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市民キャビネット農都地域部会 

『グリーン・再生可能エネルギー フォーラム』 

原発ゼロは可能か？ 地域からエネルギーを変える！ 日本を変える！ 

 

■日時：2012 年 8 月 31 日（金） 18：30～21：10 

■会場：文京区区民会議室（文京シビックセンター5F） 

 

■開会挨拶：河口博行（市民キャビネット政策担当運営委員、農都地域部会代表）  

 昨年の 3.11 の大災害と、合わせて福島原発の事故を見たときに、やはり大変な時代の変化のきっ

かけになっていると思いました。 

 再生エネルギーに関しては、7 月から固定価格買取制度がスタートしただけに、ある面で、「再生

エネルギー元年」と言ってもいいと思いますが、そういった盛り上がりが地域から起こっていくこ

とを期待しております。 

 そういった面でひとつの大きな変革期でもあります。どうかしっかりとご討議をいただきたいと

思います。 

  

■第 1 部 基調講演 

『地域主導のエネルギー革命』 

講師：倉阪秀史 氏（千葉大学大学院人文社会科学研究科教授） 

 私自身は、文系のどちらかと言うと政策研究ということでございます。もともと環境庁に 11 年

間おりまして、その後、大学のほうで環境経済と環境政策を教えております。 

 

＜再生可能エネルギーとは＞ 

 エネルギーというのはいったん使ったら使えなくなるのがエネルギーですから、私は、「再生可能

エネルギー」という言葉を使ってこなかったのですが、最近は国の法律でも「再生可能エネルギー」

と言ってしまっているので、まあそこは抵抗しても仕方がないだろうということで、「再生可能エネ

ルギー」という言葉を使っております。 

 私はもともと、「更新性エネルギー」と呼んでおりました。「renewable」という言葉の日本語訳

です。何が renewable かと言うと、資源基盤が renewable・更新するというのが、再生可能エネル

ギーの定義でございます。 

 何によって更新するかというと、天体エネルギーですね。地球も月も含めて、太陽･地球･月とい

った天体エネルギーで日々、資源基盤・エネルギー基盤が更新するもの、これが再生可能エネルギ

ーの定義です。 

 具体的に言いますと、太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱。それから潮汐力、波力といった太陽

エネルギー、バイオマス、こういったものでございます。 

 ヒートポンプについては、その温度差がこういった天体エネルギーによって更新される再生可能

エネルギーによるものであれば、再生可能エネルギーであると。地中熱とか海洋温度差などがあり

ます。工場廃熱のようなもの、これは厳密な意味では再生可能エネルギーとは呼びません。ごみ発

電も厳密な意味では再生可能エネルギーとは呼びません。ただ、そういう廃熱を利用するというこ
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とはかなり重要なことであるということでございます。 

 日本において実用可能になっている再生可能エネルギーは、大きく 5 つでございます。 

 1 つが太陽光関係のもの、ここには発電だけが書いてありますが、太陽熱も重要な再生可能エネ

ルギーです。太陽光発電については、日本には技術的なポテンシャルがあるということです。世界

最高水準の発電効率、変換効率の太陽電池をつくる技術を今日本は持っております。ただ、コスト

面で中国にやられているというのが、今の状況です。 

 水力については、年間降水量世界第 6 位の国であります。なので日本は水力も使います。特にダ

ムをつくらなくても、落差を得ることができる。こういった地理的な優位性があります。終戦直後、

資源調査会が今後日本は何でエネルギー源を得ていこうかということを研究したころがあって、そ

のころには「水力でやる」ということでありました。ですからいろいろなかたちでダムをつくり始

めたわけです。 

 地熱は世界第 3 位の賦存量、資源量を持っています。第 4 位を大きく引き離しておりまして、3

大地熱大国と言われております。ただ地熱発電の設備容量は世界第 8 位に落ちました。賦存量から

言うと、日本よりも小さい国、ニュージーランドとかアイスランド、そういうところに負けており

ます。 

 そういった国の地熱発電については、実は日本の技術が輸出されているということです。日本に

おける地熱資源としては、温泉熱というものも重要な地熱資源としてあります。 

 温泉熱についても、十分に活用せずに、源泉掛け流しで捨ててしまっているところがたくさんあ

ります。温泉熱については温泉発電という可能性もありますし、少なくとも温泉熱でヒートポンプ

は回せるはずだということです。 

 風力については一般的に言うと地形が急峻で風が舞う、そういう陸地においてはなかなか使い勝

手が悪いということですが、日本においては、北海道と北東北に、使い切れないくらいの風力資源

があります。 

 それから洋上風力ですね。これを使うことができるということで、海に囲まれているというメリ

ットを生かすことができます。 

 バイオマスについては、国土の 6 割以上が森林資源であるということ。こういう先進国も珍しい

わけです。木質系のバイオマスについての活用、これが今後必要である。日本において、戦前の林

業については用材利用よりも薪炭材利用のほうが多かった。従って林業はエネルギー産業として運

営されていたわけです。これの復活をしていくというのが、これからのあるべき姿かなと考えてお

ります。 

 それから今後は、海洋エネルギーですね。波力、海流力、これらも利用することができるだろう

ということです。私も、日本は資源小国である、と教え込まれてきたわけですかが、再生可能エネ

ルギーという観点から言うと、ほかの国に使えないエネルギー種も多様に使うことができる、資源

大国であると考えます。 

 これは先ほど言いました日本の森林活用の状況です。林業については戦前は、薪炭材利用のほう

が多かったという、グラフであります。 

 

＜再生可能エネルギーの広まりとエネルギー永続地帯＞ 

 では現在どの程度再生可能エネルギーが広がってきているのかということについて、先ほどご紹
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介いただきましたが、「永続地帯研究」という研究をずっと続けてきております。この内容をご紹介

