示す。全て-

0.5～0.5の範囲内だったため、相関関係が低いと判定できる。ただ、「空港からの距離」と「県庁所在

地からの距離」の二つの変数については 0.46 だったため、他の変数間よりは強い関係性が確認で

きた。 

 

表 6-3：相関行列  
PLAN POPU DISTAN WATER SMARTPH AIRPORT 

PLAN 1.000      

POPU -0.052 1.000     

DISTAN -0.015 0.078 1.000    

WATER -0.072 0.404 0.238 1.000   

SMARTPH -0.100 -0.229 0.095 0.313 1.000 
 

AIRPORT 0.082 -0.324 0.462 0.195 -0.088 1.000 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 

 

得られた各主成分の固有値と寄与率を示す固有値表を見れば、最も大きい主成分 1 の寄与率は

27.4％であった。次いで主成分 2、主成分 3 がそれぞれ 24.31％と 19.92％であった。主成分 1～3

の累積寄与率は 71.83％であるが、これは地域新電力会社の設立要因を解釈するうえで、高次元デ

ータを見ただけでは得られなかった情報が低次元データを選択することで得られることを意味して

いる。 

 

  



80 

 

表 6-4：固有値表 

主成分 固有値 寄与率 累積寄与率 

1 1.656 27.60% 27.60% 

2 1.459 24.31% 51.91% 

3 1.195 19.92% 71.83% 

4 0.932 15.53% 87.36% 

5 0.593 9.89% 97.25% 

6 0.165 2.75% 100.00% 

 

次に各種要因ごとに主成分負荷量を主成分 1～3 について図 6-10～図 6-12 に示す。主成分負

荷量から 

主成分 1→ 経済の中心地からの距離 

主成分 2→ 自治体の財源規模 

主成分 3→ 高度人材の有無 

を示している。 
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図 6-10：主成分負荷量 主成分 1 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 

 

 

 
図 6-11：主成分負荷量 主成分 2 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 

 

 

 

図 6-12：主成分負荷量 主成分 3 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 
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表 6-5：主成分負荷量 

変 数 主成分 1 主成分 2 主成分 3 主成分 4 主成分 5 主成分 6 

PLAN -0.0709 -0.2990 0.4104 0.8552 0.0755 -0.0046 

POPU 0.0864 0.8471 0.4620 0.0128 0.1038 0.2249 

DISTAN 0.7780 -0.1417 0.2125 -0.1533 0.5444 -0.0980 

WATER 0.7000 0.5308 -0.0587 0.2192 -0.3748 -0.1904 

SMARTPH 0.3391 0.0867 -0.8439 0.3329 0.1654 0.1648 

AIRPORT 0.6582 -0.5851 0.2296 -0.1331 -0.3356 0.2034 

注：PlAN（地球温暖化対策実行計画）、DISTAN（県庁所在地からの距離）、WATER（下水道普及率）、

SMARTPH（高度人材の人口占有率）、AIRPORT（国際空港からの距離） 

 

主成分負荷量に標準化された変数を乗数として各自治体の主成分ごとに主成分得点を算出したと

ころ、表 6-6 の通りとなった。 

 

表 6-6：主成分得点 

 

