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京都プロジェクト
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脱炭素社会づくりに向けた自治体におけるゼロカーボンの取組

2050年に温室効果ガス等を実質ゼロを目指す自治体の取組がCOP25で高く評価。ゼロカーボン自
治体は日本人口の約半数に迫る勢いで増加。先進的取組の横展開を支援。

※各地方公共団体の人口合計では、都道
府県と市区町村の重複を除外して計算し
ています。（2020年5月7日時点） （資料：環境省）

◼ 2050年に温室効果ガス又は二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を表明する地方自治

体が増加。こうした取組は、COP25でも発信し、国際的にも高く評価。

◼ ゼロカーボン表明をした自治体では、建築物環境エネルギー性能の検討制度、太陽光発電の共同購入等の

先駆的取組を実施。環境省として、先進的取組の横展開を支援。
北海道 札幌市 195 新潟県 佐渡市 5.7 福岡県 福岡市 154

古平町 0.3 粟島浦村 0.04 大木町 1.4

岩手県 久慈市 3.6 富山県 魚津市 4.3 長崎県 平戸市 3.2

二戸市 2.8 石川県 金沢市 47 佐賀県 武雄市 4.9

葛巻町 0.6 加賀市 6.7 熊本県 熊本市 74

普代村 0.3 長野県 軽井沢町 1.9 菊池市 4.8

軽米町 0.9 池田町 1.0 宇土市 3.7

野田村 0.4 白馬村 0.9 宇城市 6.0

九戸村 0.6 小谷村 0.3 阿蘇市 2.7

洋野町 1.7 静岡県 浜松市 80 合志市 5.8

一戸町 1.3 御殿場市 8.8 美里町 1.0

八幡平市 2.6 愛知県 岡崎市 38 玉東町 0.5

山形県 東根市 4.8 半田市 12 大津町 3.3

福島県 郡山市 34 豊田市 42 菊陽町 4.1

大熊町 1.0 みよし市 6.2 高森町 0.6

浪江町 1.7 三重県 志摩市 5.0 西原村 0.7

栃木県 那須塩原市 12 京都府 京都市 148 南阿蘇村 1.2

群馬県 太田市 22 与謝野町 2.2 御船町 1.7

埼玉県 秩父市 6.4 大阪府 枚方市 40 嘉島町 0.9

東京都 葛飾区 44 兵庫県 明石市 29 益城町 3.4

神奈川県 横浜市 372 奈良県 生駒市 12 甲佐町 1.1

川崎市 148 鳥取県 北栄町 1.5 山都町 1.5

鎌倉市 17 南部町 1.1 鹿児島県 鹿児島市 60

小田原市 19 岡山県 真庭市 4.6

三浦市 4.5 愛媛県 松山市 51

開成町 1.7

＊数字は人口を表す（単位：万人）

＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの



延暦13年旧暦11月8日（ 794年12月4日）に平安京遷都

1869年（明治2年）の東京奠都までの日本の首都

約1200年の間、朝廷の都として日本の社会秩序の中心

次の千年は、地球と共存共栄する文明
その礎を京都で築き、世界に広げる。



京都の概況

総計 23400Gwh
100%

電力 8900Gwh
38.0%

ガス 6800Gwh
29.1%

石油 7700Gwh
32.9%

産業 3700Gwh
15.8%

5500Gwh
23.5%

3950Gwh
16.9%

1450Gwh
6.2%

業務 7200Gwh
30.8%

家庭 6250Gwh
26.7%

2900Gwh
12.4%

2850Gwh注
12.2%

500
2.1%

運輸 6250Gwh
26.7%

500
2.1%

－
(LPGは除外)

