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バイオマスの供給ポテンシャルと 
 固定価格買取制度の展開 

   

平成24年1月23日（水）  
場所：港区立エコプラザ 1階会議室 

 
竹林征雄    

 エネルギーを経済から考える 
             経営者ネットワーク会議 

 

主催：市民キャビネット農都地域部会  
協賛：新しい公共をつくる市民キャビネット 
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１．はじめに エネルギーと消費 
 
２．バイオマスと賦存量・発電・ＦＩＴ 
   
３．ＦＩＴ海外先行事例 
  
４．原発について 
 
５．再エネを巡る経済と産業 
 
６．再エネに思う  

話の流れ （勉強会） 
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１．はじめに 
     エネルギーと消費 

人口・経済の膨張がエネルギ需要増大へ 
有限な化石燃料・価格上昇 

危ういエネルギー安保 
どこまで省エネが、再エネ増加は？ 

総発電電力量 約１兆kWh/y 
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世界のエネルギー 
   これまでの需要 

エネルギー源構成比変化 

世界人口推移 
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石炭⇒石油⇒ガス⇒再エネへ 
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石油換算百万トン

世界：一次エネルギー消費予測 

アジア 

北米 

欧州OECD 

欧州非OECD 中南米 
中東 
アフリカ 

オセアニア 

年平均伸び率 

’80-’09 ’09-’35 

世界 1.8% 1.7% 

アジア 4.6% 2.6% 

北米 0.7% 0.4% 

2009年 

112億トン 

↓ 

2035年 
173億トン 

(1.5倍増) 

2009年 

39億トン 

↓ 

2035年 
76億トン 

(1.9倍増) 

39億トン 

76億トン 

出所)日本エネルギー経済研究所、2011年10月 HCC講演会資料 十市氏 

レファレンスケース 

（現状趨勢で推移するとして  
見積もられたケース） 

世
界 

ア
ジ
ア 

＊自動車の使用量 

  2012年 世界で10億台 2035年17億台と予測 

’35年に主な燃料名
目価格は1.6～2倍に 

需要が増えれ
ば価格も上昇 
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世界のエネルギー資源確認埋蔵量 

6 

富士山 1/5 
190０億ｍ３ 

琵琶湖 
6個分 

2015～2030年ピーク説 

40Km×Ｈ3.8Km 

オイルサンド・オリノコオイル
計約4400億バレルあり 

100年説も 

＋100年説も 
シェールガス 
その後は 
メタンハイドレートも 
 

可採年数＝確認可採埋蔵量÷年間生産量 
ウラン確認可採埋蔵量は費用130＄/kg未満 
2010年日本契約量約40万ｔＵ 

ＢＰ統計2011、OECD/NEA・IEAE[Uranium2009 ] 

http://blog-imgs-29-origin.fc2.com/o/m/i/omimai1/p_graph-490x247.jpg
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主要国エネルギー自給率 と 将来への検討項目 

日経20120710田中伸男前ＩＥＡ事務局長 

＊短期・長期の見通しを 
＊調達リスク分散を（調達先・ 
  燃料種・国内開発） 
＊多国間調達安全保障ネット 
  ワーク構築を（韓国・ロシア） 
＊ロシアからのガスパイプラ 
  インの施設検討 
＊再エネ技術開発 
＊発送配電分離 
＊地域分散型電力ＩＴ網を 

＊老朽化石油火力発電 
＊石油・石炭・ＬＮＧ燃料高騰 
＊イラン中東戦争懸念（日本 
 の85％の石油、ＬＮＧの20％ 
 が止まる） 
＊大量生産型の大発電所の 
 事故大影響 

多様な各国 

（2010年） 

日本の将来は省エネと再生エネが中心 
化石燃料は戦略物資（金だけの問題✖） 

エネ安保！ 
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1次エネルギー国内供給   
22,039 

1次エネルギー供給と消費 

石油 
42％ 

石炭 
21％ 

天然ガス 
19％ 

原子力 
  12％ 
   

水力・地熱など6％ エネルギー転換損失等 
  7066    約32％ 

最終エネルギー消費 
      14,973  
      約68％ 

産業 
44％ 

運輸 
23％ 

業務 
19％ 

家庭 
14％ 

最終エネルギー消費内訳 

単位：ＰＪ 

こ
れ
も
問
題
！ 

エネルギー白書2011より竹林作成 

2010年 

消費電力量 
1次エネルギーの 
約4割を使い約1兆kWh 
発電し、約9800億kWh消費 
 

9 
2010年 2011年 

約11％どこまで 
増やせるのか！ 

省エネをどう実施 
するのか！ 

現状電源別発電電力構成比 

図のみ日経20120622 

もう、ゼロに出来る
のでは！ 

どこまで、節約 
できるのか！ 

この約２年間、原発 
２基で混乱なく来た 

今  後 

10 

年間総発電電力量推移（一般電気事業用） 

エネルギー白書2011  

（注）71年度までは9電力会社計。 

（出所）資源エネルギー庁「電源開発の概要」、「電力供給計画の概要」をもとに作成 
 

９７６３億kWh 

約1兆kWh/y   27.4億kWh/d 

２．バイオマスと 
       賦存量・発電・ＦＩＴ 
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FIT再エネ導入認定 （2012-11-16時点） 
総容量          ３６４．８万kW（見込み２５０万kW） 
     太陽光（突出）３２６．２ （約３４．２５億kWh） 
     風力           ３４．３ （約 ６．８６） 
     バイオマス      ４．０  （約 ３．０７） 
     他          ０．３ 
       総発電電力量 約４４億kWh 

生理活性物質 
メタン 

 

流動化 
ガス化 

新都市 
システム 
 

ガス化 

メタノール 
水素 
DME 

 

発電 

電気、熱 

家畜 畜産廃棄物 
食品廃棄物 

メタン発酵 

発電熱供給 
輸送用燃料 燃料電池 

発電 廃油 
菜種油 

エステル化 

バイオディーゼル 

下水汚
泥 

直接油化 
重油状燃料 

丸太 樹木 

草 

海藻 
微細藻類 

産業廃棄物 

燃料 

パイプ輸送 

バイオマス社会 ｛物質と利用形態｝ 

炭化 

12 
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世界のバイオマス量 

   人類が消費するエネルギー（熱放出）が、 地球表面の運動エネルギー（風波） 

に近づくほど異常気象をもたらす（竹内均）。現状でも約４％／年に達しており、 
蓄熱を含めると かなり危険領域に入っているかもしれない。 

   地球環境問題は、単に炭酸ガスによる温室効果だけではなく、 
人類が消費するエネルギー量（熱量）が問題になってくる。 

 究極的には、再生可能エネルギー、自然エネルギー 
    に頼らざるを得なくなる可能性がある 

出展；バイオエネルギー，山地憲治（２０００）／地球生態学，竹内均（１９８４） 

 

