
 

 

 

 

３．１１原発事故を境に、日本にとってエネルギー問題の意味合いが一変し、脱原発

（省原発）を前提とした電力エネルギー生成、利活用の｢集中から分散へ｣、「地産地消」

を基軸とした「イノベーション」そして「パラダイムシフト」が不可欠となってきまし

た。  

本学会は、２０１２年秋季大会を、「再生可能エネルギーのビジネスモデル」をテー

マに掲げ、単なる原発是非論争を超えた、再生可能エネルギーの現状と将来展望につき、

ビジネスモデルの視点から俯瞰し議論する場としました。再生可能エネルギー大国への

先導的立場や関連ビジネスの 先端で御活躍の方々に、日本が直面するエネルギー問題

に対し再生可能エネルギーが実効的解決策たりうるのか、ビジネスとして持続可能性を

持ちうるものなのかなど、講演やパネルディスカッションを通して、核心をつく議論を

していただきます。  

日本の目指すべき「再生可能エネルギーのビジネスモデル」について、参加者の方と

共に考察し、新たな発見をする一日といたしたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

日時 ２０１２年１０月２０日（土） 

主催 ビジネスモデル学会 

後援 ＩＴコーディネータ協会 

   デジタルニューディール研究所 

場所 東京大学本郷キャンパス工学部新２号館 
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（敬称略） 

 

10:00-10:05 全体司会： 林田 収二（大会実行委員長、学会運営委員）  

10:05-10:15 開会挨拶： 松島 克守（ビジネスモデル学会会長） 

10:15-11:00 基調講演： 北澤 宏一（福島原発事故独立検証委員会委員長） 

            「日本は再生可能エネルギー大国になりうるか 

－福島原発事故の検証から－」 

11:00-11:35 特別講演１ 藤原 洋（株式会社ブロードバンドタワー 

代表取締役会長兼社長 CEO） 

            「太陽光発電の可能性－風力、地熱と比較して－」 

11:35-12:10 特別講演２ 桑野 和雄（株式会社協和コンサルタンツ常務執行役員） 

             金元 敏明（国立九州工業大学大学院工学研究院教授） 

            「経済性と資源活用のエッジの追及、新型マイクロ水力発電」 

12:10-13:10 －－－－－－－－－－－－－－ 昼食 －－－－－－－－－－－－－－

13:10-13:45 特別講演３ 穴水 孝（東京ガス株式会社燃料電池事業推進部長） 

            「燃料電池の潜在力」 

13:45-14:20 特別講演４ 中島 徳至（E-Trikes Business unit 経営責任者） 

「車中心の社会から、社会中心の車へ 

－車社会のパラダイムシフト－」 

14:20-14:55 特別講演５ 池田 元英（株式会社エナリス代表取締役社長）    

            「エナリスのデマンド・レスポンスとネガワット取引の 

取組み」 

14:55-15:10 －－－－－－－－－－－－－－ 休憩 －－－－－－－－－－－－－－ 

15:10-16:10 －－－－－ 会員発表（司会 藤田 育夫 学会運営委員） －－－－－ 

15:10-15:30 会員発表１ 松島和史、田中謙司（東京大学大学院） 

研究論文「生活用品の小売流通ビジネスに関する研究」 

15:30-15:50 会員発表２ 佐藤暢、永野正展、永野正朗（高知工科大学地域連携機構）  

  事例報告「高知発グリーン・エネルギー化モデルの構築と

実践」  

15:50-16:10 会員発表３ 宮坂輝彦（芝浦工業大学大学院）、加納信吾（東京大学大学院） 

研究論文「新技術の事業化におけるビジネスモデルと政策 

支援の評価」 

16:10-16:20 －－－－－－－－－－－－－－ 休憩 －－－－－－－－－－－－－－ 

16:20-17:40 パネルディスカッション： 

「再生可能エネルギーのビジネスモデルを考える」  

         パネラー： 江本 英史（日本政策投資銀行産業調査部課長）、 

北澤 宏一（前出）、藤原 洋（前出）、 

               池田 元英（前出） 

       モデレーター： 松島 克守（前出） 

17:40-17:45 特別案内： ビジネスモデル大賞の創設について 

             平野 正雄（ビジネスモデル学会副会長） 

17:45-17:50 閉会挨拶： 中谷 幸俊（学会運営委員会代表幹事） 

18:00-20:00 －－－－－－－－－－－－ 交  流  会 －－－－－－－－－－－－ 
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基調講演テーマ 