5750Gwh
24.6%

総数 乗用車 貨物車 その他 軽
総数 総数 普通車 小型車 総数 普通車 小型車 総数 バス その他 四輪車

579,483 378,731 150,524 228,207 64,114 16,979 47,135 14,467 2,361 12,106 122,171

京都市のエネルギ－消費等
京都市のエネルギ－状況を京都市資料から推定すると以下の通り。

平成２３年度(２０１１年度)（京都市エネルギ－政策推進のための戦略資料編）
注)京都市情報館のh27年度一世帯当たり電力・ガス使用量から推定

京都市内の自動車保有台数
平成１５年度（京都市総合企画局等資料）

部門別割合

業務

家庭

運輸

産業

京都市の人口は約150万人



Solar-EV City 京都構想
PVとEVをベースとしたコミュニティーにおける

分散型電源システムの構築

コミュニティーの合意形成、
計画づくり
京都市, 大阪大学, 国立環境研究所

・フューチャーデザイン
・CO2排出の見える化
・エネルギーモデリング
・トランジッション研究

PVとEVをベースとした
都市の脱炭素化手法の確立と
和風スマートシティーの構築

国立環境研究所

• 試算によると注）京都市の建物の屋根の70％にPVを設置し、自動車をすべてEVとするとV2H，V2Gを通じて京
都市の電力の70％近くを供給できる。それに伴い、電力と自動車の使用による二酸化炭素排出の74％削減とな
る。

• 2030年にはPVシステムやEV価格の下落に伴い数十パーセントのエネルギーコスト削減につながる。
• このPVとEVをベースとした、分散型電源システムの実証及び開発を提案する。

PVとEVの分散型電源システム開発
東京大学（田中謙司研）,国立環境研究所,会津コンピュータサイエンス研究所

・ P2P tradingとマーケット
・電力流通決済システム(ブロックチェーン)
・世界最大規模、最新技術を使った街区レベルのP2P実証を目指す
（例：NYブルックリンプロジェクト）。

電力供給とビジネスモデル
京都大学, 地域電力, 気候ネットワー
ク
・テラエナジーでんき, たんたんエナ
ジー, E-conzalなど
・ビジネスモデル（PV第三者所有
等）

PV, HEMS, V2H, V2Gシステムの開発
京セラ（検討中）, ニチコン （地元企業の参画）

・PVシステム
・V2H, V2Gシステム
・HEMS, BEMS

注）リンクから論文を参照: http://enerarxiv.org/page/thesis.html?id=1899 作成：小端拓郎（国立環境研究所）

太陽光発電ポテンシャル
協力：Google

瓦型PV

地域大学連携
京都大学地球環境学堂CO2排出マッピング

2020年5月27日改定版

省エネと電化

http://enerarxiv.org/page/thesis.html?id=1899


第1回検討会での各委員からの示唆
○武田委員 ピア・ツー・ピアと中央集権的な制御と組み合わせ全体最適を目指し、分散電源を制御。
○中山委員 電力会社とは別の主体が、小売をアグリゲーションするアメリカのCCAというやり方に注目。
○田浦委員 地域電力に関する取組と交通部門の取組を京都で具体化するため、モデル的に取組んでみたい。
○榎原委員 ヒートポンプ給湯器、EV等多様な機器のマネジメントをできるだけ実践に落とし込みたい。

○中村委員 太陽光ピーク時に蓄電池にため余剰電力活用、ピークカット、新電力向けのインバランス抑制を
行い、災害時には総合体育館に電気を供給しレジリエンス対応。送配電からの電力制御指示を受け家庭用蓄電
池を制御するシステム、関連する予測のAI技術のVPP実証。京セラ関電エナジーは、家庭向け太陽光をゼロ円
で設置し、電気代で投資回収するソーラーの第三者所有モデルのビジネスを行う。
○藪田委員 太陽光の電力をEVに充電、移動、さらにEVから給電という複合的な提案。EVから系統に電力を供
給するという逆潮を入れた完全なV2GのVPP実証試験に欧州で参加。