バイオマスの潜在エネルギーは人類が消費するエネルギーの約７倍 

記；１ＥＪ＝１×１０ １８ joule 

地表に届く太陽エネルギー      ２，６００，０００ ＥＪ／年（１００％） 

地球表面の運動エネルギー（風波）          １１，０００ ＥＪ／年（０．４％） 

バイオマスの潜在エネルギー            ２，６００ ＥＪ／年（０．１％）６３０0億ＴＯＥ/Ｙ 

人類が消費するエネルギー                 ４１０ ＥＪ／年（０．０１６％）１００億ＴＯＥ/Ｙ 

米国ＤＯＥ戦略 ２０１０年；バイオマスと都市ごみのガス化で 

          ０．２ＥＪ／年の水素導入 

２０２５年；同１０ＥＪ／年の水素導入 

33,000EJ  80倍 バイオマスアジアハンドブック 
26,000EJ      70倍 バイオエネルギー 山地 

14 

＊持続可能な資源：バイオマス 
＊地球温暖化の観点からも大変良い資源 
＊発電・熱・燃料・Ｃ１化学と石油・石炭の代替 
＊貯蔵・搬送も可能 
＊設備のシビアアクシデントはない 
＊活用には様々な注意点あり 
      収集運搬システム確立 
   収奪しすぎない 
   生態系サービスを損なわない 
   一層の高効率ガス化コジェネの開発（電力+熱） 
   供給と需要のマッチングを 

バイオマスの特性再確認 

15 
20110927日本総研リサーチ・アイによる 

資源価格の長期見通し  
2012年比で2030年は大凡 原油：2.2倍 ＬＮＧ：2.5倍 

16 国立環境研究所が財務省貿易統計より、枝広氏作成（2011年5月） 

日本のエネルギー輸入額推移…20～23兆円 

国富が海外へ流出 

原発26基再稼働でも1兆8000億円下がるのみ 

17 17 

バイオマス種類 1999年度 導入実績 2010年度 賦存量 2010年度 活用余地量 

＜木質バイオマス＞     （比率：％） 

①間伐材 0 130.2 37.4（29） 

②林地残材 0 13.9 4（29） 

③枝条 0 72 72（100） 

④木屑 47.4 222.9 60.2（27） 

⑤建設廃材 0 206.3 197.8（96） 

（木質計） 47.4 645.3 371.4（58） 

＜植物バイオマス＞       

⑥もみ殻 0.61 80 22.3（28） 

⑦稲わら 0 370.9 19.7（5） 

⑧菜種 0 0 0 

⑨サトウキビ 8.6 16.6 15.4（93） 

（植物計） 9.21 467.5 57.4（12） 

＜動物バイオマス＞       

⑩牛糞尿・豚糞尿 0 127.9 0 

⑪鶏糞 0 29.3 1.9（6） 

⑫し尿 2.1 8.8 0 

（動物計） 2.1 166 1.9（1） 

＜廃棄物＞       

⑬廃食用油 0 41.1 32.8（80） 

⑭食品廃棄物 0 99.4 0 
⑮汚泥（有機物系廃液） 0 353 231.2（65） 

⑯汚泥（下水） 8.7 261.3 261.3（100） 

⑰パルプ黒液 436 545 545（100） 

（廃棄物計） 444.7 1299.8 1070.3（82） 

（バイオマス合計）万kL 503.41 2578.6  1501（58) 
一次エネルギー総量 59,300 60,200  60,200 
バイオマス比率（％） 0.8 4.3   2.5 

 2010 年度エネルギー賦存量・活用余地量 

2001年新エネルギー財団 新エネルギー産業会議 

340億
kWh 

電力利用可能用 
約190億kWh 

森林成長量+一廃+産廃 18 

日本の再生可能バイオマスマクロ資源量 
森林の年間成長量（乾量基準）  1億トン／年（ 約１．６５EJ／年、  4,000万TOE／年 ） 

廃棄物系バイオマス発生量＊１  （ 10ｔ-BD/ha/年 ×25Mha＝ 250Mt-BD/年 佐野寛 エネ需要15%）

 農業・ 林業・産廃系    ５千万トン／年（ 約 ０．75EJ／年、 １，８００万TOE／年 ） 

  畜産廃棄物       ８．５千万トン／年（ 約 ０．19EJ／年、  ３８０万TOE／年 ） 

 一般廃棄物（生ゴミ等） ４．５千万トン／年（ 約 ０．36EJ／年、  ９００万TOE／年 ） 

 小計           1億８ 千万トン／年（ 約 １．３EJ／年、 ３，０８０万TOE／年 ） 

合計                ２億７ 千万トン／年（ 約 ２．９５EJ／年、 ７，０８０万TOE／年 ） 

＊１ EJ : エネルギー単位で１０の18乗ジュール 
   １ TOE : 石油1トン分のエネルギーに相当（1 toe = 42 GJ）  
＊２ 我が国の年間一次エネルギー消費量  
       約 ２１EJ／年、５億TOE／年（2009年） 
    我が国の年間総発電量（2009年）   
       約 ９６００億kWｈ／年、２億１６百万TOE／年  

日本の年間一次エネルギー消費量の約１４％ 

＊２ 

日本の年間総発電量の約３０％ 

村松教授の実際
値3585TOE使用

電力利用可能量
約500億kWh 
 

（２９５０ＰＪ） 

  

電力利用可能量
約990億kWh 
機器効率！ 

約10% 
森林成長2億 
トンとすると 
約150%UP 
約1550億 
     kWh 
 
 2002年荏原製作所 

環境に優しい新エネルギーの基礎 
２億７３８０万ｔ  （森北出版２００７） 
藤井照重等 
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 木質系廃棄物利用 

2800万ｔ 未回収古紙 ５３０万Ｃｔ 
未利用木質 ７００万Ｃｔ 
合計     １２３０万Ｃｔ 
                                               ５１０ＰＪ 
  

電力利用可能量 約180 億kWh 
あまりの低発電効率+所内ロス 
+送電ロスの数値は問題！ 

図解よくわかるバイオエネルギー  井熊均著 

原田寿朗「森林由来のバイオマス
資源のエネルギー利用」           
研究ジャーナル、23(6)、2000年 
より井熊均氏等が作成 

20 

合計   3億5千万ｔ 
未利用 1億1千万ｔ 

９種類の未利用バイオマスをすべてエネルギー源に1400万kL 
（三菱総研 早稲田聡…図解新エネルギー早わかり）            
電力利用可能量 約320億kWh 
 

