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第３章  分散型エネルギー 

 

１ 世界で進む分散型シフト 

 

(1) 分散型エネルギー利用の現状 

世界では、欧米を中心に分散型エネルギーの導入が急速に進んでいます。分散型シフトの

主役である自然エネルギーについては前章で触れた通りですが、熱電併給設備（コージェネ

レーション）も自然エネルギー同様、導入量が伸びており、国や地域全体の電力量において

大きな割合を占めるようになってきています。本章ではコージェネレーションに焦点をあ

て、世界や日本の現状を中心に概説します。 

図 2-3-1 は欧州各国の総発電電力量に占めるコージェネレーションからの電力量の割合を

示したものです。デンマークでは 5 割弱、オランダやフィンランドでは 3 割超、ドイツやイ

タリアといった G8 主要国でも 10%を超えています。EU27 カ国では約 11%となっており、

約 12%の米国とほぼ同じ割合を占めるようになっています（これに対し、日本では後述する

ように 3％程度にとどまっています）。 

欧州におけるコージェネレーションは、現状で年間 2 億トンの CO2 削減効果をもたらして

おり、今後 20 年で電力生産量の少なくとも 25％を占めるようになるとみられています20。 

 

図 2-3-1 欧州各国における総発電電力量に占めるコージェネレーションの割合（2011 年） 

 

出典：Eurostat  CHP data 2013 より自然エネルギー財団作成  

 

  

                                                   
20 The European Association For the Promotion of Cogeneration website 

http://www.cogeneurope.eu/knowledge-centre_36.html  
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(2) 世界で展開される分散型エネルギー政策 

コージェネレーションをはじめとする分散型エネルギーの普及の進んでいる国や地域で

は、導入加速化、市場形成のための様々な政策が展開されています。たとえば欧州では、

2004 年の「CHP 指令（CHP Directive ; 2004/08/EC）」を機に各国におけるコージェネレ

ーションの普及拡大が進むとともに、ポテンシャルや障壁、先進事例などが明確化されまし

た。2012 年の「エネルギー効率化指令（European Energy Efficiency Directive）」では、

2015 年 12 月までに高効率な地域熱供給やコージェネレーションのさらなる導入ポテンシャ

ル評価を実施するとともに、2020 年および 2030 年に向けた具体的な政策・戦略の分析をす

すめるよう要請しています21。また米国においても 2012 年の大統領令をはじめ、連邦・州

のそれぞれの政府レベルで導入促進が図られています。  

以下ではドイツ、デンマーク、米国の政策を概説します。 

 

ドイツ 

ドイツ政府は、「CHP 法（2002 年制定、2009 年及び 2012 年改定）」に基づき、2011 年

時点で 17％であった電力生産量に占めるコージェネレーションのシェアを 2020 年までに

25％へと引き上げる目標を掲げました。そのための支援策として、コージェネレーション由

来の電力に対する優先アクセスを自然エネルギー同様に与えるとともに、kWh あたりの助成

金（Bonus payments）を付与することを系統運用者に義務付けています（表 2-3-1）。 

また、連邦経済・輸出管理局（BAFA）は、2012 年 1 月の 20kW までの容量の熱電併給

プラント導入支援に関する指針に基づき、小規模設備を対象として費用の 45%を上限とする

助成金を支給しています。 

表 2-3-1 新規設備に対する助成金（CHP 法による規定） 

対象発電容量 ボーナス（セント/kWh）  ボーナス支給期間  

50kW 以下 5.41  10 年間または全負荷相当時間 3 万時間 

50kW 超 250kW 以下 4 

全負荷相当時間 3 万時間 
250kW 超 2000kW 以下  2.4  

2000kW 超  
1.8  

2.1  

注 1）適用単価は、最初の 50kW が 5.41、次の 200kW が 4.0、次の 1,750kW が 2.4、それを超える kW が

1.8 あるいは 2.1 と割合ごとに適用される。  

注 2）2kW 以下は、30,000 時間相当プレミアム一括受給の選択も可能。  

注 3）コージェネレーション運用者は、上記以外に逆潮電力に対して系統ネットワーク回避可能コストが補填さ

れる。  

注 4）2000kW 超、2.1 セント/kWh は 2013 年以降 EU 排出量取引制度対象施設に限定。  

注 5）機器の交換による設備更新の場合、新設コストの 50％以上であれば 3 万時間、25％以上であれば 1 万

5000 時間が支給期間となる。  

出典：JETRO（2013）、コージェネ財団  

 