○井上委員 ここで議論されたものをいかにうまく実現していくかということを考えたい。
○辻委員 地球温暖化対策条例の改正及び次期地球温暖化対策計画の策定を現在進めている。新築建築物へ
の再エネ導入義務拡大など、目標達成に向けて必要な制度の見直しなどを盛り込んでいる。このプロジェクト
について、引き続き可能な範囲で協力させていただく。

○山形アドバイザー 建築と交通を統合したシミュレーションモデルを京都市等の先進自治体と連携して精緻
化し、京セラやニチコンの話を入れ込みつつ、脱炭素化をシミュレ－トし、エネルギーの需給、コストベネ
フィット等を評価するシステムを開発したい。
○原アドバイザー フューチャーデザインの説明。将来世代の立場から現状利害と調整、合意形成を促進。
○鎗目アドバイザー 京都にとって、国際的な観点から見ていくことも大事。



☆井上さん
・地域の課題に結び付ける

例えば、防災
・実際に役に立つことを実感させる

身近なところに実物を置く
・今あるコミュニティ－等を活用

市民:自治会、エコ学区
中小企業:KES(京都のEMS)、商店会

〇電力小売 Tera Energy
お寺・檀家のネットワ－ク

〇再エネ発電 0円ソ－ラ－

☆田浦さん
・四方よしの電気小売として始めた寺エナジ－

世間よし、買手よし、売手よし、未来よし
・寺エナジ－の社会貢献事業

社会貢献するお寺のサポ－ト、NPO寄付
・地域の人とエネルギ－のハブ:たんたんエナジ－

第二回検討会での議論



榎原さん
・新電力は、供給先の多い大規模事業者に勝てない
・ある程度の事業規模の確保が必用
・顧客にとっては価格が最も重要
・価格以外の魅力を持つことが重要
・市場価格の低い時に調達できる工夫、EVの活用
・太陽光発電価格の安い昼に電力調達
〇ロ－カルガス会社、生協、ケ－ブルテレビ、地域
金融機関等との協力関係で既存の消費者ネットワ－
クを活用し、需要規模を確保
〇EVシェアリングや防災価値を付加価値とする
〇企業の通勤用自動車のシェアリングとの併用
〇市場価格の安い12時に充電、市場価格の高騰する
16時に放電するようなシステム
〇自家消費最大化:託送料節約

中山先生
・CCA:自治体アグリゲ－ション

自治体が需要をまとめ非営利的地域小売団体から供給
・非営利的小売は大手電力より20%程度安価
・ロ－カル雇用、レジリエンス向上
・非営利的地域小売団体も自治体が募集
・オプトイン、オプトアウト

米国はオプトアウト・・CCAに地域需要の９割が参加
オプトアウトは市議会議決等の合意が必用

〇京都市も「EE電」を開始
オプトイン方式で募集を開始

第二回検討会での議論



京都市: 京都で量を期待できる再エネは太陽光発電

第三回検討会での議論



京都市地球温暖化対策条例改正等の京都市の政策展開

目標
2030年 40%削減
2050年 ネットゼロ

・大規模事業者等や市の各部局
のの計画的推進の法定目標とし
て重要

・市の全ての制度は、目標との
整合を求められる。

第三回検討会での議論



一定規模以上の大規模事業者
エネルギ－使用量原油換算年間1500kl以上
非エネ起源温室効果ガス排出量年間3000t以上
トラック100台以上、バス100台以上、タクシ－150台
以上、鉄道150両以上

・事業者排出量削減計画書制度で目標削減率の引上げ
・新車の50%以上をエコカ－

中小事業者等
300m2以上の建築物

・新築等に際して再エネ設置義務、利用届出書の提出

自動車販売
自動車販売事業者の義務
・温室効果ガスの排出の少ない新車の提供努力義務
・温室効果ガスの排出をしない自動車の販売報告義務

条例による大・中規模事業者の対
応促進規定

事業者向けの基本的な政策フレ－ムはあるので、後
は、対策の進捗状況に応じて、 30年後の目標達成
を目指して逐次、基準を変えていけばよさそう。



家庭等

家庭や小規模事業者などの一般市民に対しては、再生可能エネルギ－の優先的な利用、省エネ、徒歩・自
転車・公共交通機関利用、自動車使用に伴う温室効果ガスの排出抑制についての努力義務が課されている。

