
 1 

エネルギー選択宣言 
市民が、暮らしの中でエネルギーを選択する 

 

ふくもと まさお 文 
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はじめに 

 

2008年夏のことでした。ぼくは長崎から薩摩川内に向かうため、鹿児島に向かうバスに同

乗させてもらっていました。バスには、長崎で開かれた原水禁国際大会に参加した一行が乗

っていました。道中、一人の男性がぼくの座っている席にきます。男性は、自分の父親は被

爆者だといいました。男性には、父親を被爆させた原子力を許すことができません。「原子

力で発電された電力は、使いたくない」と、話します。 

電話は、電気なしで使えるアナログ式の古い電話器を使っています。もちろん、留守電機

能はありません。パソコンはもちろんのこと、電気冷蔵庫もありません。どうしても必要な

時は、氷を入れて使う昔の古い冷蔵庫を使います。テレビやラジオどころか、夜は電灯もあ

りません。電気釜はなく、ガスでごはんを炊きます。 

 男性は21世紀になっても、電気を使わない生活を実践していました。それでも、十分に生

活が成り立っていると語ってくれました。 

ぼくは、もう30年以上もドイツで生活しています。ドイツでは1998年、電力の小売りが自

由化されました。その時から、ぼくは再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力だけを

供給してもらっています。日本もドイツのようになれば、この男性は原子力ではなく、再生

可能エネルギーで発電された電力を供給してもらえるはずです。 

 男性が電気冷蔵庫で冷やした冷たいビールを飲む。パソコンやスマートフォンでネット検

索する。電子メールを送る。テレビでナイターを観戦する。電気スタンドで、夜遅くまで読

書をする。電気で、いろいろなことが可能になります。 

それによって、男性の生活が豊かになるとは限りません。でも、最低限ぼくと同じように

電気を使う生活ができるようになるのではないかと思いました。 

ドイツで電力の小売りが自由化された時、たくさんの電力商品が登場します。電力商品が

エネルギー源で区別されていました。消費者はその中から、自分の希望に応じた電力商品を

選択することができます。大きく分けると、従来と同じように火力と原子力で発電された電

力、火力だけで発電された電力、再生可能エネルギーだけで発電されたグリーン電力でした。

基本料金や契約期間も、商品によって異なりました。ぼくは、割高でしたが、再生可能エネ

ルギーだけの電力商品を選びました。 

2011年３月、日本では東日本大震災の影響で東京電力福島第一原子力発電所において炉心

がメルトダウンし、水素爆発が起こります。日本にあるすべての原子炉が停止されました。

原子力で発電された電力はなくなります。でも男性の暮らす九州では、2015年８月に川内原

発一号機が再稼働します。２カ月後の10月には、二号機も再稼働しました。川内原発を運転

する九州電力は、原子力で発電された電力を再び九州全土に供給しはじめます。 

2016年４月１日、日本でも電力の小売りが全面的に自由化されます。消費者は、電力を供

給してくれる小売事業者を選べるようになりました。消費者はようやく、大手電力会社に都

合がいいだけの計画経済的な電力市場から解放されたのです。 

 しかし日本の消費者には、電力を発電するエネルギー源を選択するのが依然として難しく

なっています。石炭や石油、ガスの化石燃料なのか、原子力なのか。それとも、再生可能エ

ネルギーなのか。消費者には、供給される電力の電源が知らされません。消費者が電源を選

択する権利は無視され、電気がこれまで通り電線から強制的に送られてきます。 

日本の送電網（系統）にも、再生可能エネルギーで発電されたグルーン電力が流れていま

す。再生可能エネルギーに特化した小売事業者も登場しました。もし男性に電源を選択する

ことができたら、男性は原子力から解放され、電気を使う生活ができるはずです。 

ぼくは、消費者が電力のエネルギー源を知って、電源から電気を選択するのは消費者とし

ての当然の権利だと思います。それが、消費者の主権です。それにも関わらず、電力を供給

する側が電源構成を開示しないで電源を選択する消費者の主権を奪うのであれば、電力市場

は完全に自由化されたことにはなりません。供給側だけに都合のいい勝手な自由化にすぎま

せん。 
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この状況では、従来の火力や原子力に対して新しい再生可能エネルギーが生き残れるチャ

ンスはありません。これまで電力を供給してきた大手電力会社間で、価格競争が激化するだ

けの話です。 

 再生可能エネルギーは現在、発展途上にあるエネルギー源です。発展途上中に補助され、

すでに長年定着している他のエネルギー源と同じ条件で競争することはできません。保護さ

れてはじめて、公平な競争が可能となります。 

 従来の有限な化石燃料やウラン燃料と異なり、再生可能エネルギーには無限で、環境を汚

染しないという価値があります。その価値が区別されず、選択もできないとあっては、戦わ

ずして負けるのと変わりません。再生可能エネルギーを潰すだけの自由化政策といわなけれ

ばなりません。 

日本では九州電力の川内原発に続き、2016年１月と２月に関西電力の高浜原発の３号機と

４号機が再稼働されました。高浜原発はその後の３月、裁判所の判決で運転停止を余儀なく

されます（４号機は、その前に緊急停止）。2016年８月には、四国電力の伊方原発でも３号

機が再稼働されました。川内原発の原子炉二基は、2016年10月と12月に定期検査のために一

旦停止されます。 

 川内原発のある鹿児島県の三反園新知事は2016年７月、原発の安全性の再点検を求め、原

子炉の一時停止を公約して初当選しました。しかし同知事は、知事の権限に限界を感じて公

約を断念。再稼働を容認する事態になりました。現状では日本全体で政治が変わらない限り、

原子力発電所が次々と再稼働していくことが予想されます。 

 小売りが自由化された現在、北海道の消費者であっても九州電力と電力供給契約を結ぶこ

とができます。九州と北海道では電力の周波数が違い、送電ロスもあるので、実際に九州で

発電された電力が北海道まで送電されるわけではありません。でも九州電力と契約すれば、

名目上九州において原子力発電された電力も供給されることになります。 

原子炉の再稼働が続いていけば、原子力で発電された電力の供給量が増えます。「再稼働

反対」とデモを続けても、この現実から逃れることはできません。 ぼくはそこに、デモの

無力さのようなものを感じざるを得ません。デモを否定しているわけではありません。たく

さんの市民がデモに参加していけば、政治を変える大きな力になると思います。でも現在、

日本で原発反対の声がそこまで大きな力になる可能性はありません。 

 すでに述べたように、電力の小売りが全面自由化されても日本では消費者が電源を自由に

選択することができません。でも、自分の使う電力は自分で選択したい、あるいは原子力で

発電された電力だけはゴメンだという消費者もいるはずです。デモに参加するだけではなく、

暮らしの中において原子力で発電された電力を使わないようにすることはできないでしょう

か。 

エネルギー源が何であろうと、強制的に供給されてくる電力。でも、暮らしの中でエネル

ギー源を選択しながら、その強制から少しでも逃れる術があるはずです。消費者として自分

の希望を満たすためには、暮らしの中で何かできることを実行しなければなりません。 

ぼくたちが使うエネルギーは、電気だけではありません。暖房や冷房、給湯のために必要

となる熱、自動車や鉄道など交通手段に必要となる動力燃料など、いろいろなエネルギーが

ぼくたちの生活と密接に関わっています。電気に限らず、暮らしの中においてぼくたちがす

べてのエネルギーとどう向き合い、エネルギーをどう選択していくべきなのか。ぼくはこの

本で、暮らしの中から考えたいと思います。 

エネルギーを選択するとは、エネルギーが環境や社会、次の世代に与える影響を選択する

ことでもあります。その影響に対しては、ぼくたち現代人にも責任があります。ぼくたちは

消費者として、それを自覚したいと思います。 

 この連載が、そのきっかけになればと思います。 
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１．電力の小売りが全面自由化された 

 

ドイツでは、電源を明らかにして電力の商品価値と魅力を高めた 

ドイツでは1998年４月に改正エネルギー事業法が施行し、電力市場が自由化されました。

自由化すれば電気料金が下がる。それが、自由化の理由の一つでした。でも、電気料金は下

がったとはいえません。化石燃料の高騰などいろいろな要因が重なり、電気料金はむしろ上

がり続けました。 

自由化に伴い、消費者は電力を供給してもらう電力会社を選択するばかりでなく、電力商

品も自分で選ぶことができるようになりました。それまで通り原子力発電された電力の入っ

た電力（よく「クラシック」と呼ばれる）の他、原子力で発電された電力の入っていない電

力商品も登場します。電力商品によって、契約期間や解約期間の契約条件も異なります。電

力会社の供給メニューには、消費者が選択できるたくさんの種類の電力商品が登場しました。 

 再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力だけを供給する小売事業者が、新しく電力

市場に参入します。ただその数は少なく、ナトゥーアシュトローム（Naturstrom、自然電力

の意）社など数社しかありませんでした。既存の電力会社も、再生可能エネルギーで発電さ

れたグリーン電力だけの電力商品をオファーします。特に消費者に一番近いところで電力を

供給する自治体の都市電力公社「シュタットヴェルク（Stadtwerk）」が、大手電力に対抗

するためにグリーン電力の供給に積極的でした。 

当時、ドイツの電力市場には約700社の電力会社がありました。そのうち、約550社が自治

体子会社となる都市電力公社でした。ただ市場はというと、プロイセンエレクトラ、エルヴ

ェエ（RWE）、フェアク（VEAG）、ファウエヴェ（VEW）、エエンベヴェ（EnBW）などの大手

八社が、市場の80％以上を占有していました。それまで発電と高圧送電しか行なっていなか

った大手電力会社。それが、自由化とともに子会社を使って小売市場にも進出します。大手

電力は、ほとんど再生可能エネルギーによる発電を行なっていません。しかしその大手が、

グリーン電力を購入してグリーン電力も商品メニューに入れました。 

一つ注目しておきたいのは、シュタットヴェルク（Stadtwerk）といわれる自治体の都市

電力公社の対応です。自治体電力公社は、都市毎、地域毎に設置されている自治体子会社で

す。地元で発電と配電、電力の小売りを行うほか、暖房と給湯のために熱源を供給します。

公社は電力需要の25％を、自社で発電した電力で供給しなければならないことになっていま

した。しかし、自由化でその義務もなくなります。自由化で競争が激しくなると、経営母体

の小さい自治体電力公社には大手に対抗できなくなる心配がありました。それに対抗する手

段として、公社はむしろ、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力を積極的に売る戦

略に出ます。グリーン電力では、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）で価格が保証されていま

す。その安定さを逆に有効に利用したほうが、大手に対抗しやすいと判断したのでした。 

こうしてドイツの電力自由化では、再生可能エネルギー専門会社のグリーン電力商品の他

にも、かなり多くの再生可能エネルギー電力商品が登場します。 

 自由化後、電力業界が再編されます。大手８社が４社に統合されました。大手はすでに述

べたように、子会社を設立して電力の小売りにも進出します。自治体電力公社を買収するな

ど、大手電力会社は巨大化します。 

ぼく自身は自由化後、グリーン電力だけを供給してもらっています。最初は、割高感があ

りました。しかし価格が安定していたことから、次第に価格差が小さくなっていきました。

数年後には、グリーン電力商品の中にその他の電力商品よりも安いものも登場します。石炭、

石油など化石燃料の高騰で、グリーン電力以外の電力商品の電気料金が急激に上がったから

でした。 

「黄色い電力（Yellow Strom）」という格安電力会社が登場しましす。これは、ドイツ最

古の原子力発電所（オブリヒハイム原発）で発電された電力を格安で売る電力小売事業者で

した。原発が減価償却されてしまっているので、発電コストが安い。だから可能となる格安

ビジネスでした。この古い原子力発電所を所有するのは、大手電力会社の一つエエンベヴェ

（EnBW）。黄色い電力（Yellow Strom）は、その子会社でした。 
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 原発で使われるウラン燃料は、天然ウランを精製したイエローケーキから造られます。こ

の格安電力を「Yellow」と命名する図太さには、ちょっと驚かされました。 

 オブリヒハイム原発は、ドイツ政府が2000年に電力業界と脱原発で合意したことから、

2005年５月に最終停止されます。ドイツの脱原発政策によって、最初に閉鎖された原発でし

た。現在、廃炉工事が行なわれています。 

自由化から20年近く経った現在、電力商品の数は増える一方になっています。電力商品の

価格を比較するサイトがいくつも登場しています。自由化後少し経って、格安電力小売会社

も登場してきました。その内、フレックスシュトローム（Flexstrom）やテルダファックス

（TelDaFax）はすでに倒産してしまいました。 

ドイツでも自由化直後は、日本と同じように電源構成の表示義務はありませんでした。し

かし最初の段階から、自主的に電力商品の電源が明らかにされました。原子力がミックスさ

れているのかいないのか、あるいは再生可能エネルギーだけなのか。電力商品のメニューを

見れば、ぼくたち消費者にも電力商品に含まれている電源を判別することができました。 

 ドイツではこうして、自由化と共に発電する電源を消費者が選択することができるように

なりました。それは単に、電力商品の販売を促進するための企業戦略に過ぎなかったと思い

ます。でも電源を開示することによって、電力商品の商品価値と魅力を高めることになった

のは間違いありません。 

 

電源が違っても電気は電気 

ぼくは、再生可能エネルギーだけの電力を供給してもらっています。しかし、わが家に接

続されている電線は一本しかありません。再生可能エネルギーで発電された電力は、どうや

ってわが家にまで供給されるのでしょうか。 

わが家に供給されるのは、電源が何であろうがすべて同質の電気です。送電線が一本しか

ない以上、供給される電気に違いはありません。再生可能エネルギーの発電施設から直接わ

が家にまで送電線を引き込まない限り、わが家に供給される電力が再生可能エネルギーで発

電されたグリーン電力だと確実に保証することはできません。 

発電施設で発電された電力は、石炭であろうが、原子力であろうが、あるいは再生可能エ

ネルギーであろうが、すべて送電網（系統）に送り込まれます。そこからさらに配電網を通

って、工場やビル、商店、個人住宅に供給されます。送電網と配電網は、発電された電力を

集めるプールのようなものです。そこに入ってしまうと、もう電源を区別することができま

せん。プールには変電所があるので、発電された後の高圧電力は一般家庭でも使えるように

低圧電力に変換されます。たとえある発電施設で発電できなくても、プールに十分な電力が

あれば、停電する心配もありません。 

 自由化前は、大手電力会社毎に供給エリアが決まっており、必要な時にだけ電力会社間で

電力を融通していました。特に日本では、東京電力や関西電力など大手電力会社は会社間で

ほとんど電力をやり取りしていませんでした。日本の自由化前には、大手電力会社毎に一つ

のプールがあったといっても過言ではありません。それが、自由化とともにプールが一つに

なります。 
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電力供給システムの構造（イラスト：たなかゆう） 

 

