
自然エネルギー社会へ

パワーシフト

１．世界の潮流は原発依存からの脱却

再生可能エネルギーを基幹電源に

２．再生可能エネルギーの主役は地域・市民

３．電力システム改革

小売全面自由化に向けて
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電力システム改革とエネルギー政策
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世界では原発推進？

The Histric Crossover

時代が進むほど、

太陽光は低コストに、

原発は高コストに。 1986年

ワールドウォッチ研究所ウェブサイトより3



原発はベースロード電源？
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出典： 資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し関連資料」 2015年6月

再稼働申請している20基で、

2030年に「40年以内」は13基

？



低すぎる省エネ・再エネ目標
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【7月1日まで】 パブリックコメント実施中！



先進国の標準は2030年に

再生可能エネルギー40％以上
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出典： 自然エネルギー財団 大野輝之氏資料 2015年3月4日

EUの再生可能エネルギー目標は、

電力も熱も交通も含めて2030年に最低27％

電力だけなら45％



再生可能エネルギーを基幹電源に

米・カリフォルニア州は、再生可能エネルギーを基幹電源としていく

方向。

2015年1月5日、2030年に再エネを50％（大型水力除く）とする目標

を発表。
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出典：自然エネルギー財団 大野輝之氏講

演資料（2015年1月10日）



米：16州が20％以上の再エネ導入

9
出典：自然エネルギー財団 大野輝之氏講

演資料（2015年1月10日）



系統運用機関が需給管理

• カリフォルニア独立系統運用機関
（California Independent System Operator）
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http://www.caiso.com/green/renewableswatch.html

←↓ 2015年6月13日の自然エネルギーの出力状況

再エネ

原子力

火力（天然ガスなど）

域外からの購入

水力

一日の再エネの出力状況（MW）

すべての電源の出力状況（MW）



カリフォルニア州の電力供給状況
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出典： カリフォルニア州エネルギー機関

http://energyalmanac.ca.gov/electricity/electric_generation_capacity.html

サンオノフレ原発

2012年1月、蒸気発生器故障で停止

2013年6月、廃炉決定

原子力

大規模水力

天然ガス

地熱

風力

太陽光



接続可能量？
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出典：総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会

新エネルギー小委員会第8回資料 2014年12月18日



ドイツにおける再生可能エネルギー

再生可能エネル

ギー固定価格買

取制度

水力

風力

バイオマス

太陽光

2014年28％達成、

2020年までに35%以上、

2025年までに40～45％へ
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出典：ドイツ再生可能エネルギー機関 2015年



ドイツの電源構成の推移
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出典：ドイツ再生可能エネルギー機関 2015年



再生可能エネルギーによる雇用創出
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出典：ドイツ再生可能エネルギー機関 2013年



再生可能エネルギーによる雇用創出（内訳）

2012年 37万8000人 2013年 37万1400人

出典：ドイツ再生可能エネルギー機関 2013年



地域でまわる再生可能エネルギーのお金
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出典：ドイツ連邦環境省 「再生可能エネルギーの

雇用創出効果」 2006年



再生可能エネルギーは地域・市民が主役

市民市民市民市民

エネルエネルエネルエネル

ギーギーギーギー

企業企業企業企業

（（（（銀行や銀行や銀行や銀行や

保険会社保険会社保険会社保険会社

など）など）など）など）

エネルエネルエネルエネル

ギーギーギーギー

事事事事業者業者業者業者

出典： trend: research & Leuphana Universitaet Lueneburg
「ドイツの市民エネルギーの定義と市場分析」 2013年10月

個人個人個人個人

協同組合など協同組合など協同組合など協同組合など

広域出資など広域出資など広域出資など広域出資など

ドイツ 2012年までの導入量 72,907MW
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• 1998年に電力小売全面自由化
• 4大電力会社（←もともとは8つ）（総発電量
の60%以上）

＋各地の地域エネルギー公社（900以上）

ドイツの電力システム
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出典：グリーンピースドイツ 2011年



エネルギーシフトを地域から実践する
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エネルギーシフトを地域から実践する

EWS – シェーナウ電力シェーナウ電力シェーナウ電力シェーナウ電力

• 1986年、市民団体として設立。
• 住民は、チェルノブイリ事故後、脱原発を求める。
• 1994年、シェーナウ電力創立。
• 1997年、シェーナウの電力網買取。
• 2011年、シェーナウ電力はドイツの再生可能エネルギー4大電力
会社の1つとなり10万人以上の顧客を持つ。