ドイツは、2030 年時点のコージェネレーションのシェアを電力生産量の 3 分の 1、熱生

産量の 4 分の 1 にまで可能な限り引き上げるとしています。またコージェネレーション燃料

投入の 3 割をバイオエネルギーとすることで、自然エネルギーシェアや脱炭素化に関する目

標との整合性を図ろうとしています。  

                                                   
21 IEA, 2014, Linking Heat and Electricity Systems, p19  
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デンマーク 

分散型エネルギーを基盤としたエネルギー供給システムが確立している国として真っ先に

挙げられるのは、北欧のデンマークでしょう。かつてエネルギーの 9 割以上を石油輸入に依

存していたデンマークは、1970 年代の石油危機以降、脱石油、国産資源の活用、省エネル

ギーの推進へと大きく舵を切りました。 

特に 1979 年に制定された「熱供給法」は、国産の天然ガスを利用したコージェネレーシ

ョン、地域熱供給を省エネルギーの重点施策としており、自治体によるエリア指定と「熱供

給事業計画」の策定を義務付けるとともに、全需要家にたいする天然ガス導管、地域熱導管

への接続が義務化されました。この結果、80 年代、90 年代を通してコージェネレーション

や地域熱供給の導入が進み、90 年代後半からの急速な風力発電の導入もあいまって、全発

電電力量の約 5 割をコージェネレーション、約 3 割を風力が賄うようになっています。 

 

図 2-3-2 デンマークにおける分散型電源の配置や数の変化 

  
1985 年 2009 年 

出典：デンマークエネルギー庁  

 

図 2-3-2 はデンマークにおける発電設備の配置について、1985 年と 2009 年で比較したも

のです。ご覧の通り、大規模集中型の発電所が点在していた当時から約四半世紀を経て、国

全体に分散型電源の導入が進んでいることが分かります。また自然エネルギーの積極的導入

と熱の有効活用を両立することで、国全体の年間 CO2 排出量を 90 年代のピーク水準（7970

万トン-CO2、1996 年）から 2013 年の 4460 万トン-CO2 へと 4 割以上減少させています。 
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米国 

欧州と並んでコージェネレーションの導入が進んでいるのが米国です。2012 年時点で約

8200 万 kW の設備があり（全発電設備容量の約 8%）、年間発電電力量の約 12%を賄ってい

ます。2012 年 8 月の大統領令（Executive Order）では、2020 年末までに費用効果的な産

業用コージェネレーションを新規に 4000 万 kW 導入することを国家目標として掲げ、関係

諸機関が連携して支援するよう要請しています。これにより 1 億 5000 万トン/年の CO2 削

減（車 2500 万台分に相当）、100 億ドル/年のエネルギー費用削減が達成可能であり、400-

800 億ドルの新規建設投資を誘発することになると試算しています22。 

米国では連邦レベルだけでなく、州レベルでもコージェネレーションの導入拡大に向けた

政策が実施されており、情報提供を含む手厚い支援が行われています（表 2-3-2）。 

 

表 2-3-2 米国におけるコージェネレーション導入政策 

連邦レベル  

エネルギー省 ・地域クリーンエネルギー利用センター（Regional Clean Energy 

Application Centers）を通じ、市場評価、教育、技術上の支援等を提供 

環境保護庁 ・2001 年、環境保護庁はコージェネレーション産業、州・自治体等との関係

強化により高効率コージェネレーションの普及を図る自主的プログラム（CHP 

Partnership）を立上げ 

・2001-2011 年に CHP Partnership は 640 のプロジェクト（新規設備容量

5490MW）を支援 

州レベル  

RPS 制度 ・2013 年 4 月現在、16 州の RPS 制度で再生可能エネルギー由来電力に加

え、コージェネレーション電力を適用対象としている（ルールは州ごとに異な

る）  

・本制度では、電力小売事業者に対して販売量の一定割合（あるいは絶対量）

以上を再生可能エネルギー由来電力やコージェネレーション電力で賄うことを

義務づけ 

系統連系基準 ・分散型発電システムが系統連系の承認に要する遅れ等を防ぐために、州ごと

に系統連系基準を策定し、州内の電力会社に適用される系統連系の手続や技術

上の要件を明確化している  

・2013 年 4 月現在、28 州、コロンビア特別区及びプエルトリコ自治連邦区で

コージェネレーションに関する系統連系基準を規定  

出典：コージェネ財団  

 