一旦プールにまとめられた電力が供給されるだけなのに、どうしてわが家に再生可能エネ

ルギーで発電された電力が供給されたことになるのでしょうか。 

 答えは、こうです。 

 再生可能エネルギーに特化したグリーン電力小売事業者であれば、それほど問題はありま

せん。小売事業者が契約した顧客への総電力供給量と同じ量のグリーン電力を購入して、そ

の電力が送電網に給電されたことが証明できれば、グリーン電力が供給されたことにします。 

再生可能エネルギーだけではなく、火力や原子力で発電された電力商品も販売している小

売事業者の場合も、基本は同じです。電力を供給する小売事業者の帳簿の上だけで電源を区

別します。小売事業者とグリーン電力供給契約を結んだ世帯全体に供給された電力量が、小

売事業者が購入したグリーン電力量と帳簿の上で一致するか、あるいは後者のほうが前者よ

りも多ければ、グリーン電力が供給されたことにします。 

 ただ、グリーン電力の需要に十分なグリーン電力が常に送電網、配電網にある必要はあり

ません。年間の電力量として帳簿の上で辻褄が合っておれば、それでいいとします。それを

もって、グリーン電力が「物理的に」供給されたとします。 

ぼくが契約している小売事業者の場合、毎年年末の締めになると、同社で供給した年間の

総グリーン電力量と購入した年間の総グリーン電力量が同じであることを示す書類を送って

きます。このように、年間単位でグリーン電力の購入量と供給量が一致しておれば、グリー

ン電力が「物理的」に供給されたことにします。 

電力小売り自由化後すぐにグリーン電力に切り換えた時、ぼくもそのことを知りませんで

した。そのため、どうやって電源が再生可能エネルギーだと消費者にわかるようにするのか

と、供給先の小売事業者に電話で問い合わせました。その時の返事は、「わからない」でし
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た。当時は、まだそういう状況でした。それでもグリーン電力を商品メニューに載せていた

のですから、今から思うと何といいかげんだったのかといわざるを得ません。 

グリーン電力の年間購入量と供給量が帳簿上辻褄が合っても、グリーン電力が常に供給さ

れていたという保証はありません。グリーン電力の発電量が少ない時間帯には、その他の電

源で発電された電力が供給されていた可能性もあります。しかし年間全体の電力量で整合性

があれば、それでいいとします。 

1998年の自由化直後、ドイツの消費者全体の約４％が再生可能エネルギーによるグリーン

電力商品を選んだといわれます。その当時、グリーン電力の発電量は年間発電量全体の４％

程度でした。それが今、約32％になっています（2016年末時点）。ドイツでは現在、時間帯

と天候によってはすべての電力需要をグリーン電力だけで満たしている時間帯が増えてきま

した。電力需要の少ない夜間に風が吹いて風力発電量が増えると、その他の電源で発電され

た電力は不要になります。 

 

グリーン電力は証明されなければならない 

たとえ小売事業者の帳簿において再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の購入量

と供給量がマッチしても、それだけではグリーン電力が供給されたことにはなりません。電

力が再生可能エネルギーで発電された電力であること、さらに帳簿に記載されている数値が

正しいことが証明されなければなりません。 

 ドイツでは一時、あるグリーン電力専門の小売事業者がグリーン電力の発電量が少なくて、

原子力で発電された電力をグリーン電力として供給していたことがあります。こうしたごま

かしがないように、監視する必要があります。 

まず、再生可能エネルギーの発電施設が法的に規定された条件を満たしているかどうかを

審査し、再生可能エネルギー発電施設として認定します。設備認定です。再生可能エネルギ

ーと指定されたエネルギー源を使って発電し、施設の発電容量と発電施設から送電網への接

続が法的に定められた基準にしたがっているかどうかなどを検査します。大型ダムなどの大

規模水力発電施設は、再生可能エネルギーとは認められません。それが第三者検査機関によ

って審査され、認定されます。ドイツでは、認定された再生可能エネルギー発電施設／事業

者が環境省の下級官庁である環境庁に登録されます。 

日本では現在、グリーン電力を取引することに関しては設備認定までしか規定されていま

せん。今後さらに、グリーン電力とその電力量を認証する制度が必要になります。 

 

ＦＩＴ電力は、グリーン電力として扱われない 

次に、送電網に供給された電力が再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力であり、

その電力量が消費者に供給された電力量と一致することを証明します。ここで注意しなけれ

ばならないのは、ドイツにおいても、日本においても、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の

枠内で再生可能エネルギーによって発電された電力が、市場では「グリーン電力」として取

り扱われないということです。ドイツでは、この電力のことを「グレー電力」と呼んでいま

す（以下では、 「ＦＩＴ電力」とします）。電源表示義務のない日本では、この電力だけ

が「ＦＩＴ」と表示されることになりました。 

固定価格買い取り制度は、再生可能エネルギーの促進を目的に再生可能エネルギーで発電

された電力を流通価格よりも割高な固定価格で買い取ることを規定した制度です。固定価格

は太陽光や風力など電源毎に異なり、発電施設の発電容量などに応じて規定されます。固定

価格は新設される発電施設に対して規定され、その額は通常、毎年引き下げられます。しか

し一旦確定した固定価格は、発電施設稼働後20年間有効となります。 

 ドイツの制度では、再生可能エネルギーで発電された電力を他の電源で発電された電力よ

りも優先的に買い取ることが義務付けられています。しかし日本の制度には、この優先買い

取り義務がありません。 

本来グリーン電力であるはずの電力が、なぜ「グリーン電力」とされないのでしょうか。 

それは一つに、ＦＩＴによる負担をすべての電源に共同で分配するためです。そのためＦ

ＩＴ電力は、その他の電源で発電された電力と同等に扱います。もう一つの理由は、固定買
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い取り制度によって市場の流通価格より割高となる電力に以下の項で述べる電源証明証書を

つけると、再生可能エネルギーの電力価値が二重に高くなるからです。 

 ドイツでは2014年末時点において、再生可能エネルギーによって発電された電力の割合は

約27％でした。そのうちＦＩＴ電力が23％で、残りの約４％がＦＩＴの恩恵を受けずに市場

で取引されるＦＩＴ外電力でした。 

  再生可能エネルギーの発電に占める割合は27％です。でも消費者に供給される電力には

、ＦＩＴ電力が平均で約38％含まれているとします。こうして、すべての電力商品にＦＩＴ

の負担を共同分配します。 

 でもどうして消費者向け電力商品では、ＦＩＴ電力の全体に占める割合が実際の23％では

なく、それよりも1.5倍以上も多い38％になるのでしょうか。 

 それは、ドイツでは電力消費の多い企業にＦＩＴ負担が免除されているからです。その分

、消費者の負担が増えます。再生可能エネルギーの割合の少ない初期段階では、問題ありま

せんでした。でも再生可能エネルギーの割合が高くなるにつれ、消費者の負担するＦＩＴ電

力の割合が増えます。さらに、電力取引市場で取引される卸電力価格も下がってきました。

その結果、卸価格とＦＩＴ制度による固定価格との差額がより大きくなります。その差額を

消費者が電気料金で負担します。それが、ドイツで消費者の電気料金が高騰している原因で

す。ＦＩＴ負担を免除されている企業と消費者の間で、不公平さが拡大します。 

 

市場においてグリーン電力とは何か 

ドイツの市場において、「グリーン電力」はどう定義されているのでしょうか。 

 ドイツでは、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の枠外で再生可能エネルギーによって発電

された電力（ＦＩＴ外電力）だけが「グリーン電力」とみなされます。自由化の初期段階で

は、こういう電力はほとんどありませんでした。ドイツでも2014年末時点で、ＦＩＴ外電力

はまだ電力全体の４％しかありません。 

ドイツでは2014年１月から、ＦＩＴ外電力であるグリーン電力に新しい電源証明制度が導

入されています。それまでは、ＦＩＴ外のグリーン電力であることを認証するだけの再生可

能エネルギー認証制度が2002年から採用されていました。古い制度では、再生可能エネルギ

ーで発電したという付加価値を証書に付与し、それを直接の電力の取引とは関係なく、証書

の取引だけでグリーン電力の取引を証明しようとするものでした。証書の中間取引の実態は、

把握されていませんでした。 

それに対して現在採用されている電源証明制度は、証書の取引の流れをしっかり把握しま

す。証書の流れに応じて、できるだけグリーン電力の流れを追跡しようとするものです。新

制度ではまず、グリーン電力を取引する発電事業者とその発電施設、送電事業者、配電事業

者、中間取引事業者、小売事業者を電子登録します。証書がこれら事業者間で取引される毎

に、その流れが電子登録簿に記録されます。 

電子登録簿は、ドイツ環境省の下級官庁である環境庁によって運用されています。登録さ

れた発電施設から電力が送電網に送られると、その電力量が施設と送電網の接続点にある電

力計で自動把握されます。そこで測定される電力1000ｋＷｈ毎に、電源証明証書が一枚電子

的に自動発行されます。ただし、証書は１カ月毎にしか発行されません。 

 その証書が卸電力取引事業者ないし小売事業者に買い取られると、発電事業者側に登録さ

れていた証書は「売却済み」と記録されます。売却済みとなった証書は、証書を買い取った

業者の申請によってその業者に新登録されます。グリーン電力を消費者に供給する場合、小

売事業者は所有する証書を「供給済み」と登録し、供給済みとなった証書の番号を供給した

消費者の請求書に記載することが義務付けられます。 

電源証明証書は、送電網の中にグリーン電力が送電されたことを証明するにすぎません。 

発電事業者と小売事業者間で直接取引するか、電力の購入と供給の同時性を追求しない限り、

証書とグリーン電力を一対一で取引するのは不可能です。証書は、送電網に送られた電力の

一部を証書に記載された電力量分だけグリーン電力として販売、供給する権利を認めている

にすぎません。 
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 たとえ証書の取引が電子的にしっかり把握されても、証書を取引した後にすぐに電子登録

しなければ、グリーン電力を取引したことにはなりません。その分を後で取り返すために原

子力で発電された電力を供給しても、グリーン電力電源証明証書を使ってそれをグリーン電

力だとすることもできます。こうしたごまかしは、防ぐことができません。 

消費者にグリーン電力だけを供給する場合、ＦＩＴ電力が約38％含まれていることを前提

として、残りの電力に電源証明証書を集めます。ただドイツでは、ＦＩＴ外で再生可能エネ

ルギーによって発電された電力にしか電源証明証書が発行されません。その量には、限界が

あります。それに対してドイツ以外のＥＵ加盟国では、ＦＩＴ電力にも電源証明証書が発行

されます。そのためドイツでは、国外で発電されたグリーン電力が輸入される割合が多くな

っています。 

ＦＩＴ外電力は卸市場において、他の電力よりもかなり割高で取引されています。国内で

発電されたＦＩＴ外電力だけを購入していては、価格競争に勝てません。オーストリアやノ

ルウェー（ＥＵ加盟国ではありませんが）などから既存の水力発電施設で発電された安いグ

リーン電力を購入します。格安グリーン電力として販売されている電力のほとんどは、国外

の水力発電によるものです。 

 こうして、ドイツの電力市場では再生可能エネルギーで発電された電力の取引量が増えて

きました。しかし、既存の水力発電に対する依存度が増えるだけでは、本来増やすべき国内

での風力発電や太陽光発電の割合が増えません。ドイツには、まだこうした矛盾があります。 

 

グリーン電力商品を認証する 

これまで見てきたように、再生可能エネルギーで発電された電力を巡る公的な制度はとて

も複雑です。消費者には、簡単に理解できるものではありません。ＦＩＴ外電力を電源証明

証書によってグリーン電力として認証する公的な制度だけでは、グリーン電力が実際に供給

されたことは保証されません。グリーン電力が本当に供給されたのかどうか、消費者は小売

事業者のいうことを信用する以外にありません。 

小売事業者の帳簿において、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の購入量と供

給量が「物理的に」一致しているのかどうか、第三者によって検査されなければなりません。

そうしないことには、グリーン電力に対して消費者の信頼を得ることができません。 

ドイツでは環境団体や消費者団体などの民間団体が共同で、独自にグリーン電力商品を認

証して、基準に合格したグリーン電力商品に認証ラベルを与える認証制度を立ち上げました。

その他、ドイツの第三者検査機関であるテュフ（TÜV、ドイツ技術検査協会）のノルト

（Nord）、ズュート（Süd）、ラインラント（Rheinland）もグリーン電力商品を認証し、そ

れぞれ独自のラベルを発行しています。その他民間企業による認証ラベルも含めると、現在

12種のラベルがあります。 

テュフ（TÜV）は、政府や公共団体の委託を受けて自動車や機械、電気機器、産業プラン

トなどの安全検査や認証を行なう民間検査機関です。これまで立地州の委託を受けて、原子

力発電所の建設・運転許認可手続きにおいて安全性検査も行なってきました。脱原発を決定

したドイツでは、原子力発電に係る検査はいずれ必要なくなります。テュフは将来を考え、

原子力発電検査ビジネスから再生可能エネルギーの認証ビジネスへと検査サービスを移管し

ているともいえると思います。 

 認証サービスもビジネスです。できるだけ多くのグリーン電力商品を認証して、利益を上

げなければなりません。認証基準が高すぎるとコスト高になり、小売事業者から敬遠される

心配があります。逆に基準が低すぎると、グリーン電力商品として消費者から信頼を得るこ

とができません。認証ラベルには高基準のラベルから低基準のラベルと、ニーズに応じてい

ろいろなレベルのラベルがあります。それは同時に、グリーン電力商品にもその品質にいろ

いろなレベルがあることを意味します。 

認証ラベルは、グリーン電力の発電事業者や小売事業者に与えられるのではなく、グリー

ン電力商品そのものに与えられます。原則として、電源証明証書のある電力だけを対象とし

ます。 
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認証ラベルによって検査基準と対象が異なり、必ずしもすべてのラベルが信用できるわけ

ではありません。テュフ（TÜV）のラベルの場合、検査する機関とラベルを発行する機関が

同じで、それぞれが独立していないという問題も指摘されています。その他、民間企業の発

行する認証ラベルでは、民間企業が公的な認証制度や大手電力会社と関わりがあるなど、第

三者として独立性に欠けるという問題もあります。 

ドイツ北西部ニーダーザクセン州の消費者協会は認証ラベルを評価し、その結果を2016年

１月に公表しました。それによると、以下の項に挙げる「グリーン電力ラベル（Grüner 

Strom Label）」と、ＷＷＦドイツとエコ研究所、ノルトライン・ヴェストファーレン州消

費者協会による「オーカーパワー（ok-power）」、それにテュフの一部のラベル以外は、グ

リーン電力の認証ラベルとしては推薦できないとしました。 

 消費者にとっては、有機食品ラベルのように、ドイツあるいはＥＵ域内で統一された基準

にしたがったラベルができれば一番わかりやすいと思います。しかしグリーン電力では、ま

だそこまで至っていません。 

 

認証ラベルが再生可能エネルギーを促進する 

ニーダーザクセン州消費者協会から「とても推薦できる」認証ラベルだと、ただ一つ最も

高い評価を得たのが「グリーン電力ラベル（Grüner Strom Label）」です。ラベルを設立し

たのは、ＢＵＮＤ（ドイツの地球の友）などドイツの主要環境団体３団体と消費者団体、核

廃絶を求める医師の団体、平和と将来への責任を主張する自然科学者の団体、再生可能エネ

ルギー促進団体の７団体です。ドイツの電力市場が自由化された1998年に設立されました。

同ラベルは現在、電力だけではなく、再生可能エネルギーによって製造されたグリーンガス

にもラベルを発行しています。 

 

 
（グリーン電力ラベル） 

 

