
温暖化でも生活の質を守る
エネルギーの地産地消

−地域共助で笑顔
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1-1. 地球温暖化に伴う影響（背景）
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・近年の温暖化については

疑う余地がない

・人為起源の気候変動は、

多くの気象及び気候の極端

現象に既に影響を及ぼして

いる。

（IPCC第６次報告書）



1-2. 風水害の増加（背景）

2019年9月台風15号
主な被災地域：関東地方（千葉）
最大停電戸数：約93万戸
99%復旧までの日数：12日後
（写真：千葉日報）
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2018年9月台風21号
主な被災地域：近畿地方（大阪）
最大停電戸数：約240万戸
99%復旧までの日数：5日後
（写真：しがとこ編集部）



1-3. 停電リスクの増加（背景）
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大手電力の集中的なエネルギー供給

発電設備、送配電システムのどこかに異常があれば、そこから先が停電
風力、メガソーラーは火力、原子力と比較して風水害でのトラブル事例
が多い



2-1. 未来に向けての提言
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電源分散と自給自足による電力の共助
提言

共同事業体の設立 • 県、中部電力、事業者中心とした共同事業体の
設立

電力コミュニティ
（子）の構築

電力コミュニティ
（親）の構築

• 太陽光パネル、蓄電池等設備の導入
• 10世帯程度での電力共助の実現
• 生活用のエネルギーを１００％賄う

• 複数の電力コミュニティ（子）間で電力を融通



2-2. 未来に向けての提言
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共有蓄電池

需給調整電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(子)

PV

新設PV住宅

PV

新設PV住宅

PV

新設PV住宅

PV

既設PV住宅

PV

既設PV住宅

（昼間）余剰電力 （夜間）不足電力

ＰＶ：太陽光発電システム
新設ＰＶ住宅：今回の提言でＰＶを新設する住宅

EMS(子)

ＥＭＳ(子)：エネルギーマネジメントシステム



2-3. 未来に向けての提言
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電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(親)

共有
EMS(親)

共有
EMS(子)

既存電源

平常時遮断
電力不足時接続

電力コミュニティ(子)間で余剰電力を共助
需給調整



2-4. 地域マイクログリッドの運用

温暖化対策・適応策チーム

8

主要ネットワー
クとの接続 エネルギー調整

平常時 接続 外部から調達し、需給バランスを維持

災害時 切り離し 域内のエネルギー消費量の抑制や電源設備の
制御により需給バランスを維持

• マイクログリッド導入ハンドブック

主要ネットワー
クとの接続 エネルギー調整

平常時
災害時 切り離し 域内のエネルギー消費量の抑制や電源設備の

制御により需給バランスを維持
電源（域内）
トラブル時 接続 外部から調達し、需給バランスを維持

• 提案（地域共助）

温暖化対策・適応策チーム
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コミュニティ内での電力共助社会の実現
愛知県全体へ

10世帯程度での電力コ
ミュニティ(子)の形成

電力コミュニティ(親)の形成
10の電力コミュニティ(子)程度
コミュニティ間の需給調整

電力コミュニティ(親)
の県内広範囲での展開

2-5. 未来に向けての提言



共同事業体
の設立

愛知県

温暖化対策・適応策チーム

3-1. 提案実現のための構成と役割

※電力のみ想定

システム
事業者

設備
事業者

中部電力

佐久島（117世帯）の既存住宅を対象
＜電力コミュニティ（親）＞

10世帯程度を対象
＜電力コミュニティ（子）＞

太陽光発電設備
の導入

EMSの導入
維持管理

蓄電設備
の導入

5 kWパネル
発電 19.3 kWh/日･世帯
使用 12.2 kWh/日･世帯
余剰 7.1 kWh/日･世帯

3日分の
電力量を蓄電
35 kWh/世帯
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3-2. 電力コスト シミュレーション

図 世帯当たりの月負担額の比較

各世帯は電気料金より
安い金額でエネルギー
自給システムを導入で
きる

電力のみ想定

「なりゆき」では、電力単価上昇を想定

11



3-3. ロードマップ
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2036～
2040年

2031～
2035年

2026～
2030年

2021～
2025年

共同事業体
づくり

電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(子)
づくり(佐久島)

電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(子)
県内展開

電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(親)
づくり(佐久島)