米国では、ユニットとしての自然エネルギーやコージェネレーションの導入に留まらず、

蓄電池や燃料電池を含め、あらゆる分散型エネルギーを組み合わせた「マイクログリッド
23」が急速に増えています。マイクログリッドは、気候変動に起因する異常気象などが引き

起こす災害に対し、高いレジリエンスを有する区域単位のグリッドであり、かつては病院や

大学向けなどがほとんどでしたが、近年は自治体や企業、軍施設などにも活用事例が広がっ

ています。 

 

                                                   
22 米国エネルギー省 /環境保護庁 , 2012, p3-4 
23 「マイクログリッドは、自然エネルギーや CHP、蓄電池などの分散型エネルギーで構成される独立した

（discrete）エネルギーシステムであり、電力系統と同調、もしくは独立的に運用することで負荷追従する。」

（The business case for microgrids より引用） 
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図 2-3-3 マイクログリッド導入が進んでいる州 

 

注）左が導入容量（単位：MW）、右がプロジェクト数。  

出典：GTM research  

 

州ごとの導入状況をみると、設備容量ではニューヨーク州が最も多く、導入プロジェクト

数ではカリフォルニア州がトップとなっています（図 2-3-3）。特にニューヨーク州は、

2012 年 10 月のハリケーン・サンディによる浸水や停電などの甚大な被災以降、レジリエン

スを兼ね備えた非常用電源としての役割も果たすマイクログリッドの導入が進んでいます。 

米国では既存の電力系統におけるバックアップ電源としてもマイクログリッドが評価されて

おり、連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、2013 年 7 月、電力会社に対し、即応性の

あるバックアップ電源としてのマイクログリッドに高い電力買取価格を支払うよう、指令を

出しています。 

調査機関の最新の報告書によれば、2017 年末のマイクログリッドの設備容量は約 180 万

kW に達し、累積の市場規模は 30 億ドルを超えると予想しています24。 

 

(3) エネルギービジネスモデルの大転換へ 

世界における小規模分散型電源の新規導入容量は、2018 年にも集中型電源の新規導入容

量を超え、2023 年までの 10 年間に 3.2 億 kW 分の大規模電源による供給力を小規模分散型

電源が賄うことになると予想されています。これにより、1 兆ドル（約 120 兆円、1 ドル＝

120 円換算）規模の分散型電源市場が創出される反面、世界の電力会社の売上は 2228 億ド

ル（約 27 兆円）相当が失われるとの試算も出ており、世界の潮流を見る限り、自然エネル

ギーやコージェネレーションといった分散型へのシフトはより鮮明になってきています25。 

欧米の大手エネルギー会社も過去のビジネスモデルからの転換を図ろうとしています。  

たとえば、2014 年 11 月 30 日、欧州最大のエネルギー会社「E.ON（エーオン）」は、火

力・原子力等の従来発電部門を新会社に分離・独立させ、親会社は自然エネルギーと顧客サ

                                                   
24 GTM Research, 2014, Microgrids 2014: The Evolution of Localized Energy Optimization  
25 NAVIGANT RESEARCH, 2014, Global Distributed Generation Deployment Forecast 

ニューヨーク   ジョージア    テキサス    カリフォルニア  メリーランド   オクラホマ   ニュージャージー   フロリダ     ヴァージニア  

マサチューセッツ  
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ービス関連部門に集約するとの方針を発表しました。エネルギー市場の劇的な変化や技術革