 
－福島原発事故の検証からー  

 

北澤 宏一氏 

 

講演要旨 欧州がすでに達成した電力の 30%を目指す再生可能エネ本格導入が日本

でも始まります。現世代の国民が子どもたちにどれだけ安全な環境を遺そうとす

るかのバロメーターで世界と日本の子どもたちの注目するところです。大人たち

の努力の度合がこれからの日本の子どもたちのモラルの高さを決めると考えま

す。再生可能エネは地域分散型の発電所を全体として広域自律制御する必要がで

てきます。そのための新規産業は日本の農村や漁村の所得倍増を生み出し、数十

年の後に内需倍増につながる「国家百年の計」の始まりです。 

 

略  歴 1966東京大学理学部化学科卒業1968工業化学専攻修士修了、1972マサチューセッ

ツエ科大学材料科学専攻博士修了、1972マサチューセッツエ科大学セラミックス部門研

究員就任、1982東京大学工学部物理工学科助教授、1987同工学系研究科工業化学専攻教

授、新領域創成科学研究科物質系専攻教授などを経て、2002特殊法人科学技術振興事業

団専務理事就任、2003独立行政法人科学技術振興機構理事、2007独立行政法人科学技術

振興機構理事長、2011独立行政法人科学技術振興機構顧問。 

  専門は､物理化学､固体物理､材料科学､磁気科学､超伝導工学､エネルギー。１９８６年

には世界の高温超伝導フィーバーの火付け役となる｡主な受賞歴は1988年日本セラミッ

クス学会セラミックス大賞、日本応用物理学会賞、日本IBM科学賞､2002年紫綬褒章､2009

年度応用物理学会業績賞など｡著書に『科学技術者のみた日本一経済の夢(第4版)』(アド

スリー、2005年)、『科学技術は日本を救うのかー｢第4の価値｣を目指してー』(ディスカ

ヴァー21、2010年)など。日本学術会議会員｡科学技術による、｢第４の価値｣すなわち｢社

会的･精神的な価値｣の実現を通じて､地球環境を守り、日本の産業経済を活性化すること

が可能と提唱する。 

 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

特別講演１  

 

藤原 洋氏 

 

講演要旨 3.11 東日本大震災と東電福島第 1原発事故を契機として、中長期的課題

として火力・原子力中心の集中型発電を代替する再生可能エネルギー産業の振興

が求められている。本講演では、中でも も注目を集めている太陽光発電の可能
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性について、技術面、経済面、制度面から展望すると共に、風力、地熱などの他

の選択肢の持つ可能性と役割についても併せて述べることとする。 

 

略歴 (株)ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO、(株)ナノオプトニクス･エナジ

ー取締役ファウンダー長。1954 年福岡県生まれ｡ 1977 年京都大学理学部卒業｡東京大学工学

博士(電子情報工学)。日本アイ･ビー･エム(株)、(株)日立エンジニアリング、(株)アスキー

を経て､動画像符号化方式の研究･標準化活動を行い MPEG の創設に参画後､1996 年 12 月、イ

ンターネット技術に関する研究開発企業(株)インターネット総合研究所を設立。同社代表取

締役所長に就任、現在に至る｡ 2005 年宇宙･環境エネルギーベンチャー(株)ナノオプトニク

ス･エナジーを設立。2011 年(株)ブロードバンドタワー代表取締役会長に就任､2012 年 4 月

同社代表取締役会長兼社長 CEO に就任､現在に至る。 

現在､(財)インターネット協会副理事長､慶意義塾大学環境情報学部特別招聘教授､慶意義

塾大学大学院プロジェクト研究教授､SBI 大学院大学副学長を兼務｡ 2009 年 10 月総務省 ICT

政策タスクフォースメンバー､2010 年 4 月大学共同利用法人自然科学研究機構経営協議会委

員､2011 年 4 月独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学評議会評議員、2011 年 11