栽培可能資源作物 
 ６２０万kL 

日本のバイオマスと利用 
農水省「我が国のバイオマス賦存量・利用率」2008年資料 

し尿汚泥3200万ｔ 

森林成長量+一廃+産廃の算入 
 

21 ＮＥＤＯ「バイオマス賦存量・利用可能量の推計～ＧＩＳデーターベース～」 

（2009年） 

電力 億ｋＷｈ／Ｙ 

熱        ＰＪ／Ｙ 

日本のバイオマス賦存量 

電力利用可能量418億kWh 

森林成長量+一廃+産廃等の算入 

バイオマス活用推進基本計画（2010年12月17日閣議決定） 

バイオマス活用推進会議平成24年2月2日 22 

8700 

7900 

7000 

3600 

430 

470 

総計25550万ｔ 

バイオマス賦存量と利用可能量 

23 

賦存量総計 3,444万Ｃｔ 
未利用総計 1,115万Ｃｔ 

バイオマス活用推進会議平成24年2月2日 

森林成長量+一廃+産廃の算入 

バイオマスエネルギー利用ポテンシャル（試算） 

バイオマス活用推進会議平成24年2月2日発表 閣議決定2010107 24 

約220億kWh 
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中長期的バイオマス発電導入目標 
2005年 2020 2030 2050 

原油換算 万kL 462 860 907 1002 

発電電力量   億kWh 292 370 390 431 

低炭素社会づくりのためのエネルギー低炭素化検討会 エネルギー供給ＷＧ資料2010年 

バ
イ
オ
マ
ス 

バイオマスは
中身が不明 

26 

再生可能エネルギー導入目標（水力を除く発電電力量) 

6,328 

13,160万kW 

3,490  
 

3,011  水力込 

1,844 水力込 
1,060 水力込 

ＮＥＦ資料：エネルギー・環境会議20120914 「革新的エネルギー・環境戦略」を受けて作成 

５５２万kW    
バイオマス 

発電電力量 
328億ｋＷｈ 

バイオマス
中身不明 

27 

発表   
年度
ま 

主   体 
試算or目標   

年度 
発熱量   

PJ 
原油換算 

炭素換算  
重量Ct 

発電    
電力量 

備   考 

2000 
山地憲治 
（東大教授） 

1990 1879 4800万kl   ６３０億kWh 
賦存量：全有機物残渣量+全森林3割間伐 
 「バイオマスエネルギー」ミシオン出版  実際利用可能量1205PJ 

2001 新エネルギー財団 2010   1500万kl   １９０ 古紙、一廃含まず  新エネルギー産業会議 

2002 荏原製作所 1999 2950 7600万kl   ９９０ 賦存量：全有機物残渣量  （森林成長率分加算4250ＰＪ/Y） 

2002 経産省新エネ部会 2002 1757 4500万kl    ５９０ 賦存量：全てのバイオマス利用、実際的には1327PJ 

2002 
松村幸彦 
（広大助教授） 

2000 
3580TOE 
3870万kl  

  ５００ 賦存量全賦存量最大 実際利用可能量は500～1500ＰＪ 

2004 
井熊均 
（日本総研） 

2000 510 1400万kl    １８０ 
「図解よくわかるバイオエネルギー」日刊工業新聞 
間伐材+広葉樹間伐1400ｔ∔古紙1400ｔ 

2005 
奥彬 
（京大名誉教授） 

2020   3500万kl   ４２０ 
賦存量：+資源作物550万kｌバイオマス」日本評論出版   
 

2009 ＮＥＤＯ 2009 388万kl    ４１８ 利用可能量の推計～ＧＩＳデーターベース～ 

2011 
早稲田聡 
（三菱総研） 

2008   1400万kl   ３２０ 
未利用バイオマス全て1400万Ｃｔ+資源作物620万kL   
基データーバイオマス-ニッポン           
 「図解新エネルギー早わかり」中経出版2011 

2012 
バイオマス 
活用推進会議 

2020 460 120 万kl  1111 130 利用目標量を想定 資源作物40ｔが算入されている                    
720PJは未利用分が全てエネルギー利用+資源作物40万ｔ   720 204万  1728 220 

2012 
エネルギー 
供給ＷＧ 

2020   860万kl   370 

中環審 地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会             
http://www.env.go.jp/council/06earth/y0613-11/ref01-1.pdf 

2030   907   390 

2050   1002   431 

2012 国家戦略室 2030   304万kl    328 http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20121031/sanko_shiryo1.pdf 

バイオマス利活用参考一覧 

20130123 竹林作成 

（1ＰＪ＝2.58万kl（原油換算）＝2.78億ｋＷｈ）（発電効率15％、所内ロス15％、送電ロス5％） 

前提条件‥賦存量、利用可能量を明確に 

28 

森林総面積 
2500万ha 

森林年間成長量 

天然林1500 60％ 

人工林1000 40％                                         

放置林670  27％ 

伐採交換林330 13％ 
地球エネルギー研究所所長 日本エネルギー学会佐野寛氏とのメールより 

2170 
87％ 

年間成長量 
 2.5億トン 

（ 10ｔ-BD/ha/年 ×25Mha 
      ＝ 250Mt-BD/年 

 2170万haの20％の成長量材活用 
 １万kW発電約330基250億kWh   

竹林試算 

木質バイオマス発電 

特高線との接続負担金（概算１億円/km)が小さい送電事業規模の割合に対し 

大きすぎ、木質バイオマス発電については高圧線との接続を認める事も。     
東京電力の高圧線（6000V）：基本料金577.5円／kW                            
         電力量料金昼間2.71円／kWh 

 

29 

投入条件 
  投入物：製材所木屑・端材など 
  投入量：200 t/d (7～8万t/y）  
                50台からのトラック 
  低位発熱量：3,050kcal/kg 
  エネルギー投入比率？ 

既存技術型 

（焼却･蒸気タービン発電） 

ガス化コンバインド 

サイクル発電 

発電量 6,100kW 9,800kW 

所内動力 500kW 800kW 

送電量 5,600kW 9,000kW 

発電効率 19.2％ 30.9％ 

建設費40～50万円/kW          50～60万円/kW ? 
 