ラベルは、再生可能エネルギーの発電施設に対して独自の詳細な環境技術基準を設けてい

ます。その基準を満たす発電施設で発電された電力でない限り、グリーン電力とは認められ

ません。グリーン電力小売事業者が再生可能エネルギー発電事業者から直接グリーン電力を

購入することを求め、公的な電源証明証書はそれに登録された電力と別々に売買されてはな

りません。電力供給契約を結んでいる発電施設をホームページなどで公開することも求めま

す。電力商品が地産地消を目的としているかどうかも、重要なポイントになります。 

ラベルがさらに重要視しているのは、再生可能エネルギーの拡大です。電気料金に、再生

可能エネルギー発電施設の建設を補助する資金が含まれていなければなりません。年間電力

消費が１万ｋＷｈまでの場合、電気料金から１ｋＷｈ当たり最低１セント（1.3円相当）を

新設される再生可能エネルギー発電施設に補助します。補助対象はドイツ国内に限定され、

小売事業者のホームページなどで情報を公開します。 

 グリーン電力小売事業者が、原子力発電や石炭火力発電に関わっていることも禁止します。

そのため、大手電力傘下の小売事業者の電力商品は、同ラベルを発行する対象とはなりませ

ん。グリーン電力に特化した小売事業者の電力商品だけが、ラベルの対象となります。 
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小売事業者の電力購入量と供給量は、年間ベースで「物理的に」検査されます。グリーン

電力ラベルのクラフォナラ事務局長によると、「現段階では、発電と供給の時間的な同時性

を求めるのは無理だ。そのために、無用に検査コスト負担を増やすのも意味がない」と説明

します。発電と供給の同時性が持続的に維持されるのを求めると、現段階ではまだ多くを水

力発電に依存しなければなりません。「それは、風力発電や太陽光発電など小型の再生可能

エネルギー発電施設を設置していくことの意義に反する」と、クラフォナラ事務局長は指摘

しました。 

現在ドイツにおいて、グリーン電力の供給契約を結んでも、グリーン電力が常に供給され

るという保証はありません。グリーン電力だけを販売している小売事業者の中でも、この点

でとても厳しい基準を設けているのは、グリーンピース・エナジー社です。同社は現在、発

電と供給の同時性を一五分単位で維持することを目標にしています。一五分単位で電力購入

量と供給量が物理的に一致しなければなりません。 

 日本では、グリーン電力小売事業者に対して三〇分単位の同時同量性を義務付けています。

まだグリーン電力の発電量自体が少ない日本において、この条件を課すのはとても酷だと思

います。グリーン電力小売事業者をつぶす規定としか思えません。 

グリーン電力ラベルを与えられた電力商品は、二年毎に審査を受けます。これは、年間単

位の物理的な供給を２年毎に検査するということです。審査結果によっては、小売事業者に

改善を求めることもあります。クラフォナラ事務局長によると、ラベルの中立性と独立性を

確保するため、検査は第三者機関に委託し、ラベルを付与するかしないかを同ラベルの組織

で独自に判断します。 

 グリーン電力ラベルの基準は、ドイツで最も厳しいものとなっています。クラフォナラ事

務局は、「グリーン電力小売事業者の中には、同ラベルを敬遠する事業者もある」といいま

す。でもグリーン電力を認証する以上、「グリーン電力を供給される消費者の信頼を得るた

めには、これくらい厳しい条件を満たすのは当然だ」とも強調しました。その厳しさにも関

わらず、グリーン電力ラベルが認証する電力量は年々増えています。 

ラベルが設立された当初、再生可能エネルギーで発電された電力はドイツの発電量全体の

４％程度にすぎませんでした。ほとんどが固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の枠内で発電さ

れた電力です。市場には、「グリーン電力」とされるＦＩＴ外電力がほとんどありませんで

した。そのため当時は、原子力発電や石炭火力発電を行なう大手電力会社との関係がない限

り、実際には再生可能エネルギーで発電された電力でなくても、再生可能エネルギーの促進

を目的とした電力商品にラベルを発行しました。たとえば、自治体電力公社がコジェネレー

ションシステムで発電した電力です。ただし、電気料金の一部で再生可能エネルギー発電施

設の建設を補助することを前提にしていました。 

 これは自由化当初、グリーン電力不足に苦しむグリーン電力小売事業者を支援することに

もなりました。クラフォナラ事務局長は、「日本のようにまだ十分にグリーン電力のない状

況では、グリーン電力ラベルのように認証と促進を結び付けた認証システムがとても重要

だ」と強調します。 

再生可能エネルギーで発電された電力が増えるにつれ、同ラベルは実質的にもグリーン電

力を認証するラベルへと変わっていきます。ただ、グリーン電力市場では現在、激しい価格

競争で生き残るためにノルウェーなどで水力発電された安価な電力が輸入されているのも事

実。それでは、国内で再生可能エネルギーを増やすことには役立ちません。 

 現在、同ラベルが認証する電力の約60％（2014年時点）はドイツ国内で発電されたグリー

ン電力です。残りが、オーストリア、スイスなど隣国で水力発電された電力です。この60％

という割合は、グリーン電力商品の中でも格段に高いものになっています。 

 

ドイツのグリーン電力小売事業者はどうしていたのか 

ドイツで信頼できるグリーン電力小売事業者は現在、エヴェエス・シェーナウ（EWS 

Schönau）、グリーンピース・エナジー、リヒトブリック（Lichtblick、光明の意）、ナト

ゥーアシュトローム（Naturstrom、自然電力の意）の４社しかありません。４社は、ドイツ

全国でグリーン電力を販売しています。その他、マン・ナトゥーアエネルギー（Mann 
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Naturenergie）とポラーシュテルン（Polarstern）が特定の地域だけでグリーン電力を供給

しています。この２社の販売量は、それほど多くないと見られます。 

ドイツではここ15年間、グリーン電力に特化した小売事業者は４社から６社しかありませ

ん。グリーン電力市場が、急速に成長しているわけでもありません。グリーン電力市場が発

展しない大きな原因は、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）で補助される電力がグリーン電力

として取り扱われないからです。グリーンピース・エナジーなどは、この状態ではグリーン

電力小売事業者が本当にグリーン電力を供給しているのかどうか、消費者の信頼を得ること

ができないと現行の制度を厳しく批判します。 

自由化直後、需要を満たすのに十分なグリーン電力がありませんでした。グリーンピー

ス・エナジーは当初、再生可能エネルギー発電施設の建設を補助する料金体制で、半分を再

生可能エネルギーで発電された電力で、残り半分をコジェネレーションシステムで発電され

た電力でミックスして「グリーン電力商品」として販売していました。現在、コジェネレー

ション電力はほとんど含まれていません。最低10％を国内で風力発電されたＦＩＴ外電力と

することを規定し、その割合を毎年引き上げるよう努力しています。 

グリーン電力が十分にない中、グリーン電力小売事業者はどのようにして消費者の信頼を

得てきたのでしょうか。グリーンピース・エナジーで広報を担当するラシュさんは、「でき

るだけ透明にした」といいます。この透明というのは、グリーン電力を常時供給することが

できなければ、それを正直に消費者に伝えるということです。グリーン電力を購入している

発電事業者も公開しました。同社のサイトに「電力バロメーター」を設け、実時間で供給さ

れているグリーン電力の割合を公開してきました。 

ラシュさんはその経験から、「この透明性がとても大切だ」と日本のグリーン電力小売事

業者にアドバイスします。 

 ドイツでの経験からすると、グリーン電力の販売に係る実態を隠さずに伝えていけば、環

境意識の高い消費者は電気料金が割高で、グリーン電力が常に供給されていなくても、グリ

ーン電力を希望します。ドイツでは、民間レベルで発行されたグリーン電力認証ラベルがグ

リーン電力商品の透明性を示し、消費者から信頼を得ることに大いに役立ってきました。日

本でも、ドイツのようなグリーン電力認証ラベルが生まれることを期待します。 

 

市民がエネルギーの地産地消を実現 

ベルリンから南西方向に車で１時間半ほど走ったところに、フェルトハイムという小さな

村があります。面積は16平方メートル、住民130人で、37世帯しかありません。すべて農家

です。その村が世界中の注目を集めています。村では、住民自らが投資して電力を供給する

配電網と、熱源を供給する地域熱配管網を設置しました。 

きっかけは、村近くにできた約40基の風車からなる風力発電パークでした。風力発電パー

クは1994年から順次建設され、10年ほどかけて今の規模になりました。地元の農業協同組合

が1998年に、農業から出る家畜の糞とトウモロコシの収穫後に残る葉や茎を使ってバイオガ

ス発電もはじめました。村の住民有志が、地元で発電された電力とバイオガス発電によって

出る熱を村で使うべきだと立ち上がります。 

村の住民と風力発電パークを建設した企業が協議を重ね、住民が資金を出して独自の配電

網と熱配管網を設置することになりました。そのために、組合と会社も設立しました。熱の

供給が2009年末に、電力の供給が2010年秋にはじまります。 

この試みに参加する住民１人当りの負担額は、全体で約3200ユーロ（2010年１月のレート

で約40万円余り）。減価償却に15年かかります。 

住民には現在、１ｋＷｈ当たり16.6セント（2015年末のレートで約22円）で電気が供給さ

れています。この料金は10年間、つまり2010年まで保証されています。ドイツでは、電気を

年間3500ｋＷｈ消費する一般家庭の１ｋＷｈ当たりの平均電気料金は2010年で24セント（約

31円）、2015年で29セント（約38円）です。 

 フェルトハイムでは、電気代がかなり安いことがわかります。１ｋＷｈ当たり平均で、約

10セント安くなっています。電気の年間消費を3500ｋＷｈとすると、電気だけで年間350ユ
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ーロ節約できます。減価償却期間の15年で、5250ユーロ節約できる勘定になります。初期投

資が3200ユーロなので、十分に元が取れます。 

風力発電パークで発電された電力は、平均でその半分が村に供給されます。余剰電力は固

定買い取り制度（ＦＩＴ）で売電されます。風力発電では、発電量が天候によって変動しま

す。電力が不足すると、バイオガス発電で発電された電力を村に供給します。その余りはＦ

ＩＴ制度で売電し、廃熱を地元の暖房と給湯の熱源として供給します。 

 地元の熱需要は夏に少なく、冬に多くなります。夏は問題なくても、冬の寒い時に熱供給

量が不足する心配があります。そのため、おがくずを燃料とするボイラーをリザーブとして

設置しました。夏の余剰熱については、熱の需要家をつくるためにソーラーパネルの架台を

製造する工場を誘致しました。バイオガス発電後に残った残さは、家畜の飼料として地元の

農地で利用します。 

フェルトハイムでは、こうして再生可能エネルギーだけでエネルギーの需要を満たしてい

ます。住民自治によって、完全なエネルギーの地産地消を実現しました。ドイツでも、まだ

数少ない事例の一つになっています。 

 2015年９月には、余剰電力を蓄電して地元で使うことができるように１万ｋＷの蓄電池も

稼働しました。 

 

 
フェルトハイムの風力発電パーク 

 

エネルギー自治を目指す市民 

ドイツ南西部に広がる「黒い森」に、シェーナウという町があります。町では1986年４月

に起こった旧ソ連チェルノブイリの原発事故を機に、医師や学校の先生など市民有志が立ち

上がりました。「原子力で発電された電力はゴメン」と、市民はドイツ全国からの支援を得

て市民電力会社を設立します。1990年末のことでした。市民は、地元の配電網を買い取ろう

とします。当時、「電力パルチザン」と呼ばれていました。それが、現在のエヴェエス・シ

ェーナウ（EWS Schönau）です。ドイツ全国でグリーン電力を販売しています。 

 1996年３月の住民投票で、地元住民から住民が配電事業を行なうことの支持を得ます。そ

れまでは、挫折の繰り返しでした。住民が配電事業を行なうには、地元配電会社の所有する

配電網を買収しなければなりません。市民たちは1997年３月、銀行融資や市民からのカンパ

を得て570万ドイツマルク（当時のレートで約３億4000万円）で配電網を買い取りました。

その後、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の配電、小売事業をはじめます。 

ドイツでは、各家庭に電力を供給する配電線が公共道路下に埋設されています。電気料金

にはその道路使用料が含まれており、地元自治体に支払われます。配電事業の公共性を維持

するため、配電網のために道路を使用する権利を誰に与えるのか、二〇年毎に公共入札で決

めます。一般市民にも、十分な資金と配電事業を行なうだけの能力があれば、応札すること

ができます。シェーナウの住民たちは、その制度を利用して配電網を獲得したのでした。そ

れによって、原子力に依存せず、再生可能エネルギーだけによるエネルギーの住民自治をは

じめます。 

シェーナウは、人口2000人余りの小さな町。再生可能エネルギー100％化を実現したフェ

ルトハイムも、人口130人の小さな村にすぎません。その小ささ故に、エネルギーの住民自
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治を実現できたのでした。この二つの事例は、小さな自治体からはじめていけば、エネルギ

ーの住民自治が可能であることを示しています。そのためには、住民自身が再生可能エネル

ギーで発電するよりも、住民が配電網を所有して電力の供給を自治管理するのがとても大切

であることがわかります。 

電力会社に依存しないで、エネルギー供給を住民自治化する動きは、ドイツでは小さな自

治体ばかりでなく、大都市にも広がってきました。ドイツ北部の大都市ハンブルクでは、電

力小売りの自由化直後に都市電力会社がスウェーデンの大手電力バッテンファル

（Vattenfall）に売却されていました。しかしハンブルクの住民は2013年９月、住民投票で

民営化された配電網の再公営化を支持します。ドイツ南西部の大都市シュツットガルトでは、

住民投票で住民による配電網の買い取りが過半数の支持を得ました。 

住民投票には、行政上の拘束力がありません。しかしハンブルクでは、市が設立したグリ

ーン電力小売事業者がすでに配電網を買収し、再公営化を実現しました。今後さらに、天然

ガス網と地域熱供給網を再公営化する計画です。 

 

電力の送電と配電のために託送料を支払う 

電力はすべて、電源が何であろうが、発電施設から送電網と配電網を経由して消費者に供

給されます。電力小売りが自由化されるまで、電力会社は自社管轄地域において、自社の送

電網と配電網を使って自社で発電した電力を供給していました。 

自由化とともに、自社で発電した電力ばかりでなく、自社の送電網と配電網を使って他社

で発電された電力を供給しなければならなくなります。他社の電力を送電、配電する場合、

送電網と配電網を持つ電力会社は、電線の使用料である託送料を請求します。 

たとえば、青森に住む住民が東京電力と電力の供給契約を結んだとしましょう。その場合、

青森の住民には系統（送電網）から電力が供給されるにすぎません。でも電力は名目上、東

京電力の発電施設から東京電力と東北電力の送電網、配電網を使って供給されたとみなしま

す。電力を送電、配電した分の託送料が、東京電力から東北電力に支払われます。託送料は

さらに、東京電力が青森の住民から電気料金の一部として回収します。 

ここで、他社で発電された電力に高額な託送料が請求されてはなりません。さもないと、

自社の送電網や配電網を持たない新規参入者が不利になります。事業者が誰であろうと、平

等で公平な託送料が必要になります。 

それを実現するため、送電、配電事業を行なう事業者を発電事業者と小売事業者から分離

します。それによって、電力市場において公平に競争できる基盤を確保します。それが、次

の章で述べる発送電分離です。送電事業者と配電事業者を発電事業者や小売事業者と子会社

関係や系列関係にない、中立な立場にします。しかし、その中立性を確保するのは難しい問

題です。 

ドイツでは、発送電分離が完全に実施されるまでに10年以上もかかりました。自由化後も

長い間、送電網や配電網は大手電力会社の子会社によって運用されていました。ドイツは、

託送料の額を業界の自主規制に任せます。これが、すぐに大きな問題となりました。送電網、

配電網を所有する大手電力会社が、自社に有利なように勝手に託送料を決めました。新規参

入者は、業界で権力を握る大手電力のいいなりになるしかありませんでした。政府が何度と

なく改善を求めますが、なかなか改善されません。電力市場が自由化されても、公平な競争

は不可能でした。 

ドイツでは、送電網と配電網の利用を監視、規制する国の機関が設置されてようやくこの

不公平な状態が改善されます。 

日本でも、小売りの全面自由化と発送電分離は同時に開始されません。発送電分離が遅れ

て実施されます。ただ日本では、送電網（系統）を全国で広く運用する仕組みがすでにはじ

まっています。「電力広域的運用推進機関」という独立した組織がすでに設立されています。

これは、送電網と変電所をそれを運用する大手電力会社から独立させ、新規事業者も系統を

公平に利用できることを支援、管理する機関とされています。 
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日本では電力全面自由化に伴い、電気料金を電力供給に係るすべての原価に基づいて決め