自治体 主成分得点 標準化された変数 

 主成分

1 

主成分

2 

主成分

3 

地球温

暖化対

策実行

計画 

県 庁 所

在 地 か

ら の 距

離 

人口 ス マ ホ

保有率 

空 港 か

ら の 距

離 

下 水 道

普及率 

深谷市 0.61 -0.81 -0.29 0.71 0.48 -0.13 0.65 0.25 -0.3 

泉佐野市 -1.00 0.32 -2.16 -1.41 -0.04 -0.28 1.28 -0.94 -0.99 

南島原市 -0.27 -1.43 0.60 0.71 -0.16 -0.47 -0.63 0.47 -0.61 

成田市 -0.63 0.55 -0.52 0.71 -0.2 -0.17 0.18 -0.94 0.33 

福山市 1.77 0.90 0.20 -1.41 2.09 0.99 0.03 -0.15 0.2 

新潟市 -0.90 2.58 0.64 0.71 -1.03 2.12 -0.17 -0.91 0.68 

唐津市 0.30 -0.14 -0.89 0.71 0.02 -0.21 0.97 -0.2 0.18 

奥出雲町 -1.92 -1.24 0.40 0.71 -0.36 -0.59 -0.83 -0.47 -1.51 

三条市 -1.83 -1.09 0.01 0.71 -0.23 -0.29 -0.17 -0.51 -1.78 

会津若松市 1.40 -1.35 0.76 0.71 0.8 -0.21 -0.28 0.93 0.08 

湖南市 1.39 0.44 -2.31 -1.41 -0.23 -0.44 1.64 0.21 1.09 

佐世保市 0.17 -0.17 0.15 -1.41 0.08 0.23 -0.63 0.36 -0.31 

浜松市 1.15 1.65 1.40 0.71 1.18 2.15 -0.15 -0.25 0.5 

伊那市 1.48 -1.18 0.96 0.71 1.33 -0.39 -0.63 0.56 0.26 

鹿角市 -1.69 0.98 1.06 -1.41 -0.85 0.89 -1.92 -0.5 -0.49 
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唐津市は表 6-6 が示すように市税の財源不足を補うために（主成分 2）、中央省庁の委託事業費

を活用しながら中山間地や避難所にRE技術の導入を試みる多数の実証事業を市外企業とともに立

上げ、地域新電力会社「唐津電力株式会社」の役員として自治体職員が活躍している。九州電力の

火力発電所と玄海原発発電所が市内にあり、行政機関は RE 発電に大変積極的で、2016 年にはバ

イオマス発電所の誘致に成功している。市外企業が 40 年間放置されていた行政 保有の住宅開発

予定地に発電所を建設し（主成分3）、2023年より地元に新たな雇用機会を創出しながら稼働する予

定である。民間の育成や誘導，民間活動の活性化が唐津市の目的である。 

福祉の町として知られる湖南市は、近年では地域資源としての再生可能エネルギーを地域主導

で利用する理念や仕組みを定める自然エネルギー基本条例を定め、官民連携で設立した地域新

電力会社「こなんウルトラパワー」は現在では一般家庭 15 か所、障がい者施設１か所、公共施設 50

か所に電気を供給している。表 6-6 の通り、湖南市は税収が 15 の市町村のなかでも比較的小さい

が（主成分 2）、こなんウルトラパワーはサービス範囲の拡大にあたり、財源確保の手段として今後他

自治体においても活用が見込まれるグリーンボンドを活用し、滋賀銀行を引受先とした私募債（特定

少数の投資家）を平成 28 年に公募した。福祉政策に力を入れてきた湖南市では， 再生可能エネ

ルギーと障がい者福祉の統合という大きな目標のもと、障がい者が直接，太陽光発電に関わること

ができる試みとして，障がい者によるサツマイモ栽培とその残渣を用いたイモ発電の導入を重視し

ている。  

福山市は JFE スチールの城下町であり、県庁所在地からの距離が域内経済に与える影響が見ら

れず（主成分 1）、行政と JFE とのつながりが RE 関連政策からも強く感じられる。地域循環共生圏の

概念を早くから市の環境基本計画に取り入れ、環境行政に対する感度が高い。その概念の社会実

装を進めるにあたり、地域新電力会社である「福山未来エナジー株式会社」（市と JFE エンジ、広島

銀行の共同出資）を 2018 年12 月25日に設立した。同社は福山リサイクル発電株式会社（FRPC）か

ら購入したごみ固形燃料と浄水場に敷設した太陽光パネルから発電した電力をまずは市有施設

286 か所に提供し、備後地方の他市町村にも事業展開しつつ、ごみ発電の公益事業として広域展

開を目指している。一般廃棄物が市町村の責任で収集、運搬、処理されている資源であり、適切なリ

サイクルが望まれるところである。福山未来エナジーには取締役（市１名、JFE3 名）、監査役（市1 名、

JFE1 名）がいずれも本業と兼務する形で在籍している。 

 

6.4  政策への考察 

 

本来、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的

かつ総合的に実施する役割を広く担うもの（地方自治法 第 1 条の 2）である。電力は都市生活に不

可欠な住民の福祉を供給するシステムの一つではあるが、廃棄物処理、上下水道施設の計画と運

用、都市防災対策、学校の管理、生活保護に係る事務とは異なり、地方自治体が責任を持つ範囲で

はない。電力小売りの自由化により中山間部を電源立地場所とする民間の発電事業者の誘致が将

来も難しいことから自治体やコミュニティによる地域新電力の設立に期待がかかるが、地方自治法に

よる制限から地方自治体が担う主な事務の副次的な事業として導入されている事例が一般的である。
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その為、湖南市のようにエネルギー担当部局を設けている自治体は稀であり、むしろ法律上の制約