月総務省新事業創出戦略委員会及び研究開発戦略委員会合同ワーキンググループ基本戦略

ボードメンバーに就任。代表著書は 1998 年『ネットワークの覇者』日刊工業新聞社､2009

年『科学技術と企業家の精神』岩波書店､2010 年『第４の産業革命』朝日新聞出版他多数。 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

特別講演２ 

 

桑野 和雄氏  金元 敏明氏 

 

講演要旨 昨今、小水力発電の可能性が議論されるとともに、未利用包蔵水力を利

用する試みが全国各地で始まっている。我々は、これまで水力発電の対象外とさ

れていた 地域が、新型マイクロ発電技術により、巨大な電源供給サイトとなり、

国内外への大きなインパクトを与えるものと確信している。ここでは、新技術の

概要を示 し、新たなビジネスモデルにより、実現されるマイクロ水力発電利用

が地域や社会に与える影響について報告する。 

 

桑野氏略歴 株式会社協和コンサルタンツ常務執行役員。昭和 48 年九州工業大学工学部開発土

木工学科、昭和 48 年株式会社構造計画研究所平成 13 年株式会社協和コンサルタンツ常務執行役

員経営戦略室長。発表論文は、昭和 53 年 11 月、土木学会第３回電算機利用に関するシンポジウ

ム「道路実施設計の電算処理に関する考察-DTM の土木計画への応用その 2-」、昭和 61 年 10 月、

土木学会第 11 回電算機利用に関するシンポジウム「会話型土木設計支援システムの概要とその

運用例」、昭和 63 年 12 月’、88 CIM/CAD/CAM 全国大会「土工計画支援システム LAPLAS の概要

とその活用」、平成 11 年８月、日本ファジイ学会分解型多次元ファジイ推論モデルとその逆問題

解を用いた景観の感性的評価。 

 

金元氏略歴 国立大学法人九州工業大学大学院工学研究院教授。昭和 50 年 2 月、横浜国立大学

工学部助手、昭和 63 年 3月、横浜国立大学工学部助教授、昭和 63 年 4月、九州工業大学工学部

助教授、平成 8 年 2 月、九州工業大学工学部教授、平成 18 年 2 月、華南理工大学顧問教授現在

に至る。平成 20 年 4 月、九州工業大学大学院工学研究院教授(部局化による所属変更)現在に至
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る。ターボ機械協会副会長現在に至る。平成 23 年 5 月、実施中の研究として、①クリーンェネ

ルギー開発前後二段の羽根車が固定子を持たない発電機の内外二重回転電機子を駆動するまっ

たく新しい風力発電､波力発電､水力(潮汐)発電装置の実用化研究、②環境低負荷ターボ機械の開

発各種ポンプやファンの環境負荷を極限まで抑えた性能改善および新たな形式のポンプ開発。 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

特別講演３ 

 

穴水 孝氏 

 

 

講演要旨 米国宇宙計画で誕生。46 年前ジェミニ５号に搭載、アポロ、スペースシ

ャトル計画で成功を収めた燃料電池だが、民生用への転用、事業化は長い苦難の

歴史であった。技術イノベーションと商品化に向けた官民一丸となった取り組み

により、2009 年家庭用燃料電池はエネファームという統一名称で世界で初めて

商品化された。3.11 以降電力の自給自足の必要性が高まり、燃料電池等分散型

電源の普及拡大が社会的要請になっている。ここでは、家庭用燃料電池（エネフ

ァーム）の商品化の歴史と、事業の現状、今後の戦略を紹介し、燃料電池を起点

に広がる将来事業ビジョンに言及する。 
 

略歴 東京ガス株式会社燃料電池事業推進部長。早稲田大学理工学都卒､同大学院理工学研究科修

了。1985 年東京ガス入社｡技術開発部門でガス設備の技術開発や R＆D企画業務を担当。日本ガ

ス協会出向､総合企画都エネルギー･技術グループマネージャー､プロジェクト推進統括部長を経

て現職。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

特別講演４ 

 

－車社会のパラダイムシフト－ 

中島 徳至氏 

 

 

講演要旨 「車中心の社会から、社会中心の車へ」の社会的パラダイムシフトには、

電気自動車の普及が不可欠であり、次世代の車社会構築には、従来の自動車業界

の成功体験等前例にとらわれず、再生可能エネルギーの活用も含めた新たな破壊

的創造への挑戦が必要である。14 年間電気自動車業界に関わってきた経験に基

づき、政府、業界、市場の動きに対して実際に取ってきた行動とプロセスを紹介
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し、時代の転換期における課題と解決策に焦点をあてつつ、大手自動車メーカー