る総括原価方式が廃止されました。ただ、これまで総括原価方式で電気料金に加算されてい

たコストが、託送料で回収されます。託送料に、総括原価方式を残そうという魂胆です。 

核燃料再処理コストと原子力研究や原発立地対策として原発の立地する地域に渡される電

源開発促進税が、託送料に加算されることになりました。本来、原子力発電にだけ係るコス

トです。それが、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の託送料にも加算されます。

また、事故を起こした福島第一原発の廃炉費用も託送料に加算して、電力消費者全体で負担

する枠組みが造られようとしています。それでは、グリーン電力を公平に扱っていることに

はなりません。 

 今後日本において発送電分離が実現されても、送電事業者と配電事業者が大手電力会社の

子会社となる見込みです。それでは、独立して中立な立場で事業を展開できません。託送料

においても、不公平がより拡大されようとしています。市民は自由化が公平に行なわれるよ

う十分に監視し、必要に応じて異議を申し立てていかなければなりません。 

 

電力小売事業者を変える 

ドイツの場合、自由化後に起こった問題は託送料の問題だけではありません。小売り自由

化に伴って消費者が電力供給契約を解約すると、元の電力会社からいやがらせを受けました。

たとえば、 解約と同時に電力の供給がストップされました。解約した場合、契約が失効す

るまでに三カ月の解約期間があります。その期間は、元の電力会社が電気を供給しなければ

なりません。しかし事前通知もなく、三カ月を待たずに電気を切られて電気のない生活を余

儀なくされた消費者がいました。 

 ドイツでは、毎月支払う電気料金が前年の消費量をベースに電力会社側が計算した定額料

金となっています。年末に実際に消費した量で年間消費額を算出し、その差額を精算します。

その時に、追加料金を請求されることもあれば、払い過ぎで払い戻されることもあります。

払い過ぎがあっても、解約後に元の電力会社が返金しないケースもありました。解約後に、

本来契約にない解約料を請求された消費者もいました。 

 新しく契約した小売事業者が、電気メータを読み取れないことも起こりました。電気メー

タが元の電力会社のものだからです。そのためドイツでは、ガスや水道、暖房熱源、電気の

消費量の読み取りを、第三者企業に委託するようになります。 

これらの問題は、電力業界内で事前に話合って合意されておれば起こらなかったはずです。

でもドイツでは、自由化後電力大手が新規参入業者にいやがらせ行為をして、市場から閉め

出そうとしました。 

現在、消費者は契約を自分で解約しなくてもいいようになっています。新しく供給契約を

結んだ小売事業者が、解約手続きをします。2005年に電力市場の公平な競争を監視、規制す

る機関が決まると、いやがらせもなくなっていきました。 

日本では自由化と同時に、新たに供給契約を結んだ業者が解約手続きを行なうことになっ

ています。電気メータについても、通信機能のあるスマートメータへの切り替えが行なわれ、

通信機能を使ってメータの読み取りができます。ドイツで起こったような大手電力会社によ

るいやがらせ行為が、日本では起こらないよう願って止みません。 

 

日本では、消費者の主権を無視 

日本で2016年４月１日から電力の小売りが全面自由化されたと聞いて、ぼくは日本でも、

消費者が供給される電力のエネルギー源を選択できるようになるのかと思っていました。す

ぐに、それがまだ無理だとわかりました。 

電力商品の電源構成が、表示されないからです。電源に関する情報がない限り、消費者は

電源によって電力商品を選択することができません。「はじめに」に書いた被爆二世の男性

のように、原子力は絶対いやだという消費者の願いは達成できません。 

日本では、自由化で新規参入業者の加入が促進されるとされています。しかし日本の場合、

単に大手電力会社間で価格競争が激しくなるだけの自由化ではないかと思います。原子力で

発電した電力が入っているのかいないのか、グリーン電力の割合はどうなのかなど、電気料
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金以外に消費者の知りたい電力の価値に関する情報が開示されません。それでは、大型施設

で多量に発電できる既存の大手電力会社が有利になるだけです。 

たとえば九州電力と関西電力の新料金メニューを見ると、夜間電力が割安になっています。

その理由の一つが、原子力発電です。原発を再稼働させた九州電力と関西電力。関西電力は

高浜原発を再稼働させたものの、裁判所の判決で小売り自由化直前に停止を余儀なくされま

した。原子力発電と料金体系の関係も「やっぱり」と思わざるを得ません。夜間電力と原子

力発電の関係については、後の３章で詳しく述べます。 

 ドイツでは当初、自由化で価格競争が激化し、電気料金が下がると見られていました。し

かしいざ蓋を開けてみると、電気料金は下がるどころか、上げるばかりでした。自由化で電

力業界が再編され、大手ばかりが巨大化します。石油や石炭、ガスの化石燃料価格が高騰し、

その変動が電気料金に大きな影響を与えます。 

気になるのは、日本では電力の卸市場が小さく、卸で取引される電力量が非常に少ないこ

とです。日本でも、日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）という電力を売買する卸売市場ができま

した。その取引市場で取引されている電力量は、全体の２％未満にすぎません。日本には、

卸用に電力を発電して直接大手電力会社に供給している発電事業者があります。その他、自

社プラント内に発電施設を有し、電力を大手電力会社に卸している企業もあります。これら

の発電事業者は、電力を卸市場に出さずに企業間で直接取引しています。その取引関係とい

うのもくせ者です。日本のように経済が縦に系列化している社会では、それが自由競争を妨

げます。 

 この状況で、卸市場が成長できるのかどうか。卸市場が発展しないと、電力市場全体で価

格競争が活性化しません。市場の末端である小売市場だけで、競争が激しくなるとしか思わ

れません。電力会社の新料金メニューを見ると、電力そのものの価値と価格で競争するので

はなく、携帯電話会社と提携するなど大手企業同士で連合しています。電力本来の価値とは

関係ないサービスの付加価値で、消費者を引きつけようとしているとしか見えません。 

消費者の中には、原発事故という大惨事を起こした東京電力はイヤだという人も多いと思

います。たとえ東京電力との契約を解約しても、新しく契約を結んだ小売事業者が東京電力

から電力を卸してもらっていないという保証はありません。企業間で卸電力をどう取引して

いるのか、その実態は消費者にはわかりません。 

 日本の電力小売りの自由化では、電力そのものに対する消費者の関心を逸らせようとして

いるとしか思えません。消費者は、価格と契約条件、その他付随のサービスから電力商品を

選ぶしかありません。 

電力商品の電源構成を知ることは、電力商品の基本情報を知ることです。それは、憲法で

守られた基本的に知る権利です。それが保証されないなら、電力に対する消費者の主権が無

視されています。消費者は依然として、電力会社の強制的な電力供給に従わなければなりま

せん。それを自由化というなら、供給側にだけ都合のいい自由化です。 

 

日本は、再生可能エネルギーをつぶすのか 

 ドイツでは現在、年間総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は約32％（2016年末時

点）。グリーン電力においても、すでに火力や原子力で発電された電力よりも安い電力商品

が登場しています。安いグリーン電力商品では、主に小規模水力発電されたものが中心にな

っています。ノルウェーなどで小規模水力発電された安いグリーン電力が、ドイツに輸入さ

れています。 

それに対し日本では、2014年において年間総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は

3.2％にすぎません。この数値には、水力発電が含まれていません。水力発電の占める割合

は、その３倍の約９％。大きなダムによる大規模水力発電が中心です。資源エネルギー庁の

ホームページでは、この大規模水力発電も含めて「自然エネルギー」が発電に占める割合は、

約12％あると吹聴しています。 

水力は、確かに自然エネルギーです。でも大規模水力発電は、再生可能エネルギーとは見

なされません。大規模なダムを使って発電する水力発電は、自然環境を破壊します。魚が上
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流に上がっていけないなど、河川の水系に大きな影響を与えます。中小型の水力発電施設だ

けが、再生可能エネルギーと認められます。 

電力自由化で価格競争が激しくなると、価格下げ圧力が強くなります。その結果、安い水

力発電に頼りたくなります。でも既存の大規模水力発電に依存していては、国内において太

陽光発電や風力発電が普及しません。電力自由化で、再生可能エネルギーの価値と魅力が見

失われてしまう危険があります。発展途上にある再生可能エネルギー。それを公平に扱うに

は、自由化された市場において保護しなければなりません。 

ドイツでは、再生可能エネルギーが予想以上に急増し、電気料金の高騰を招いています。

ドイツ政府は電気料金の高騰を抑えるため、ここ数年来、再生可能エネルギーの拡大にブレ

ーキをかける政策に転じています。 

 それに対し、日本はまだ再生可能エネルギーを育てる初期段階にあります。それにも関わ

らず日本の政策は、どうすれば再生可能エネルギーが増えないか、何段階も先に進んだドイ

ツの政策からうまく学んできたように思います。それでは、再生可能エネルギーの普及を妨

害するだけです。日本の政策は、自由化の過程で再生可能エネルギーがつぶれていくのを待

っているようにしか思えません。 

 

再生可能エネルギーは、他の電源より安い 

ドイツでは再生可能エネルギーが拡大するにつれ、スポット市場において電力がゼロ価格

ないしマイナス価格で取引されるケースが増えてきました。スポット市場とは、翌日分の電

力や直近の電力の取引を行なう電力の卸市場です。電力がゼロないしマイナス価格になるの

は、夜間です。夜間は風が強くなることが多く、風力発電量が増えます。夜間は電力需要が

少ないので、風力発電だけで十分に電力需要をカバーできるようになります。その他の電源

で発電された電力が余るので、ゼロ価格ないしマイナス価格で取引して損をしてまで電力を

処分します（表１参照）。 

 

表１ スポット市場における電力マイナス価格の状況 

 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 

マイナス価格とな

った時間（h） 

56 64 64 126 97 

平均マイナス価格

（ユーロ／MWh） 

-70.19 -14.17 -15.55 -9.00 -17.81 

最大マイナス価格

（ユーロ／MWh ） 

-221.99 -100.03 -65.03 -79.94 -130.09 

（出所：Agora Energiewendeのデータから筆者作成） 

 

日本では、再生可能エネルギーは高いといわれています。しかし、実際にはそうではあり

ません。再生可能エネルギーには、燃料費やメンテナンス費などのコストがほとんど発生し

ません。これらのコストは、専門的に「限界費用」といわれます。電力の取引価格は通常、

この限界費用をベースに決まります。限界費用のない再生可能エネルギーが燃料費などのか

かる他の電源より安いのは、当然だといわなければなりません。 

石炭火力や原子力で発電された電力は最低限必要なベースロード電力として使われ、常に

一定の電力を供給しています。夜間、再生可能エネルギーの発電量が増加してベースロード

電力をカバーできるようになると、本来ベースロード電力を供給している石炭火力や原子力

で発電された電力と競合します。 

その時まず、電力取引市場では安い卸電力が買われます。限界費用のない再生可能エネル

ギーで発電された電力です。他の電源に勝ち目がありません。石炭火力や原子力で発電され

た電力が余ります。 

石炭火力発電所や原子力発電所の運転を停止して、後で必要な時に再稼働すると莫大な費

用が発生します。運転を停止しないまま、余剰電力をゼロ価格やマイナス価格で引き取って
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もらうほうが安く上がります。そのためドイツでは現在、原子力と石炭火力の大型発電施設

を有する大手電力会社は、発電事業ではもう利益をあげることができない状態になっていま

す。 

それにも関わらず、ドイツではなぜ電気料金が高くなっているのでしょうか。 

 それは、再生可能エネルギーで発電された電力の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）がある

からです。再生可能エネルギーによる発電量が増えてその取引量が増えていくと、表２が示

すように、電力取引市場では卸電力の取引価格（電力調達価格）が下ります。その分、ＦＩ

Ｔ制度で規定された固定価格との差が大きくなります。再生可能エネルギーの総発電量も増

えるので、それだけＦＩＴの負担が大きくなります。その負担増が、電気料金を高騰させて

います。 

 ドイツで電気料金が高いのは、再生可能エネルギー自体に問題があるのではありません。

新しいエネルギーを育てるための制度上の問題であることを知ってもらいたいと思います。 

 

表２ ドイツの電力市場取引価格とＦＩＴによる負担 

（単位：セント／kWh） 

年 卸取引価格 ＦＩＴ負担 合計 

2011年 5.43 3.49 8.92 

2012年 5.99 3.59 9.58 

2013年 5.27 5.28 10.55 

2014年 4.22 6.24 10.46 

2015年 3.79 6.17 9.96 

2016年 3.17 6.35 9.52 

2017年 3.01 6.88 9.89 

（出所：Agora Energiewendeのデータから筆者作成。 

2017年は予測値） 

 

発電コストの実態 

前項で、電力の取引価格は限界費用で決まると書きました。これは、主に燃料費、メンテ

ナンス費で構成されます。これに初期投資額（建設費）を足すと、電力会社側に発生するコ

ストになります。日本で原発が安いといわれる根拠は、この電力会社にだけ発生するコスト

が原発のコストとされているからです。再生可能エネルギーについては、この限界費用はほ

ぼゼロだといいました。さらに、建設費も原発に比べると格段に安い。原発の減価償却に30

年近くかかるのに対し、再生可能エネルギーの発電施設は10年ほどで減価償却されます。ど

う考えても、再生可能エネルギーのほうが安いとしかいいようがありません。 

しかし、なぜ日本では原発は安くて、再生可能エネルギーは高いといわれるのでしょうか。 

それは、コストを比較する基盤が異なるからです。日本政府は再生可能エネルギーが高い

根拠として、研究開発費や固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）、送電網の整備費などを挙げま

す。でも、これらのコストは発電によって電力会社側に直接発生するコストではありません。

原発では電力会社に直接発生するコストだけを計算しながら、再生可能エネルギーにはその

他のコストも加算して、高いといっています。比較する基盤が違うのですから、再生可能エ

ネルギーのほうが高くなって当然です。こういう比較は、自分たちの都合のいいように議論

するための詭弁にすぎません。 

 原子力発電には、初期投資額（建設費）と限界費用のほか、廃炉や最終処分などのバック

エンド（後処理）のコストが発生します。日本では、再処理を行なうことが前提となってい

ますので、再処理のコストも発生します。バックエンドに必要なコストは、今後何万年もの

間発生します。原子力発電が継続されればされるほど、それだけコスト増になります。さら

に、主に原子力発電所の建設を促進するための電源三法交付金も原発のコストに加算しなけ

ればなりません。東京電力福島第一原発の事故による被害も、原発のコストとなるのはいう

までもありません。ただ、これらのコストは市民が共同で負担しています。電気料金に加算
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される場合もあれば、社会コストとして国の予算、つまり税収から支払われるものがありま