します。 

 「永続地帯」というのはどういうコンセプトかと言いますと、その区域で得られる再生可能エネ

ルギーと食糧によって、区域のエネルギー需要と食糧需要を計算上賄える区域を明確にしようとい

うプロジェクトです。2005 年から私のところと飯田哲也（てつなり）さんのところ・NPO 法人環

境エネルギー政策研究所の共同研究というかたちで、細々と続けてきております。 

 2 つの概念がありますが、エネルギー永続地帯と食糧自給地帯です。特にエネルギー永続地帯は

全市町村について試算をし、そのうちエネルギー永続数が 100％を超えているものについて、食糧

の自給率を計算しているということが、これまでの研究の内容でございます。 

 「エネルギー永続地帯」の定義でありますが、その区域の地域的エネルギー需要を再生可能エネ

ルギーで賄えるということであります。地域的エネルギー利用として、民生用と農林水産業用を取

り上げています。取り上げていない、除外したものは工場生産用と発電用エネルギー利用、それと

輸送用エネルギー利用であります。輸送用エネルギー需要は入れてもよいのですが、これは技術的

にどこの市町村に輸送用のものを帰属させればいいのかということが難しいということで、除外し

ております。 

 工場生産用と発電用については、これは国がやる政策の範ちゅうではないか、これは地方自治体

に使ってもらいたいということでつくっておりますので、そういう観点で除外してあります。それ

からもうひとつ、民生用と農林水産業用の暖房・冷房といったものについては再生可能エネルギー

で賄える範囲であろうということで、工場生産と発電用については除外をするということでやって

おります。 

 全市区町村について試算しております。再生可能エネルギーの範囲でありますが、太陽光発電、

事業用風力、地熱、小水力（１万 kW 以下）、バイオマスという先ほどお話しをした主要なもの・5

大再生可能エネルギーについて、電気と熱の双方について試算しています。 

 今後、固定価格買い取り制度に合わせていって、小型の風力を追加し、小水力も 3 万 kW 以下に

直そうかなと思っておりますが、そこはまだ検討しているところでございます。 

 最新のものは 2010 年 3 月時点の集計ということであります。今は 2011 年 3 月の集計を進めて

きております。10 月の初めには公開できるようにしようと思っております。52 市町村が 100％エ

ネルギー永続地帯であり、そのうち 28 市町村が食糧自給率でも 100％を超えているというのが、

最新の結果であります。 

 こちらが食糧自給率も 100％を超えている、28 市町村の内容です。 

 再生可能エネルギーで言うと、地域によって違うということがわかっております。北海道、青森

あたりは風力ですね。それから八幡平とか雫石は地熱、葛巻は風力。長野、群馬は小水力、富山も

小水力です。熊本も水力と地熱があります。九重（ここのえ）は地熱です。そういったかたちで、

地域によって大きく違います。県レベルでは 9 県が 10％以上、再生可能エネルギーで賄っている、

こういった結果であります。大分県は 4 分の 1 地熱で賄っております。 

 太陽光発電が、2009 年度に 36.1％、増加しております。これは 2009 年 11 月に固定価格買取制

度が住宅用太陽光パネルについてだけ導入された。10 年間 2 倍の電気料金で買い取ると。これは余

剰電力だけですけれども、そういったことが導入された結果でございます。 

 固定価格買取制度が導入されれば、確実に導入量は増えます。今年の 7 月から、5 大再生可能エ
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ネルギーの電力すべてに拡張されるということですので、その結果が今後、現われてくるというこ

とになります。当時は太陽光発電だけでしたので、その他については、伸びていないということで

ありまして、全体では 4.4％の増加でありました。これでは仮にこの伸び率が続いた場合には 2 倍

になるまでに、16 年かかるということで、これでは間に合いません。 

 基幹的なエネルギー源に育てるためには、全体として伸び率が 15％以上にならないといけないの

ではないかということでございます。 

 こちらは、手元の資料では細かくて見えないかと思いますけれども、日本全体では民生用と農林

水産業用エネルギー需要に対する比率が、3.52％ということです。伸びているもの、伸びていない

ものがあります。ここでご覧いただくように、太陽光発電は固定価格買い取り制度が入る前です。

2009 年 11 月の前は 13～14％という伸びでした。これが 36％になったということです。ただ、小

水力とか地熱、太陽熱は伸びておりません。太陽熱も、実は太陽光発電以上にエネルギー供給を行

っております。これは無視できません。地熱利用、これは温泉熱の利用です。地熱発電と合わせる

と、風力以上にあります。 

 こういった状況をちゃんと踏まえて、バランスの取れた再生可能エネルギーの促進策を取る必要

がございます。 

 