には実行が困難な新たなビジネスモデルについて技術経営目線で述べていきた

い。 

 

略歴 E-Trikes Business unit 経営責任者。1967 年１月１日生まれ 45 歳岐阜県出身、東京理科

大学大学院総合科学技術経営研究科修了技術経営修士(MOT 取得)、1994 年株式会社ゼロスポーツ

設立、2003 年国土交通省大臣より型式認定取得、2004 年日本自動車マフラー協会会長、2006 年

日本自動車研究所評議委員、2010 年電気自動車普及協議会設立代表幹事、EV 事業をﾄﾘﾄﾝ EV テク

ノロジーに譲渡、2011 年ﾄﾘﾄﾝ EV テクノロジー執行役員、2011 年東京大学大学院工学系研究科非

常勤講師、2012 年 Movingecology 代表取締役就任、2004 年経済産業大臣奨励賞受賞、2005 年国

際青年会議所 TOYP 大賞受賞。著書等は、2010 年｢ほんとうのエコカーを作ろう｣(日経 BP)、日本

ベンチャー学会学会誌 N0.16 掲載資料｢ベンチャー企業への地域 CFO 制度と教育支援策｣。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

特別講演５ 

 
 

池田 元英氏 

 

 

講演要旨 ＢＥＭＳ（Building and Energy Management System）アグリゲータ

である当社は「ＦＡＬＣＯＮ  ＳＹＳＴＥＭ」を展開しています。メーカー

ではなくサービサーとして、ソフト面での電力削減を提案しています。例え

ば、気象予報士が天候を加味した需要予測を行い、事前対策を可能とします。

また新サービスとして、電力需給の逼迫時に節電して頂いた分を報酬として

受け取る『ネガワット／デマンドレスポンス』を展開しています。このよう

な全く新しいエネルギーサービスのビジネスモデルにつき、紹介いたします。 

 

略歴 株式会社エナリス代表取締役社長。1969 年東京都大田区生まれ、1992 年早稲田大学教育学

部社会科社会科学専修卒業、東海銀行（現三菱東京 UFJ 銀行）入行、1994 年衆議院議員中田宏

（前横浜市長）秘書、1996 年日短 EXCO（株）（現日短キャピタルグループ）euroYen deposit,IRS,FRA

担当、1999 年日短エナジー（株）（現イーレックス）設立 ジェネラルマネージャー、2001 年資

源エネルギー庁総合エネルギー調査会新エネルギー部会新市場拡大措置検討小委員会委員（兼

務）、2003 年松下電器産業㈱国際商事本部材料グループエネルギー事業担当参事（現パナソニッ

ク㈱）、2008 年㈱エナリス代表取締役社長現在に至る。｢エネルギーデリバティブの世界｣(協訳)

東洋経済(2000 年)、｢電力市場の参入者｣(共著)電気新聞(2001 年)、｢エネルギーデリバティブ｣

(共著)シグマベイズキャピタル(2006 年)、｢電力取引入門｣エネルギーフォーラム社(2009 年)、

講演､セミナー､著述、多数。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
「再生可能エネルギーのビジネスモデルを考える」 

 

     

 

パネラー： 

北澤宏一氏、江本英史氏、藤原洋氏、池田元英氏 

モデレーター： 松島 克守 

 
江本 英史氏  

略歴 日本政策投資銀行産業調査部課長。 昭和47年2月27日生まれ、平成6年3月 一橋大学経

済学部卒業 、同 13年7月 ﾛﾝﾄﾞﾝ･ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ｴｺﾉﾐｸｽ（LSE）大学院修了（経済学修士）、平成