広域型より村内小型発電 
500kW程度 16～18t/d 

 ２億円前後 

主要原価構成 
 

ファーストエスコ の原価構成 

2009年データー 
発電所   岩国 白川 日田 
発電能力 12000kw 
稼働率     60～70％ 
原料       年間11～12万t/発電所 
購入価格 3500円/t 
発電原価 18～21円/kWh 

赤字から浮上 
ＲＰＳ：8～9円/kWhが2012年11
月よりFIT導入で、浮き上がるが、
燃料代の心配が付きまとう。 

木材チップ 

30 

（経産省65％） 
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 既存ごみ発電施設の有効活用を 
 2,000 

1,800 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

 800 

 600 

 400 

 200 

  0 

 
Ｈ１２ 
 

Ｈ１３ 
 

Ｈ１４ 
 

Ｈ１５ 
 

･総発電能力は年々増加 

・総発電電力量は停滞 

 

Ｈ１６ 
 

Ｈ１７ 
 

－
◆

一
総

発
電

能
力

Ｍ
Ｗ

 
 

Ｈ１８ 
 

Ｈ１９ 
 

Ｈ２０ 
 

10,000 

9,000 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0 

 Ｈ２１ 
 

※環境省:日本の廃棄物処理平成21年度版 

 

６ 

 

ごみ発電の潜在能力 
 ① バイオマスの含有率 
   ⇒ 含有率50～60% (発熱量ベース) 
 ② 発電量としてのポテンシャル 
   ⇒ 発電効率20%とすると、年間140億kWh発電可能 
       （100万kWの原発2基分相当） 
       （H21年度実績は69億kWh/年：原発1基分) 

ごみ発電コスト: 約14円/kWh 

廃棄物焼却研究部会 古林通孝（Hitz日立造船株式会社）発表資料 

総発電電力量 総
発

電
電

力
量

Ｇ
Ｗ

ｈ
/年

 
31 32 

一般廃棄物発電（現在） 

 

･ ごみ総排出量        4,536万t 

・施設数                1,221 施設   

・処理能力               185,372 t/d 

・１施設当たりの処理能力  152 t/日d 

・余熱利用を行う施設数    792 施設 

・発電設備を有する施設数   306 施設     

・総発電能力           １６７万kW  

・総発電量           (約７０億kWh)  
 

（65ヶ所：製紙・パルプ除く） 

＊産業廃棄物熱利用施設改造発電 （ガス化炉転換）  50万kＷ 
＊既設産廃発電効率向上とセメント焼成炉発電能力追加 200万kW 
＊発電設備のない産業廃棄物焼却炉1000炉に平均1000kWの発電設備を 
  追加設置で、発電能力 100万kW  
焼却炉を新設せずとも、廃棄物発電は500万kW（？）以上の潜在的能力 
原発5基分の電力が燃料費タダで手に入る(約３６０ 億kWh増) 

内は日経ビジネスオンライン石渡正佳2011年10月6日（木）、他竹林 

廃棄物系発電2010年現在と発電増加見込み 
産業廃棄物発電（現在）    
 
・産廃総排出量   39,000万t 
・施設数 
・総発電能力     ６４万ｋW 
・総発電量      （約４６億kWh） 

一廃：広域化し、発電設備施設を約300増し、効率10％を20％へ約280億kW増 

ゴミ発電によるFIT経済検討例 

発電量：3,000～3,500kWh/ｄ 

 

FIT価格40.95円/kWh                

 

年間収入3,725万円 

生ごみ２０ｔメタン発酵 

33 

 

・乳牛糞尿 

・豚糞尿 

・し尿 

・生ごみ 

・食品工場廃棄物 

・農集排汚泥 

・廃油 

・その他    

有機性廃棄物 

  

メタン発酵施設 
 

電気（自己利用） 

売電 

放流 

バイオ
ガス 

温水（加温用） 
液分 

汚泥 固形分 

固液分離 

破砕 

分別 

廃液処理 脱水機 

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ 

発電機 

余剰 

参考都市ごみ３００ｔ焼却発電 

発電量：10～12.5万kWh/d 

FIT価格17.85円/kWh 

年間収入56,000万円 

注）２８０日稼働 有機物量、熱量で変動、総発電量から所内電力（30～50％）分を差し引いてはいない 

6～7kWh/h・t 330～415kWh/h・t 

木質ボイラーとの
組み合わせも検討 

小型では発電
を止め熱利用、 

近隣での需要
が問題 

電源と区分 建設コスト 
維持管理    
運転費 

税前ＩＲＲ％ 
税込調達  

価格 
調達期間 

太陽光 
10kW以上 32.5万円/kW 1万円/kW・年 6% 

42円/kWh 
20年 

10kW以下 46.6 0.47 3.2 10 

風力 
20kW以上 30 0.6 8 23.1 

20 
20kW以下 125 ー 1.8 57.75 

地熱 
1.5万kW以上 79（3万kW） 3.3 

13 
27.3 

15 
1.5万kW以下 123（7000kW） 4.8 42 

中小 
水力 

1000ｋＷ～1万kW 85 9.5 

7 

25.2 

20 200 ～1000kW 80 6.9 30.45 

200kW以下 100 7.5 35.7 

バイオ 
マス 

リサイクル木材 35 2.7 

4 

13.65 

20 

廃棄物系（ごみ、汚泥） 31 2.2 17.85 
一般木材 

41 2.7 
25.2 

未利用木材 8 33.6 
メタンガス化 392 18.4 1 40.95 

ＦＩＴ購入価格 

＊1①再生可能エネルギー発電事業者側で負担すべき接続費用、②土地の賃借料、 
       ③法人事業税含む 
＊2コストデータは、半年ごとに集計し、データを経済産業省に事後的に提出。 
  二年度目以降に調達価格に関する審議に反映 

34 

ＦＩＴ導入は６１ヵ国、日本は最後尾グループ、ドイツ導入は２０００年 

中国へ国富流出？現在差はあまりない。30万円～38万円/kW 

87円/月 

世界
平均
30円 

現在竹林
家賦課金 

35 

バイオマスエネルギー導入促進を阻むもの（１） 
１．原料の確保 
  ＊木質系バイオマスの排出特性として、傾斜地での集約的な収集が困難 
    機械化が遅れ、労働条件が悪く、低賃金で、若者が来ない 
  ＊間伐材購入費用は平均8,000～15,000円/トン?と燃料購入代が問題 
  ＊畜糞尿収集は畜産家には負担が重すぎる、生ゴミも住民協力が得にくい 
     
２．集荷輸送   
  ＊廃棄物の場合は廃掃法などの縛り、越境課題がある 
  ＊大型バイオマス発電では日に５０台の車が集中 
  ＊生ゴミ、畜糞運搬に工夫が必要 
 
３．受け入れ、  前処理 
  ＊木質系は木材の貯留設備が大きく、面積が必要 
  ＊ペレット、ブリケット、チップ、薪割り、乾燥などの前処理を伴う 
  ＊湿潤系は水分調整、臭気対策などが課題 
 
４．後 処 理  
  ＊灰の処理、発電ではエンジンの保守 
  ＊メタン設備では 残渣、汚水の処理 
 
 
 

 
 
 