＜再生可能エネルギーで原発の発電量を得ることは可能＞ 

 では今後、基幹的エネルギー源に育つ可能性があるかどうかということです。 

 まず量的にあるかということですが、取りあえず 2009 年に原発が供給していた発電量を得るこ

とができるのかどうかということで、試算をしてみました。 

 2009 年に原子力発電は、277TWh 供給しておりました。これについて、再生可能エネルギーだ

けで供給することができるかというと、一応供給できる、という結果でございます。 

 何をもってできると判断したかというと、それぞれの発電ごとに、総出力レベルで、環境省がポ

テンシャル調査をしております。環境省のポテンシャル調査の範囲内に収まるかどうかということ。

それから風力発電は、環境省のポテンシャル調査の結果が大きすぎるので、これまでの伸び率を継

続してやれるかどうかという、この 2 つの観点でチェックをしたところであります。 

 今日の日経新聞の 3 面に、環境省が新しめの再生可能エネルギー、例えば洋上風力、地熱、バイ

オマス、海洋エネルギーですね。これについて、2030 年の目標を定めましたと、こういったことが

出ておりました。 

 洋上風力は 803 万 kW、これを 2030 年にすると僕の方がちょっと勇み足かなと思います。これ

は 2040 年くらいを考えて組んでいたので。洋上風力は私のほうがかなり入っているわけです。 

 地熱については、大体私の試算と同じです。388 万 kW、私は大規模、中規模、温泉発電を除く

と、400 万 kWにしておりますので、大体同じくらいです。 

 バイオマス、これはかなり大きいです。600 万 kW、私は 120 万 kWにしています。この 600 万

kW というのは、多分ごみ発電が入っているはずです。現状で 240 万 kW と書いてありますから、

これはごみ発電も入れたバイオマスだと思います。永続地帯研究では取りあえずごみ発電を除いて

いますが、そこにはいろいろな考え方があるかと思います。 

 海洋エネルギーは 150 万 kW、2030 年に入るということ。海洋エネルギーと言うときには、波力

とかあるいは海流の力、潮流発電のようなこと、こういったものを入れているはずです。私は入れ
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ておりません。こういったかたちで若干入れ違いはございますけれども、具体的に新しめのところ

も目標を設定することになったということです。 

 小水力にはいろいろなものがございます。発電の場合には、ガタガタガッタンと回るような輪っ

かの水車が主流ではないわけで、サイフォン型のようなものですね。写真はどこに水車があるのか

わからないと思いますが、農業用水の落差工溝のところにはめ込んであります。これで 30kW、水

車の場合には稼働率が高いので、1kW あれば 1 家庭分くらい賄えます。これは土木工事がほとんど

要らない、はめ込み式でやっているものです。 

 これは日本でいちばん小さい水力発電所です。0.3kW で、川上博さんという発明家の方が、自分

の家の前の農業用水を 30cm 引き込んでつくりました。これをつくったときに、水利権者の同意を

端から端まで取らされたと言ってます。これで、全然水が汚れるわけでも、なくなるわけでもない

わけです。これはもう 5、6 年以上前に入れていますので、その後は規制緩和をして、そういうこ

とはなくなったと聞いていますが、まだまだ水利権の問題というのは大きいです。いったん管を使

えば、この星野温泉第二ではこの管を 90 年使っています。管は半永久的に使えるということです

ね。いろいろなかたちのものがございます。 

 山梨県の北杜市に、小水力発電があります。320kW というものです。北杜市は日照時間が日本一

だということで、メガソーラーも、いちばん始めに入れています。1840kW、1.8MW を入れていま

す。これは年間発電量がほぼ同じです。 

 小水力発電が、ここはかなり状況が良いところでありまして、直径 60cm の管で 85ｍの落差を

1.7km くらいの距離で取っているわけです。それで昨年度の稼働率が 96％でした。小水力発電とい

うのはベース電源です。この小水力は原発よりも稼働率が高いです。ここのメガソーラーも稼働率

が 14％を超えていますから、いいメガソーラーなのですが、それでも年間発電量としては、ほぼ同

じになってしまいます。なので、ここの小水力は 4 億 4000 万円くらいで、つくっています。メガ

ソーラーは、当時、30 億円くらいを掛けてやっているのではないでしょうか。今これは、もっと安

くできると思いますが、こういう状況です。 

 地熱発電については、これは環境省が規制緩和をしましたので、今後適地は、どんどん広がって

いくと思います。国立公園の特別地域の第二種、第三種において、地元調整がちゃんとなされ、そ

れが環境景観上よいものであれば、認めるという状況になっております。 

 これは日本でいちばん新しい地熱発電所で、1999 年運転開始です。その後新設はありませんので、

リードタイムを考えると日本では、地熱発電が 20 年止まっております。こういったものは工場み

たいな外観ですので、自然公園の中ではもう少し工夫をしないといけないと思います景観上は、建

物の上屋をちょっと覆えばいいのかなと思いますけれど。 

 温泉発電についても、日本各地で動き始めています。 

 これは新潟県松之山温泉のものです。源泉が 90℃以上あってかなり高いです。こういったもので

すと、発電をした後で、十分お湯に入れます。こういうところが日本の中でもいろいろあります。 

 これは今日本にある大型地熱発電所でが、ほとんど自然公園と関係しているということがわかる

と思います。国立公園の第二種、第三種特別地域の規制緩和をしていけば、従来と同じようなもの

でなくても、山小屋みたいな地熱発電所であっても、十分いろいろなところで電源ができていくの

ではないかと思います。 

 風力については、環境省ポテンシャル調査が 19 億 kW ということで、本当にこれだけ使えれば、
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風力だけでできそうな、そういう値になっていますけれども、それはなかなか無理であろうという