す。 

それに対して再生可能エネルギーの場合、ＦＩＴの負担や研究開発費は再生可能エネルギ

ーを育てるための初期段階の負担です。これらのコストも共同で負担しています。再生可能

エネルギーの普及が拡大するにつれて製造コストが下がるほか、学習効果も出てきますので、

その負担はいずれなくなります。 

 発電コストを比較する場合、この共同負担分も含めてすべてのコストを比較しなければな

りません。ぼくには、初期投資額、限界費用、共同負担分、どれを取っても再生可能エネル

ギーのほうが安いとしか思えないのですが、ぼくの錯覚でしょうか。日本では、原発のコス

トがカムフラージュされているとしか思えません。 

 

日本では、風力発電が少なすぎる 

日本の環境省は、ほぼ毎年のように日本における再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

に関する調査報告書を発表しています。報告書は、日本でどのくらいまで再生可能エネルギ

ーを拡大することができるのか、その可能性を示します。それに、農水省のバイオマスに関

する導入ポテンシャルを加えたのが表３です。推定値を選ぶに当っては、それぞれの最大値

を選びました。 

 

表３：日本の再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

発電の種類 設備容量（万 kW） 年間発電量（億 kWh／年） 

太陽光（商業系、住宅系建築物） 約 21,000     約  2,200 

陸上風力 約 24,000         約  5,600 

洋上風力（事業費60万円／kW） 約 84,000 約 22,000 

洋上風力（事業費80万円／kW） 約 31,000 約  8,800 

地熱／蒸気フラッシュ（150度以上） 約  1,410  

地熱／バイナリー（120度以上） 約    140  

地熱／低温バイナリー（53度以上） 約    171  

中小水力／河川部 約  1,400  

中小水力／農業用水路 約     30  

バイオマス  約    130 

（環境省と農水省の資料から筆者が抜粋して作成。空欄は、参照した報告書に記載がないこ

とによる） 

 

表３の風力発電（陸上と洋上）の年間発電量を見てみましょう。それだけで、３兆6400億

ｋＷｈに上ります。電事連のデータによると、2014年度の年間電力需要は8230億ｋＷｈ。風

力発電のポテンシャルは、その４倍以上に相当します。 

ぼくは、洋上風力にはあまり賛成していません。洋上風力は大型設備、大型投資になるの

で、大手電力会社を中心としたこれまでの発電市場構造に変化が生まれないからです。洋上

風力発電の建設作業員、メンテナンス作業員が荒波で救命ボートに乗る訓練現場を取材した

ことがあります。洋上の作業が、命がけの作業であることも痛感させられました。 

 表３からわかるように、たとえ洋上風力を除いても、太陽光発電と陸上風力発電、バイオ

マス発電だけで年間8000億ｋＷｈの発電量になります。日本には、再生可能エネルギーだけ

で電力需要を十分に満たすだけのポテンシャルがあります。 

日本では現在、再生可能エネルギーが発電全体に占める割合は３％余りにすぎません。そ

のうち太陽光発電が２％余りで一番多く、再生可能エネルギーの３分の２を占めます。次に、

バイオマス、風力、地熱と続きます。太陽光以外は、まだほとんど発展していません。 

今日本において再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力を供給してもらおうとする

と、この電源構成ではグリーン電力の需要を満たすことができないと思います。昼間は、太

陽光発電で需要を満たせるかもしれません。太陽の光のない夜間は、風力と地熱に頼るしか
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ありません。でもそれでは、夜間の需要を満たせません。日本では、風力発電が少なすぎま

す。  

ドイツでは夜間、風力発電がたいへん重要な電源になっています。日本にこれだけ風力発

電のポテンシャルがあるにも関わらず、なぜ風力発電が進んでいないのでしょうか。夜間、

ベースロード電力を供給する原子力発電と競合するからです。それを避けるため、風力発電

を意図的に促進してこなかったのだと思います。 

平地の少ない日本では、風力発電に適した立地場所が多くありません。でも、たとえばダ

リウス型風車などの小型設備を使えば、都市にあるビルの屋上でも風力発電を行なうことが

できます。 

 

 
ベルリン・ズュートクロイツ駅の駐車ハウス 

階段棟屋上に設置されたダリウス型風車 

 

再生可能エネルギーを促進するためには、電源を適切にミックスして24時間再生可能エネ

ルギーで電力を供給できるようにします。日本の電源構成は、まだ太陽光発電に偏りすぎて

います。一日の全体量としては、物理的に再生可能エネルギーで需要をカバーできるかもし

れません。しかし、24時間常にグリーン電力を供給してもらえる保証はありません。特に夜

間、グリーン電力の発電量が少ないので、ベースロード電力を供給する原子力発電に依存せ

ざるを得なくなります。それでは、何のためにグリーン電力を選んだのかわかりません。 

生物資源を使うバイオガス発電が少ないのも気になります。バイオガス発電は、需要の変

化に合わせてピーク電力を供給します。天然ガス発電と同じように、需要の変化に柔軟に対

応しやすいガスを燃料にしているからです。ドイツでは、バイオガス発電がすでにピーク電

力を供給する発電方法として定着してきました。 

 

市民産業を育てるチャンス 

日本では、送電網の容量不足から系統の安定性を維持するため、太陽光発電施設が系統か

ら切り離して解列されています。日本には、再生可能エネルギーで発電された電力の優先買

い取り義務がありません。発電事業者は泣き寝入りして、送電を中断するしかありません。

この状態が繰り返されると、再生可能エネルギーの発電施設を建設する魅力が低下します。 

再生可能エネルギーは、まだ生まれてまもない『こども』です。こどもは、育てていかな

ければなりません。しかし日本では、政府や経済界にその意志が感じられません。それなら、

ぼくたち市民が消費者として支えていくしかありません。多少電気料金が高くても、市民が

その負担を追えば、グリーン電力に対する需要が増え、市民自らが新しいエネルギー源を育

てていくことができます。自由化によって、そのチャンスが生まれました。 

再生可能エネルギーの設備は小型で、分散して設置されます。巨大投資は必要ありません。

だから、大手企業や銀行には、投資するだけのうま味がありません。市民が共同で力を合わ

せれば、自分の家の屋根にソーラーパネルを設置するだけではなく、風力発電パークや太陽

光発電パークも設置することができます。ドイツでは、再生可能エネルギーへの投資の約

60％が市民によるものです。 
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ぼくたち市民は今、再生可能エネルギーによって産業革命後はじめて新しい産業に自ら投

資して育てていくことのできるチャンスを得ました。再生可能エネルギーは、経済権力から

独立して市民による、市民のための産業として市民が育てていくものです。そして、それは

持続的に市民の手元に残るものです。持続可能な社会を築いて、市民の共有財産となるもの

です。 

 でも日本では、電力自由化で再生可能エネルギーつぶしが行なわれています。ぼくたち市

民は新しい市民の産業と共有財産を育てるため、再生可能エネルギーを政府や経済界の妨害

から守っていく必要があります。再生可能エネルギーで発電する市民企業家も、たくさん誕

生してほしいと思います。 
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２．発送電分離と送電網の整備 

 

日本の発送電分離は2020年４月から 

日本では電力小売りの全面自由化後、発送電分離を2020年４月から行なうことが閣議決定

されています。発送電分離とは、これまで電力の流れに沿って縦型に統合されていた電力会

社の構造を発電事業、送電事業、配電事業、小売事業に分割することです。子会社化も認め

ないのが原則です。でも日本では、まず子会社化によって発送電分離が進められると見られ

ます。 

ドイツの場合、次項で述べるように最初の段階で子会社を認めていました。それによって

自由な競争が妨害され、新規事業者は不利な託送料を請求されてきました。子会社化による

発送電分離では、日本でも自由な競争が実現できるとは思えません。 

本来、発送電分離によって新規事業者が自由化された電力市場に参入しやすくなり、既存

の電力会社より不利にならないようになるのが期待されます。自由な競争がより公平に活性

化すれば、電気料金が下がることも予想されます。 

しかし、これまで世界で電力市場の自由化と送発電分離を実施してきた国の状況を見ると、

電気料金は下がるどころか、むしろ上がっています。ドイツの場合、自由化で大手企業が中

小企業を吸収してより巨大化しました。石油など化石燃料の高騰も重なって、1998年の自由

化後電気料金は上がり続けています。むしろ、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電

力の料金のほうが安定していました。 

 

ドイツでは、完全な発送電分離に時間がかかった 

 ドイツでは、1998年の電力市場の自由化と同時に発電部門と送配電部門を分離しました。

完全に独立分離するのではなく、経理上分離しました。電力会社内での子会社化を認めたと

いうことです。そのため、大手電力会社のグループ内において、発電から送配電までの縦構

造が維持されたままとなりました。それまで発電から高圧送電までの事業しか行なっていか

った大手電力会社が、市場の末端で電力の小売りを行なっていた都市電力公社を買収するな

どして、小売事業にも進出します。 

すでに述べたように、当時ドイツの電力市場には約700社の電力会社がありました。その

うち、約550社が都市電力公社など自治体の公営企業でした。しかし大手電力８社だけで、

市場の80％以上を占有していました。自由化とともに、大手電力毎の事業展開エリアが撤廃

され、ドイツ全国で自由販売競争がはじまります。 

 この時問題になったのは、電力を送配電する時に使用する（名目上ですが）送配電網に支

払う託送料とその条件をどう規定するかでした。ドイツは、業界内の自主規制の形で規定す

る方法を選びます。これが、大きな問題を引き起こしました。業界内で権力を握っているの

は、送配電網を所有する大手電力会社でした。新規参入事業者や中小事業者は、大手電力が

都合のいいように決めた高額の託送料と不利な条件を受け入れさせられます。政府が仲介し

ようとしましたが、改善されません。自由な競争は不可能でした。 

この不公平な状態が改善されたのは、2005年になってからです。電力市場の自由化を規定

していたエネルギー事業法が改正され、送配電網の使用条件とその託送料を規制、監視する

規制機関が設置されました。顧客数が10万人を超える電力会社に対しては、発送電部門の子

会社化を認めず、送電部門を売却して完全分離するよう求めました。 

その時、自由化発足当時８社あった大手会社は、業界は再編され、４社に統合されていま

した。エオン（E.ON）、エルヴェエ（RWE）、エエンベヴェ（EnBW）、バッテンファル

（Vattenfall）の４社です。そのうち、３社は2011年までに送電部門を売却。エエンベヴェ

（EnBW）だけが、まだ送電事業子会社を保持しています。エエンベヴェ（EnBW）には、同社

の立地するバーデン・ヴュルテンベルク州が筆頭株主であるという特殊事情があります。州

政府は現在、緑の党を中心とした政権。2020年までにエエンベヴェ（EnBW）の再生可能エネ

ルギーの割合を40％までに引き上げるとしています。 

ドイツの送電網はこうして、現在４社によって運用されています。４社は高圧送電網を所

有し、高圧電力の送電だけを行ないます。 
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発送電分離で問題が発生する 

ドイツで完全な発送電分離が達成されるまでにかなりの時間がかかったのは、すでに前項

で述べました。その間、高圧送電網への投資が大幅に減少します。いずれ売却しなければな

らないのなら投資して整備する必要がないと、大手電力が投資を差し控えたからです。さら

に、再生可能エネルギーの拡大で発電構造が大きく変化しました。その結果、ドイツでは現

在、送電網の老朽化と容量不足が深刻で、整備に莫大な投資が必要になっています。 

発送電分離前までは、発電部門と送電部門の調整は社内で行なわれていました。発電施設

が新設される情報も、社内にありました。しかし分離後は、それまで社内で行なわれていた

調整が情報交換も含めて、社外において事業者間で行ないます。調整結果はさらに、発電事

業者と送電事業者の両方に拘束力を持ったものでなければなりません。 

再生可能エネルギーによる発電では、発電施設が小型化して分散化して、発電施設数が急

増します。施設を運用する発電事業者もそれぞれ異なります。発電事業者が送電事業者と調

整しないまま、勝手に発電施設を設置していきます。送電網の整備が後手に回り、追いつき

ません。 

 ドイツでは、地形的に風力発電に適するドイツ北部で風力発電が広く普及しています。発

電容量の大きい洋上風力発電も、北部の北海とバルト海でしか可能性がありません。それに

対し、風力発電に適さず、原子力発電への依存度の高いドイツ南部内陸部においては風力発

電が進んでいません。 

そのため、ドイツ北部で風力発電の発電量が増える一方になっています。それに対し、ド

イツ南部では原子力発電所が順次閉鎖されています。発電量の地域バランスが変わって、多

量の電力を北部から南部に送電しなければなりません。電力供給システムにおいて、発電構

造が大きく変化してしまいました。 

ドイツの送電網（系統）に現在、その変化に対応できるだけの容量がありません。北部で

強い風が吹いて発電量が急増すると、電力の安定供給を維持するため、風力発電施設を系統

から切り離して解列しなければなりません。その時間数が増えています。 

 解列した場合、送電事業者は発電事業者に損害を賠償します。ドイツ北部のシュレスヴィ

ヒ・ホルシュタイン州だけでも、2015年の損害賠償額は２億ユーロ（約260億円）超に上り

ました。そのコストは最終的に、電気料金に加算して回収されます。これも、電気料金が高

騰する要因になっています。  

日本でも、九州などで太陽光発電施設が解列されています。解列すれば、発電できない発

電事業者に損害が発生します。しかし日本では、発電事業者が泣き寝入りするしかありませ

ん。再生可能エネルギーで発電された電力に対して、優先買い取り義務がないからです。こ

のままの状態では、日本で大手電力に系統の容量を拡大させる圧力がかかりません。再生可

能エネルギー発電事業者が送電において、大手電力に依存したままの状態が続きます。 

 日本で発送電分離が実施されて、この状態が改善されるのか。ドイツでの経験からすると、

懐疑的にならざるを得ません。 

 

送電網整備計画を作成する 

 ドイツは、ヨーロッパ大陸にあります。大陸内では、各国の送電網がつながっています。

そのため、電力の安定供給はヨーロッパ大陸全体の課題です。安定供給をさらに強化するに

は、各国間の連系線の送電容量も上げなければなりません。国内と大陸の２つの事情から、

ドイツは国内で高圧送電網の整備に早急に取り組まなければならなくなっています。 

ドイツ政府は2009年、送電網整備法を制定します。それによって、24の送電網整備計画が

具体化されました。ただ、その計画がなかなか進みません。2011年、送電網整備加速法が制

定され、送電網整備計画を立案するための手法が規定されました。送電網の整備に関して、

発電事業者と送電事業者の間で調整し、さらに送電事業者同士でも密接に調整をしない限り、

送電網を整備できないことがわかってきたからです。送電網規制機関と高圧送電網を運用す

る送電事業者４社を中心に、住民参加の元で送電網整備計画を立案する枠組みが造られまし

た。 
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建設中の高圧線用鉄塔 

（ドイツ南東部テューリンゲン州で） 

 