を考えれば、地域新電力会社に関与するかたちで電力行政を誘導することが自然と考える。 

社会調査から再生可能エネルギーを導入するにあたり、課題として財源不足と人材確保の難しさ

を掲げる自治体が最も多かった。自治体が地域新電力会社に関与する方法は、小売会社への出資

だけでなく、地域住民と事業者の調整、自治体保有施設への発電設備の設置等、さまざまであるが、

財源や人材の両方がなくても、どちらか一方を外部委託する自治体も見受けられた。 

地域新電力会社の立上げを早期に進める自治体には、共通項として新たな産業の育成と雇用の

創出が確認されるが、財源や人材が揃っている自治体は少なく、むしろ不足している面を自治体が

中央政府や地元企業と連携することで補っていることが見受けられる。太陽光発電から、今後は熱

供給、交通の分野にも発展的に広がっていることが図 6-1～6-3 の通り、判明している。地域

内の省エネ性の高い電源や設備の導入促進（VPP 実証事業）、ごみ焼却の活用、FC や FCV

バスの導入に自治体の期待がかかる。 

 

 

図 6-13：新たな電力政策 

 

 

 
図 6-14：新たな熱供給政策 

 

 

0 2 4 6 8 10

VPP実証事業

公共施設、避難所に太陽光発電等の…

HEMS（EV充電設備）導入

地域新電力会社の設立

エネルギー学習の推進

ごみの資源化と自己託送制度を利用…

地中熱による熱電供給

洋上風力による熱電供給

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

ごみ焼却熱の活用 （自社、近隣需要…

工場排熱の自社利用と余剰電力を自営…

地域熱供給地区の設置 （シュタット…

木質バイオマスの熱源利用

民間主導の地域熱供給事業の育成を目…

地域新電力会社による熱供給事業の展開
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図 6-15：新たな交通政策 

 

  

0 1 2 3 4 5 6

FCV、FCバスの導入促進

EVバス、EVタクシー、EVカーシェアの…

バイオディーゼル燃料を利用する市営…

観光振興用の超小型モビリティの導入

燃料電池等の環境技術を採用した公共…
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第 7 章 結び 

 

7.1 本論文の要約 

固定価格買取制度（FIT; Feed-in-tariff）が日本で導入されてから、早 8 年が過ぎようとしている。

再生可能エネルギー技術への設備投資を促す補助金と個人や事業者による省エネ行動を促す税

金としての側面を併せ持つ FIT は化石燃料の消費量を抑制することで地球環境の悪化を回避し、

社会の持続的な発展を維持する機能として期待されてきた。経済活動を解析する際、このような環

境問題に伴う外部費用に着目しつつ、課税・補助金・規制といった政府政策を展開する必要があり、

その為にはまず解決策となる政策に対する社会的受容性を育成し、市民が納得して追加的な課税

に同意しなければならない。 

本研究は、RE 発電促進賦課金の WTP に影響する人々の潜在意識を解析することで、分散型発

電や電力小売全面自由化の社会受容性に地域差があり、特に原発被害が大きかった東電管轄

地域の都市において高い社会受容性が確認された。更に被験者が原発リスクと気候変動リス

クを調査時点の自身の状況よりも「好ましくない」状態、つまり「損失」を引き起こす可能性があ

ると判断し、その意識が比較的高い RE 発電促進賦課金の WTP に反映されている点が 4 つの都

市において共通して示されている。社会受容性の程度が、WTP の水準に直接影響し地域差が

生じると考えがちだが、調査結果では東電管轄地域と東電以外の地域電力会社の管轄地域

で中央値に差が無かった。 

市民が FIT 制度を皮切りに進んできた電力制度改革を支援する（或いはしない）姿勢を確

認した上で、その人々の意識に直接働きかけ、RE 普及を促す地方自治体の「政策」について見て

いき、供給側の能力開発を可能にするプッシュ型政策の有効性が確認された。これは電力小売完

全自由化の影の部分として電力供給が不足する事態が懸念される事業の採算性が望めない中山

間部でも同じであり、プッシュ型政策のひとつである自治体やコミュニティによる地域新電力の設立

に期待がかかる点も確認された。 

ただ、政策評価の対象とした太陽光発電モジュール単品だけでは日本経済の生産性の向上（技

術革新）に貢献する程度は限られており、RE 普及に関連した技術革新を更に幅広く継続して進める

必要性が確認されている。自治体が独自に進める政策も資源の埋蔵量、人口と財政規模、人材、地

理的特性等の地域差を勘案した上で策定していく効果がモデル解析から確認された。 

  