電力ｺﾐｭﾆﾃｨ(親)
県内展開

全ｴﾈﾙｷﾞｰ
共助県内展開

県･中電

共同事業体
県･西尾市

共同事業体
県･市町村

共同事業体
県･西尾市

共同事業体
県･市町村

共同事業体
県･市町村

主体



4. 波及効果
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愛知県 県民

家庭部門での脱炭素化の推進（４t-CO2/年・世帯）

共同事業体設立による
新規雇用創出

電力価格高騰に備えた
低コスト電力の利用

分散型電源システム構
築による強靭化の推進

災害時にも安心・安全
な電力利用

環境配慮型コミュニ
ティによる定住促進

近隣とのつながり強化、
高齢者の見守り



5. まとめ
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2040年にあいちモデルとして県全域への展開
2040年以降「あいちモデル」として全国への展開へ・・・

本提言の振り返り・・・

共同事業体の設立 • 県､中部電力､事業者中心とした共同事
業体の設立

電力コミュニティ
（子）の構築

電力コミュニティ
（親）の構築

• 太陽光パネル、蓄電池等設備の導入
• 10世帯程度での電力共助の実現
• 生活用のエネルギーを１００％賄う

• 複数の電力コミュニティ（子）間で電
力を融通



温暖化対策・適応策チーム

ご清聴有り難うございました

協同事業体
コンソーシアム：ＳＥＰＡ

愛知の電力自給自足

Self-sufficiency of the Electric 
Power of Aichi
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以下、補足説明用

16



1.現状の把握（背景）

災害の種類による影響規模: 1980-1999 vs. 2000-2019

×2.34
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The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000-2019) by UNDRR

×1.40×1.24 ×1.21×1.29 ×3.32 ×1.48 ×0.48 ×1.46

旱魃 地震 熱波 洪水 土砂崩れ地滑り 暴風雨 噴火 野火

地球温暖化による温度上昇や海面の上昇、集中豪雨等に起因



1. 電源構成（背景）
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2030年に再生可能エネルギーが約36～38％
第6次エネルギー基本計画（資源エネルギー庁）



1. 住宅用太陽光発電の導入状況（背景）
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参照元：住宅用（10kW未満）太陽光発電導入件数 | 一般社団法人太陽光発電協会
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/062_01_00.pdf

住宅用太陽光発電

既築住宅が伸び悩み

2012年：約30万戸

2019年：約3万戸

ＦＩＴ終焉



1. 緩和策と適応策（参考）
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1. 風水害の増加（参考）
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年 災害名
（主な被災地域）

最大停電戸数 99％復旧までの
時間

2018年 台風21号
（近畿地方）

約240万戸 5日後

台風24号
（東海地方）

約180万戸 3日後

2019年 台風15号
（関東地方）

約93万戸 12日後

台風19号
（関東地方）

約52万戸 4日後

2020年 台風10号
（九州地方）

約53万戸 2日後

〈過去の台風における停電復旧までの時間〉

経済産業省「令和２年に発生した災害の振り返りと今後の対応について」より



２．未来に向けての提言（参考）
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類似のビジネスとの違い

対象 主体 概要

コミュニティZEH 新築住
宅中心

デベロッパー
または住宅購
入者

• 小規模単独コミュニティ内で
余剰電力の共有

スマートシティ
潮芦屋

新築住
宅 デベロッパー

• 自営線敷設による蓄電池ネッ
トワークをベースとしたマイ
クログリッドシステム

シュタットベル
ケ

既築住
宅中心

自治体、エネ
ルギー事業者

• 再エネに特化せず、公共事業
体がエネルギーを供給

本提案（エネル
ギー共助）

既築住
宅中心

県を中心とし
た第3セクター

• 各コミュニティに太陽光パネ
ル、蓄電池を導入、コミュニ
ティ内でエネルギーを共有
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出典：2017年度の家庭でのエネルギー消費量について（環境省）

既存戸建てにおける電力使用量
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都市ガス LPガス 灯油 合計
北海道 4.17 2.59 30.34 37.10
東北 3.22 4.39 21.22 28.83
関東甲信 11.16 2.57 3.28 17.01
北陸 6.90 2.85 13.60 23.35
東海 8.52 4.01 4.13 16.66
近畿 12.22 1.28 2.42 15.92
中国 3.60 4.05 4.98 12.63
四国 1.83 4.79 5.26 11.88
九州 3.16 4.14 4.33 11.63
沖縄 0.72 4.57 1.49 6.78
全国 8.41 2.98 6.26 17.65

都市ガス LPガス 灯油 合計
1,158 719 8,428 10,306

894 1,219 5,894 8,008
3,100 714 911 4,725
1,917 792 3,778 6,486
2,367 1,114 1,147 4,628
3,394 356 672 4,422
1,000 1,125 1,383 3,508