最初の送電網整備計画（2012年版）を立案するため、2011年から送電事業者４社を中心と

して10年後の送電網整備計画案を作成する準備が開始されました。まず、将来の発電施設の

建設計画と電力需要などについていくつものシナリオを立てます。そのシナリオ毎に適切な

送電網整備計画案を立案します。それを土台にして、住民への公聴会とパブリックコメント

などを経て、最終計画案が決定されます。最初の計画案が、2013年に法的拘束力を持つ整備

計画として成立しました。この送電網整備計画は、今後さらに定期的に更新されていきます。

現在、2025年案の策定が行なわれています。 

 ドイツの送電網整備に必要な費用は現在、210億ユーロ（３兆円弱に相当）と見積もられ

ています。この額も順次更新されます。 

この手順は、電力を全国に安定供給するには避けて通れないものです。想像を絶するたく

さんの時間と労力を費やして、調整作業が続けられます。発送電分離すると、この調整作業

は避けて通れません。 

ドイツでは、ここ数年前からようやく洋上風力発電施設が増えてきました。それをつなぐ

海底ケーブルの整備計画も、送電網整備計画の枠内で別途立案されます。海底に敷設する海

底ケーブルを交通整理しなければなりません。洋上風力発電の発電量が多いだけに、陸上の

送電網整備計画においても洋上風力発電の建設計画を考慮して送電網の容量を決めます。そ

のための調整も必要になってきました。 

 

 
ドイツ北部クックスハーフェンにある 

洋上風力発電施設建設ベース基地。 

積み出しを待つ着床式設備の基礎 

 

住民は、送電網建設に反対しているわけではない 

ドイツでは地元住民が、高架線を前提とした高圧送電網の整備に強く反対しています。送

電網整備計画には、具体的な設置場所は規定されていません。高架線を設置するだいたいの

ルートが規定されているにすぎません。しかし計画案が公表されると、ルート周辺の地元住

民が反対します。送電網を建設するまでに、住民を説得するだけでもかなりの時間を要しま

す。 
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住民たちは、送電網の整備そのものに反対しているわけではありません。再生可能エネル

ギーの拡大は支持するものの、周囲の景観を破壊し、電磁波で人体に影響を与える可能性の

ある高架線の建設に反対しています。 

ドイツ中部のハルツ地方で、反対住民を取材したことがあります。反対派グループの会長

ペーター・ゴスラールさんは誤解されないようにと開口一番、「再生可能エネルギーへのエ

ネルギー転換を支持している」と強調しました。このグループは高架線ではなく、地中ケー

ブルを使うよう要求しています。グループの名前は「プロ・エアトカーベル（地中ケーブル

支持）」といいます。 

 

 
「プロ・エアトカーベル（地中ケーブル支持）」 

のグループが地元に設置した地中ケーブル化を 

求めるオブジェ（下向きの矢印） 

 

 地中ケーブルを採用することに関しては、住民側と送電事業者側で意見が大きく食い違っ

ています。送電網整備計画の公聴会で、送電事業者側は高圧線用の地中ケーブルの技術がま

だ熟していない、地中ケーブルは高架線の10倍くらいのコストがかかり、採算性がないので

無理だとの一点張りでした。頑な送電事業者側の議論に、反対住民側は罵声を浴びせる以外

にありません。議論に進展のない泥仕合の話合いが延々と続いていました。 

その打開策の一つとして、ドイツ北部のシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州では、市民風

力発電をしているラインハルト・クリスチャンセンさんらの市民グループが中心になって、

新しい高圧線の建設に住民が共同出資して、共同所有にしてはどうかと提案しました。住民

が出資して、送電事業の利益の一部を住民に還元する。それによって、送電網建設に対する

住民側の反発を和らげるようとする試みでした。 

クリスチャンセンさんらの市民グループは、農業以外に何の産業もないドイツ最北端の過

疎地域に住み、新しい収入源を得るため、市民が出資する市民風力発電パークを設置してき

ました。それに伴って送電事業者の変電所の容量が不足してきたことから、送電事業者の変

電所の横に市民変電所も建設しました。 

 市民風力発電パークが増えると、送電網の容量も足りなくなります。でも送電事業者の対

応は遅く、発電施設を系統から解列する（切り離す）時間が増えてきました。それに対応す

るため、市民自らが送電網や配電網を建設してはどうかと考えました。110ｋＶの送電線な

ら市民の力で何とかなるかもしれません。でも、380ｋＶ高圧線の建設には莫大な費用がか

かり、市民の力だけでは無理です。送電事業者が建設する高圧線に、市民が共同出資して参

加できるよう送電事業者と州政府を説得します。 

 州政府が、送電網建設への出資を公募します。しかし、出資しようとする住民は集まりま

せん。高圧送電網建設への住民参加を断念せざるを得ませんでした。住民は、高圧線に投資

しても高圧線が送電事業者の所有に留まることを敬遠したのでした。住民は投資家として単

に企業の高圧線建設に参加するのではなく、住民参加によって住民が共同所有できる市民高

圧線を望んでいました。州政府は、住民参加の試みが失敗してはじめて住民の思いに気づく

のでした。 
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クリスチャンセンさんらの市民風車に上ってみる 

 

送電系統を整備する 

送電網整備計画では電力を長距離送電するため、一度にたくさんの電力を送電する系統が

予定されています。「電力スーパーハイウェイ」と呼ばれ、高圧直流送電（ＨＶＤＣ）とい

う技術が使われます。直流送電は、初期投資にお金がかかります。でも、電圧降下など電気

的な損失が少ないという利点があります。電磁波の影響も小さいとされ、従来の交流送電に

比べると、健康影響に係る社会的コストを削減できます。 

 地中ケーブルについては、2015年12月に地中ケーブルを実証試験するためのパイロットプ

ロジェクトとして、６つの区画で地中ケーブルを採用することが決定されました。 

脱原発を決定したドイツ。原子力発電所に付属する変電所や原子力発電所からの高圧送電

線などの既存設備が不要になります。それも、送電網整備において積極的に有効利用します。 

ドイツ北西部にあるリンゲン原発では、廃炉工事の進んだ原発跡地にガス火力発電所を設

置しました。ガス発電された電力は、原発が使っていた変電所と高圧送電線を再利用して送

電されています。 

リンゲン原発は、1977年に最終的に停止されました。その後すぐには解体せず、1988年か

ら2013年までの25年間、放射能汚染が低下して解体しやすくなるまで格納容器が密封管理さ

れていました。 

 

 
右の白い塔が密封管理中だったリンゲン 

原発の格納容器。左の設備は、 

原発敷地内に設置されたガス火力発電所 

 

ドイツ北部の北フリースラント地方で、市民風力発電パークの取材をしていた時です。

380ｋＶの高圧送電線を探していると、ドイツ北部にあるブロックドルフ原発からと、ブル

ンスビュッテル原発からの二つの高圧送電線が並んでいる地点に出くわしました。ブロック

ドルフ原発（原子炉一基）はまだ稼働中で、2021年末までに最終停止されることになってい

ます。ブルンスビュッテル原発（原子炉一基）は、2011年、3.11直後に廃炉が決定されまし
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た。通りかかった地元住民は、ブルンスビュッテル原発からの送電線は使われておらず、い

ずれ北にある風力発電施設から電力を送電するために整備される予定だといっていました。 

 

 
ブロックドルフ原発からの送電線（左）と 

ブルンスビュッテル原発からの送電線（右） 

 

ドイツでは最近、高圧送電線を新設する場合に、高速道路や鉄道路線に沿って送電線を敷

設するようになっています。それによって、騒音公害や景観公害、電磁波などによる地元住

民への影響を軽減できるからです。 

 

 
建設中のドイツの新幹線ＩＣＥ専用 

線横に設置された新しい高圧送電線 

 

発送電分離は必要か、容量市場は必要か 

ドイツでは、再生可能エネルギーの普及とともに電力供給構造が大きく変化しています。

送電網の整備が早急に取り組まなければならない課題です。そのために、たいへんな時間と

労力をかけて調整作業を行なっています。すでに述べたように、その調整作業が必要になっ

た一つの大きな要因が、発送電分離でした。 

発送電分離については、これから実施される予定の日本においても盛んに議論されていま

す。ドイツでも、その賛否がいろいろ議論されてきました。でも発送電分離は、本当に必要

だったのでしょうか。 

ドイツの５大経済研究所の一つであるベルリン経済研究所（ＤＩＷ）でエネルギー政策問

題を担当するクラウディア・ケンペルト教授は、発送電分離は特に必要ではなかったといい

ます。「発送電分離がなくても、新規参入業者を公平に扱うための規則造りと監視がしっか

りしておればよかった。それで問題なかったはずだ」と指摘します。教授は、「それでも、

再生可能エネルギーには不利にならなかっただろう。発送電分離は再生可能エネルギーの促

進になくてはならないものではない」と主張します。 

教授にとって、再生可能エネルギーの普及に必要不可欠なのが、固定価格買い取り制度

（ＦＩＴ）です。電力市場の自由化についても、「それが特に、再生可能エネルギーの普及

を促進するわけではない」ともいいました。「一旦発送電分離を実施してしまうと、予期し
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なかった大きな問題が発生する。でも、もう後戻りはできない。そのほうが問題だ」と、教

授は指摘します。 

ドイツでは、再生可能エネルギーの拡大と発送電分離を伴う自由化で、電力にお金を支払

うだけの市場では電力の安定供給が成り立たないこともわかってきました。安定供給を維持

するため、発電所を常時稼働させるのではなく、リザーブとしてキープしておく必要性が高

まっています。リザーブ発電所となるのは、主にガス火力発電所です。そのリザーブに対し

て、誰がお金を出すのか。発電しないので、電力にだけお金を出す既存市場では、リザーブ

発電所はやっていけません。リザーブ発電所を維持するため、発電容量のための市場化につ

いても議論が行なわれていました。 

この問題についても教授は、容量市場はエネルギー転換に向けた過渡的なものなので、容

量市場は必要ないとの立場です。ただ、何らかの供給力を確保してそのコストを共同負担す

るメカニズムが必要です。将来必要なくなればいつでも柔軟に消滅させることができるよう

に、教授は戦略的にリザーブとして残す発電所を決め、その負担を共同で負う「戦略的リザ

ーブ発電」を提唱しました。ドイツ政府も2015年、容量市場ではなく、戦略的リザーブ発電

とする方針を決定します。 

ぼく自身は、いずれ容量市場が必要になると思っています。電力をエネルギーとして貯蔵

する技術が普及しても、安定供給を維持するには発電施設の容量に十分なリザーブが必要で

す。そのリザーブを保持するため、貯蔵施設も含めて発電施設の維持コストを負担する容量

市場が必要になってくるのではないかと予想しています。 

 また、再生可能エネルギーには限界費用が発生しないので、電力の取引価格がいずれゼロ

になるといっても過言ではありません。それでは、発電で利益を上げることができません。

電力の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）がない限り、再生可能エネルギーの発電施設に投資

する魅力が失われます。ＦＩＴ制度は再生可能エネルギーを育てるものであって、永遠に依

存するものではありません。それに代わるメカニズムが必要です。容量市場があれば、再生

可能エネルギーの負担を共同で負担する新しいメカニズムが生まれます。 

日本では、電力大手がたくさんのリザーブ発電所を持っています。だから、原発がすべて

止まっても停電しなかったのです。電力市場の全面自由化で価格競争が激しくなると、その

負担は新しい電気料金体系ではもう回収できません。発生するコストをすべて電気料金でカ

バーする総括原価方式は、小売り自由化とともに終わってしまいました。 

 日本で原発が再稼働するにしたがい、それまで原発の代わりに稼働していたリザーブ発電

所が電力大手にとって大きなコスト負担になるのが目に見えています。 

 

配電網が重要 

前章で、ドイツ市民が配電網を買収した事例と独自に設置した事例を挙げました。配電網

の公営化も、一つの方法であることも述べました。 

市民が発電の電源を選択するには、市民にとって配電網がとても重要だと思います。たと

え自分の住宅の屋根に設置されたソーラーパネルで発電しても、その電力は自分で使わない

限り、配電網に送電されます。その後、電力は送電網に入ります。最終需要家となる消費者

に電力が送電されるのは、配電網からです。この配電網を市民所有とするか、公営化するこ

とで、送電網を自治管理できれば、電源を選択する場合に市民の意志を反映しやすくなりま

す。それによって、送電網の公共性も増します。 

ドイツの場合、配電網は地中に埋設されています。公道の下に埋められ、公道を共同利用

します。そのため、自治体に配電網による公道の使用料を支払い、その分が電気料金に加算

されます。その利用権は20年に制限され、20年毎に入札をして配電網の運用者を決めます。

運用者が代わる場合、新しい運用者は旧運用者から配電網を買い取らなければなりません。 

この制度では、市民や自治体も含めてその資格と能力さえあれば、誰にでも配電網を運用

する権利があります。配電網が最終需要家である消費者に一番近いところにあるだけに、配

電網の公共性は高圧送電網よりも格段に高いと思います。市民や自治体にそれを運用する可

能性があるのは、とても民主的です。 
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市民電力会社を設立したドイツ南西部のシェーナウでは、この制度を使って市民が配電網

を買収しました。これは、シェーナウが人口2000人余りと、小さな町だから実現できたとい

えるかもしれません。でも、ドイツの首都ベルリンやドイツ北部のハンブルク、ドイツ南西

部のシュツットガルトのような大都市でも、市民が都市の配電網を自分たちで買収するか、

公営化するために立ち上がりました。 

ドイツ北東部のプレンツラウという町では、自治体電力公社の再公営化によって配電網も

再公営化し、電気料金を25％引き下げることができるようになりました。プレンツラウには

昔から、ドイツで数少ない地熱発電施設があります。さらに、再生可能エネルギーの関連企

業を誘致するなどして、町の再生可能エネルギー化を進めています。 

 

土地を共用する 

前項で、公道の共同利用の原則から、公道に埋め込まれる配電網の公道利用権が公共入札

されることについて書きました。それでは、地下も使われる公道も含め土地とは何でしょう

か。 

ぼくは、ドイツと日本の土地に対する定義と文化の違いを感じざるを得ません。土地とは、

地下も地上も含めて空間として捉えるべきものなのか。それとも、土地の表面だけのことな

のか。 

日本では、土地は個人所有と個人利用が基盤になっています。土地を所有していると、そ

の土地は土地所有者の自由に使えます。しかしドイツでは、土地を所有していても土地は自

由に使えません。土地を農地に使うのか、工場用に使うのか、あるいは住宅に使うのか。そ

の利用目的が法的に規定されています。所有者がその利用目的を変更するには、正当な理由

が必要となります。たいへんな法的な変更手続きを経て、変更しなければなりません。 

これは、ドイツでは土地がたとえ個人所有であっても、土地に公共性、共有性、共用性が

認められているからです。国土全体を共同利用する上で個人所有が認められていても、公共

の便益が優先されます。土地は、個人の自由には使えません。土地はまた、地下も地上も含

めた空間全体だと捉えられています。だから、建物の高さも地域で一定になるように制限さ

れます。古い建物をリフォームする時も、古い建物の外壁は昔の景観を破壊しないよう残さ

なければなりません。 

 日本語の「国土整備」に相当するドイツ語は、「Raumordnung」といいます。これは直訳

すると、「空間の秩序」という意味です。この表現は、ドイツの国土整備の基本概念を適切

に表していると思います。 

 土地に公共性、共有性、共用性を与えることは、その土地の環境、文化、利益を共同で護

ることでもあります。この土地に対する考え方は、送電網や配電網の利用においてばかりで

なく、再生可能エネルギーを利用する上でもとても大切で、有効な考え方だと思います。そ

こには、空間の共同利用の原則があるからです。 

 