５．システム、他 
  ＊プラント建設コストが高すぎる 
  ＊森林生態系から受けるメリット、その維持などのコストを算入していない 
           （生態系破壊防止、食糧との競合回避） 
  ＊需要と供給（利用面）、発電の場合は電力と熱のバランスがとりにくい 
  ＊ＦＩＴ熱が無いことが大きな癌 
  ＊技術的に木質系・畜糞・ゴミ・汚泥など設備一体型、相互利用型がない 
  ＊補助制度が諸官庁が多岐に渡り、大変分かりずらい（縦割り行政） 
    地球温暖化問題とからめてシステム面、経済面での観点不足 
    （総合的便益を得られる制度設計推進がなされていない） 
  ＊バイオマスエネルギー利用は、適切に推進すれば、地域におけるエネル 
    ギー自給率を高め、地域経済循環を促進可能 
  ＊再エネ全体に共通する電圧変動防止システム開発がされてない、且つ 
    送電網が不足し、繋ぎ込めない 
   

バイオマスエネルギー導入促進を阻むもの（２） 

36 

未利用バイオマス360(Ｐ27の各種発表から推定） 
          +上乗せ（森林成長量250+一廃280+産廃360）＝1250億kWh 
     日本：2040年約３割上乗せ約６００億kWhは可能！ 
   （独） ：実績2012年約３６０億kWh  
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３．ＦＩＴ海外先行事例 

独は2012年再エネ電力が２６％約1500億kWh 
再エネは2020年総消費電力量の３５％へ 
ここ数年は太陽光発電が優遇され過ぎた 

今年から大幅に上がった電力代 
バイオマスでは熱利用がＦＩＴ採用の前提に 

ＦＩＴ導入でドイツは失敗などしていない 
     （ジェトロレポート201205 
        ドイツの電力・エネルギー事情とビジネスチャンス参照） 

37 

ＥＵにおけるこれまでの買取価格 

これまでで分かるように 太陽光発電のみ優遇され過ぎ 
調達価格等算定委員会資料 

2009 

2009 

2008 

2008 

2012年 
買取15年

へ変更、
価格も約
23円へ 

14.3円 58円 36.4円 

38 

39 

•2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で 
                                                                          20％削減 
•2020年までに最終エネルギー消費に占める再生可能 
                           エネルギーの割合を   20％にする 
•2020年までにエネルギー効率を              20％引き上げ 

 

EUエネルギー・気候変動政策パッケージ  
                                                      ～ ３つの２０ ～ 

2010年11月欧州委員会 
            エネルギー新戦略「Energy2020」 

建物・交通分野の省エネへの注力、産業のエネルギー 
効率向上による競争力強化、エネルギー供給効率の 
向上を一層促進し、この分野の産業育成に努める。 

40 

ＥＵ発電電力量構成２０３５年見通し 

４１％ 

ＩＥＡ、World Energy Outlook 2010 

温暖化問題 

１７％ 

ドイツ：電力費構成と価格推移 

出所：ドレスデン情報ファイル http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomdata07.html 
基出所：連邦環境・自然保護・原子炉安全省 "Erneuerbare Energien in Zahlen" 

単位：セント 

再生可能エネルギー割増 

10年間 1.68倍 

電気税（環境税） 

自治体税 

参考2011年電気代 
ドイツ：   26.76円 
デンマーク：27.29 
イタリア：  27.94 
 

約32％が税金 

約10％ 

発電・送電・販売 

構成中、｛発電、送電、販売｝は58％、｛税金｝32％、｛ＥＥＧ割増｝10％} 
2012年/2000年電力代比 約６８％up、税金の割増が大きい 

41 竹林作成 

内訳をよく見ること 

エネルギー・水道事業連盟（BVEW) “Entwicklungen in der Deutschen Stromwirtschaft im 1. Halbjahr 2012より竹林作成 

課題 
太陽光発電は高コスト・低効率 
その太陽光発電高普及で、再エネ負担
費の50％を占める 
太陽発電の寄与率は再エネ中24％、
総電力中6％に過ぎない 

42 

総発電量内訳                                   

2012年1～9月暫定値 再エネ２５％ 

（参考約353億kWh） 

(参考1536億kWh) 

３４．１％ 

２３％ 

１５．１％ 

２４．２ % 

３．６% 

約750万kW発電容量
(2012 年） 

（参考2011年：6145億kWh) 

895億kWh(太陽・風） 

25 

再生可能エネルギーに 
よる9月までの発電量の
内訳 
    

2年で約10％up 

ドイツ：エネルギー源別発電量の割合 

2050年石炭火力ゼロへ 

再エネ導入％ 
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43 

0.12 

0.2 

0.25～0.3 
熱もある 

ドイツ再生可能エネルギー導入目標（2010年時点） 

設備容量        2010年時点の図表        発電電力量 

日本の3.11を受けて、再エネ法を見直し、2020年再エネ
20％導入を 昨年35％へ引き上げ。 

総発電量 
2010年6281億kWh 
再エネ2012年約1500億kＷｈ 

2020年約2190億kWhへ 
引き上げた。 

グラフのみドレスデン情報ファイルより他 竹林作成 

利用率 

 

 

2010年 2020 2030 2040 2050 

温暖化ガス排出量 
（1990年比） 

-40 -55＊ -70 -80～-95＊ 

再エネ/エネルギー 
       総消費量 

9.4 18 30 45 60 

再エネ/総消費 
       電力量 

16.5 35 50 65 80 

電力消費量 
（2008年比） 

-10 -25 

一次エネルギー消費量
（（2008年比） 

-20 -50 

エネルギー生産性 年平均2.1 

表中数字はすべて％ 
ドイツ：エネルギー長期総合戦略 

2020年 温暖化ガス排出量 40％ 2050年80％削減  
｛供給不安がない・経済的・環境不安が無い｝事が大目標 

エネルギー構造転換⇒イノベーション、経済成長、雇用増大が促進 
昨年延長稼働予定原発8基を稼働停止に（稼働中9基）2022年で原発廃止 

ドレスデン情報ファイル http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomterm00.html#netzagentur 

2012年12月既に26％ 

２０１２年法 

44 

大事故 
テロ 
2050年再エネ
コストを上回る 

年 金額（Ct/kWh） 

2008 1.200 

2009 1.200 

2010 2.047 

2011 3.530 

2012 3.592 

2013 5.300予想？ 

出所：連邦ネット・エージェンシー 
（Bundesnetzagentur） 

ドイツ：ＥＥＧ割増額推移見通し（２０１３年以降大幅ＵＰ） 

 

 

サーチャージは、大規模需要家向け
に適用除外・軽減措置が講じられ、巨
額の軽減分が家庭や中小企業に転嫁
され、引き上げ幅の拡大を招く結果と
なっているため、不公平な除外措置を
廃止も主張され始め、家庭も、中間、
富裕層と低所得者層との間に不公平 
が課題に 