• 年間売上高3800万ユーロの企業体は、これまでと変わらず約
600人以上が参加する協同組合として運営されている。
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増える再生可能エネルギー

国内における固定価格買取制度による運転開始
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電力システム改革

23出典： 「電力システム改革専門委員会報告書」 2013年2月



電力システム改革・小売全面自由化

これまで → これから
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いよいよ

私たちも



電力自由化に向け加速する動き

• 多数の新規参入
• 比較サイト
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どう変わる？
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いままでの
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電力会社を選べるって？
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B
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を払い、池の中のAの電

気を使う権利を持つ。



ドイツのキャンペーン・ウェブサイト
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「エコ電力比較」

9社を比較紹介。

「脱原発を自ら」

4社を紹介。



パワーシフト・キャンペーンでは

１） 自然エネルギーの電力会社を

選びやすくする

２） 自然エネルギーの電力会社を

実際に選ぶ（契約変更する）

人を増やす

2016年4月～
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自然エネルギーの電力会社とは？

1. 電源構成や環境負荷などの情報を一般消費者

開示していること

2. 再生可能エネルギーの発電設備（FITをふくむ）

から100％の供給をめざしていること
（原子力発電所や石炭火力発電所からの調達はしない）

3. 地域や市民による再生可能エネルギー発電設

備を重視している

4. 大手電力会社と資本関係がないこと

• もう少し状況が進んだ際の基準については、今後「評価
委員会」を開催して評価・検討を行う。
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自然エネルギーの電力会社を紹介

現在、各社準備中。そこで・・ 31

地域地域地域地域 自然エネル自然エネル自然エネル自然エネル

ギー利用ギー利用ギー利用ギー利用

リンクなどリンクなどリンクなどリンクなど おすすめポおすすめポおすすめポおすすめポ

イントイントイントイント

A社 北海道 **％
主に、○○の

太陽光

http://www.aaa

.com
おすすめポ

イント！

B社 東京 **％
主に、○○の

風力

http://www.bb

b.com
おすすめポ

イント！

C社 関西 ++％
主に◇◇の風

力

http://www.ccc

.com
おすすめポ

イント！

D社 九州
http://www.dd

d.com
おすすめポ

イント！

イメージ



まずは、パワーシフト宣言！

「自然エネルギーの電力会社を選びたい」声を可視化

⇒自然エネルギー電力会社の後押しに
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宣言した人には、後日情報を送付。

（個人情報はキャンペーン事務局で管理し、提供は行わない。）



電気を選ぶときに、何を知りたい？

• どこでつくられた電気か？
発電所の種類、地域

• 環境負荷はどのくらい？
ＣＯ２、放射性廃棄物

• 電気料金の内訳は？

現状は、表示しなくてもＯＫ。

でも、それでは選べない。
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電気の「成分」を表示してください！

という働きかけを実施中



参考）欧州では表示を制度化

ドイツ「エネルギー事業法」 （第42条）

明示する義務
-前年⽐消費量
-請求書やインターネットなど、消費者の目に

触れる形式で
-電源構成：全国平均と共に明示
-環境影響：CO2排出量、放射性廃棄物量
-適切な⼤きさで、グラフなどを⽤いて視覚的な⽅法で

【視点】
…すべての需要家対象
１．消費者保護
２．商品の質に関する透明性
３．環境配慮⾏動の促進

パワーシフト・キャンペーン 手塚智子氏資料より



ウェブサイトなどでわかりやすく「表示」

35

電源構成

電気料金の内訳

Naturstrom社ウェブサイトより

https://www.naturstrom.de/privatkunden/strom

/naturstrom/





パブコメのポイント

＜電源構成や料金内訳に関する表示を義務化すべき＞

• 電源構成について、申請の際の記載項目に入っているが、消費者に対する

表示を義務付ける条項がない。

• 第３条に「供給条件の説明等」が書かれているが「表示」ではない。ウェブサ

イトや報告書への記載といった消費者にわかりにくい方法になる可能性が

ある。

• 第３条１項７号 料金と当該料金の額の算出方法の説明を求めているが、

料金内訳の説明や表示を求めていない。

＜注： 固定価格買取制度による再エネ電力に関する説明＞

• 第４条：小売電気事業者（FITによる再エネ電力を調達する者）は、消費者に対し

て、調達した再生可能エネルギー電気が環境への負荷の低減に資するもので

ある旨を説明してはならない。

⇒上記の「電源構成表示義務化」が必要

表示を求める消費者の声が必要！



あなたの選択が

社会を変える

2016年、パワーシフト！

http://power-shift.org
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