高圧送電網は必要ない 

ドイツのエネルギー転換政策では当初、電力供給システムを分散化するため、110ｋＶの

送電網を主体にした送電網へ構造改革する方針でした。それによって、380ｋＶによる長距

離高圧送電をできるだけ少なくする方向で進んでいました。しかし大手電力が再生可能エネ

ルギーに進出しない中、ドイツは大型設備で大手電力も進出しやすい洋上風力発電を促進す

る政策に転換します。その結果、前述したように海に面するドイツ北部から南部に多量の電

力を送電する高圧送電線を整備しなければならなくなります。 

現在ドイツで進行している送電網の整備計画は、ぼくには大型設備を有する大手電力の救

済措置だとしか思えません。大手送電事業者の一つテーネット（TenneT）社の責任者は、

「電力を地産地消すれば、送電網整備にお金がかからない。それが理想だ。でも、ドイツ政

府は政策を転換してしまった」と、ぼくに話してくれました。分散化された地域配電網を障

害が発生しても問題ないように冗長性（余剰性）のある110ｋＶ送電線でネットワーク化す

れば、国土全体に分散型発電施設をベースにして連系する電力供給システムができます。多

量に発電する大型発電施設がなくなれば、高価な380ｋＶ高圧線は必要ありません。その分
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コストを削減でき、電力供給の安定性も増すはずです。ある地域配電会社の技術者は、ぼく

にこう話してくれました。 

 実際、ドイツ北東部を拠点にヨーロッパ中で風力発電パークを建設しているエネルトラー

ク（ENERTRAG）社は、風力発電パークから110ｋＶの地中ケーブルだけで送電しています。 

 

日本の電力供給システムは遅れている 

ドイツの大手送電事業者の一つテーネット（TenneT）社の送電中央監視室を取材したこと

があります。何人ものオペレータが、目の前に並ぶたくさんのモニターを監視していました。

一番正面の壁の上には、周波数を示す表示計があります。50ヘルツ前後を微妙に変化してい

ます。周波数がちょっとでも大きな誤差を示すと、敏感な産業機械は止まってしまいます。

経済に大きな損害が発生します。そのため、周波数が大きく変化しないように送電網を管理

しなければなりません。 

 

 
テーネット社の送電中央監視室。写真右上に 

周波数を示す表示計が見える 

 

電力の周波数を安定させるためには、送電網を通る電力量の均衡を保たなければなりませ

ん。電力量が多すぎても、少なくすぎても、周波数が変化します。送電中央監視室では、そ

れを監視、制御して電力の安定供給を維持します。 

取材に当っては、絶対にオペレータと話をしてはならないとプレス担当の女性から厳しく

いわれていました。しかし実際に監視室に入ってみると、静かで落ち着いた感じがします。

いわれていたほどの緊迫案がありません。一番正面の大きなモニターに表示されている送電

網の状態を見ても、どこかで送電状態が不安定だという感じもしません。オペレータの一人

に「グーテンターク（こんにちは）」と挨拶すると、オペレータがいろいろと気軽に説明し

てくれました。 

 ぼくが特に関心を持っていたのは、発電量の変動が大きい再生可能エネルギーの普及で送

電網の管理がどう変わったかでした。オペレータは「（送電網の管理、制御が）とても緊迫

したものになった」といいます。「でも、やりがいがあって楽しい」と、笑って答えてくれ

ました。 

 再生可能エネルギーが増えて問題になったのは、発電量に変動があることばかりではあり

ません。その変動のスピードが速いことがとても大きな問題です。風がなくなると、風力発

電ではすぐに発電できなくなります。逆も同じで、風が吹き出すと急に発電量が増えます。

太陽光発電でも、太陽光の有無によって早いスピードで発電量が変化します。それが、従来

の火力発電や原子力発電と大きく違うところです。オペレータとして、変動のスピードに対

応しなければなりません。 

 オペレータがモニターで参照するのが、風力発電と太陽光発電の発電量予測システムと電

力消費量予測システムです。風力発電と太陽光発電の発電量予測システムは気象情報とリン

クして、たとえば１日、１時間、30分、15分後までの発電量を事前予測します。さらに消費

量予測システムで、電力消費地の過去のデータから時間帯毎の消費量を予測させます。オペ
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レータは送電網の状態と、発電量と消費量の予測データを見ながら送電網が不安定にならな

いように制御します。 

 

 
風力発電量予測画面を見ながら説明するオペレータ 

 

 送電網を安定させるため、必要に応じて監視室から風力発電施設や太陽光発電施設を強制

的に系統から切り離して解列することができます。発電事業者に事前通知することもなく、

通信機能を使って遠隔操作します。 

 それに対し日本では、解列するのに電話などで事前通知して発電事業者に発電施設を系統

から切り離してもらっていると聞きました。情報通信技術の発達しているはずの日本として

は、随分とのんびりした話です。 

 電力供給システムのスピード化に伴い、発電量予測システムや消費量予測システムの開発

ばかりでなく、発電量の変動の速さに対応できる送電網オペレータの育成も必要になってい

ます。ドイツ南東部の町コットブスで、そのための職業訓練施設を取材したことがあります

。とても近代的な施設で、人材育成にもたくさんのコストがかけられていることがわかりま

す。この点でも、日本の遅れを感じざるを得ません。 

 

アクティブな地産地消で余剰電力を消費 

 テーネット（TenneT）社は、ドイツ北端デンマーク国境沿いの北フリースラントからドイ

ツ中央を抜けてドイツ南部に至る送電網を運用、管理しています。北フリースラントは、ド

イツ北部のシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州に属します。同州は、一九九〇年代はじめか

ら積極的に風力発電を促進してきた先駆者です。年間全体の発電量と電力消費量を見ると、

2015年に州全体で「物理的に」再生可能エネルギー100％化を達成しました。 

大きな産業はなく、農業中心の産業構造です。電力需要は多くなく、送電網の容量も大き

くありません。風力発電の発電量が多くなるにしたがい、発電施設を系統から切り離して解

列しなければならない時間が増えてきました。2015年全体で、発電総量の約８％が解列され

ました。２億ユーロ（約260億円）を超える損害賠償金が、発電事業者に支払われています。 

同州では、ドイツでも早くから送電網と配電網の整備に取り組んできました。しかし、そ

れが追いつきません。風力発電施設は２年ほどで設置できます。それに対して、送電線の建

設には10年もかかります。２つの建設のテンポが違い過ぎます。 

州のハーベック環境大臣（緑の党）によると、すでに計画されている送電網の整備が完了

すると、解列件数が大幅に減少すると予想されます。ただ送電網をより安定させ、発電され

た電力を効率よく利用するには、送電網整備によって送電網の容量を拡大するばかりではな

く、地元周辺で電力需要を柔軟に管理して電力を効率的に消費することも必要になると、大

臣はいいます。 

電力需要を管理するとは、発電量と送電網の状況に応じて発電地に近いところで需要を増

やして余剰電力を消費するということです。電力のアクティブな地産地消といえると思いま

す。近郊の大都市において電力で熱を造って貯蔵し（Power to Heat）、その熱を需要に応

じて暖房や給湯に使います。あるいは、余剰電力を電気自動車や家庭内の小型蓄電池に蓄電

しておきます。 
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 電気自動車や家庭用小型蓄電池は、まだ割高です。しかし、需要が拡大するにしたがって

価格が下がっています。今後より一層普及すれば、それほど遠くないうちに手頃な価格で電

気自動車や家庭用小型蓄電池を購入できるようになると見られます。 

あるいは、余剰電力で水素を製造し、水素ガスとして貯蔵します（Power to Gas）。水素

は後述するように、燃料電池車や燃料電池によるコジェネレーションシステムの燃料とする

か、天然ガス網に供給して貯蔵することができます。天然ガス網は、現在考えられる中でも

容量の最も大きいエネルギーの貯蔵庫です。 

これらの方法は、いわゆるエネルギー貯蔵技術です。電力を発電地にできるだけ近いとこ

ろで他のエネルギーとして貯蔵できれば、電力を地産地消したことになります。電力を大容

量の高圧送電網で長い距離送電する必要がありません。 

 産業分野で電力の需要を意図的に増大させることも考えます。現在その対象に考えられて

いるのは、製紙工場や電気製鋼所、セメント工場、アルミ製造工場など電力需要の多い産業

分野です。ドイツ政府は、インダストリー４・０（Industrie 4.0）プロジェクトによって

製造業を高度デジタル化しようとしています。これは、 第４次産業革命に向けたドイツの

国家戦略です。共にデジタル化された電力供給システムと製造システムが連携すれば、発電

状況に応じて産業側で製造時期と製造量を自動制御できるようになります。発電と産業側の

電力需要がリンクします。その結果、産業側に材料費や製品の保管費などで余分なコストが

発生する可能性があります。このコスト増は、余剰電力を格安で提供することで相殺します。

余剰電力の販売価格を入札方式で決めることも考えられています。すでに関心を示している

企業があるといわれます。 

再生可能エネルギーは、とかく高いといわれます。解列による損害賠償額を見るだけでも、

やはり高いじゃないかといわれてしまいそうです。しかしそれは、市民の暮らしや産業にお

いて利用の可能性や効率的な利用法をまだ学習している段階だからです。再生可能エネルギ

ーが普及するにつれて、学習効果が現れます。それによって、コストが大幅に削減されます。

それは、新しい技術に共通していえることだと思います。その成果は、技術革新力を押し上

げ、産業の国際競争力も強化します。 

 再生可能エネルギーについては、コストが高いという今の段階だけのマイナス面だけを見

るのではなく、もっと将来の可能性としてポジティブに見ることも必要だと思います。
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３．夜間、電気を使わないようにする 

 

原子力発電とベースロード電力 

ベースロード電力は、最低限必要な電力のことです。年間を通して、常に一定量の電力が

供給されます。電力需要の少ない夜間に必要とされる電力がベースになります。それを供給

するのがベース電源です。ベースロード電源ともいわれます。日本では、原子力発電がこの

ベースロード電源になっています。 

 平成26年４月の日本政府の第４次エネルギー基本計画は、原子力発電を「優れた安定供給

性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排

出もないことから、安定性の確保を大前提に、エネルギー需要構造の安定性に寄与する重要

なベースロード電源である」と規定しています。エネルギー基本計画はさらに、 ベースロ

ード電源として一般水力（流れ込み）と石炭、地熱を挙げています。発電コストが安く、昼

夜安定供給できるからです。その４年前に発表された第３次計画では、原子力は「供給安定

性・環境適合性・経済効率性を同時に満たす基幹エネルギー」と規定され、「政策総動員に

より、最大限の導入を図る」とされていました。 

その４年間で、日本のエネルギー政策では何が変わったのでしょうか。何も変わっていな

いと思います。変わったのは、３・１１東日本大震災によって東京電力福島第一原発で大惨

事が起こり、すべての原発が停止されたことだけです。最新の基本計画において、原子力は

文面上、石炭と水力、地熱と同等にされました。しかし発電コストが低いからと、現在も原

子炉の再稼働を進め、第３次計画と同じように原子力発電を最大限利用していくぞといって

いるにすぎません。 

なぜ、原子力がベースロード電源として重要視されるのでしょうか。 

それは、原子力発電では原子炉が常にフル稼働し、事故がない限り昼夜安定して同じ量の

電力を供給してくれるからです。ただ常にというのは正確ではなく、約１年のサイクルで原

子炉を停止して定期検査を行い、その時に核燃料を３分の１ずつ交換します。その停止期間

は、その都度異なります。その期間に定期検査ばかりでなく、改造されることもあるからで

す。30日から60日ほど停止します。日本ではタービンの解体が義務付けられているなど、他

国に比べて定検期間が長く、原子炉毎の平均年間稼働率が90％未満となっています。これは、

国際的にもかなり低い稼働率となっています。原子炉の停止期間中は、原発のリザーブとし

て用意されている火力発電所でその不足を補います。 

 

 
福島県でも、東京電力福島第二原発近くに 

広野火力発電所がある 

 

さらにこれに、日本の特殊事情が加わります。日本では、これまで大手電力会社の電力供

給エリアが決まっていました。ヨーロッパ大陸では各国間で電力をやりくりするための連系

線があり、いつも各国間で電力を輸入、輸出（融通）し合っています。しかし日本では、自

社の供給エリアで電力が足りなくなって、他の大手電力から電力の不足分を補うのは恥ずか

しいことだとされてきました。恥をかかないため、大手電力各社は十分すぎる以上のリザー
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ブ発電所を持って安定供給を確保してきました。それは、主に火力発電所です。日本の原子

力発電所にいくと、近くに大きな火力発電所が立地しているのをよく目にします。３・１１

後にすべての原発が停止したにも関わらず、日本では電力不足が発生していません。それは、

リザーブとして確保されている火力発電所のおかげでした。日本には、それほどたくさんの

発電容量があるということです。 

 

揚水発電は、原子力発電の子どものようなもの 

ベースロード電源となる原子力発電は、常にフル稼働しているといいました。原子炉の発

電量を調整できないわけではありません。加圧水型炉よりも沸騰水型炉のほうが、稼働中に

発電量を調整しやすいといわれます。しかしそれによって、安全性に問題が出るほか、原子

炉の寿命が短くなると指摘されます。原子力発電の出力を稼働中に調整しているところは、

世界中どこにもないと思います。 

発電量が一定で安定しているという点は、長所にも短所にもなります。発電量が一定で安

定しているのは、最低必要な電力の電源としては最適です。しかし、一定量供給される電力

が需要より多いと電力が余ります。余剰電力は、需要の少ない夜間に発生します。 

夜間電力が安いのは、需要の少ない夜間に余剰電力が出るからです。余剰電力を安く売っ

て、できるだけ多く使ってもらおうとします。たとえば、余剰電力を使って低い所に貯めら

れた水を高い所にある貯水ダムにくみ上げ、電力の需要が増えると、くみ上げられた水を上

から低い所に落として水力発電します。これが揚水発電で、こうした蓄電機能を持っていま

す。日本では今後再稼働される原発が増えると、夜間に原子力発電で発電された余剰電力を

蓄電するために揚水発電を使うことになります。揚水発電は元来、原子力発電の子どものよ

うな役割を果たしてきました。 

 ドイツでは、一般家庭において夜間の余剰電力を利用する夜間蓄熱暖房器が普及していま

す。夜間の安い電力で石を加熱して熱を貯め、暖房器として使います。この暖房器も、余っ

たベースロード電力を利用するためのものでした。しかしドイツ政府は、2009年４月に新し

い夜間蓄熱暖房器の使用を禁止します。それは、夜間に省エネするためでした。しかし2013

年、夜間蓄熱暖房器の使用を再び認めます。それは、風力発電の普及で夜間の余剰電力が増

えたからでした。夜間蓄熱暖房器は、発電量の調整が難しい風力発電の余剰電力を有効に使

う手段として復活します。 

脱原発を決めたドイツでは、揚水発電も再び注目されるようになってきました。それで、

夜間風力発電された余剰電力を蓄電します。たとえばドイツ南東部テューリンゲン州のシュ

マールヴァッサーでは、既存の貯水池に貯まった水を夜間の余剰電力で高い所にくみ上げる

ため、約285メートル上に上部貯水池を設置して出力約100万ｋＷの揚水発電所を建設するこ

とが計画されています。ダムは元々、地元に水道水を供給するためのものでした。水道水の

需要が減ったことから、貯水池の水はもう2005年から使用されていません。それを揚水発電

に利用しようという計画です。総投資額は約14億ユーロ、約1900億円に相当します。 

 

  
既設の下部貯水池       正面の林を伐採して上部貯水池を建設する 
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シュマールヴァッサーに計画されている揚水発電所の構造（イラスト：たなかゆう） 