6年4月 日本開発銀行（現(株)日本政策投資銀行）入行 、国際業務部、大阪支店等を経て、

同 15年4月 国際部調査役 、同 16年12月 国際エネルギー機関（IEA）出向、同 20年12月 調

査部（現産業調査部）調査役 、同 22年５月 産業調査部課長。 執筆・寄稿は、International 

Energy Agency, World Energy Outlook（2005～2008年執筆メンバー）、フジサンケイビジ

ネスアイ（2009年6月6日付）「ビジネスの枠組み変える気候変動対策」、フジサンケイビジ

ネスアイ（2010年5月28日、29日付）「大きく変化する太陽光発電市場」 、週間エコノミス

ト（2011年1月4日号）「現場報告・成長の源泉はここにあり～太陽光発電ビジネス～」、産

業と環境（2012年3月号）「欧州の太陽光発電市場動向」。 

 

 

他のパネリストは前出。 
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◇ 松島和史（東京大学 工学系研究科 システム創成学専攻 博士課程） 

田中謙司（東京大学 工学系研究科） 

研究論文「生活用品の小売流通ビジネスに関する研究―販売価格と購買に関連

するコストに基づく購買行動の予測と市場占有率の変化」発表要旨 

 
１．背景と目的 

小売業界は、近年厳しい状況に置かれている。近年の日本の市場規模は減少傾向にあり、

人口が減少し続けることが確実な日本の中では大きな回復は見込めない。一方、競争は通

信販売、コンビニエンスストア、スーパー、百貨店など多様な業態で行われている。 
 そこで、購買頻度が高く、定期的に購買せざるを得ない消耗性生活用品を対象にして、

以下を示すことで消費者と小売業者の両方の利益の最大化を図る。 
・消費者の顧客満足度を最大化するための小売流通モデルを予測する 
・企業の販売価格の決定に関して支援する仕組みを構築する 
２．消費者の購買選択モデルと小売業者の価格戦略支援システムの構築 

 新幹線や飛行機の需要予測のために、旅客の移動時間を貨幣価値に換算し計算する犠牲

量モデルが使われている[1]。このモデルを基に、小売業の店頭価格の業態間の比較で、総

価格と顧客コストという概念を導入する。店頭小売価格に顧客コストが加算されたものを、

商品の総価格とする。 
消費者は購買手段を考える際に、購買する様々な手段の選択肢の中から合理的に判断し

て選択すると仮定する。顧客コストは、時間コスト＋移動コストの式で成立するとする。

時間コスト算出に当たっては、世帯年収別の度数分布[2]から世帯年収別の時間価値を算出

し、家事に関する無償労働の時間価値[3]と符合する係数を用意し、生活用品の購買におけ

る時間価値を算出した。 
上記のモデル化により、消費者の世帯年数に応じて商品別に総価格最小の小売業態を選

択することが可能となり、結果として図 1 に示す小売業者の市場の配分が予測できうる。 
さらに、前提条件の変更した場合の消費者行動の変化感度、並びに小売業者の商品毎の販

売価格を変更した場合の市場占有率の変化を可視化できるシステムを構築した。 

 
図 1 小売業者の市場の配分例 

３．まとめ 

本研究では、販売価格と顧客コストを踏まえた消費者行動の予測、および販売価格戦略

の支援システムの構築により、消費者と小売業者の両方の利益を評価し最大化させる方法

を示した。 
 
参考文献 
[1]海上技術安定研究所：“「コンビニエンスライナー」による新輸送システムの提案”  
[2]厚生労働省：“国民生活基礎調査”（2008） 
[3]経済企画庁経済研究所国民経済計算部：“１９９６年の無償労働の貨幣評価”（1997） 
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◇ 佐藤  暢（高知工科大学 社会連携専門監） 

  永野正展（高知工科大学 地域連携機構 地域活性化室長・特任教授） 

  永野正朗（高知工科大学 地域連携機構 社会マネジメントシステム研究センター 助手） 

事例報告「高知発グリーン・エネルギー化モデルの構築と実践－「枯れない油田

プロジェクト」構想の実現に向けて－」発表要旨 

 
 

バイオマス・エネルギーは、太陽光や風力と並ぶ代表的な再生可能エネルギー源である。欧

米各国では木質バイオマス・エネルギー導入の動きが加速している。例えばオーストリアのギ

ュッシング市では、1990 年代から域内の植物系バイオマスを中心とする再生可能エネルギーの

活用を進めた結果、域内のエネルギー需要の完全自給を実現したのみならず、2007 年にはエネ

ルギー収支で 1400 万ユーロの黒字化を達成した。 

 