今後 
10MW超のメガソーラーはＦＩＴ対象外 
屋根 13.5ct 14.4円 1000kｗ～10MWまで 
    住宅や工場の屋根などに限る 
地上 13.5ct 14.4円 1000kｗ～10MWまで 
    メガソーラーなど 参考 

スペイン  屋根 19.32ct 20円 2MWまで新規買取凍結 
        地上    12.17ct  13円10MWまで新規買取凍結 45 

可能な限り3.5Ｃｔに抑え 
る努力もうたわれている 

ドイツバイオマスの買取価格推移（規模別） 
きめが細かい 
規模は3段階 
大型になれば、なるほど価格は低下 
地域分散の小型は優遇されている 
他の再エネも同じだが、学習効果も加味 
毎年一定比率で価格は逓減 

€ct/kWh 2012 年よりの改定  
 

年度 

これまでの価格 

太陽光と比較し、
大変安価 
価格は上昇 

€ct/kWh 

ドイツ再エネ法2012（日本総研：再生可能エネルギー 
拡大の課題より） 

再エネ統計、ドイツエネルギー産業連盟（日本 
総研：再生可能エネルギー拡大の課題より） 
 

これまで 

46 

ドイツのバイオマス発電量と買取価格 
バイオマス種類と発電量推移 メタンガス発電が多い 

木質系は横ばい気味 
ドイツはコジェネが前提 
排熱の70％を利用しないとＦＩＴ

適用とならない。そうなると、熱
需要先確保が大きな課題に 
小型が多い 
 
日本は規模別では無く、 
原料種別体系 

2012年からの買取価格とボーナス 
ドイツ再エネ統計2011、ドイツ連邦環境省 

ドイツ再エネ法2012 （日本総研：再生可能エネルギー拡大の課題より） 

大型は材の集荷、 
灰の処理に課題が 

林地残材は中小型・
分散地域活用向き 

47 

バイオマス２０１１年 
約３７０億kWh 

48 

ドイツ 日本 

人口 万人 ８１７５ １２７８０（１．５６倍） 

国土面積 千ha ３４．８９５ ３６．４５０（１．０４倍） 

森林面積  千ha １１．０７６ ２４．０５７（２．１７倍） 

森林率 ％ ３１．７ ６６．０（２．０８倍） 

一人当たり森林面積 ha ０．１ ０．２（２倍） 

‘10年再エネ総発電量比率 6281億kWh 16.5% 1030億kWh 約10% 1060億kWh（内水力770） 

‘10年バイオマス発電量 億kWh/y 324(5.1%)ごみ込み 144 （1.3 6%） 

ＦＩＴ価格 円/kWh（2012年） 6.0~14.0 13.65 ~40.95  

‘20年、’30年 再エネ比率 （億kWh）              35%   50％ 17%（バイオ236） 30％（バイオ328） 

 ‘20年、’30年 再エネ電力量 億kWh  約2190(’20) 1844（水力1012）3001(水力1095） 

電力消費量（’08年比 約6372 億kWh） ‘20-10％’50-25% 8925億kWh(’08年9915) 

’08年一人当たり年間電力消費量 kWh 7340 7758 

‘20年総発電量億kWh/y（’10年基準） 約5650 （’10年10060-500）9560（’30 9060） 

1次エネルギー消費量（‘08年比14,216PJ） ‘20年-20％（’50 -50％） 21,560PJ（2020） 

温暖化ガス排出量1990年比 ’ 20年 -40％（’30年-55%） -5~9%（’30年-20%） 

エネルギー生産性向上 年平均2.5％ 

人口・森林率・エネルギー日独比較 

「ドレスデン情報ファイル」「連邦環境省ＡＧＧＥーＳｔａｔ」「革新的エネルギー・環境戦略資料」「ＮＥＦ資料］より竹林作成 

2010比 
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４．原発について 
将来含め 約45兆円費用 
核廃棄物処理課題解決 

地震国 2000の活断層/110の活火山 
再エネは原発に取って変われるのか！ 

政治と国民の覚悟 
二者択一から、進むべき道再構築、議論を 

   

49 

 「原発ゼロ」のふたつの意味 
  ひとつ：原発稼動をゼロ 

  もうひとつ：核廃棄物をゼロ 

原発：即時ゼロ・近い将来ゼロ・原発推進 

「原発ゼロ」でも本当に国力を高
め、国民を守る事が出来、それが
適切なのか？ 
 
政治に、実行力が試される 
 

国民にも覚悟と冷静に判断する
能力があるのか？  
 
ベース電源？ 

2030年 

政府がまとめた原発ゼロの課題 

１．まず向き合わないといけない課題 
 〇使用済み核燃料の扱い 
 〇電力需給逼迫と電気料金の上昇 

２．不可逆的な影響がでる課題 
 〇原子力安全を支える技術と人材の喪失 
 〇日米関係を含む外交・安全保障への影響 
 〇エネルギー調達における交渉力の低下 

３．国民とともに克服すべき課題 
 〇現実的な代替エネルギー源の開発 
 〇中長期的な温暖化問題への対処方法 
 〇原発立地地域の構造転換 2030年時点で 

電気代＋燃料代＝32243円/年  
     エネルギー・環境会議試算 
原発ゼロ達成には既存ビルの9割 
で現行省エネ基準達成要 

再エネ累計投資予測 50兆円要 

50 

稼働へのハードル＝核廃棄物処理問題+厳しい安全基準 
                     +活断層・地震+地元合意（理解） 

トイレの無い原発 ： バックヤード不備が最大課題 

 原発敷地内の全中間貯蔵施設容量 
約2万ｔ、その内約14000ｔが貯蔵済み、 
残容量は約6000ｔ 
 

六ヶ所村再処理事業の確実な実施が
無理なら、この使用済み2860ｔは各原
発へ返送され残容量 
  6000ｔ－2860ｔ＝3140ｔ 
  平均6～8年分しかない 
 

六ヶ所村 

トラブル続きで未稼働再処
理工場で再処理待機中使
用済み核燃料は2860ｔ 
中間貯蔵施設容量は3000ｔ 
で残容量分140ｔしかない 

むつ市 
5000ｔ中間貯蔵施設 
建設開始、完成？ 

トイレは青森に集中！ 

世界に向け、廃炉処理と再処理技術の 
トップレベルを目指し産業に繋げることが重要！ 

原発稼働は無理！ 
核廃棄物処理、貯蔵問題 

シビアアクシデントが起きたら
狭い国土で逃げ場が無い 

溜まり続けるプルトニュ
ウム１００万kW/基 
で広島原爆の 
千倍の 
核廃棄物 

最終処分に目途が付くまで300年間 
地層処分には10万年、安全証明不可能 
核廃棄物の最終処分地は日本には無い 

 