ことで、かなり控えめに取ってあります。洋上風力が立ち上がってくれば、かなり期待ができると

いうことで、これは 2016 年から実用開始と想定しておりますが、環境省の長崎の実験を今開始し

ております。ここの運転が始まったということが報道されております。 

 どういうものかといいますと、これは浮体式洋上風力です。洋上風力には 2 つあって、着床式と

浮体式があります。着床式というのはタワーが海底から立ち上がっているものです。そうすると遠

浅の海があまりない日本では、適地が限られてしまいます。 

 浮体式ができれば、これはタワーが係留されるものです。なので可能性がかなり広がるというこ

とです。ただ浮体式であっても電気をつくっている限り、ケーブル・送電線を引かないといけない

ので、限界はあります。 

 私が期待をしているのは、こういった浮体式の洋上風力で、まず一時的には電気をつくるのです

けれど、それを水素かなにかでためておくような、そういった設備です。そうすると洋上のかなり

離れたところで、エネルギー生産ができます。将来の工業用であったり、飛行機用であったり、そ

ういった水素についても、そうやって洋上の遠く離れたところでつくるということをすれば、エネ

ルギー問題は解決してくるのかなと思います。これにはエネルギーをためる技術をちゃんと立ち上

げなければいけません。それは水素でなくてもよいのですが、何らかのかたちでエネルギーをため

とおくということが重要です。 

 再生可能エネルギー全般に言えますけれど、エネルギーをためる技術というのはひとつの鍵にな

ります。 

 太陽光については、リードタイムがかなり短く、半年から 1 年なので、固定価格買い取り制度で

いちばん始めに立ち上がるのは、太陽光です。太陽光については設備容量が一定を超えると、コス

トが火力発電並みに落ちていくであろうということも言われております。 

 いろいろなかたちで太陽光発電がありますけれども、3.47kW と書いてありますが、これくらい

あれば、1 家庭分が賄えるといった目安になっております。 

 メガソーラーはいろいろなところで開発が考えられていますけれども、いきなり農地をつぶして、

メガソーラーにすることはないと思います。建物の上で十分にメガソーラーはつくれます。千葉大

の建物だけで、実はメガソーラーができるんですね。ですからまずは、建物の上を活用するという

ことが重要なことだと思います。 

 バイオマスについてはポテンシャル調査の記述がないので、現状が 3 万 kW、これは本当に木質

系だけの数字です。先ほど現状が 260 万 kWと書いてありましたが、これには多分ごみ発電が入っ

ているわけですね。現状は本当に木質系だけですと、小さいです。ほとんどが補助金でつくってい

ます。 

 バイオマスについては、大きなプラントをつくると、そこまで常に原材料を持って運ばなければ

いけないので、そこにコストが掛かるんですね。ですから大きなプラントをつくるのではなく、ま

さに薪炭材に戻れとは言いませんけれども、小規模にペレットやチップ、そういったものを活用す

る仕組みをつくったほうがよいのではないかと思っております。 

 

＜再生可能エネルギーの整備に要するコスト＞ 

 これらを整備するのに、いくら掛かるのかということですね。取りあえず現状の設置コストで試
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算しています。 

 太陽光発電は、1 年前は 60 万円／kWと言ってやっていたのですが、メガソーラーは大体 4 億で

できるということも聞かされておりますので、取りあえず低くしたらどうなるかということもやり

ました。 

 2040 年までに必要な設備量を入れるとして、太陽光パネル 60 万円／kW で、これは去年試算し

たものですが、平均事業費が 2 兆 3600 億円となっております。道路事業は毎年毎年、3 兆円立て

ています。大体それと同じくらいのエネルギー特会があります。こういった試算を去年行いました。

60 万を 40 万にしたら、2 兆円ちょっとで済むというかたちになります。 

 これは 2040 年までですね。これを前倒しにして、2030 年までに導入したらどうなるのか、こう

いうかたちになりました。グラフの形がちょっと違うのは、習熟効果を発揮しないまでに入れなけ

ればいけないということです。コストダウンがなかなか期待できない段階で、たくさん入れなけれ

ばいけないということになります。 

 平均事業費が 2 兆 5000 億円と仮に試算をしております。 

 こういったかたちで、2～3 兆円お金を出さなければいけない。これは、税金でやらなくても構い

ません。単純に言えば、2 兆円産業ができればいいということになります。民間投資が 100 兆円あ

りますから、そこで 2 兆円産業ができればいい。固定価格買取制度というのは、まさに再生可能エ

ネルギーをビジネスとして成り立たせるというための仕組みであります。ですので、そういう固定

価格買取制度がうまく機能すれば、2 兆円産業が生まれるのではないかというふうに期待をしてお

ります。 

 ちなみに今、社会保障費は 100 兆円です。社会保障費がどんどん増えていく分というのは、もう

兆単位で毎年毎年増えていくという状況ですから、そのあたりをうまくちゃんとして、何とか国の

将来のために今、投資をしておく。それを捻出する工夫をする必要があるという状況です。 

 

＜安定的に供給できるか＞ 

 安定的に供給できるかということですが、再生可能エネルギーのうち、地熱、小水力は稼働率も

高く、安定的に発電してくれます。まさに原発代替と言っていい。 

 バイオマス発電は逆に言うと、出力調整が可能ということです。従来の火力が担っているような

出力調整ができるようなエネルギー源ということになります。 

 やっかいなのは太陽光と風力です。これは自然の気象条件によって、変動を起こします。特に国

レベルで検討しているときに議論していたのは、足りないのではないかということではなく、供給

量が多過ぎるのではないかということであります。 

 特に風力と太陽光を国の高位ケースですね。2030 年までに目いっぱい入れるというシナリオで入

れた場合、本当に対応ができるのかということを、この 2013 年以降の対策・施策に関する検討小

委員会「エネルギー供給ワーキンググループ」で検討しておりますので、そのホームページをご覧

いただきたいと思います。 

 そこでは 2 つのことをやればある程度対応ができると出ております。 

 1 つが、電力会社間の融通の強化。特に東北電力と東京電力を一体運用する。それから中部・関

西・北陸・中国四国、そういったところの一体運用をする。これが 1 つ。 

 もう 1 つはダイナミックプライシングを通じた需要側のコントロールです。これはどういうこと



8 

 