7.2 今後の課題 

本研究は、FIT 制度の導入にあたり、人々の意識構造と自治体の諸政策について解析して

みた。今後は、更に細かく政策ひとつずつの効果を評価することで政策担当者を支援してい

きたい。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%B2%E7%A8%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E5%88%B6
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資料 A：今後の地域エネルギー利用に関する調査(2012 年) 

 

本調査は、今後の地域のエネルギー問題に関するご意見をうかがうために、公益財団法人地

球環境戦略研究機関（本部：神奈川県）が実施するものです。調査結果は統計的に処理され、

個人を特定することはありません。調査結果に基づいて、お住まいの自治体など関係機関へ

の提言を行う予定です。 

 

Q1.ご自身と住環境に関する質問 

 

 Q1-1 お住まいの区はどれにあてはまりますか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）川崎区 （２）幸区 （３）中原区 （４）高津区 （５）多摩区 （６）宮前区 

（７）麻生区 

 

 

Q1-6 あなたにとって、お住まいの地域の自治体（市）が取り組むべき課題として最も重要なも

のはどれですか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）子育て （２）教育 （３）医療・福祉 （４）安全・安心 （５）娯楽・スポーツ 

（６）産業・雇用 （７）交通 （８）環境 （９）その他 

 

Q1-7 あなたは世帯主ですか？ 

（１）世帯主 （２）世帯主の配偶者 （３）その他 

 

 現在お住まいの住環境についてお尋ねします。 

Q1-8 持家、賃貸住宅どちらにお住まいですか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）持家 （２）賃貸住宅 

 

Q1-9 お住まいの建物の構造は次のどれに当てはまりますか。あてはまるものを一つ選んでく

ださい。 

（１）戸建（木造） （２）戸建（鉄筋コンクリート造） 

（３）低層集合住宅（木造） （４）低層集合住宅（軽量鉄骨造） 

（５）低層集合住宅（鉄筋コンクリート造） （６）高層集合住宅 



88 

 

Q3.電力使用量のモニタリング（属性限定の設問） 

 

Q3-1 あなたのご家庭では、以下のような行動を行っていますか。あてはまるものを一つ選ん

でください。 

Q3-1-1 家庭における年間や月別の電力使用量を把握している。 

（１）していない （２）している 

 

Q3-1-2 どの機器がどの程度の電気を消費しているか把握している。 

（１）していない （２）している 

 

Q3-1-3 待機電力を消費する機器について、マメに電源を切って待機電力の削減に努めて

いる。 

（１）していない （２）している 

 

Q3-2 仮に、今後、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）の価格上昇により、電気料金（従量部分

の単価）が 10％値上がりした場合に、上記 3-1 の行動を行いますか。あてはまるものを一つ選

んでください。 

Q3-2-1 家庭における年間や月別の電力使用量を把握する。 

（１）しない （２）おそらくしない （３）多分する （４）既にしていて継続する 

 

Q3-2-2 どの機器がどの程度の電気を消費しているか把握する。 

（１）しない （２）おそらくしない （３）多分する （４）既にしていて継続する 

 

Q3-2-3 待機電力を消費する機器について、マメに電源を切って待機電力の削減に努める。 

（１）しない （２）おそらくしない （３）多分する （４）既にしていて継続する 

 

Q8. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

 

昨年（2012（平成 24）年）7 月より、日本では、以下のような再生可能エネルギーの固定価格買

取制度が始まりました。説明を読んで、そのあとの設問にお答えください。 
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「固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小規模水力、地熱、バイオ

マス（生物資源を含む木くず、下水汚泥、廃棄物など））によって発電された電気を、電力会社

が一定期間、一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。具体的には、今年度は、

1kWh あたり太陽光（10kW 以上）37。8 円（税抜 36 円）（20 年）、風力（20kW 以上）23。1 円（税

抜 22 円）（20 年）、地熱（15、000kW 以上）27。3 円（税抜 26 円）（15 年）などと定められていま

す。 

買取価格や買取期間については、再生可能エネルギーの種類、設置される形態や規模ご

とに、中立的な第三者による委員会の意見に従って、経済産業大臣が決定し、買取価格や買

取期間は設置コストなどの実態に合ったものになるよう、毎年度見直されます。 

電力会社が買いとるためのお金は、再生可能エネルギー賦課金および太陽光発電促進付

加金として電気料金に上乗せされ、全国一律に利用者が負担することになります。地域により

多少異なりますが、例えば東京電力館内の標準的な家庭（電気使用量 300kWh/月）では 1

か月 120 円の負担となります。今後、再生可能エネルギーによる電気の買取量増加により、利

用者の上乗せ料金負担が増えることが予想され、標準的な家庭で 1 か月 150 円程度の負担

となると考えられています。」 

 