一般市民に対しては、努力義務であるので、27%を占める家庭からの温室効果ガスの排出を削減するた
めのスキ－ムが必用。

家庭や中小事業者の再エネエネルギ－使用を推進する京都府の施策

ゼロ円ソ－ラ－推進 再エネ需要開拓
再エネ普及



第三回検討会での議論

中村さん: 京都市での①PV普及、②EV普及、③EV充電の再エネ化、④PV余剰電力の京都内還流

高山さん 中村さん田中先生

レジリエンシィの強化にも活用



第三回検討会での議論

田中先生: 太陽光発電と需要のアンマッチ⇒EVを利用したシステムは有効⇒さらに多様な都市システムへの展開

高山さん: EVシェアリングの活
用と群管理システムによる管理

薮田さん: V2Xによる充放電遠隔管理中村さん: そもそも車を減ら
す



地域ＰＰＳ

ソ－ラ－事業SPC
資金調達・設置・管理

家庭等

屋
根
貨
し

電力

電
力

支払

電
力

調整
力

市場

支
払

ソ－ラ
－自家
消費

一般的な自給自足型のシステム
◎再エネをどこから調達するかということに関しては議論がある。京都のような大都市は昔からエネルギ－は外
部に依存していたが、再エネは地産のエネルギ－として、京都市内でも4割は確保できる。
◎一方で、再エネ発電してもFITで売ってしまえば、再エネ電力は地元で使われるとは限らず、また、再エネ価
値は買い取った電力会社のものとなってしまい、地元のものにならない。
◎そこで、自給自足型の供給システムの構築にトライする自治体が現れ始めている。
◎自給自足型とはいっても、市民が太陽光発電を自己資金で設置することは一般にハ－ドルが高いのでソ－ラ－
事業SPCが市民の屋根等のスペ－スに太陽光発電を設置し通常より少し安い電気代を徴取して、これから初期投
資を償還し、手数料・を稼ぎ、償還後に所有権を市民に譲渡するようなメカニズムを取り入れるところが増えて
いる。
◎家庭用の低圧電気料金が高いので、FITで売電するよりもこちらの方が関係者の利益が増える。

FIT売電価格 21円/kWh(2020年の値ベース) 電力会社からの購入電力 昼間：約30円/kWh、夜間：約20円/kWh



京都市の方法 太陽光発電の普及システム

市 場

発電事業法人
太陽光発電設置・管理

・資金調達

家庭等

屋
根
貨
し

余剰電力

電
力

売却代金
支払

不 足 電 力

電力
会社

ソ－ラ
－自家
消費

電
気
代

エコロ
ジ－セ
ンタ－

「ゼロ円ソ－ラ－」のシステム

ゼロ円ソ－ラ－のシステムは、京都市の業務委託したエコロジ－センタ－が、

・市民の負担ゼロ円で市民の家屋等にソ－ラ－を設置・管理し、市民から徴収する割安な電気代で設備の償還
等を行うゼロ円ソ－ラ－事業者を公募。京都市の基準に適合している設置プランを登録。
・エコロジ－センタ－はゼロ円ソ－ラ－事業者の設置プランを市内事業者に提供・斡旋。
・ゼロ円ソ－ラ－事業者と市内事業者の商談・契約。

電 気 代

◎課題
① 今のところゼロ円ソ－ラ－の対象は、事業者に特化しており、家庭のレベルにまで対応できていない。
② 太陽光発電の余剰分の電力は、必ずしも地域に還流していない。