かというと、電気料金を供給量に応じて変えていくということです。電力が余るようなゴールデン

ウイークのあたりというのは、電力をかなり安くする。ただにしても構わないくらいのそういう勢

いで下げる。供給量が少ないときには、高く設定する。そういったことを行って、需要側をコント

ロールする。 

 これをやろうと思ったら、いつ使った電気なのかということが記録されなければいけません。で

すからスマートメーターを入れていく必要があります。電事連は今後 5 年間に電力量にして 8 割の

需要家にスマートメーターを入れたいということを言っておりますので、そう遠くないうちに、一

般家庭にも入ってくるのではないかと思います。そうすると、例えば今日はお日さまが照って風が

強いから、電気料金は安いですよということが朝の番組で放送されるという世の中に多分なります。

雨の日に洗濯をしないように、晴れの日に蓄電するという世界になります。 

 

 では蓄エネルギー設備はどうかということですけれども、電気自動車・プラグインハイブリッド

が普及していけば、それがまさに蓄電設備になります。プラグインハイブリッドには、16～24kWh

の蓄電池が入っています。10kWh の蓄電池があれば、1 家庭・1 晩を過ごすことができます。これ

は岐阜の GREENY（グリーニー）という実証施設で 1 年間のデータが取れています。省エネもや

らなければいけないですけれど、それで 1 家庭分過ごせます。 

 日産リーフには 24kWh、三菱アイミープは 16kWh が入っています。今は既にビークルトゥホー

ム、電気自動車から家庭の耐久消費財に電気を供給するプラグが売られています。このプラグはま

だ高いですけれども、技術的にはそろってきています。 

 さらにエネルギーを電気というかたちでためると、蓄電池が高いですから、これは高くつきます。

なので、例えば熱というかたちでためる。ケミカルヒートポンプのようなものですね。でっかいカ

イロのようなもの、こういったものがあれば、カイロは去年のカイロでも使えますよね。あれは熱

がたまっているわけです。冷やすカイロもあります。それを双方向でやれるような技術、これはも

う既にあります。そういったものを使っていけば、大容量でエネルギーをためることができ、熱も

運ぶことができる。こういった技術開発をやっているところもあります。 

 あるいは水素のかたちでためる。これも今、筑波大学と神戸製鋼が実証実験を行っていますので、

5 年くらい経てば商売になるということも言われています。 

 ですからこういうさまざまな蓄エネルギー技術を伸ばしていって、高度な気象予測と蓄エネルギ

ー設備コントロールを組み合わせて、必要なエネルギー需要を賄う。江戸時代に戻るようなことを

やらなくても大丈夫だと、私は思います。 

 蓄電池を入れないケースであると、その系統対策費用も高位ケースであれば、年間 2,690 億円で

いけるのではないかと、環境省の検討でやっております。 

 既往検討は年間 1 兆円掛かるということですが、これは経産省の検討です。本分析は環境省の検

討です。こういったかたちでせめぎ合いをしながらやっているようです。これも先ほど言った「エ

ネルギー供給ワーキンググループ」の資料として入っていますので、ご覧いただきたいと思います。 

 

＜地域経済の持続可能性を高める＞ 

 こういった再生可能エネルギーを入れるということについては、地域経済にとっても、いいこと

であるというお話しをしたいと思います。 
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 今後どういう経済を目指していくのかということですけれども、今後はストックのメンテナンス

をちゃんとやっていって、持続させる経済を考えないといけないだろうということです。経済成長

というのは一時的な現象に過ぎない。耐久消費財を各家庭に行き渡らせる状況で一時的に発生する

現象に過ぎないということです。既に今、生活を支える人工資本は行き渡っております。なので買

い替え需要だけでやっていこうと考えて、例えばエコポイント制度をやっても、需要の先食いにし

かならないということがもうわかったと思います。 

 そういった中で人口減少、高齢化という地方経済の疲弊ということも起こってきている。こうい

うときに再生可能エネルギーを入れるということについては、その地域の経済の持続可能性を高め

るということで、大変重要であろうと思います。 

 日本全体で言うと、化石燃料代替ができれば、国富が海外流出をしなくなるということでありま

す。化石燃料輸入に対して年間 20 兆円以上を使っているというのが今の状況です。リーマンショ

ックでいったんザッと減りましたけれども、その後また増えてきておりまして、20 兆円を超えてき

ております。こういったものが国内産業に回るということです。 

 再生可能エネルギーによる経済効果ということで、2 つの部門から成る経済を、今後考える必要

があるだろうということです。 

 成長部門というのは、今後も国が推し進める必要はあります。これは海外からいろいろな資源を

輸入しなければいけませんから、成長部門は必要です。海外と闘う分も必要です。特に再生可能エ

ネルギーの分野で、次世代の自動車産業が生まれるのではないかというふうに期待しております。 

 洋上風力と組み合わせる蓄エネルギー技術なんていうのは、洋上でそういったことができれば、

まさにどこでもエネルギーがつくれるわけですね。それを日本が取れば、日本の造船技術とかいろ

いろなものを組み合わせて、それが実は、次世代の自動車産業になるのではないかと思っています。 

 先ほどの 2030 年までに入れる事業費を見ると、対前年比 11％で成長させなければいけないとい

うことになるんですね。ですからまさにそれ自体が成長産業であります。 

 一方で持続部門、これは地域に売電収入が入って都会（需要地）から田舎に資金の流れができる

ということが重要だと思います。このためには地域主導で再生可能エネルギーを導入しなければい

けない。地域資本でやらなければいけない。都会の大企業がメガソーラーを置いたって、地域には

土地貸しの代金しか入らないです。メガソーラーを置いたって、誘致をしたって雇用が生まれない

んです。メンテナンスフリーです。雨が降ればきれいになるんです。ですからメンテナンスのため

の雇用はほとんど生まれません。ですから間違っても、メガソーラー誘致なんていうことはやらな

いでもらいたい。メガソーラーくらいであれば、地元資本でできるはずなんです。 

 これが 100％エネルギー永続地帯の場所です。5％になるとこういうかたちになります。こういう

ところが実は人口減少、高齢化によって疲弊してきているところなのです。こういうところに資金

の流れをつくり出すということで、再生可能エネルギーというのはかなり重要です。 

 こういった持続部門の経済政策、これは地方自治体がやらなければいけない。ですから地方自治

体がエネルギー政策をやらなければいけない、経済政策をやらなければいけないのです。地方自治

体が成長なんて言っていては駄目なんです。 

 今提唱しているのは、地域が持続するのに必要な四つの資本ですね。人工資本・自然資本・人的

資本・社会関係資本、まずこういったものの「たなおろし」をして、それに関連する持続期の地域

経済指標を徹底すべきではないかという提言をしております。 
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 これについては後で、地域持続可能性指標という話のワークショップのご紹介をしますが、そう