Q8-1 あなたはこの制度の内容についてご存知でしたか。あてはまるものを一つ選んでくださ

い。 

（１）知らなかった （２）聞いたことはある （３）知っていた 

 

Q8-2 あなたはこの制度について賛成ですか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）反対 （２）どちらかと言えば反対 （３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えば賛成 （５）賛成 

 

Q9。電力小売全面自由化のもとでの再生可能エネルギー電源選択 

昨年から国で電力小売全面自由化の方針が検討されています。電力小売全面自由化が実

現すれば、これまでのような大手電力会社だけでなく、再生可能エネルギーのみを扱う電力会

社など、新しい会社が参入できるようになり、一般家庭で電力購入会社を自由に選べるように

なります。 

 

Q9-1 あなたは、家庭部門の電力自由化の方針について知っていましたか。あてはまるものを
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一つ選んでください。 

（１）知らなかった （２）知っていた 

 

Q9-2 あなたは、家庭での電力自由化という方針についてどのように思われますか。あてはま

るものを一つ選んでください。 

（１）自由化する必要はない 

（２）どちらかと言えば、自由化する必要はない 

（３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えば、自由化すべきである 

（５）自由化すべきである 

 

Q9-3 （属性限定の設問） 

 

注意 以下の設問には、世帯主またはその配偶者の方のみご回答ください。 

 

仮に、家庭ごとに電力配給会社を通じて電気を購入して利用する際に、従来型電源（石炭、

天然ガス、石油、原子力、大型水力）と、再生可能エネルギー電源（太陽光、風力、中小規模

水力、地熱、バイオマス）の 2 種類の電源を組み合わせた選択が可能であるとします。 

従来型電源と再生可能エネルギー電源については、以下の表のような違いがあると言われ

ています。 

 

Q10。地域自立分散型エネルギーマネジメント  

 

これまでエネルギー供給については国が責任を負ってきましたが、東日本大震災およびその

後の原子力発電所事故をきっかけとして、地方自治体が一定の責任を負うという考え方が出

てきました。 

 

Q10-1 東京都は、東日本大震災のあと、地域におけるエネルギー供給の確保などを目的とし

て、都の保有地において天然ガス火力発電所を建設するプロジェクトを進めています（電気の

地産地消）。あなたはこのことを知っていましたか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１） 知らなかった （２）知っていた 
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Q10-2 あなたは、今後、災害に強く、より環境負荷の小さな地域づくりを進めるために、お住

まいの地域で、大規模なインフラ網を通じたエネルギー供給への依存を減らした、自立分散

型エネルギー利用の仕組みづくりを進めるべきだと思いますか。あてはまるものを一つ選んで

ください。 

（１）そうは思わない （２）どちらかといえばそうは思わない （３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えばそう思う （５）そう思う 

 

Q10-3 地域での電気と熱の利用を統合したり、または熱供給を地域単位で行ったりすること

で、より無駄なくエネルギーが利用できるとともに、災害等非常時の生活機能を継続しやすく

なります。そのためには新たな民間投資や公共投資も必要になります。 

 

Q10-3-1-1 仮に、お住まいの自治体（市）が、地域の電気と熱（エネルギー）の利用に関する

新たな政策を作成し、その案に対してあなたが市民としてインターネット、郵送、ファックス送信

を通じて意見を述べることができるとします（パブリックコメントと呼ばれます）。あなたは意見を

提出すると思いますか。あなたのお考えについて、あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）提出しない（２）おそらく提出しない （３）もしかすると提出するかもしれない 

（４）提出したい 

 

Q10-3-1-2 その理由をお書きください。 

 

 

 

Q10-3-2-1 仮に、お住まいの自治体（市）が公募して住民の中から選ばれた市民が、今後の

電気と熱（エネルギー）の利用に関する新たな政策を検討する委員会に委員の一人として参

加でき、自治体の政策づくりに反映させられる機会があるとします。あなたは委員に応募しま

すか。あなたのお考えについて、あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）応募しない （２）おそらく応募しない （３）もしかすると応募するかもしれない 

（４）応募したい 

 

