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アジアの分類  
Classification of Asia 

• 東アジア(East Asia) 

– 日本・中国・韓国・北朝鮮・モンゴル・香港・マカオ・台湾 

• 東南アジア(Southeast Asia) 

– ベトナム・タイ・インドネシアなど 

• 北アジア(North Asia) 

– ロシア 

• 南アジア(South Asia) 

– インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータンなど 

• 中央アジア(Middle Asia) 

– カザフスタン・ウズベキスタンなど 

• 西アジア(West Asia) 

– サウジアラビア・トルコ・イラン・イラクなど 

3 



東南アジア 
Southeast Asia 

http://blog.kotoba.littlestar.jp/?eid=1303894 
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ASEAN(東南アジア諸国連合）10カ国 

1. インドネシア共和国 (IDN) 
2. フィリピン共和国（ピリピナス） (PHL) 
3. ベトナム社会主義共和国 (VNM) 
4. ラオス人民民主共和国 (LAO) 
5. カンボジア王国 (KHM) 
6. マレーシア (MYS) 
7. シンガポール共和国 (SGP) 
8. ブルネイ・ダルサラーム国 (BRN) 
9. タイ王国 (THA) 
10.ミャンマー連邦共和国 (MMR) 
  （東ティモール民主共和国） (TLS) 
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ASEANの人口(2014) 
Population of ASEAN 

http://ecodb.net/ranking/group/XG/imf_lp.html 

＜出典＞ IMF - World Economic Outlook Databases (2015年4月版) 
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ASEAN諸国のエネルギー(2012) 
Energy Consumption in ASEAN 

http://www.asiabiomass.jp/topics/1311_06.html 

http://www.dir.co.jp/consulting/asian_insight/20150604_009786.html 

日本の3倍以上エネルギーを使っている国もある 
全体で日本の人口と同じくらいの人が電気のない暮らしをしている 
A country consumes three times more than Japan. 
In total, non-electrified population in ASEAN is 131million, equivalent to Japan. 
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再生可能エネルギーとは 
Definition of Renewable Energy 

• 我々の使用としているエネルギーは原子力を除
いてほとんど太陽から得たもの、その中で比較
的（人の寿命くらい）短時間で再生できるエネル
ギーを指す 

    Energy can be regenerated on a human time scale. 

– 注）石油・石炭・天然ガスも生物起源だが、生成に数億年以上要する 

• 太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、地熱、
潮汐など 

 Solar PV, solar thermal, wind, hydro, biomass, geothermal, tidal etc. 

• 水力は各政府や機関で異なる 
   There is no unique definition for hydropower. 
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水力発電  
必ずしも再生可能エネルギーとは限らない 

Large scale hydropower may not be renewable. 

• 修復することができないような環境破壊を
伴った巨大ダムは再生可能か？ 

       Large dam has environmental issues. 

335,000kW 

http://www.kurobe-dam.com/ 
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電源構成（２０１２） Electricity Mix in ASEAN and Japan 

Thailand 
coal
oil
gas
biofuels
waste
nuclear
hydro
geothermal
solarPV
wind

Brunei Singapore 

Malaysia Vietnam 

Myanmar 

Indonesia Cambodia Philippines Japan 

天然ガス(gas) 
水力(hydro) 

石炭(coal) 石油(oil) 

地熱(geothermal) 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/ 
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国レベルの再エネ 
RE in national scale 

• 水力、地熱以外は小さい 
      mainly hydro and geothermal 

• 今後は太陽光、風力が増加するが限定的 solar 

and wind will increase but limited 

–スペイン (Spain) 30％、ドイツ(Germany) 25％ 

• 日本の目標、22−24％ (2030) 

    target in Japan, 22-24% 
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再生可能エネルギーの特徴 
Characteristics of RE 

• 場所を選ばない any place 

• 小さな規模から大きな規模まで選べる any scale 

• 出力が不安定 unstable 

• 値段が高い（初期費用） costly (esp. initial) 

コミュニティレベルの再エネ導入 
マイクロ（ミニ）グリッド 

RE may be suitable for small scale, micro grid 
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コミュニティレベルの再エネのメリット 
Advantages of Community Renewable Energy 

• 非電化地域の解消 electrification  

• 電力供給の安定化 stabilization of electricity 

• コミュニティの活性化 activation of community  

• 電力料金の安定化 stable income to sell electricity 
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日本の問題 
Problems in Japan 