新、多様化する顧客志向にたいして、「もはや既存の包括的事業モデルではこれらの新たな

課題に適切に対処することは困難」（ヨハネス・テイセン CEO）26であり、今後の成長や安

定利益の見込める自然エネルギー事業、配電事業、エネルギー効率化支援事業に経営資源を

配分することを決定したのです。2013 年通期の売上高 1224 億ユーロ（16.5 兆円、1 ユー

ロ＝135 円換算）、税引前利益 93 億ユーロ（1.2 兆円）を誇るエネルギー業界の巨人です

ら、生き残りをかけてビジネスモデルの転換、分散型シフトの加速化を図ろうとしているの

です。 

その他、ドイツの RWE や米国の NRG といった欧米を代表するエネルギー企業でも分散

型を軸とするビジネスモデルの転換を進めており、大きなうねりとなりつつあります。  

 

  

                                                   

26 REUTERS. Nov 30 2014. 
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２ 日本において分散型シフトを加速させるために 

 

(1) 日本の分散型の現状 

日本の全発電量に占めるコージ

ェネレーションの割合は約 3%

（2010 年度）となっていますが、

2000 年代後半から伸びが鈍化して

いることが分かります（図 2-3-

4）。自然エネルギーやコージェネ

レーションの導入を加速させてい

る世界の主要国に比べて、日本は

分散型シフトが進んでいるとは言

い難い状況です。 

2012 年に公表された革新的エネ

ルギー・環境戦略では、2030 年の

導入目標として総発電電力量の

15%（1500 億 kWh）を CHP で賄

うこととされました。 

また、コージェネ財団による

2030 年の導入量推計では、家庭

用、業務用、産業用をあわせて、約 1540 億 kWh に達するとしています。この数値は 2013

年度発電電力量（1 兆 202 億 kWh）の 15%に相当し、2030 年に 2010 年比 3 割減となる

JREF シナリオ（7725 億 kWh）では 20%を占めることになります。ちなみにドイツではコ

ージェネレーション電力の総発電電力量に占める割合を 2020 年までに 25%へと高める目標

を掲げています。現時点ですでに 3 割を超える国々もあります。日本で議論されている目標

値は世界的にみても現実的な水準といえるでしょう。  

 

(2) 分散型シフト加速化に向けた方策 

分散型エネルギーへのシフトが世界的な潮流であり、すでに大きな変革がはじまっている

ことがお判りいただけたと思います。では、日本において分散型シフトを加速させるために

はどのような点を重視すべきでしょうか。 

ここでは基本となる要素を 2 点、取り上げます。 

 

電力システム改革の着実な推進 

自然エネルギーやコージェネレーションといった分散型エネルギーの導入を加速させるた

めには、送配電網などエネルギーインフラの中立・公平な運用が必要不可欠になってきま

す。実際、分散型シフトの進む欧米でも、発送電分離を行い、系統運用の中立性を確立した

ことが自然エネルギーの大きな発展につながりました。これまでの大規模集中型を推進して

きた、地域独占・垂直一貫体制をあらため、エネルギーネットワークを公共インフラとして

開放することが分散型シフト加速化の前提条件といえるでしょう。  

図 2-3-4 日本のコージェネレーション累積導入容量

（2014 年 3 月末） 

 
注 1）民生用には、戸別設置型の家庭用燃料電池（エネファー

ム）やガスエンジン（エコウィル）等を含んでいません。  

注 2）設置・撤去を加減した正味値。 

出典：コージェネ財団  
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地方自治体による積極的な役割 

地域のレジリエンス向上、エネルギーの地産地消による経済の活性化といった分散型シフ

トのメリットを最大限享受するには、各地域の行政の役割が重要になってきます。人口減少

や産業衰退に悩む地方、あるいは異常気象や気候変動影響の脅威に晒されている都市など地

域によって抱えている課題は様々ですが、それらの解決策として分散型エネルギーの活用を

積極的に推進すべきです。日頃より地域の課題と向き合い、持続可能で、魅力ある地域づく

りに取り組んでいる地方自治体こそ、積極的に分散型シフトのイニシアチブをとっていくべ

きでしょう。 

 