Q10-3-2-2 その理由をお書きください。 
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Q10-3-3-1 住民の中から無作為に選ばれた市民が、今後の電気と熱（エネルギー）の利用に

関する新たな政策を検討する場に参加でき、エネルギーをめぐる各種の論点を理解しながら、

いろいろな立場を含めて議論し、自治体の政策づくりに反映させられる機会があるとします。あ

なたは議論に参加しますか。あなたのお考えについて、あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）参加しない（２）おそらく参加しない （３）もしかすると参加するかもしれない 

（４）参加したい 

 

Q10-3-3-2 その理由をお書きください。 

 

 

 

11-3 あなたご自身も含め、現在同居している家族の人数をお答えください。 

 

      人 

 

Q11-4 あなたの世帯の年収は税込みでおよそどのくらいですか（年金も含む）。あてはまるも

のを一つ選んでください。 

（１）300 万円以下 （２）300～500 万円未満 （３）500 万円～700 万円未満 

（４）700 万円～1000 万円未満 （５）1000 万円以上 

 

Q11-5 あなたは地球温暖化に対して関心がありますか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）ない （２）どちらかと言えばない （３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えばある （５）ある 

 

Q11-6 あなたは今後原子力発電をどのようにしていくべきだとお考えですか。あてはまるもの

を一つ選んでください。 

（１）2050 年においても利用する 

（２）2050 年までに利用をやめる 
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（３）2040 年までに利用をやめる 

（４）2030 年までに利用をやめる 

（５）即時に利用をやめる 

 

Q11-7 原子力発電の利用を減らすために、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）による発電を

増加させ、地球温暖化の原因となる CO2排出削減の取り組みが遅れてもやむを得ない、という

意見についてどのようにお考えですか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１） そうは思わない （２）どちらかと言えばそうは思わない （３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えばそう思う （５）そう思う 

 

Q11-8 原子力発電の利用を減らした場合、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）による発電が

増加し、地球温暖化の原因となる CO2 の排出量が増える可能性があります。原子力発電を減

らすとともに、化石燃料による発電も減らすためには、再生可能エネルギーの利用を大幅に拡

大するなどの対策が必要であり、わたしたち一人ひとりの費用負担が増えると考えられます。

一月あたりのご家庭での電気料金の増加額として、受け入れ可能な上限金額は次のどれに近

いですか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１）追加的な負担は受けたくない （２）1000 円/月 （３）2000 円/月 （４）3000 円/月 

（５）4000 円/月 

 

Q11-9 経済産業省の電力システム改革専門委員会は、昨年（2012（平成 24）年）7 月に、今後

の電力システム改革の基本方針をとりまとめ、その中で 

「安くて手軽な電力の時代は終わった」 

と述べています。あなたは、この考えについてどのように思いますか。あてはまるものを一つ選

んでください。 

（１）そうは思わない （２）どちらかと言えばそうは思わない 

（３）どちらとも言えない （４）どちらかと言えばそう思う （５）そう思う 

 

Q11-10 あなたは、原子力発電所事故が起きた後、自宅、地域、職場などで自ら省エネを進

めなければいけないと感じましたか。あてはまるものを一つ選んでください。 

（１） 感じていない （２）どちらかと言えば感じていない （３）どちらとも言えない 

（４）どちらかと言えば感じた （５）感じた 
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Q11-11 あなたのお住まいの地区には自治会や町内会がありますか。 

（１）ある （２）ない （３）わからない 

 

（枝設問） 

Q11-12 Q11-11 で「ある」と回答された方にお尋ねします。あなたは自治会や町内会の活動

に参加しますか。 

（１）したことはない （２）したことがある 

 

（枝設問） 

Q11-13 Q11-12 で「したことはない」と回答された方にお尋ねします。その理由をお書きくださ

い。 

 

 

 

Q11-14 あなたは、市民が電力会社を通じて自然（再生可能）エネルギー事業を推進するグリ

ーン電力基金に寄付金を払ったことがありますか。 

（１）ない （２）ある 

 

Q11-15 あなたは、市民出資による自然（再生可能）エネルギー普及のための市民ファンドに

出資したことがありますか。 

（１）ない （２）ある 

 

Q11-16 お住まいの建物の築年数は次のどれに当てはまりますか。あてはまるものを一つ選

んでください。 

（１）1 年未満（新築） （２）1 年以上 5 年未満 （３）5 年以上 10 年未満 

（４）10 年以上 20 年未満 （５）20 年以上 40 年未満 （６）40 年以上 

（７）分からない 

 