いったところで地域独自の経済政策を立ち上げていく。人口が減ったってプラスに評価できるよう

な、地域的エネルギー自給率もそうなのですが、そういうプラスに評価できるような指標をつくっ

ていきたいと考えています。 

 

＜基幹エネルギーに育つまでの「つなぎ」＞ 

 再生可能エネルギーが基幹的なエネルギー源になるまでには、時間がかかります。少なくとも 15

～20 年かかるということです。2030 年、これから 18 年ということを考えても、かなり急ピッチで

やらなければいけないということです。 

 それには「つなぎ」が必要です。私は再生可能エネルギーは必ず育つと思っておりますが、今は

赤ん坊なんです。赤ん坊に乗っかるわけにはいきません。ですから「つなぎ」が必要です。まずは

電力需要の抑制が必要です。2030 年までに人口が 8％くらい減ります。それから節電率が 10％、

これはもう定着させましょうよと。震災の後、10％は節電されています。それから照明には LED

とか有機 EL と新しい技術がどんどん導入されていけば、効率は向上するだろう。 

 そしてオール電化は、もうやめましょうということですね。再生可能エネルギー熱で供給できる

ものは、ちゃんと再生可能エネルギー熱を使う。温水は太陽熱温水器で十分いけるんです。そうい

うことをやれば、電力需要を 2030 年に 4 分の 1 減らすことができるのではないか、こういう試算

をしております。 

 それと組み合わせていくと、2030 年までに 4 分の 1、エネルギー需要が減っていきます。それか

ら再生可能エネルギーは立ち上がります。大規模水力は一応そのままにしてあります。大規模水力

についても、これは運用で発電量を上げることができるという主張がありますので、うまくやれば

実は、ダムをつくらなくても、発電量は上がっていきます。例えば水利権を、今は変動する上限の

ところが水利権に抵触しないように運用していますけれども、そこを平均でやれば、もっともっと

発電できます。そういうことをいろいろやっていく可能性があるのです。この残りのところ、ここ

は原発ゼロと書きました。原発の分はなし。原発なしにすると、化石燃料でやらなければいけない

ということになります。 

 仮に原発なし、化石燃料だけで残りの部分を賄った場合、2009 年と比較して、20％以上たくさ

ん燃やさなければいけないということです。これが 2009 年の量を下回るまでには 10 年かかるとい

うことです。 

 ですから今と同じようなかたちで、原発なしにしてやっていくということになると、たくさん

CO2 が出てしまうことになります。それじゃ原発かというと、私はまだまだ化石燃料の有効利用も

できるのではないかと期待をしています。それが熱電併給ということへの期待です。 

 こちら、電気エネルギーに変える変換効率、20～45％です。残りの熱エネルギーの部分というの

を、実は火力発電所は捨てています。使っていません。ここの熱エネルギーを使うために、遠く離

れたところで電気をつくるのではなく、需要地に近いところで電気をつくれば、熱電併給ができる。

その熱の部分も使うことができるのではないか、これがコジェネレーションです。こういったコジ

ェネレーションは短期間で立ち上がります。ガスコジェネが 1 年、石油コジェネが 10 カ月、です

からこういったものは短期間で立ち上がるわけです。これは熱もちゃんと使えるところでないと駄

目です。ですからいろいろと熱を使うための工夫をしなければいけません。 
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 例えば熱需要が大きいところ、病院、ホテル、老人ホームとか、そこで大人数が生活をしている