(3) コージェネレーションの普及加速化に向けて 

コージェネレーションの普及拡大を図るべく、各団体が要望や提言を公表しています。た

とえば、日本ガス協会は、分散型エネルギーシステムの普及に関する政策要望として「電源

構成におけるコージェネレーション、燃料電池など分散型エネルギーシステムの比率の明確

化」、「コージェネレーション・燃料電池の発電電力の価値の適正評価」、「分散型エネルギー

システムによる国土強靭化の推進」の 3 点を挙げています。また経済同友会は、2014 年 4

月の提言書において、「分散型エネルギーシステムに関する推進法の制定」、「建築物や地域

間の面的なエネルギー利用を促進する法整備」の必要性を説いています。これらの要望・提

言および海外の政策を俯瞰すると、以下の 3 点が特に重要だと思われます。 

 

コージェネレーション推進基本法の制定 

分散型シフトを強力に推進するには、国によるビジョンの明確化とそれを実現させるため

の法的根拠を伴った政策が必要不可欠です。コージェネレーション等に関する導入目標値の

設定はもちろんのこと、国・自治体による熱導管等のインフラ整備や一定規模以上の新規開

発におけるコージェネレーション等の導入義務付けといった施策を、法律に基づいて行政や

事業者間の役割を明確にしながら展開していくことが肝要です。  

 

コージェネレーション等の設備や発生する電気・熱の価値を適正に評価する 

電気や熱に色はついていませんが、自然エネルギー同様、コージェネレーション由来の電

気や熱にも特有の価値があることを忘れてはいけません。需要地に近接するかたちで分散設

置されたコージェネレーション等は、エネルギーの効率的利用や地域防災に資する電源・熱

源であり、大規模集中型にはない付加価値をもたらしているといえます。価値を適正に評価

し、発生する電気や熱にプレミアムをつける、あるいは価値に見合った助成金等のインセン

ティブを付与することで普及を後押しすべきではないでしょうか。  
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いかにしてコージェネレーション

等の分散型電源を設置するかは、い

かにして発生する熱を有効に活用す

るかにかかっています。そして熱の

有効活用の促進には、コージェネレ

ーション等から発生する熱をいかに

して多くの需要家に送り届ける（地

域内でシェアする）かが重要になっ

てきます。 

そこでキーワードとして上がって

くるのが地域熱供給です。実際、海

外では一定量のまとまった熱を、導

管を通してエリア全体へと面的に供

給する地域熱供給が普及しています

が、日本では旧来からの法規制など

が障壁となり、導管ネットワークの整備が諸外国に比べてかなり遅れています（表 2-3-3）。 

 

先の経済同友会の提言書においても「現行の「道路法」「共同溝の整備等に関する特別措

置法」等の法律では、電気、上下水道、ガスに関する規定はあるものの、熱供給事業者や熱

導管の位置付けが不明確なため、道路占用許可が難しいという問題が現に生じて」おり、

「関連法における熱供給事業者や熱導管の位置付けの明確化や、公共性の高い熱源設備や熱

導管等の敷設に対するインセンティブ付与（容積率割増や空地率の指定の緩和など）など、

熱エネの利活用を前提とした法整備を進めるべき」として、道路を縦断する熱導管の敷設に

関する法整備等を主張しています27。障壁となっている法規制の見直しをすみやかに行い、

発生した熱を運ぶ熱供給インフラの整備を進めるべきでしょう。  

 

 

  

                                                   
27「熱導管は道路法第 32 条、熱供給事業は第 36 条に明記がなく、道路への縦断占用許可が下りにくい。民有

地への敷設の場合、交渉が長期化、維持管理が困難になるリスクがある。」（経済産業省 まちづくりと一体と

なった熱エネルギーの有効利用に関する研究会（第 2 回）、大阪ガス資料より） 

表 2-3-3 海外における地域熱供給の状況（2009 年） 

国名  
年間熱供給量 

（TJ）  

導管ネットワーク 

（km）  

中国  263,188,000  110,490  

ロシア 6,891,293  173,100  

アメリカ 365,818  3,206  

ドイツ 284,386  19,538  

韓国  201,389  2,268  

スウェーデン 181,612  21,100  

フランス 86,472  3,321  

アイスランド 25,272  6,950  

日本  22,997  736  

出典：エネルギー白書（2011） 

 