③ 夜間・雨天等の太陽光発電の電力が不足する時の電力は、既存の電力会社に依存していて、必ずしも再エネ
電力ではない。



ＰＰＳ

斡旋事業者

家庭

応
募

条件提示公募

条
件
提
示
公
募

入札

電
力支

払

ソ－ラ
－自家
消費

発電
会社

再
エ
ネ

「EE電」のシステム

京都市の方法 再エネ電力の地域還元のシステム

EE電のシステムは、京都市の公募・指定したアイチュ－ザ－という電力の共同購入斡旋業者が、
・再エネ35%以上の電力を供給する電力小売業者を公募し、オ－クションにより選定する。
⇒最も安価に再エネ35%以上の電力を供給する業者を選定する。

・一方で、再エネ３５%以上の電力の購入を希望する家庭等を公募する。

・取りまとめた家庭等の購入希望者を選定した小売業者に斡旋し、あっせん件数に応じた一定のコミッション
をアイチュ－ザ－は入手する。
・全体の運営について、斡旋業者は京都市と協定を結ぶ。

京都市は、このEE電のシステムで、電力小売りに再エネ
を調達させ、それをCCAメカニズム類似のシステムで集
めた京都市民に販売するル－トを作ったことになる。
しかし、このシステムにもいくつかの問題点がある。

① 調達する再エネは、必ずしも京都市内とは限らない。
② ゼロ円ソ－ラ－との連携が取れていない。
③ 地域PPSの育成には必ずしもつながらない。



CCAという手法

◎日本のどこの自治体も自供自
足的な再エネシステムを構築し
ようとするが、象徴的な事業に
留まり、欧米のように本格的に
市民の間に普及しない。

◎欧米では、CCAにより、自治体
が、需要を取りまとめる。

中山先生



「ゼロ円ソ－ラ－」と「EE電」を連携してPV電力を他地域に流出させ
ない仕組みが必用

京都市内の需要・・EE電

市内の再エネ発電量
ゼロ円ソ－ラ－

◎京都市内で発電できる再エネと京都市内の電
力需要の関係は、事業系の需要も含めると需要
の方が大きくなるものと想定されるので、「ゼ
ロ円ソ－ラ－」で発電した電力は、極力京都市
内に還流し、不足分をEE電の事業者が、市外か
ら集める必要がある。



どうしたらEE電参加市民をもっと増やせるか?

◎EE電参加市民は、まだ、329世帯。
EE電参加市民を増やすとスケ－ルメリッとで、EE
電は、より「おトクな電気料金」となる。
◎EE電への参加市民を増やすには、地元組織を
活用してコアとなる需要を早期に作る必用がある。

◎EE電の斡旋業者たるアイチュ－ザ－は、オランダの企業であり、必ずしも京都の需要の取りまとめに
向いているわけではない。一方で京都の地場のPPSは大きなポテンシャルを持つものの、CCAのノウハ
ウを持たず、経営規模も小さく単独で大規模な需要取りまとめを行う能力がない。
◎EE電への参加者を増やすためには、何らかの形で、京都に根付いた組織とCCAノウハウを持つアイ
チュ－ザ－が協力するシステムを作り、相乗効果を狙う必要がある。



市場価格変動を如何に克服するか

◎ゼロ円ソ－ラ－の業者にとっては、余剰電力
をそのまま電力市場に出すと、市場価格の最も
低下している昼間に売り出すことになり、有効
な収入とならない。一方で電力市場価格が高く
なる夕方には余剰電力は発生しなくなる。

◎EE電PPSにとっては、電力市場価格が安い

時には電力需要は小さく、電力市場価格が高い
時に需要が大きくなるので、電力の仕入れ原価
が高くなる。

◎双方にとってメリットがあるのは、昼間のゼロ
円ソ－ラ－の余剰電力を蓄電し、夕刻の電力価格
の高い時に割安価格でEE電PPSに提供することで
ある。



如何にして蓄電池を安価で確保するか

◎現在各地で実証事業が行われている自給自足型のシステムでは、この部分に蓄電池を導入することが多いが、
蓄電池の導入は、コストアップ要員となる。

◎一方で、ここ数年の内に自動車各社は電気自動車を主力製品として一斉に販売開始する方向にあるので、む
しろ電気自動車の蓄電池を利用するほうが安価となる。
◎近年の電気自動車に搭載される蓄電池は60kwhが標準となっている。京都市内のピ－ク需要を約150万kwと
すると、25000台ほどの電気自動車の蓄電池で1時間のピ－クを賄うことができる。
京都市内の乗用車は、約40万台あるので、1割程度の乗用車がEV化されるだけで、十分な調整力となりそう