ところというのは熱需要がたくさん生まれます。そういうところは実は緊急時の電源多様化が必要

なところでもあります。野田総理が、電気が来なくなったら命に関わると。だから原発が必要だと

言ったのですが、違うでしょう。そういったところに、電気でなくても、電気が遠くから来なくて

も、電気がちゃんと確保できるように、ガスで電気が生まれるように、コジェネレーションを入れ

ていけばいいのです。ここに、「指定ホテル」と書いてありますけれども、在宅でケアしている方を

緊急に収容することができる指定ホテルをつくって、そこについてはコジェネを入れていけばいい

のです。そういったところから戦略的にコジェネを入れていく。 

 さらに一般家庭だと熱需要が小さくて、なかなかコジェネで生まれる熱をすべて使い切ることが

できません。そういった場合、都市計画を通じて、地域熱供給システムですね。熱をちゃんと供給

するということをやれば、町全体で熱を使うことができる。そういう都市計画、まちづくりも重要

です。そういうことをやっていきながら、化石燃料の有効利用をしていく。 

 このシステムというのは将来、例えば再生可能エネルギーで水素をつくって、そこで地域の熱電

併給をやるということにつなげることができますから。ですから今、投資をしておいて、無駄には

ならないわけです。こういったことをやっていって、10 年、15 年から 20 年で再生可能エネルギー

を基幹エネルギーに育てていくというのが、私の戦略です。 

 政策については、ちょっと飛ばしていきますが、再生可能エネルギーの特別措置法、これが固定

価格買取制度ですけれども、対象が電力だけです。いろいろなかたちの留意点がありますが、飛ば

していきます。特に市民に取り戻す機会を与えるように、地域金融、これはこれからかなり重要で

す。 

 地域でメガソーラーをやろうとすると、4 億円入れなければいけないんです。4 億円を集めると

きにはやはり地域金融を立ち上げていかなければいけない。それには信用金庫などを中核にしなが

らやっていくということが、今、気仙沼とか石巻で今やられています。全国各地でそういうことが

必要だと思います。 

 それから熱については、固定価格買取制度の対象外です。ですからこれはさらに政策をやらなけ

ればいけません。特に必要なのは建築物設置にあたってのソーラーオブリゲーション。建築物を建

てる際に、その建築物のライフサイクルにわたるエネルギー消費量というのは決まってしまうんで

すね。ですからこのときに、ちゃんと再生可能エネルギー源を使えるようにしないといけません。

地中熱を使うとかいうことをやると、建物を建てるときにつくってくれるところがないといけませ

ん。それで都市計画も必要です。 

 これまでの政策では地方自治体の役割が全くなされていません。経産省の法律だから、地方自治

体の役割は書いていないんです。それではいけないわけですね。地域のエネルギー政策を立ち上げ

ていくためのさまざまな政策をする必要があるということでございます。 

 

＜今、将来のエネルギー選択を＞ 

 最後です。将来世代を考えたエネルギー選択を、今やる必要があります。化石燃料でも、無駄な

ことをやっているわけです。風呂の水をガスでわかすということは、チェーンソーでバターを切る

ようなことをやっているわけです。本当に将来世代に顔向けできません。さらに原発というのは、

将来世代に大きな負担を残してしまいます。使える世代というのは限られているわけですね。そう
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いう技術は世代間の公平から考えると、本当に正義にもとるのではないかという議論があります。

ですから今、再生可能エネルギーに切り替えていくための戦略をちゃんと立てて、そちらに切り替

えていく必要があるのではないかと考えます。 

 これは先ほど言った、地域持続可能性指標ワークショップであります。それから永続地帯シンポ

ジウムをやります。 

 さらに法案作成講座を毎年やっているのですが、今年は地域の脱原発宣言なども入れた「地域エ

ネルギー基本条例」を作ってみようかなと考えています。 

 それぞれ私の Facebook や Twitter をやっていますので、本名で検索していただければ出てきま

す。そこで具体的なエネルギー政策をやっていきますので、よろしくお願いいたします。 

  

■コメンテーター：竹林征雄 氏（エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議世話役） 

 再生エネというものを使うときには、やはり省エネです。省エネというと、熱と電力があります

が、そういうことをまず第 1 番目に考えて、その後に再エネをどう導入するかという順番だけ、お

忘れにならないようにしてほしいということでございます。 

 今現在は、第四次革命と言われております。農業から始まって産業革命、それで IT の情報革命、

そして今、世界はエネルギー革命の時代に突入している。その真っただ中というふうに考えており

ます。 

 エネルギー問題というのは環境と裏表で、なおかつ文明問題でもあると私自身は思っております。

明日から東電が 8.46％、電力を上げます。家庭で年間 5000～6000 円、ちょっとした店であれば、

20 万円上がっていくという、非常に大切な、問題な時期に入っているかと思います。 

 そういう意味合いでは、これからは人口減になるということも先生がお話しされておりましたけ

れども、今が約 1 億 2300 万人くらいですか、2050 年には 9800 万人ということで、人口が減る中

で産業も興しながらエネルギーというものを考えいく、今は非常にいい時期であるのではないかと

思います。 

 それからもうひとつ、この 1 番のところで申し上げたいことは、2020 年にはメタンを使って安

く人工のダイヤモンドをつくって、その人工のダイヤモンドをつくってから、それを次世代パワー

半導体と言うのですが、これを使いますと、半導体が食うエネルギーの 50 分の 1 にまで下がりま

す。こういうものが産業になっていきますし、そういうものが合えば、エネルギーが非常に節約さ

れる時代になっていきます。「パワー半導体」、こういう産業がこれから日本で起きていくというこ

とで、悲観するものではないということを申し添えておきます。 

 家庭のエネルギー消費構造というのは大体こんなふうになっています。電気は 4で、熱は 6です。

エネルギーは大体こんな比率なのですから、先生が先ほどからも言われるように、熱ということに

も注目してほしい。私は、電力だけに頭がいってしまってはまずいのではないかと思っております。 

 水力発電というのはもう至るところにこんなふうにあるわけです。太陽も風もどこでもある。ハ

イオマスは 67％の日本国土で 2100 万 ha。それを半分使ってなおかつ 30％。間伐材で原発 6 基分

くらいの発電ができてしまうんです。 ただそれ以上やり出すと、江戸時代みたいに山が丸裸とな

ってしまい、これは注意しなければいけないと思います。 

 エネルギーを学ぼうということでは、再生可能エネルギー大国・日本を考える。安全がいいのか

経済が大事なのか、皆さんやはりこれを量りにかけて考えて、1 から皆さんで討議をしてほしいと
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思います。 

