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地域主導の分散型再⽣可能エネルギー
•再エネ資源は、そもそも地域分散型
• ⾃治体は、その原動⼒
• 新しい経済効果を得ることができる

•ドイツにおける分散型再⽣可能エネルギー
• ⾃治体は、エネルギー・ヴェンデをさらに推進
• 連邦政府を上回るレベルの気候変動⽬標

（例）100％再⽣可能エネルギー地域（100ee Region）
• 138の⾃治体をつなぐネットワーク、⼈⼝2000万⼈（ドイツの⼈⼝の1/4） をカバー

• 同時に地域経済効果をねらう
• ローカルなレベルで、バリュー・チェーンを構築

•地域経済効果をいかに計るか？
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産業連関表（I-O表）を⽤いた
再⽣可能エネルギーの経済効果分析
•欧⽶においても、I-O分析が多い

• Breitshopf et al.(2013)、Breitshopf et al. (2011a,b)、Breitshopf et al. (2010)、
Lehr et al.(2011) 、Coon et al. (2012) 、APPA（2009）

•⽇本においても、蓄積が進みつつある
• 霜村ら（2013）、⽯川ら（2012）、稗貫・本藤（2012）、中村ら（2012）、渡

部（2012）、本藤（2011、2010）など

•国家レベル・州レベル・（地⽅経済産業局・都道府県・政令指
定都市レベル）では、信頼性が担保

•地⽅⾃治体レベルで、どのように計るか？
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IÖW型地域付加価値分析
• エコロジー経済研究所（ベルリン）

• Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: IÖW
• 再⽣可能エネルギーによる地域付加価値創造分析

• Hirschl B., Aretz. A., Prahl A., Böther T., Heinbach K., Pick. D., Funcke S. et 
al. (2010)  Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien, 
Schriftenreihe des IÖW 196/10, Institut für Ökologische
Wirtschaftsforschung

• Heinbach K., Aretz A., Hirshl B., Prahl A., Salecki S. (2014) Renewable 
energies and their impact on local value added and employment, Energy, 
Sustainability and Society, Springer Open Journal, 
http://www.energsustainsoc.com/content/4/1/1

• 30の特定技術毎のデータシート（2015）
• バリューチェーン・アプローチ
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「バリュー・チェーン」アプローチ
1. 「バリュー・チェーン」（価値連鎖）
• M. E. Porter （1985）『競争優位の戦略』
• 各再エネ技術特有の「バリュー・チェーン」を構築

2. 地域の「付加価値」
≡⽣産⾯から⾒た地域の域内総⽣産、と定義
• 産業ごとの付加価値に分解
• 付加価値

• それぞれの産業でネットに⽣産された価値
（賃⾦・税・地代・配当・利払い・利潤等）

• 産業ごとの付加価値を⾜し合わせる
3. IfaS（トリーア）、idE（カッセル）などでも活⽤
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地域付加価値分析モデルの特性
•モデルの特性
• 直接効果を⾃治体レベルで精密に試算

• 再エネ技術特有の「バリュー・チェーン」
• 「ボトム・アップ」アプローチ

• 積み上げ⽅式
• 実際のプロジェクトで検証

• I-O分析よりも強みがある
•モデルのポートフォリオ
• 分散型電源、熱利⽤施設、バイオ燃料の輸送・供給、⽊質燃料による

熱電併給、地域熱供給
• 電⼒・熱供給・バイオ燃料領域をカバー
• ドイツの平均的な⾃治体に適⽤可能
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⾃治体の経済付加価値の要素

revenues, on the other hand, flow directly into the muni-
cipal treasury.

Profits
To determine profits at each step of the value chain, the op-
erating profit margin is utilized, which compares the annual
profit (before taxes) of an enterprise to the turnover
achieved in the same period. In this case, before-tax results
were used for the calculation. The profit-turnover ratio is
drawn from statistics compiled by Germany's central bank,
the Deutsche Bundesbank [9], which extrapolates figures
based on data from the annual financial statements of
German companies for the years 1997 to 2009. These
pooled data include results from approximately 140,000 fi-
nancial statements per year of non-financial enterprises,
including both incorporated and non-incorporated com-
panies. The classification of enterprises according to busi-
ness activity in the Deutsche Bundesbank study is based on
the German Classification of Economic Activities (WZ-
2003) from the Federal Statistical Office. Because the various
REs are not specifically itemized here, comparable branches
for each value chain step were consulted. The average
profit-turnover ratios of the various branches were used to
establish a mean value for the years 2000 to 2009. In two
cases, a different method had to be applied. For the assess-
ment of the profits in the system operator stage, before-tax
earnings were calculated with the help of average return on
equity for each of the corresponding RE technologies; this
information was drawn from the Renewable Energy Sources
Act (EEG) Progress Report [10]. The profits earned in con-
nection with the provision of wood fuels were calculated
from turnover minus cost of provision.