51 竹林作成 

①原発５７基に要した累積建設費用 約１３兆円 （他に毎年約1000億円周辺町へ） 

    近年稼働は５４基 総発電設備出力４８８５万kＷ １兆円あたり３７６万kＷ 
  これは当時の見通しでは、仕方がなかった？ （1兆円で、 ３kW発電所１００万戸) 

   
②核燃料サイクルのＭＯＸ燃料工場、高速増殖炉（もんじゅ）開発建設に 
  使われた年月は約２０年、未だ完成せず。 
  これに要した費用はすでに１０兆円。財政赤字のなか、全くの無駄遣い。  
  金をどぶへ捨てたも同然、なんの派生技術も、産業も生みだしていない。 
  これが太陽光発電、洋上風力、バイオマス発電、海流発電へ廻っていたら！ 
 
③ひとたび事故を起こせば、取り返しがつかない。 
  現在の日本の原子力発電は国内では使用済み燃料の後始末が出来なく、 
  トイレの無い家のように言われている。六ヶ所村燃料サイクルへ約１６兆円 
  プルトニュウムの原爆利用転換の恐れもある。 
  今後燃料代の高騰もある…太陽光・風・水は無料 
  ウランの運送にも課題（エネルギーセキュリティーに難あり） 
 
④米国ＤＯＥは２０１０年発表で発電単価は２１．９円/kWhと発表 
  経産省は２０１１年１１月原発事故発生の損害賠償は５兆円と試算 
 
   
 
   

原子力関連費用 約４５兆円 

（電事連：今後処理に） 

52 

8.5円以上 

竹林作成 

エネルギー対策特別会計約3500億円 

1）リスクの低減 
 自然災害・人災による事故（人的誤操作、飛行機墜落など）・テロ・廃棄物管理 
 に対する不安などのリスク 
 このリスク回避やシビアアクシデントの発生を想定したリスク管理を徹底しよう 
 とすればするほど、コスト増大 
 防災体制の整備や訓練の実施などを通じ不安感がさらに増大 
2）廃棄物問題の軽減 
 原発所有国は、核廃棄物の処理方法を十分に確定しないままに原発を稼動 
 廃棄物問題は完全にはなくならない（日本の核廃棄物を外国は引き取らない） 
 原発稼働は、次世代のみならず、数十万年先までの人類に問題を先送りし 
 つづけるという倫理的な問題を残す 
3）エネルギー環境政策の改革と温暖化対策推進 
 これまでのエネルギー・環境政策における権益構造が大きく変化 
 再エネや省エネがより強く促進され、中長期的には温暖化対策が推進 
4）新規産業育成 
 政府施策によって再生可能エネルギーや省エネへの投資が安定的になされ 
 るならば、機械産業などで将来の雇用が大きく増加する可能性 
 政府がはっきりとした目標を持てば持つほど投資がそれだけ強く促進され、 
 国際競争力もより強化 

原発ゼロのメリット（推進メリットなし‥ 
                        安定供給、コスト増を防ぐ？） 

ＩＧＥＳ 「ＣＬＩＭＥＴＥ ＲＤＧＥ Ｖｏｌ．14 明日香東北大教授 Ｐ．３ 53 

原子力発電 

＊原発発電・核廃棄技術そのものを理解する 
＊原発の安全性について理解する 
＊原発の外交上位置づけに関する課題を理解する 
＊エネルギー安全保障を理解する 
＊エネルギーと経済の関係を理解する 
＊エネルギーと倫理を考察する 
 

原発について、正しく学び、議論し、関心を持ち続け、 
次世代につけを残さない、脱原発、卒原発へ 

再稼働で、はたして安全が最優先なのか、供給が最優先なのか！
電力が足りなくなると言って再稼働するが、大いに疑問！ 
原子力のシビアアクシデントで、国家そのものがどうなるのか！ 
                   （滅亡するような事態に陥る可能性） 

現時点ではまず、最大限の安全確保をすべきではないのか！ 

54 

セシュム137 ： 半減期30年、無害化に600年 
プルトニウム239 ： 半減期2万4千年、無害化に50万年 

竹林作成 
ウランは限定地域に産出、資源支配が容易‥問題 
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５．再エネを巡る経済と産業 

55 

政治の不安定 
日本は技術開発が遅れている 

 
事業経営者能力不足 
国民も怠けて来たか 

これから省エネ技術で健闘（世界需要1700兆円） 

（科学競争力ランキング27位） 
（研究開発費17兆円、毎年削減国は日本だけ） 

日本エネルギー経済研究所試算 

56 

日経20120711植田京大教授 ＵＮＥＰ資料より 

世界の再エネ投資 

再エネによる産業と地域興し 

出会うことのない未来の人達の事を考えたエネルギー
ベストミックスは？（将来の経済や社会ビジョンは？） 

原発・火力 
 ＊環境面：放射性廃棄物・ 
   二酸化炭素を 
 ＊大量生産型発電は大量 
   生産、大量消費を促す 
再エネ 
 ＊環境面で優位 
 ＊分散小規模でシビア 
   アクシデントはない 
 ＊地域活力創出と産業興し 

ドイツの再エネ産業 

37万人 

再エネ設備投資額推移 

ドイツ連邦環境省、財務省法人統計 

再エネ雇用者数推移 

御
三
家
が
多
い 

風力、バイオマス
から、近年太陽光
へシフト 

57 

2004年約16万人(2004年)2006年約24万人(2006年）   

2010年約37万人（2002年と比較するとほぼ3倍増） 

バイオマス関連は約13万人（2010） 

• 投資産業2010年266億€約3.2兆
円、太陽光は195億€2.3兆円と突
出、全体の73％を占めた 

• 投資2010年バイオマスは27億€、
内発電は15.5億€（1860億円） 

• 温暖化ガス削減1.2億ｔ 

 58 

「エネルギー環境選択肢」における電気代 
電気代：国立環境研究所、大阪大学、慶応義塾大学、地球環境産業技術研究機構の4つ
の研究機関に公式委託発表数値（金額差は2000円～3000円） 

各選択肢経済影響（2030年名目値） 

2011年の半年で、電気料金は 
値上（平均世帯約500円/月） 
今後、さらに化石燃料もウラン 
原料も値上がりするだろう。 
 
化石燃料輸入量は 
原発ゼロシナリオ：65％ 
原発15％シナリオ：55％ 
原発20-25％シナリオ：50％   
であり、エネルギー安全保障と 

いう意味で大きな差があるとは
言えない（東北大明日香教授） 

独り歩き
している 

人口減、産業構造変化、省エネ、
スマートグリッド化などを見てない 

2030年に原発0％なら電気料金は2.1倍 
2030年に原発15％なら1.8倍と試算 

 2.1倍か、1.8倍かの違い 
  

   ★脱原発ロードマップを考える会試算 
       原発稼動を続け使用済み     原発ゼロにした際にそれを補うため 
         核燃料処理費用          に増える燃料費は、ほぼ同じ 
   ★日本総研試算(日経20120808） 
       原発ゼロ（’30年）年間成長率0.06～0.4％減（ＧＤＰ最大45兆円）  