 日本は災害大国ですよね。火山が 150 あって、活断層が 1500 もある。その活断層の上に原発が

のっかっているわけですから、いつ何があってもおかしくない。東電の第一、第二があって、東海

もやられたら、東京なんかはもう吹っ飛んでしまうわけですから。そういうイマジネーションが非

常に大事なのではないかと思うわけです。 

 ですから国民は正しい認識を持って勉強して、それからやっていかなければいけないのではない

か。そういう意味合いではエネルギーベストミックスということで、2018 年までは、火力はある程

度使わざるを得ないなと。そして中期の 2024 年には、再生エネ＋節電＋コジェネと、これは先生

が言われたとおり。中長期の 30～50 年で、原発をゼロにもっていくというかたちになります。 

 行動しなければいけない、と私は思っております。再エネというのは何であるのか、地産地消な

のである。地域の振興だよと。国の富 25 兆円全部が、油を買う、ウランを買うということで海外

に流れていく。それを全部食い止めれば、25 兆円日本に残るわけです。それを考えてほしいし、安

全・安心、災害のときにはどうするの？ というかたちにも役立つのではないかという話です。そ

れからメタンなんかも使ってほしいなと思います。生ごみはぜひメタン発酵させる。小さな村・小

さな町ではメタン発酵が有効だと私は思っています。 

 それから先生のお話で非常にありがたかったのですが、地域の自立と原発ゼロへの可能性という

ことでは、非常にいろいろなものがあると思います。スマートシティということだけで世界の市場

が 3,000 兆円と言われております。蓄電池だけで、世界の市場は累積で、674 兆円という発表があ

ったと思います。そういうこともみんな頭に入れておいてください。 

 

■参加者からの質問を受けてのコメント 

（倉坂）太陽光発電で電柱の影が午後にかかる例ですが、発電量が想定の 2 割減になっています。

電柱の影というのは棒状なのですけれど、パネル自体が直列ですと一部分にかかると、全部やられ

てしまうということです。最近は並列のパネルもできています。今後は、日照権の問題が出てくる

のではないかという質問ですが、これも今後の大きな課題ですね。 

 それから直流送電のほうが効率がいいのではないかという質問ですが、いろいろな技術の可能性

はあると思いますので、さらに私も情報収集をしていきたいと思います。 

 それから、「永続地帯の試算に人口の増減は考慮しているか」、これはエネルギー需要というかた

ちで考慮しているということですね。人口が減ると、エネルギー需要が減っていくということなの

ですが、それが本当に永続かという話は批判としては、従来から受けているところであります。ず

ーっと永続させていくための経済政策というのは別途あるかと思います。 

 それから、「国の施策がどう変わっていくか」ということで、現状、見えないという話があります

けれども、そこは政策提言をしながら、さらに制度をつくっていく必要があるかというふうに思い

ます。 

 まだそれぞれあるのですが、「原発即ゼロは非現実的な意見なのか」。今原発は 2 基しか動いてい

ません。ですから火力発電で化石燃料をたくさん燃やせば、ゼロでやっていけるということですね。 

 ただ私は、それは温暖化対策という観点から、望ましくないというふうに思っています。温暖化

についてはいろいろなことを言う人がいますけれども、私はリアルな脅威だと思います。北極海の

氷が予想以上に減っているわけです。ですから今後いろいろなかたちで、温暖化に伴う問題という
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のも出てくるはずです。 

 永続地帯研究でごみ発電を入れなかったのは、取りあえずごみの中には化石燃料分が入っている

からです。ごみ発電のほうをちゃんとやっていったほうが、効率がよくなる。無駄に捨てる部分が

なくなるということで、それは重要だと思いますけれども、研究の趣旨として、再生可能エネルギ

ーではないということで除外しています。 

 

（竹林）バイオマスというのはいろいろ種類がございますから、ごみも 300ｔ／日（デー）で、つ

まり 30 万都市以上であれば、効率のよい発電が可能です。なおかつ 30 万都市ですから、熱も利用

できます。その熱を科学的にため込んで、車で移送するという事例も、もう既にできております。

それを病院なりホテルなりに供給するということで、熱を入れ換えるということはできます。 

 バイオマスの中に下水汚泥も入れるということであれば、下水をメタン発酵して電力をつくるか

ということで、1 万 kW くらいのものは横浜市金沢区の下水道で既にやっているということです。

ですからこれからはごみ関係ですと、汚泥関係とそれから 300ｔ以上のごみ発電、それからもう 1

点、生ごみのメタン発酵であれば、どんな小さな村でも、1ｔ／日くらいであれば、発電と熱で使

うということはできます。 

インドネシアやベトナムなどいろいろなところに行って私は見てきておりますが、農家が自分で穴

を掘って、コンクリートをつくり、そこに自分のふん尿も入れ、余った残飯、ブタを飼っていれば

それも入れて、それで発電ができます。生ごみが 1ｔあれば、70～50kW は発電ができてしまいま

す。小さな町、村であったら、まずそこからスタートする。行動を起こすということがいいかと思

います。 

 それから、「木質系のバイオマス発電がなかなか進まない」というのは、これは自然エネルギーと

はちょっと違って、材を山から切り出さなければいけない。土場（どば）に下ろして、土場からま

た発電所まで持って行く。そのことにかなりのお金が掛かるということです。その仕組みを林野庁

は何も考えていない。 

 ですからその辺を突っ込まないとバイオマス発電はそんなに進みません。ただポテンシャルとし

ては、600～700 万 kWの発電能力はあるというふうに考えています。 

 

■閉会挨拶：杉浦英世（市民キャビネット広報担当運営委員、農都地域部会事務局長） 

 本日は倉阪先生、竹林さん、本当にありがとうございました。 

 市民キャビネットは、市民・NPO の草の根から政策・提言をまとめ、行政・政治にぶつけて、

実現を図るということです。自然エネルギーのことに関しては既に政策もたくさん出ているのです

が、我々NPO とか市民の生活の場から、現場から、もっと細かい、本当に需要に根差して、実際

の政策提言というものを、これからもフィールドワークとか、皆さんの少人数の勉強会とか、また

は政府の行政職員との意見交換会とか、そういうことを通じて、進めていきたいと思っております。 

 では本日は、これで閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

（個人使用以外の無断利用、再配布を禁じます。） 