Q11-17 お住まいの住宅の間取りは次のどれに当てはまりますか。あてはまるものを一つ選ん

でください。なお、K はキッチン（厨房）、D はダイニング（食堂）、L はリビング（居間）を指し、数
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字は、キッチン、ダイニング、リビング以外の独立した部屋（寝室等）を指します。 

（１）ワンルーム （２）1K （３）1DK （４）1LDK （５）2K （６）2DK 

（７）2LDK （８）3K （９）3DK （10）3LDK （11）3LDK より多い 

 

Q11-18 お仕事についてお尋ねします。 

Q11-18-1 おもに週に 3 日以上、金銭的報酬を得て働いていらっしゃいますか。 

（１） 働いていない （２）働いている 

 

（枝設問） 

Q11-18-2  Q11-18-1 で「働いている」と回答された方にお尋ねします。市内で働いていらっ

しゃいますか。 

（１）おもに市内で働いている （２）おもに市外で働いている 

 

Q11-19 あなたの最終卒業学校は以下のどれに当てはまりますか。あてはまるものを一つ選

んでください。 

（１）小・中学 （２）高校 （３）短大・高専 （４）大学・大学院 

 

質問は以上です。ご回答ありがとうございました。 
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資料 B：地域の再生可能エネルギー導入状況 

 

令和元年 11 月 

アンケートの集計結果（暫定） 

 

先日は、地域の再生可能エネルギーの導入実態調査にご協力いただき、誠に有難うござい

ました。 

貴市からご提供いただいた回答がまとまりましたので、お送りいたします。 

皆様におかれましては、ご多忙な処、調査にご協力いただき誠に有難うございました。 

 

名古屋大学准教授      三輪 富生  

（公財）地球環境戦略研究機関 中野 綾子  

 

I 再生可能エネルギーの賦存量について 

（設問 1.1） 地域の再生可能エネルギーの賦存量をこれまで集計しましたか （N=164） 

・・・していない  116  自治体 

・・・した      48  自治体 

II 地域新電力について 

（設問 2.1）全量 FIT 開始以来（2012 年 10 月）、国によって認可された自治体の関与する地域

の再生可能エネルギー設備の導入件数を把握している自治体（N＝135） 

・・・2012 年度  93 自治体 

・・・平成 30 年度  98 自治体 

（設問 2.3）平成 28 年 4 月 1 日以降、平成 31 年 3 月 31 日までの間、地域で設立された「新

電力会社」の件数を把握している自治体 （N=164）  

・・・把握している 25 自治体 

（設問 2.4）地域新電力会社を設立運営、或いは運営に関与している自治体 （N=156） 

・・・関与している 15 自治体 

・・・関与の方法  立地相談・・・・・・・・・2 

          住民や関係機関との調整・・4 

          許認可・・・・・・・・・・2 
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          協定の締結・・・・・・・・5 

          発電会社への出資・・・・・2 

       自治体保有地への設置・・・2 

          小売会社への出資・・・・・9 

          運用業務の外部委託・・・・3 

 

（設問 2.5）自治体が関与する地域新電力会社の電力供給先。（N=21） 

 

（設問 2.7）自治体が地域の新電力会社に「出資」するメリット （N=161） 

 

（設問 2.9）「発電業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに十分な

レベルまで低減しましたか。 あてはまるものを一つ選んで下さい。（N＝127） 

 

 

 

（設問2.10）「送電業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに十分な

レベルまで低減したか。 （N=116） 
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（設問 2.11）「受給管理業務」にかかる費用は、自治体が地域新電力会社を「運営」するのに

十分なレベルまで低減したか。 （N=116） 

 

（設問 2.12） 地域新電力会社を「運営」するのに十分な人材が揃っているか。（N=125） 

 

（設問 2.13） 地域新電力会社の「運営」は市民から理解が得られるか。（N=125） 

 

 

（設問 2.15）自治体が地域新電力会社に関与するにあたり期待する事 （N=123） 
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（設問 2.16）地域内の省エネ性の高い電源や設備の導入促進、エネルギーマネジメント手法

の導入に向けて、地域の事業者と共同で事業を進めてきたか。 （N=157） 

・・・実施していない 146 自治体 

・・・実施する予定   ７自治体 

・・・実施した     4 自治体 

 