表は国家戦略室発表 

59 

2030年電源構成目安 現実・夢・涙ぐましい努力・痛み 

人口減－300億kWh 
産業構造も変化 

原油ピーク遅くとも2025年 シェールガスピーク？ 
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再エネ賦存量
４８００億kWh 

ＣＯ２25%削減 

＊中央集権的な原発ベースロードという発想自体が時代遅れ（卒原発・脱原発） 
＊今の時代、地産地消を目指す分散型の再生可能エネルギーを全国展開へ 
＊エネルギー消費の見える化、省エネスマートグリッド導入が大きな役割を果たす 
＊蓄電池導入によるピーク対応 
＊電力の自由化は必要、且つ当然の帰結 

バイオマス240 

バイオマス600 

早ければ2017年ピークオイル 

竹林作成 

10940 

9050 

省エネ技術 
一大産業へ 

60 

日独のＧＨＧ／ＧＤＰ／エネルギー消費量トレンド 

グラフのみ武蔵野大・京大一方井教授 
20120603講演資料 

怠けた日本 

35％ 

25％ 

-26％ 

横ばい 

ドイツ 

2011年再エネ電力導入が20％
を超え「化石燃料輸入費が25億
ユーロ減る」 
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61 

今後のエネルギー政策のあり方、効果 
  多次元化する政策目標 

  安定供給、経済性、低炭素性、安全性のバランス  
  節電、節熱、再生エネ､化石エネの効率利用､原発の安全利用の組合せ 
  時間軸（短期･中期･長期）と量的効果、経済性との関連性の明確化 
 再生エネの発電量に占める割合が現在の２倍に膨らんだ場合、ＦＩＴ価格 
 が半値に低下しても、電気代上乗せ価格は月298円と現在の３倍。これを 
 どうするか？負担と普及の両立？ 

 商品開発、技術革新の促進と産業政策見直し、省エネインフラの海外展開 
  廃炉と核廃棄物の原子力技術の継承と人材育成、廃炉までの原発維持？ 
 

  電力産業体制はどうあるべきか 
 電源の多様な選択肢提供と発電分野の競争促進を 
  「国策民営」の原子力政策の再検討-国営化のﾒﾘｯﾄとﾃﾞﾒﾘｯﾄ 
 料金設定の透明性を 
 発送電分離の目的の明確化-機能分離が現実的、持株会社化も検討 
 年平均3.3～4.4兆円投資、見積便益生産誘発額9.1～12.2兆円 
 雇用45.8～62.7万人、エネ自給率10～13％に向上 
 2020年までに年間5,824～8,358万t-CO2の排出量削減 

   
  政策決定プロセスの民主化、透明化 

  司令塔として高まる「エネルギー･環境会議」の役割とエネルギー省創設 
  総合的な国家戦略｛エネルギー､環境､産業､外交､安全保障等｝  

ビジョン 
 
 
目標値 
 
 
ロードマップ 
 
 
行  動 

竹林作成 
62 

６．再エネに思う 

文明の転換点‥視野広く 
将来の国民に責任を負う覚悟 

市民・自治体が学ぶ 
そして行動 

63 

長野県自然エネ導入目標                  

時報ＰＶ+  20120401号 Ｐ５ 小林光慶応大学教授 

阿
部
知
事
推
進 

  地域主導、地域協働型での供給体制を作る挑戦 

省エネ・節電 
－15～－50％ 

自然エネ 
+15～+50％ 

61.2％ 約80％ 100％ 

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
半
減 

再生エネに思う！ 
１．再エネ導入にあたり（今人類は第4次革命へ） 
  ① 省エネ（ライフスタイル転換・節熱・節電） 
  ② 次は再エネ導入の順番 
  ③ 地域ごとに最適な組み合わせを、特性をよく知る 
  ④ 一層の分散型電源導入・変動制御、平準化工夫、蓄電池 
  ⑤ 人口推移、地域経済変動⇒IN・OUT想定 
２．再エネ導入は金儲け   安全安心・地域活性化・国富節減 
  ・太陽熱温水器○ とバイオマス導入（メタンとガス化）を○ 
  ・太陽光発電？：稼働1050hr   
  ・洋上風力発電、海流発電にも研究開発注力 
  ・ＢＤＦ2017年？藻から油は2030年？ 
  ・他、小水力、温泉排熱、地中熱の検討も 
３．再エネによる 地域の自立・原発代替可能性あり！ 
     

   
    

64 

総力戦・総合力 ⇒ 新産業創生、地域再生  
世界の省エネ創エネ、持続可能社会モデルに 

安全 

経済 

？ 

調査し、学び、工夫し、現世代と未来世代のために「行動」を 

65 

1. 私たちは経営者の集まりです。  
  地域に生まれ、育ち、暮らす顔の見える人々ともに働き、地域に支えられ、 

地域を中心の活動とし、経済活動の一翼を担っている、中小企業たちです。  
２．私たちは目指します。  

  経済人としてエネルギーの問題を正面から捉え、地域での再生可能エネル
ギーの 給体制の実現を通じて、持続可能な地域経済と地域社会の自立を。  

３．私たちは問い直します。  

  本当の豊かさとは何かと。「経済」とは単なるお金のやりとりとその周辺での
出来事 だけでなく、「経世済民」 つまり、天下を治め民を救うためのしくみの
はず。 その本来の姿を取り戻すためには「お金のものさし」だけでない「いの
ちのものさし」 が大切だと。  

私達は行動します。  

  私たちが具体的に取り組むべきは、単なる反原発運動ではなく、原発がない
ほうが 健全な国·地域づくりができるという対案を示し、それを実践していくこ
と。 そのひとつは地域でのエネルギー自給のしくみを、最初は小さくともいい
から、 同時多発的に実現させること。たくさんの小さな循環を起こし、 その
ネットワークを創っていくこと。いわば「実践のネットワーク」 

   それが私たちの役割だと任じています。  

エネルギーから経済を考える 
              経営者ネットワーク会議  
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ご静聴 ありがとうございました。 

連絡先：masaotake8@jcom.home.ne.jp 

皆様の再エネ導入にあたり、整理の一助になれば幸い。 
独断偏向的な個所をお許しください。 
今後も、皆さんとともに更に学びたく。 
お気づきの過誤、修正、お知らせいただきたく。 

是非下記へご参加を 
エネルギーを経済から考える経営者ネットワーク会議 
                         https://enekei.jp/ 
ＮＰＯバイオマス産業社会ネットワーク（http://www.npobin.net/） 

http://www.npobin.net/