高知県は県土の約 84%を森林が占めており、日本でも有数の森林県である。2012 年 7月から

スタートした再生可能エネルギーの全量買い取り制度を追い風に、大量の森林バイオマス需要

が期待されている半面、サプライチェーンの原点である林業の生産性向上を含めた構造改革の

必要性が叫ばれている。 

 

永野らの研究グループでは、2005 年より「枯れない油田プロジェクト」構想の戦略立案に着

手してきた。そこでは、森林資源の活用として、社会技術としての燃料利用という新たな考え

方を提唱するものであり、これまでにない山林経営をベースとした、持続可能型の地域活性化

モデルの構築と実践を目指すものである。関連する研究は、科学技術振興機構による「社会技

術研究開発事業」や、総務省による「緑の分権改革事業」に採択されるなど、国等からも一定

の評価を受けてきた。 

 

これらの研究成果をもとに、2011 年には「グリーン・エネルギープロジェクト in 高知」構

想を立案し、2012 年には、高知県香美市に新たなベンチャー起業を設立することとなった。木

質バイオマス発電と、ボイラーの燃料となる木質ペレット製造を同時に手がける複合施設を

2014 年度に開設し、エネルギー事業に乗り出す計画である。これは、地域の自然エネルギー生

産利用モデルであると同時に、エネルギーの地産地消および地域雇用の創出を目指す、地域再

生モデルの構築と実践という点からも特筆できる。 

 

本発表では、永野らによるグリーン・エネルギー化モデルの構築と実践について、これまで

の背景や経緯、および周辺動向や現状について俯瞰する。そして、これらの取り組みから見え

てきた社会技術としての課題や展望について、イノベーションとビジネスモデルの観点から考

察する。 

 

参考文献 

・高知県における製材業の現状と課題（高知工科大学紀要第 9集第 1号）（永野ら, 2012） 

・「グリーン・エネルギー プロジェクト in 高知」推進のシナリオ（高知工科大学紀要第 8

集第 1号）（永野ら, 2011） 

・コーディネート力の発現に向けた“土佐市”モデルの普遍化（産学連携学会第 10 回全国

大会予稿集）（佐藤ら, 2012） 

・科学技術を軸とした地域活性化モデル（ビジネスモデル学会創立 10 周年記念論考集「ビ

ジネスモデル論－持続的成長のビジネス設計図－」（佐藤, 2010） 

・地域活性化シリーズ講演会記録(5)パネル討論会：「森林資源の再評価－世界の中での高知

のポジション－」（高知工科大学地域連携機構 2009 年度事業報告書, 2010） 
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◇ 宮坂輝彦（芝浦工業大学 大学院工学研究科 博士課程） 

  加納信吾（東京大学大学院 新領域創成科研究科 特任教授）） 
  研究論文「新技術の事業化におけるビジネスモデルと政策支援の評価― 産学連携

における技術移転モデルによる風力発電の事例分析―」発表要旨 
 

 