• 日本には非電化地域がない 100% electrification 

• 電力の安定供給に慣れている no blackout 

 
日本は2−10分 (JPN)  

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000687.pdf 

System Average Interruption Duration Index (min/y) 

(IDN) (PHL) (VNM) (LAO) (KHM) (MMR) (THA) (MYS) (SGP) 
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ASEANの問題 
Problems in ASEAN 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000687.pdf 

• 補助金により電力料金が低く抑えられている 
very low electricity price by subsidy 

(IDN) (PHL) (VNM) (LAO) (KHM) (MMR) (THA) (MYS) (SGP) 
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実例 1 非電化地域（太陽光）  
case study 1 (solar lantern) 

• ソーラランタン (LAO) 

–石油ランプと同じ値段4-6$/月 

   price equivalence to kerosene 

–家庭内の環境改善 

   improving in-house environment 

– コミュニティで運用 
    operation by community 

 

 

http://www.fpa2.com/details_projet.php?idprojet=314&lang=en 

http://www.sunlabob.com/ 
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実例２ バイオガス case study 2 (biogas) 

• 4m3 (VNM) 
– 地域で導入されている 
 introducing in area 

– 1戸単位で独立 
   household size 

– 調理用ガスとして利用 
    cooking use  

• 500m3 (THA) 
– 養鶏場が運用 
    operation by chicken farm 

– 地域150軒にガス供給 
    supplying gas to 150 households 

4m3 (VNM) 

500m3 (THA) 
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実例 3  小水力 Case study 3 (small hydro)  

• 2.7MW (VNM) 
– 地元の裨益は限定的 
 no benefit to commune 

– 安定した既存の電力網 
   existing stable grid 

 

• 37kW (THA) 
– 建設費の一部はコミュニティ負担 
    community partially invested 

– 電力安定化に寄与 
    contribution to stabilization 

– 運用費はFITで賄う 
    operation cost covers by FIT 

 

2.7MW (VNM) 

37kW (THA) 

18 



持続可能な再生可能エネルギー導入ガイド 

http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/e9b34e63ecf6d54dc12577410071d41d/$file
/MovingTowardsSustainableCommunityRenewableEnergy.pdf 

3つのガイドライン 
7段階のチェックリスト 

http://cpagency.org.au/wp-
content/uploads/2014/06/CPAgency_HowtoGuide2014-
web.pdf 

オーストラリアの
ガイドライン 
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先進国向けガイドライン 
Guidelines for developed countries 

http://www.cec.org/Storage/88/8461_Guide_to_a_Developing_a_Re_
Project_en.pdf 

http://www.clientearth.org/reports/community-power-
report-250614.pdf 20 
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地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定事業 
Support Program for Establishing New Energy Vision in Japan  
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2008 

（明確にすべきこと） 

どこで、誰が、どんなエネルギーを、どんな設備・仕組み
で、何のために、何時頃に導入するか 
 
(Clarification) 
RE installation; where, by whom, what kind of energy, 
how, for what purpose, by when 
 
(課題) 
導入主体の理解、財源、効果、技術、人材 
 
(Challenges) 
Awareness, finance, effectiveness, technology, human 
resources 
 
 



地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定事業 
概要 

Overview 
ビジョン策定等事業…地方公共団体等が、新エネルギーの導入・省エネルギーの促進
に取り組むに当たって、基本方針となる「ビジョン」の策定を支援、これにより、取り組み
の円滑化を図り、新エネ導入・省エネの促進に資する。 
Promotion of renewable energy and energy saving project through the establishment of  vision 
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RE 

ES 

RE & ES 

http://www.meti.go.jp/committee/notice/2010a/20100514002e.pdf 
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2010 廃止 abolition 
 
Reason 
We should consider “Smart 
Community” to mitigate CO2 emission. 

ビションを活用して導入推進をすべき 

多くの自治体でビジョン見直しを独自に
推進 
 
The established vision should be 
utilized. Many local bodies are revising 
the vision to realize. 
 



再エネ導入手続き 
RE planning flow in Japan 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/business/index.html 24 



まとめ Summary 

コミュニティの、コミュニティによる、コミュニティ
のための再生可能エネルギー 
RE of the community, by the community, for the community 

 

そのためには、 In order to realize 

• 財政基盤 Resilient finance 

• 将来計画 Future planning 

• コミュニティ内の人材 Human resource 
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