である。2050年の時点では、当然、EV化率10%以上は達成されているであろうから、今から、EVを利用した
バランシングシステムを構築していくことが重要であろう。
◎京都市は、自動車交通量の削減という方針を持つこと、直ぐにはEVが本格的普及しないことを想定すると、
当初はEVシェアリングのシステムを導入してEV車両を確保することが現実的。



如何にしてEVシェアリ
ングを利用するか

「EV群管理バランシングシステム」

◎既に確立されているVtoHのシステムでまず家庭内
でバランシングさせる。

◎EV電池のアグリゲ－トシステムとしては、当面は、
EVシェアリングシステムを用いることが現実的。
シェアEVを管理する拠点においては、EV蓄電施設の
群管理を行う。

◎将来、ゼロ円ソ－ラ－が十分に普及拡大し、EV群管
理システムが十分に機能するようになると、EE電PPS
は、再エネ電力の相当部分をゼロ円ソ－ラ－の余剰電
力で賄うことができるようになる。

◎将来的には、自家用車用の個別充電システムにビル
トインできるようなシステムに発展させる。



実証事業の検討が必要
◎「EV群管理バランシングシステム」は、技術開発的な要素もあり、EV自体の普及がまだ始まったばかりの
段階であるので、実証事業により、実稼働システムに組み上げていく必要がある。

この部分については、京セラ、ニチコン、EVシェア事業者が東大、イ－・コンザルの協力のもとに実証事業
を行い、現実的なシステムを早急に構築する必要があろう。



京都「未来門」プロジェクト
国立環境研究所からの提案

• ニチコン：V2Hシステム提供（想定100台）。

• 京セラ：街区における低コスト分散型システム
の開発。

• 東大田中研：低コストP2Pのノウハウを開発。

• テラエナジー：地域新電力としてコミュニ
ティーにサービスを提供。実証地の候補を探す。

• Ekonzal: 余剰電力を使った給湯等の電化へ向け
てのサービス。

• 日立：EVシェアリングによる、EVのコスト削減
を検討。

• 京都市環境保全活動推進協会：市民のコミュニ
ティーでの活動の支援。

• 気候ネットワーク：スケールアップ、事業の具
体化を検討。

• 中山先生：未来門へとつながる京都版ＣＣＡの
検討。

• 京都市：企画委員会に参加を検討。

• 千年持続した都市システムを持つ京都
に、次の千年の持続可能な都市構築に
向けて新たな門（未来門）を開く。

• PVとEVを組み合わせた分散型電源シス
テムを、テラエナジーと協力して京都
の特徴ある地区に構築する（未来門） 。

• 将来的に、給湯、建物のリフォームな
どを通じたエネルギーサービスを提供
し、街区からの脱炭素化を実現するビ
ジネスモデルの構築を目指す。

• PV電源を、EVによって自家消費を最大
限に高めつつ、災害時のレジリエンス
を高める。

• カリフォルニア・オークランドのエコ
ブロックをコンセプトの参考とする。
再エネによる節約によりペイする方式。

• ビジネスモデルを構築するため、でき
るだけ規模の大きい実証を通じて、コ
スト削減を目指し２０２５年前後には
事業化を目指す。



ご清聴ありがとうございました

https://kyoto-bunkaisan.com/kyotoisan/nintei-
theme/mizunobunka.html

平安京復元模型
「京都市平安京創生館」


