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はじめに

経済産業省は、総合資源エネルギー調査会の分科会を開き、国のエネルギー政策の方
針を定めた「エネルギー基本計画」を閣議決定しています。2030 年、50 年を見据えた新
たなエネルギー政策の方向性を示しました。30 年に向けた方針としては、エネルギーミ
ックスの確実な実現へ向けた取り組みのさらなる強化を行うことにしました。基本計画
は、エネルギー政策基本法で 3 年ごとの改定が定められています。2014 年に決定した現
在の計画は、旧政権が掲げた「脱原発」を転換し、原発を安く安定供給できる「ベ－ス
ロード電源」と位置づけました。計画を踏まえ、政府は 30 年度の電源構成で原発の比率
を 20～22％にすることを目指しています。しかしながら、原発再稼働は進まず、経済省
が分科会で提示している 17 年度推計の原発比率は 2％にとどまっています。分科会では
今後も原発を使用するならば、再稼働と並行して新増設や建て替えの議論をするべきと
に意見も出ています。一方で福島第 1 原発の事故処理費用は膨らむ一方で、原発が経済
性に優れた「ベースロード電源」との位置付けに疑義も生じています。
その一方で、再生可能エネルギー（スマートエネルギー）は、30 年度の電源比率 22
～24％（18 年度推計は 16％）を目指しますが、例えば太陽光発電への偏重や電気料金の
抑制など課題があります。このようなエネルギー政策をめぐる論点は多いですが、総合
エネルギー調査会の分科会での積極的な議論が望まれています。
本レポートの第Ⅰ章では、新エネルギーと大型蓄電池について、第Ⅱ章では、太陽光発
電市場の世界や国内市場の動向と展望について調査及び分析を行っています。
第Ⅲ章では、
風力発電市場の動向や展望について述べています。第Ⅳ章では、燃料電池の世界市場と国
内市場の動向と展望について。第Ⅴ章では、バイオマス・中小水力発電など有力な再生可
能エネルギーの動向や展望について記載しています。また、各章では新エネルギー関連メ
ーカーや企業の動向、今後の展望など述べています。
弊社は本年、創業 52 周年を向かえる市場調査・マーケティング会社です。本レポート
は、専門のスタッフにより調査・編集されています。本レポートは、スマートエネルギー
市場を、事業・生産・製品動向などを踏まえながら 1 冊（P250）にまとめたものです。な
お、将来展望シリーズは、新規参入される企業様を含めた事業計画書の立案、事前調査、
実行、検証など幅広く活用されています。
平成 31 年 4 月
株式会社 日本エコノミックセンター 調査部
スマートエネルギーグループ
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第Ⅰ章 新エネルギーと大型蓄電池（サンプル）
１．再生可能エネルギーの分類
(1)わが国のエネルギー事情
わが国は、高度経済成長期にめざましい経済発展を遂げたが、一方ではエネルギー源の
輸入が著しく増加した。1955 年からの急激なエネルギーの輸入は、1975 年頃から輸入量
増加も抑制努力が見られるものの、その後、エネルギーの輸入依存度は高い状態が続き、
特に東日本大震災以降は、天然ガスなどその依存度はさらに高くなっている。また、自然
エネルギーは水力や地熱、風力が利用されているものの、その供給量も発電量も総エネル
ギー全体と比較すると、小さくなっている。
①再生可能エネルギー（新エネルギー）の概要
わが国では、エネルギーに関連して多くの問題点が有り、私たちが地球と共存して豊か
な社会を継続的に発展させていくには、地球環境保全を念頭においた新しいエネルギー資
源の開発とこれを利用するシステムの技術開発が必要である。そして、そのエネルギー資
源は、持続可能なエネルギー資源で、エネルギーのリサイクル性があり、地球環境に調和
したエネルギーであることが必要である。こうした背景から、改めて再生可能エネルギー
に対する期待が高まっている。
化石燃料は、再利用できないエネルギーである。
新たな油田が毎年開拓されているので、
資源枯渇までの採掘可能年数は 30 年ほど前から変わらないか、むしろ何年か長くなって
いる。しかし、地球に埋蔵されている資源であるので、このまま使い続ければ必ず無くな
る。それに対して、何回も繰り返し利用できるエネルギーを「再生可能エネルギー」とい
う。これは、持続可能な循環型のエネルギーを意味する。
ここで、一例として水の循環メカニズムについて記述する。太陽により海から蒸発した
水蒸気は山で雨を降らす。この水が川となって流れ海に注がれて行く。この間に水力発電
を行えば、河川の温度が下がるものの水は海に還元されてまた太陽からエネルギーを得て
循環する。水力発電によって得られたエネルギーは主として電気エネルギーに変換されて
利用される。利用の際には、必ず廃熱が発生するが、これも地球に還元される。
②本書でのスマートエネルギーの大別（再生可能ネルギー＋燃料電池）
自然エネルギー（直接利用）
・新エネルギー
太陽光、太陽熱、風力、水力、波力、海洋温度差
太陽起源エネルギー
バイオマス、雪氷熱など
地熱起源エネルギー
地 熱
惑星運動の起源エネルギー
潮 汐
自然エネルギー（間接利用）と人口合成・新エネルギー
バイオメタノール、バイオディーゼル油、バイオガス、水素、メタノールなど
その他エネルギー
燃料電池
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