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はじめに  

我が国では、地球温暖化対策の長期的目標として、2050 年までに温室効果ガスの排出量

を 80％削減することを目指すこととしている（第四次環境基本計画（平成 24 年４月 27 日

閣議決定）及び地球温暖化対策計画（平成 28 年５月 13 日閣議決定））。また、フランス・

パリにおいて一昨年開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）におい

ても、世界共通の長期目標として２℃目標のみならず 1.5℃への言及がなされた「パリ協定」

が採択され、昨年 11 月４日に発効する等、世界各国において長期的な目標を見据えた温暖

化対策が進められている。また、パリ協定では、温室効果ガスについて低排出型の発展のた

めの長期的な戦略（以下「長期戦略」という。）の立案・通報等を規定している。この長期

戦略策定の土台とするため、環境省では 2017 年３月に「長期低炭素ビジョン」を取りまと

め、2050 年までに温室効果ガス排出量の 80％削減を実現した社会の絵姿と、目指す姿に向

けた政策の方向性を示した。 

本業務では、諸外国における先進事例の把握や我が国の再生可能エネルギー導入拡大方

策の検討を行うとともに、再生可能エネルギー導入拡大による技術的・社会経済的影響につ

いて、地域特性に注目しつつ調査・検討を行うものとする。 
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要 約  

第 1 章では、我が国、欧州各国、米国、豪州、中国、韓国、インドにおける再生可能エネ

ルギーの導入実績及び見通しを整理した。さらに、これら諸外国に置ける再生可能エネルギ

ーの政策動向についても整理した。 

 

第 2 章では、まず我が国の再生可能エネルギーの導入拡大を支えている固定価格買取制

度の現状を整理した。次いで、水力発電、洋上風力発電及び海洋エネルギー発電を対象に、

導入促進に向けた課題と対応策を整理した。 

 

第 3 章では、まず我が国のディマンドレスポンスに関する検討状況を整理した。また、み

やま市に拠点を置くみやまスマートエネルギー株式会社の需要家を対象に、HP 給湯機の運

転時間を実際にシフトさせる実証試験を行い、当該実証試験を通じて得られた課題を整理

するとともに、PPS 事業者としてのビジネスモデルの検討を行った。 

 

第 4 章では、系統強化方策やディマンドレスポンス等の需要能動化方策を考慮したうえ

で、電力需給モデルを用いた定量分析評価を行うとともに、試算結果から電力コストに与え

る影響を分析した。 

 

第 5 章では、本事業で実施した海外文献及び国内文献の翻訳業務について、その概要を整

理した。 

 

第 6 章では、海外にて RE100 プログラムに加盟している企業 20 社を対象に、文献調査及

びヒアリング調査を実施し、RE100 への対応状況、参画の経緯等について整理を行った。 
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Summary 

In Chapter 1, we investigated installed capacity of renewable energy in Japan, European countries, 

the US, Australia, China, Korea and India. In addition, the policy trends of renewable energy in these 

countries were also marshalled. 

 

In Chapter 2, we first summarized the current state of the Japanese Feed-in Tariff scheme that 

supports the introduction and expansion of renewable energy. Next, the issues and countermeasures 

for promoting the introduction were summarized for hydroelectric power generation, offshore wind 

power generation and marine energy generation. 

 

In Chapter 3, we first summarized the current situation on demand responses in Japan. We also 

conducted demonstration tests to actually shift the operating time of the heat pump water heater for 

customers of Miyama Smart Energy Co., Ltd. based in Miyama City, organized tasks obtained through 

the demonstration tests, and we examined the business model as a Power Produce & Supplier business 

entity. 

 

In Chapter 4, quantitative analysis and evaluation using the electricity supply and demand model 

were carried out while considering demand activation strategies such as enhancement measures of 

power system and demand response, and the influence on the electricity cost was analyzed from the 

output. 

 

In Chapter 5, we summarized the overview of the translation work of overseas literature and 

domestic document conducted in this project. 

 

In chapter 6, literature survey and interview survey were conducted for 20 companies that are 

affiliated with the RE 100 program, and the state of correspondence to the RE 100 and the background 

of participation were organized. 

 

 

 

 