１．背景と目的 

 太陽光、風力など自然エネルギーは、地球温暖化問題などを背景に普及政策の支援

を受け、ベンチャー企業によって徐々に普及拡大されていった。技術の商用化の成否

には「技術開発の成熟」以外に、「技術の受け手の認識」、「国の政策支援」など複数

の要因が関わっているが、これらが総合的に見てどのような功罪をもたらしたかは明

確ではない。そこで、これらの現象を一般化して説明することは、技術の普及を検討す

る上では重要な視点である。加納[2001]は、技術の受け手側の能力を技術吸収能力

（absorptive capacity）と定義した Cohen[1983]の研究に着目して技術移転モデルを作成

し、技術移転の成否の見極めと当該技術移転の形態を論じたものである。そこで本手

法を適用して、風力発電事業者（以下、「風力事業者」と言う）を「技術の出し手」、

既存電力会社（以下、「既存事業者」と言う）を「技術の受け手」と設定して、風力事

業者が電力系統に接続して既存事業者へ電気を販売できるまでのビジネスモデルの説

明を試み、我が国の風力発電の商用化におけるベンチャー企業の貢献や、政策支援の

功罪について分析・評価を行うこととする。 
 
２．風力発電補助事業のモデル化 

 説明に用いる技術移転モデルは、縦軸を「技術の受け手企業の受容能力」、横軸を「技

術開発の成熟度」で定義されるものである。今回は、横軸上に「ある時点での風力発電

技術の成熟度」（技術の出し手の限界）と、電力系統に接続可能な技術レベル「本格商

用化」（技術の受け手の限界）を設定し、この２つの限界のギャップを埋める政策を見

ることとする。なお、風力発電の技術開発の成熟度には、電力系統に接続できなくて

も単体の発電機としての商用化レベル（以下「単体商用化」と言う）が、技術の出し手

の限界と技術の受け手の限界の間に存在するものとする。 
 次に、風力発電の事業化に

向けた政策は、既存事業者へ

の買取の義務化（以下、「買

取義務」と言う）と、風力事

業者への金銭的な補助（以下、

「補助金」と言う）との２つに

大別ことができる。このとき、

買取義務は単体商用化と本格

商用化のギャップを埋める役

割を、補助金は技術の受け手

に早期の技術を受容する能力

を高める役割を果たすことと

なる。 
 
３．風力事業者へのモデル適用 

（１）買取義務の評価 
 導入費用を補助する設置補助制度（旧補助）は 1996 年に導入されたが、風力事業者

による日本国内での本格的な事業化は、既存事業者が余剰電力購入（買取義務）を義務

付けられた翌年の 1999年からである。またモデルからは、本格商用化と単体商用化の

図：風力発電補助事業のモデル化 
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ギャップを埋めることが、必須であることが導き出せる。以上の事実とモデルから、

買取義務は普及のための最低条件であることがわかる（図参照）。 
（２）補助金の評価 
設置補助制度から全量買取制度（新補助）へ移行する間に補助金の空白期間が生じ、こ

れによって風力発電の普及の停滞が起こった。またモデルは、買取金額の設定によっては

ギャップが埋らないケースがあることを示している。以上の事実とモデルから、買取

金額の設定によって、風力発電の普及の停滞（技術移転のギャップの発生）や風力事業者

の過剰利益が発生することを技術移転モデルは示している。 
（３）政策全体の評価 
 新旧補助制度によって風力発電の設置量は着実に増加している。またモデルは、買取義

務と補助金を組み合わせることにより、風力発電技術の成熟度（技術の出し手の限界）

と本格商用化（技術の受け手の限界）の限界のギャップを埋められることを示している。

以上の事実とモデルから、新旧補助制度は「風力事業者が電力系統に接続して既存事業

者へ電気を販売する」という目的達成に適切な手段であったと言える。 
ただし、新補助制度は、風力発電の買取義務は送電コストの増加をもたらし、補助金は

一般消費者への賦課金と化し、風力発電は送電料金を含んだ電気料金と賦課金の２つの負

担を今後 20年以上一般消費者へ課していることになる。従って、旧補助制度はギャップを

埋める役割に留まり、補助金を必要としない自立的な普及という課題は残したままであ

る。 
 
４．モデルの有用性―普及コストの可視化― 

産学連携における技術移転モデルに、開発の区切りに応じた商用化段階を設定する

ことのより、補助金および電力系統側の負担など普及コストに関わる情報および普及

の成否を可視化することできる。本モデルにより、政策および普及のための問題点を

明確にすることができた。 
 
 
参考文献 
 
Cohen[1983] Cohen, Wesley, M. & Levinthal, Daniel A. Absorptive Capacity: A New 

Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, 
No. 1, Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation, pp. 128-152, 
1990.3. 

加納[2001] 加納信吾 産学連携における技術移転モデルの導出とその比較分析―技術移

転有効フロンティアの概念とその応用― ビジネスモデル学会誌 Vol.1,No.1,20 
牛山[2005] 牛山泉 風力エネルギーの基礎 オーム社 2005.7 
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特定非営利活動法人 ビジネスモデル学会 ２０１２秋季大会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

企画・運営： ビジネスモデル学会運営委員会 

実行委員長： 林田 収二（学会運営委員、古河電気株式会社） 

日時： ２０１１年１０月２０日 

 

お問合せ： ビジネスモデル学会事務局 阿部悦子 

Ｅ-mail： sec@biz-model.org 

学会公式 URL： http://www.biz-model.org 

情報サイト「ビジネスモデルの輪」： http://www.jctbf.org/C_BM/top.htm 