Employment and income effects
Income effects as a function of turnover are determined
for each of the value chain steps; in addition to the data

on income, this method also provides results on employ-
ment effects. Initially, the employment effect is calcu-
lated as the number of persons employed. The Federal
Statistical Office publishes figures on employment num-
bers and turnover according to business branches fol-
lowing its own German Classification of Economic
Activities (WZ-2008); these figures, broken down by
branch, are allocated to the corresponding steps of the
value chain. Thus, an indication of jobs per euro of turn-
over can be determined, which, when multiplied by
turnover per kilowatt (kW) of installed capacity, yields a
figure for the number of employees per kW. Wages and
salaries in euros per kW are determined on the basis of
average gross annual income in the business branch of
the corresponding value chain step, as determined from
Federal Statistical Office sources.
An exception is the calculation of management salaries

for the system operator stage. Here, typical specific man-
agement compensation figures on a per kW basis were
drawn from an analysis performed as part of the IÖW
project EXPEED [11]. The number of employees per kW
is then determined as the quotient of the specific income
and a typical gross monthly income for the correspond-
ing Federal Statistical Office occupational category. In
the case of the provision of wood fuels, the employment
and income effects are determined on the basis of the
specific working-time requirement for each of the value
chain steps.

Taxes
Calculation of the tax load of an enterprise is dependent
on its corporate structure. The enterprises generating
value added are therefore subdivided into incorporated
and non-incorporated companies in order to account for
differences in tax treatment. The calculation of net in-
come is derived from gross annual incomes of the

municipal 
value added

after-tax profits
of the participating 

enterprises 

taxes 
paid to the 

municipality

trade tax
(almost entirely paid to the 

municipality)

municipal share 
of income tax

net incomes 
of the employees 

involved 

Figure 1 Components of municipal value added.
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出所： Heinbach et al.(2014)

⾃治体の付加価値

税引き後利潤（事業者） 地⽅税収 可処分所得（従業員）

営業税（地⽅税） 所得税（⾃治体分）
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再⽣可能エネルギー事業の
バリュー・チェーン

7
出所：Heinbach et al. (2014)より作成
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①システム製造段階
•システム部品の製造費⽤
（例）
• 太陽光発電

• 太陽光発電パネル製造、架台製造、パワーコンディショナー製造など
• ⾵⼒発電

• 発電機製造、タワー製造、ブレード製造など

•本分析では、地域経済付加価値創造額には計上しない
• 必ずしも、多くの⾃治体内で製造できるものではない
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②計画・導⼊段階
•企画／プロジェクト段階
• 導⼊コンサルティング

•導⼊費⽤
• ⼟地造成費⽤（⼟⽊⼯事）
• プラント建設（組⽴、建設⼯事）
• 系統連系等（電気⼯事）

•その他
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③運営・維持（O&M）段階、
④システムオペレーター段階
③運営・維持（O&M）段階
•経営管理の技術的側⾯
• 主として、サードパーティーに関連

• 修繕費⽤
• 燃料費等
• 保険
• リース

④システムオペレーター段階
•会社経営から産み出される所得
• 主として、発電事業者の経営に関連

• 事業者の税引き後利潤
• 地⽅税収⼊
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「計画・導⼊段階」および「運転維持・事業
マネジメント段階」の2段階に分けて分析
•「計画・導⼊段階」
• 再エネ事業を実施するにあたり、最初に⼀度だけ⽣じる設備投資

• 事業や設備に関する企画・設計、設備の購⼊、設備の設置に関わる⼯事
→対象とする地域に存在する事業体が⾏う活動について計上

•「運転維持・事業マネジメント段階」
• 再エネ設備が運転開始後稼働期間を終えて廃棄されるまでの期間

• 年ごとのエネルギー⽣産量、売上げ、維持管理費などを個別に推計
• キャッシュフローを作成
• 事業の資本構成（地域内外⽐）を加味
→事業が直接もたらす付加価値を推計
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• 健全なエネルギー事業は、地域に新たな付加価値をもたらす
• 発電

• FITは、地域がエネルギー事業（再⽣可能エネルギー事業）に参⼊するチャンスをも
たらす

• 熱供給/CHP
• 地域内のバイオマス資源を使えるようになれば、これまで使われていなかった地域資
源を活⽤できる

• ⼩売（⾃治体新電⼒）
• 需給管理が⾃前でできれば、新たな雇⽤とエネルギーサービス事業

• 導⼊時⼀度限りの経済効果よりも、運転開始後の継続的経済効果野
⽅が⼤きい
• 地域付加価値分析は、地域エネルギー事業の経済効果を可視化する
ツール
• 合意形成を容易にする

本分析を⽤いて明らかにしようとすること
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