508 1,331 1,461 3,300
878 1,150 1,203 3,231
200 1,269 414 1,883

2,336 828 1,739 4,903

[GJ/世帯･年] [kWh/世帯･年]

環境省「平成29年度 家庭部門のCO4排出実態統計調査（確報値）」
からの換算

既存戸建てにおける非電力使用量の電力換算値

→ 換算 →
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既存戸建てにおける電力使用量

＜電力利用料金（単純平均）＞
10.6万円/年÷4,322kWh
＝24.5円/kWh

＜東海地域世帯ごとの年間平均支払額＞
東海地域平均電力利用量4,464kWh/年
×24.5円/kWh=約10.9万円/年

出典：2017年度の
家庭でのエネルギー
消費量について
（環境省）
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既存戸建てにおける電力使用量

年間発電量[kWh/年] = (発電設備容量[kW])×(都道府県別 日照時間[hrs/

年])×(季節変動損失係数)×(PC 変換効率)× (雑損失係数）

出典：永続地帯2020年度版報告書

（注）季節変動係数：太陽光パネルの温度上昇による発電効 率の低下分で、
春秋 15％、夏 20％、冬 10％の平均値 として 15％を採用。
パワーコンディショナー(PC)変換効率：メーカのデータにより 93%
とした。
雑損失係数：メーカのデータにより 92%とした。
設置方位の損失係数：飯田市のデータなどにより、85%とした。
日照時間：気象庁日照時間データより愛知県伊良湖における2020年
度日照時間2282.2h/年を採用。
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住宅用太陽光発電の運転維持費

・運転維持費については、一般社団法人太陽光発電協会へのヒアリング調査
（資源エネルギー庁実 施）の結果から、５kWの設備を想定した場合、
年平均で約3,490円の運転維持費が必要。

出典：資源エネルギー庁（2020）太陽光発電について

＜参考＞
・定期点検費：約2.8万円/回（3～4年に1回実施）
・パワーコンディショナー更新費用：20.9万円（20年に１度更新推奨）
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住宅用太陽光発電におけるシステム費用

住宅用太陽光発電のシステム費用は新築案件・既築案件ともに低減傾向
にある。
既築案件に関しては、2020年度現在32.7万円/kW

（新築）

出典：資源エネルギー庁（2020）太陽光発電について
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エネルギー自給の設備導入費用（電力のみ想定）

＜条件＞
太陽光パネル 5kW/世帯

蓄電量
4,095kWh/佐久島

35kWh/世帯
補填用自営線費用 100,000円/世帯
スマートメーター 14,000円/台･世帯
SEMS 23,000円/世帯
太陽光発電 1,430,000円/世帯
蓄電池 1,750,000円/世帯
イニシャル 3,317,000円/世帯
ランニング 1,454円/月･世帯
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＜条件＞
太陽光パネル 7kW/世帯

蓄電量 8,190kWh/佐久島
70kWh/世帯

補填用自営線費用 100,000
スマートメーター 14,000円/台/･世帯
SEMS 23,000円/世帯
太陽光発電 2,002,000円/世帯
蓄電池 3,500,000円/世帯
イニシャル 6,639,000万円/世帯
ランニング 2,036円/月･世帯
オール電化リフォーム 1,000,000円/世帯

エネルギー自給の設備導入費用（オール電化想定）
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東海地域における家庭での電力利用量平均 4,464kWh/年
東海地域における家庭での非電力利用量平均の電力換算 4,628kWh/年
電気料金（現状） 24.5円
電気料金（将来）：2050年発電部門ゼロ・エミッションの試算 134.円
直線回帰から算出した2025年の電気料金 39.6円
直線回帰から算出した2045年の電気料金 115.1円

なりゆき 提案
ガス併用 28,779円 13,827円
オール電化 58,615円 27,671円

＜世帯当たりの月々の負担金額＞

＜電力料金の推定値＞

2025～2045年（20年間）の負担額比較
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2025～2045年を想定した電気単価毎の負担額比較
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条件：東海の世帯当たり
分類１ 分類２ 項目 データ1 データ2