III 計画や施策について 

（設問 3.1） 2012 年 FIT 導入後、温暖化対策の地方公共団体実行計画にある温室効果ガス

排出削減目標を改定し、再生可能エネルギーの導入を強化したか。（N=158） 

 ・・・改定していない 72 自治体 

 ・・・改定した    86 自治体 

（設問 3.2）  2012 年 FIT 導入降、総合計画や都市マスタープラン、立地適正化計画等の主

要計画改定時に、再生可能エネルギーの導入を優先課題として盛り込んだか。（N=158） 

 ・・・しない        72 自治体 

 ・・・した         86 自治体 

（設問 3.3） 2012 年 10 月の FIT 導入以降、再生可能エネルギー関連政策の「環境」、「社

会」、「経済」に対する便益を明らかにした上で部署を横断する形で施策を関連付けて、都市

マスタープラン等諸計画に反映したか。（N=136） 

 ・・・反映しない   125 自治体 

 ・・・反映した     11 自治体 

（設問 3.5） 地方公共団体実行計画等の気候変動実行計画を策定する際。近隣自治体との

連携をしているか。（N=156） 

 ・・・連携している   4 自治体 

（設問 3.7） 再生可能エネルギーの導入促進に関連する条例や施行規則を改定したか。
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（N=126） 

 ・・・ しない    110 自治体 

 ・・・ する予定    4 自治体 

 ・・・ した     12 自治体 

（設問 3.9） 省エネルギー建材や設備システムの特徴を整理すると共に、エネルギー消費性

能計算の構成を考慮した建物のガイドラインを作成した、あるいは作成する予定はあるか？

（N=161） 

 ・・・していない   151 自治体 

 ・・・する予定      2 自治体 

 ・・・ した       8 自治体 

（設問 3.10）再生可能エネルギー資源で、建築物への導入を検討できる技術やシステムの性

能（ランニングコスト、CO２排出削減量等）、長所や短所、導入方法について、事業者あるいは

市民を対象に研修を実施した、あるいは実施する予定はあるか?（N＝161） 

 ・・・していない  151 自治体 

 ・・・する予定    1 自治体 

 ・・・した      9 自治体 

（設問 3.11）再エネ・省エネ技術の導入を望む市民や中小事業者に対して、資金、技術、規制

等の情報提供をどのように実施しているか。（N=） 

 

（設問 3.12）都市ネットワークに参加しているか。（N＝162） 

 ・・・していない  148 自治体 

 ・・・している    14 自治体 

（設問 3.13） 再生可能エネルギーへの投資を優遇する税制を導入しているか。（N=163） 

 ・・・いいえ   138 自治体 

 ・・・はい     25 自治体 
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（設問 3.14）再生可能エネルギーへの投資優遇ローンを導入したか。（N=162）  

 ・・・いいえ   160 自治体 

 ・・・はい      2 自治体 

（設問 3.15） 再生可能エネルギーの導入を促進する地元支援団体の設立に関わったか。

（N=162） 

 ・・・いいえ   153 自治体 

 ・・・はい     9 自治体 

（設問 3.16）グリーンボンドにより自治体が調達した資金で効率的に低炭素化事業を実施する

制度が確立された場合、制度に取り組みたいか。（N=150） 

 ・・・いいえ   119 自治体 

 ・・・する予定   26 自治体 

 ・・・未定     5 自治体 

（設問 3.18）住宅や事業者向けに再生可能エネルギーへの投資を優遇するため関連設備の

設置経費等を一部補助しているか。（N=125） 

 ・・・いいえ   41 自治体 

 ・・・はい    84 自治体 

（設問 3.19） 太陽光発電の公共施設への設置を促進するために進めている施策は？ 

（N=125） 

 ・・・屋根貸し・・・・・・・・・・・・ 37 

 ・・・グリーン電力証書・・・・・・・・  5 

 ・・・再エネ電力を優先的に政府調達・・・12 

 ・・・J クレジット制度・・・・・・・・   3 

 ・・・水力発電由来の電力・・・・・・・  6 

 ・・・建物の再エネ利用検討の報告義務・・ 7 

（設問 3.21）地域熱供給システムを地域に導入する予定。（N=155）  

 ・・・無    155 自治体 

 ・・・有     0 自治体 

（設問 3.22） 小水力発電システムを地域に導入する予定。（N＝123） 

 ・・・無   112 自治体 

 ・・・有    11 自治体 

 



102 

 

調査概要 

ご協力いただいた自治体は、全 164 か所 

（内、政令指定都市 8 か所、中核市 19 か所） 

調査票回収時期と回収数 

2018 年夏：37 件   2019 年夏 128 件 
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