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地域間産業連関表

2011年(全国)IONGES(想定表)を9地域に分け，地域間・産業間の取引関係を示した表。
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環境分析用産業連関表を用いた分析としてライフサイクルアセスメント(LCA)分析がある
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http://www.f.waseda.jp/washizu/table.html

本表の作成は，科学研究費補助金(課題番号 21H03676, 19KT0037)，早稲田大学特定課題研究助成費(課題番号2021C-263)，
環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(課題番号2-2008研究代表：有村俊秀)における研究成果です。



2015年次世代エネルギーシステム分析用産業連関表
2015 Input-output table for analysis of next generation energy system (2015 IONGES)

2015年組込表
2015年に実際に存在した再生可能エネル
ギーの経済活動を，公表されている発電施
設建設部門および発電部門から分離別掲し
て示した表。

2030年想定表
発電施設建設および発電量の総額は，2015

年と同じであるが，発電施設の分布や発電
構成比が「第6次エネルギー基本計画におけ
る『野心的シナリオ』」において2030年に
想定されている状況との仮定の下で作成し
た表。

産業部門
再生可能

エネルギー部門
最終需要部門

産業部門

再生可能
エネルギー部門

付加価値部門



今後の制度設計は以下の二つの電源分けてを考えていくべきことが提言された。

1. 競争電源
大規模太陽光発電や風力発電のように発電原価を下げ市場競争力をつけていくべき電源。

間欠性という特徴のため競争力の付与には，エネルギーシステムのスマート化の
みならず，人々のライフタイルのスマート化が不可欠

2. 地域活用電源
住宅用太陽光発電、小規模事業用太陽光発電，小規模地熱発電、小水力発電、バイオマス
発電のように，地域資源の活用や地域のレジリエンスの向上に役立つ電源

地域循環共生圏やスマートな農山漁村の形成が不可欠

「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会中間取りまとめ」令和2年2月

再生可能エネルギーの有効活用にはスマート社会の構築が不可欠







家庭から地域全体まで、さまざまな規模でエネ
ルギーを管理する仕組みへの取り組みも進んで
いる。

• 地域全体のエネルギーを包括的に管理す
るCEMS（コミュニティ・エネルギーマネ
ジメント・システム）

• オフィスビルや商業施設を対象とした
BEMS（ビルディング～）

• 工場などの産業施設を対象としたFEMS
（ファクトリー～）

• 住宅を対象にしたHEMS

さらに通信ネットワークであらゆる段階のエネ
ルギーマネジメントシステムを結びつけ、より
効率的な管理が可能となる電力ネットワークと
しての「スマートグリッド」を構築。

http://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=17

CEMS（セムス， Community Energy Management System ）
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http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/nousin/bukai/h23_2/pdf/data3-6.pdf
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未利用木質バイオマス発電 5700kW

グリーン・サーマルは、山林未利用材を主燃料とした木
質バイオマス発電所の普及を目指し、木質バイオマス発
電所の開発・運営経験者と長年におよぶ林業・素材生産
事業の複数の経営者によって設立した会社です。その両
者の経験から、燃料の収集体制の構築や燃料の加工・調
質に独自のノウハウを生かし5,000kw級のバイオマス発電
システムを標準モデルとして構築いたしました。

山林未利用材（原木）をチップ化したものを燃料にし
ます全量買取制度の設備認定を受けて、高付加価値の
電気を販売しています。山林未利用材に支払われる費
用の一部が、山林の整備費用となり、日本の林業資源
の循環に貢献します。

グリーン・サーマルウェブページhttp://www.gthermal.co.jp/business/woody_biomass.html



大生（おおばえ）黒潮発電所 (宮崎県)

小規模熱電併
給システム

1,940 kW

https://www.symenergy.co.jp/business_ec/ohbaekuroshio/



2015年組込表における発電部門CT構成比

「461102事業用発電(火力発電を除く)」のCTを「便覧」における「原子力」「水力」「再エネ発電」の物量構成
比で分割し、「再エネ発電」のCTをFIT認定分導入容量(累積)より算出した再エネ発電の発電容量構成比で分割

事業用水力を除く
再エネ計0.495%

(百万円) 構成比 再エネ構成比
事業用火力発電 15,827,578 89.389%
事業用原子力発電 156,840 0.886%
事業用水力発電 1,634,249 9.230%
太陽光発電（住宅設置用） 7,888 0.045% 8.99%
太陽光発電（メガソーラー） 22,204 0.125% 25.30%
陸上風力発電 4,359 0.025% 4.97%
着床式洋上風力発電 12 0.000% 0.01%
中小水力発電 1,530 0.009% 1.74%
大規模地熱発電 69 0.000% 0.08%
バイナリー地熱発電 64 0.000% 0.07%
木質バイオ_A級タイプ発電 7,176 0.041% 8.18%
木質バイオ_B級タイプ発電 1,487 0.008% 1.70%
木質バイオ_C級タイプ発電 48 0.000% 0.05%
生ごみメタン発電 9 0.000% 0.01%
下水メタン発電 7 0.000% 0.01%
家畜糞尿メタン発電 67 0.000% 0.08%
廃棄物焼却施設発電(大都市)発電 19,570 0.111% 22.30%
廃棄物焼却施設発電(地方中核都市)発電 23,255 0.131% 26.50%
Total 17,675,129 100.000%
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2011年地域間次世代エネルギーシステム分析用産業連関表
2011年地域間IONGES

2011年(全国)IONGES(想定表)を9地域に分け，地域間・産業間の取引関係を示した表。



• 2015年IONGES(組込表)および，2011年地域間IONGESについてその概要と応用分析事例を紹介し
た。

• 2015年IONGES(組込表)を用いて，再生可能エネルギーの活用による炭素税導入の緩和効果につ
いて分析した。

• 産業連関分析を用いたエネルギー関係諸税の効果分析では，エネルギー関係諸税の複雑な制度
を精緻に分析に反映できるという利点がある。

• 2011年地域間IONGESを用いて，ある地域の消費がその他の地域に引き起こすCO2誘発を計算し
た。

• 2050カーボンニュートラルの下での最新の再生可能エネルギーの導入目標，再生可能エネル
ギーの利用を促進するための最新のエネルギーマネジメント技術，さらに整備されつつある最
新のデータベースを反映したIONGESを作成し，再生可能エネルギーの高度利用について今後も
引き続き考察していく予定である。

まとめ