基礎データ 日照時間 2282.2h/年
基礎データ 季節変動係数 0.85 
基礎データ パワーコンディショナー(PC)変換効率 93%
基礎データ 雑損失係数 92%
基礎データ 設置方位の損失係数 85%
既存戸建 使用電力量 4,464kWh/年 12.2kWh/日
既存戸建 非電力使用量 16.7GJ/年 45.7MJ/月
既存戸建 非電力の換算電力量 4,628kWh/年 12.7kWh/日
太陽光発電 非電力併用 5kW太陽光パネルを用いた場合の太陽光発電量 7,054kWh/年 19.3kWh/日
太陽光発電 非電力併用 太陽光発電による余剰電力量（5kW） 2,590kWh/年 7.1kWh/日
太陽光発電 オール電化 7kW太陽光パネルを用いた場合の太陽光発電量 9,876kWh/年 27.1kWh/日
太陽光発電 オール電化 太陽光発電による余剰電力量（7kW） 783.5kWh/年 2.1kWh/日
蓄電 非電力併用 必要蓄電量（5kW）：3日分（使用電力を半分に節電＝6日分） 36.7kWh 35kWh
蓄電 オール電化 必要蓄電量（7kW）：3日分（使用電力を半分に節電＝6日分） 74.7kWh 70kWh
蓄電 最大非発電日数 5日
ランニング 電気料金（現状） 24.5円/kWh
ランニング 電気料金（将来）：2050年発電部門ゼロ・エミッションの試算 134.円/kWh
ランニング 非電力料金（ガス・灯油） 113,505円/年 9,459円/月
ランニング 非電力併用 維持管理費（5kW） 17,450円/年 1,454円/月
ランニング オール電化 維持管理費（7kW） 24,430円/年 2,036円/月
イニシャル スマートメーター 14,000円/台
イニシャル SEMS 23,000円/世帯

イニシャル 自営線（既存線不足分を補填）：親コミュニティ（佐久島117世帯）の半数が10mの
追加線が必要と仮定 100,000円/世帯

イニシャル 非電力併用 太陽光発電設備費用（5kW） 1,430,000円/世帯
イニシャル オール電化 太陽光発電設備費用（7kW） 2,002,000円/世帯
イニシャル 非電力併用 蓄電設備費用（5kW） 1,750,000円/世帯
イニシャル オール電化 蓄電設備費用（7kW） 3,500,000円/世帯
イニシャル オール電化 オール電化リフォーム費用（IHクッキングヒーター・エコキュート・床暖房設置） 1,000,000円/世帯

各種検討データ
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温暖化対策・適応策チーム

提案内容の費用内訳（参考）

太陽光発電設備
1,430,000円/世帯

蓄電設備
1,750,000円/世帯

イニシャルコスト
3,317,000円/世帯

ランニングコスト
1,454円/月･世帯

EMSの導入ほか
137,000円/世帯

2025年～2045年（20年間）
支払月額（共益費）

15,275円

※電力のみ想定
34



共同事業体
の設立

愛知県

建築
事業者

温暖化対策・適応策チーム

提案実現のための構成と役割

システム
事業者

設備
事業者

中部電力

佐久島（117世帯）の既存住宅を対象
＜電力コミュニティ（親）＞

10世帯程度を対象
＜電力コミュニティ（子）＞

太陽光発電設備
の導入

EMSの導入
維持管理

蓄電設備
の導入

７ kWパネル
発電 27.1 kWh/日･世帯
使用 24.9 kWh/日･世帯
余剰 2.1 kWh/日･世帯

3 日分の
電力量を蓄電
70 kWh/世帯

リフォーム

IH
エコキュート

床暖房

※オール電化想定
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温暖化対策・適応策チーム

提案内容の費用内訳（参考）

太陽光発電設備
1,430,000円/世帯

蓄電設備
1,750,000円/世帯

イニシャルコスト
6,639,000円/世帯

ランニングコスト
2,036円/月･世帯

SEMSの導入ほか
137,000円/世帯

2025年～2045年（20年間）
支払月額（共益費）

29,698円

リフォーム
1,000,000円/世帯

オール電化想定
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温暖化対策・適応策チーム

提案内容の実現可能性（参考）

図 世帯当たりの月負担額の比較

各世帯は電気料金より
安い金額でエネルギー
自給システムを導入で
きる

オール電化想定
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温暖化対策・適応策チーム

３．提案実現のための具体的な取り組みと実現可能性（参考）

●人口／234人（H27）・271人（H22）・315人（H17)・344 
人（H12)・392人（H7)国勢調査

●世帯数/117世帯（H27）・134世帯(H22)・139世帯（H17)・
139世帯（H12)・154世帯（H7)国勢調査

→世帯規模的に島全体を利用したモデル事業が実施しやすい

R3国交省スマートアイランド実証等
環境に通り組む土台（意識）が備わっている
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