 

上部貯水池をつくるため、山上部の森を伐採して穴を掘らなければなりません。これは、

自然破壊になります。この地は、テューリンゲンの森の南端に位置します。上部貯水池の計

画されている近くには、レンシュタイク（Rennsteig）と呼ばれる170キロメートルに及ぶハ

イキングコースがあります。ドイツでも最も歴史のあるハイキングコースの一つです。冬に

なると、スキーのクロスカントリーを楽しむ市民がたくさん集まります。 

地元では、建設計画に反対する市民グループも結成されました。自然保護か余剰電力の有

効利用か、あるいはその他の方法があるのか、市民は選択を迫られます。 

 

ドイツでは、原子力はベースロード電源ではなくなった 

すでに述べたように、風力発電にしろ、太陽光発電にしろ、再生可能エネルギー発電には、

天候状態に応じて発電量が早いテンポで変動するという問題があります。無風状態になると、

風車の羽がすぐに止まって発電できません。急に強風が吹きはじめると、発電量が急増しま

す。それは、太陽光発電にも同じことがいえます。太陽が出ているかいないかで、発電量が

早いテンポで変化します。 

 ドイツでは、再生可能エネルギーの発電量が総発電量の約３分の１にまで成長してきまし

た。その分、発電量の変動テンポの早さに、その他の発電施設も対応しなければなりません。

しかし石炭を燃やしている火力発電では、燃焼力を簡単に変えることができません。それに

対して原子力発電では、制御棒を挿入すればすぐに原子炉を緊急停止させることができます。

その点で、原子力発電のほうが石炭火力発電よりも変動のテンポの早さに対応しやすいとい

う利点があります。そのためドイツでは、ベースロード電源は原子力から石炭火力にシフト

されました。 

これは、発電量に変動の大きい再生可能エネルギーが、常に一定量を発電する石炭火力発

電や原子力発電とは両立しないことを示しています。再可能エネルギーが増えるとベースロ

ード電源が邪魔になり、ベースロード電力を基本とした電力供給システムは機能しなくなり

ます。それは、ドイツで夜間になると、石炭火力や原子力で発電された電力が多量に余り、

ゼロ価格やマイナス価格でまで販売されていることでもわかります。一定量の電力であるベ

ースロード電力という考え方自体が、もう成り立たなくなります。 

原子力発電された電力をベースロード電力とする日本のエネルギー計画は、むしろ時代遅

れだといわなければなりません。化石燃料やウラン燃料などの有限資源に永久に依存するこ

とはできません。当分は、石炭火力や原子力に頼ることができます。でも、いずれエネルギ

ー供給を再生可能エネルギーにシフトしなければならない時期が必ずきます。 

 その時、日本はどうするのでしょうか。再生可能エネルギーにシフトするには、たいへん

長い時間がかかります。数年でできるものではありません。今からでもすぐにそのための準

備をはじめないと、手遅れになります。 

 

原子力発電は省エネを妨げる 
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電力は余っても、簡単に貯蔵できません。すでに述べたように、たとえば余剰電力を揚水

発電に利用します。あるいは、損を覚悟でゼロ価格やマイナス価格で余剰電力を売りさばい

て処分します。 

原子力発電はフル稼働を原則とし、常に一定の電力を発電しています。それを効率よく使

うには、できるだけ余剰電力が出ないように消費しなければなりません。その結果、原子力

発電の割合が多くなればなるほど、常に消費しなければならない電力量が増えます。それに

よって逆に電力不足になってしまう問題については、次の項で述べます。 

 原子力発電は電力の浪費をベースとし、省エネを妨げます。常に一定量の電力を発電して

いるので、再生可能エネルギーの割合が増えて発電量の変動が激しくなると、その変動にフ

レキシブルに対応できないこともすでに述べました。 

ぼくたち現代人は、次の世代にも現代人と同じレベルか、それ以上の豊かさを残していき

たいものです。地球の資源が有限である以上、限られた地球資源を有効に使い、持続可能な

開発を進めることが求められます。経済成長を続けながらも、電力需要の増大しない、いや

むしろ省エネの実現できるシステム造りが急務となっています。それが今、現代人に課せら

れた課題です。 

 しかし原子力発電をフル稼働させて、一定の電力を供給させている限り、ぼくたちの課題

は実現できません。 

 

原子力大国フランスの苦悩 

 そのいい例が、原子力大国フランスです。 

 フランスでは、発電全体に占める原子力発電の割合が70％を超えています。オランド大統

領は、それを2025年までに50％に低減することを公約にして当選しました。それとて、原子

力依存度がとても高いといわなければなりません。ここに、原子力大国フランスの落とし穴

があります。 

フル稼働を原則とする原子力発電の割合が高いと、それで発電された電力を消費しなけれ

ばなりません。フランスは電力消費を上げるため、暖房の電気ストーブ化を進めてきました。

ＥＵ委員会が消費電力の多い電球を段階的に廃止して、省エネ型ランプに切り換えることを

提案します。その時、真っ向から反対したのはフランスでした。夜間の消費電力が減ると、

余剰電力の消費に困るからです。 

 日本と違い、ヨーロッパでは電力需要のピークが冬にきます。寒波がくると、フランスで

は電気ストープの電力消費が激増します。しかし、フランスの電力供給システムはそれに対

応することができません。フル稼働している原子力発電の割合が高いので、電力需要の変動、

特に需要が激増すると、その需要を満たすだけの電力がありません。その時フランスは、脱

原発を決めた隣国のドイツから電力を輸入します。 

ヨーロッパ大陸では、各国間の送電網は連系線でつながっています。いつでも電力を輸出、

輸入できます。ただ輸出・輸入といういい方は、あまり適切な表現ではありません。ヨーロ

ッパ大陸では、各国が隣国同士でお互いの都合のいいように電力をいつも融通しているとい

ったほうが正しいと思います。 

 ドイツでは、北部は南部よりもオランダやポーランドの隣国のほうが地理的に近いのです。

電力を南部に送電して国内で消費するよりも、オランダやポーランドなどの隣国に送電する

ほうが電圧降下を抑えることができます。送電網もそのほうが安定します。 

2013年から2015年までのドイツの電力月別輸出・輸入状況を見ると、ドイツではほとんど

の月で輸出超過になっています。以下のグラフでは、上の棒グラフが輸入量、下の棒グラフ

が輸出量を示します。折れ線がその差です。ここでは、月別の総輸入量から総輸出量を差し

引いて、物理的な差を出しています。 

 ドイツは、脱原発を進めています。2011年３月11日前には、原子炉17基が稼働していまし

た。３・１１直後に原子炉８基を止め、2015年６月にはさらに１基停止させました。現在ド

イツで稼働している原子炉は８基と、３・１１前の半分以下になっています。それに代わり、

再生可能エネルギーの割合が増えました。グラフを見ればわかるように、ドイツは依然とし

て電力輸出国となっています。 
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季節毎の状況を見ると、電力需要のピークとなる寒い冬期にドイツの電力輸出量が増えて

います。それは、フランスへの電力輸出が増えるからだと見られます。 

 

グラフ：2013年から2015年のドイツの電力月別輸出入（単位：100万ｋＷｈ） 

 
（出所：ドイツ電事連（BDEW）、2016年４月現在） 

 

日本政府はよく、脱原発を決めたドイツは電力を安定供給できなくなってフランスから電

力を輸入していると主張しています。しかしそれは、ほんの一部の事実しか伝えていません。

秒単位で細かく見れば、ドイツがフランスから電力を輸入する期間があるのは事実です。た

だドイツは、年間を通して電力を輸出しています。ヨーロッパ大陸特有の陸続きという立地

条件を有効に利用するため、ドイツ一国だけではなく、大陸全体で各国の安定供給を維持す

るために隣国同士で都合のいいように電力を融通しているだけの話です。それを、ドイツが

脱原発を進めているからフランスから電力を輸入しているとするのは、原発を維持したい日

本政府の詭弁にすぎません。 

 

夜間は、原子力で発電された電力を使っている 

日本では政治が変わらない限り、再稼働する原子炉が増えていきます。フル稼働する原子

炉が増えると、ベースロード電力における原子力発電の割合が増えます。夜間電力が原子力

発電で供給されます。 

確かに、今の家電製品は消費電力の少ない省エネタイプになりました。でも、何やかやと

電気を必要とする家電製品が増えていないでしょうか。昔、電話器には電気は必要ありませ

んでした。親子電話で電気が必要でも、親電話器だけは電気がなくても通じました。しかし

現在、家庭内でコードレス化された有線電話は電気がないと機能しません。携帯電話に至っ

ては電気が命です。携帯電話の機能が多様化して、アプリが増えれば増えるほど消費電力も

増えます。 

ブラウン管型テレビでは、スイッチを切ると電源が切れました。今の平型テレビは、テレ

ビのスイッチをオフにしても、電源は切れません。ノートブックも、電源を切らないままス

リープ状態にしておけばすぐに使えます。ノートプッブを使わない時に電源を切っている人

は、ほとんどいないと思います。タブレット型パソコンは、常に電源オン状態です。 

家電製品が省エネタイプになっても、新しい技術や製品が出てくる毎に、電気を消費する

機能が増えています。実際には使っていなくても、電気が気づかないまま消費されている家

電製品が増えました。便利になった反面、電力消費が増えているように思えてなりません。 
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自動車は電子制御化され、とても快適な走行や運転が可能になりました。たとえば自動車

のドアの鍵。自動車キーを使って、自動車から離れた位置からでも自動ロックと自動解錠が

できます。そのために、自動車では常に電気が使われています。 

自動車と同じことが、スマートハウスと呼ばれる住宅にもいえます。スマートハウスは、

家電製品や設備機器を情報通信技術で接続して、家の機能を統合的に制御してエネルギーを

最適に利用しようとするものです。それによって、便利さも増します。しかし家を常に制御、

監視するため、家中でスタンバイ機能のために常に電力が消費されています。ハウス全体で

は、総合的に電力消費が増えていると思います。 

でもそれを、エネルギーを効率的に利用するからいいとするのか。その時、効率とは何で

しょうか。ぼくにとっては、エネルギーを効率的に使わないことがエネルギーの効率的利用

です。でも現在は、エネルギーを効率的により多く利用することを目的とした技術が開発さ

れ、エネルギー消費の増加が促進されています。 

その結果、夜間の電力消費が増えます。その時、ベースロード電力、つまり原子力で発電

された電力を使うのだということを肝に銘じてほしいと思います。 

 

夜間、電気を使わないようにするには 

前項で述べたように、スタンバイ機能のために、家電製品のスイッチを切っても電気を消

費している家電製品が増えました。平型テレビ、電話、ファックスなどが、夜間使わなくて

も電気を消費しています。スタンバイ機能を夜間に完全にオフにするには、家電製品に電気

が流れないようにするしかありません。そのため、コンセントに差し込んで電源をオフにで

きるプラグが市販されています。コンセントに差し込めば、自動的に電源をオン／オフにで

きるタイマー付きのプラグもあります。スイングプラグ電源タップであれば、複数の家電製

品の電源をまとめてオフにすることができます。 

 

 
赤いボタンを押せば、電源を完全にオフにできるプラグ 

 

携帯電話、スマートフォン、ノートブックパソコン、タブレット型パソコンなど蓄電池式

の家電製品では、夜間に充電するのは避けたいと思います。夜間に充電すれば、原子力で発

電された電力を蓄電します。 

 家電製品の電源を夜間完全にオフにし、携帯電話やパソコンの充電を夜間に行なわないだ

けで、ベースロード電力の需要が減ります。消費者が消費する電力は消費電力全体の半分に

もなりません。でもぼくたち消費者がそれを徹底すると、それだけでも原子炉が数基不要に

なると思います。 

 

夜間は、グリーン電力でも使わない 

たとえ再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力を供給してもらっていても、夜間は

電力をできるだけ使わないようにしたいと思います。それはなぜか。 

一つに、夜間にグリーン電力が十分に発電されているかどうかという保証がないからです。

夜間グリーン電力を供給してくれるエネルギー源は、主に中小水力、地熱、風力です。ここ

で、最も発電量が多くて頼りになるのが風力です。ただ風力発電は天候に左右されやすく、

風がないと発電できません。何らかの蓄電技術が普及しないことには、夜間常にグリーン電

力が供給されているという保証がありません。特に日本では風力発電の割合が非常に少ない

ので、グリーン電力の需要を夜間に満たせるのかどうかとても疑問です。 
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 電気を貯蔵する技術が普及すれば、この問題は解決できます。しかし、それまでにはまだ

時間がかかります。 

もう一つは、夜間の電力消費を少なくしたいからです。これは、ベースロード電力の需要

を減らすということです。日本では省エネ化が進んでいますが、その効果は主に電力需要が

ピークになる時しか発揮されません。省エネ家電製品が普及しても、たくさんの家電製品が

使用される時間帯にしか省エネ効果が生まれないということです。 

それに対し、常に使われるベースロード電力の消費量を減らすと、省エネ効果がより一層

大きくなります。家電製品の省エネ効果に頼るだけではなく、どうしても必要な時以外は、

電気を使いません。夜間必要ない照明器具に電気をつけたまま寝ていないでしょうか。無駄

な電気の浪費は避けたいものです。エネルギーを浪費するかしないか、それはぼくたち消費

者の判断と意欲に依存します。 

日本の電力小売事業者の新料金メニューを見ると、電力消費量が多ければ多いほど電気料

金が安くなっています。夜間料金を割引しているものもたくさんあります。携帯電話プロバ

イダーの通信サービスとセットにしているものもあります。 

日本の新料金メニューは、電気はできるだけ使ってほしい、夜間もたくさんの電気を浪費

してほしいといっています。省エネすることは考えられていません。本気で省エネを目指す

のであれば、１ｋＷｈ当たりの料金は消費量が多いほど高くすべきです。それでは大家族に

不公平になるので、家族構成を考えた料金体系があってもいいと思います。 

再生可能エネルギーが普及してグルーン電力化が進むと、電気料金は将来、おそらく夜間

ではなく、日中に一番安くなると見られます。電気が貯蔵できるようになると、夜間電気を

割引してまで余剰電力を消費してもらう必要はありません。その結果、一日のうち電力需要

がピークとなる昼間に価格競争が最も激しくなり、その時間帯で価格が下がってくると見ら

れます。 

電力供給システムがスマートグリットやスマートメーターなどでデジタル化されると、電

気料金は時間毎に変化します。消費者は、スマートメーターでいつも一番安い電気を供給し

てもらえるようになります。あるいは、電話のように電気フラットレートという料金体系が

出てくるのもそう遠いことではないと思います。再生可能エネルギーには、燃料費などの限

界費用がありません。電力の取引価格は限界費用をベースに決まるので、再生可能エネルギ

ーの割合が増えるにしたがい、電力の取引価格は限りなくゼロに近づきます。容量市場も登

場してきますが、それは電力消費量とは関係ありません。だから、フラットレートが可能と

なります。ただそうなると、電気が使い放題になってしまうのも心配です。 

 どういう料金体系になろうが、ベースロード電力において省エネしなければならないのは

変わりません。夜間、電気をできるだけ使わないようにすることです。 
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４．電気だけで熱をつくらない 

 

外は寒くても、室内は暖かい 

電気で暖房するフランスでは、寒波になると電力不足で電力をドイツから輸入すると書き

ましたました。ドイツでは電気で熱をつくる割合が少ないので、同じようなことはドイツで

は起こりません。 

ドイツの冬は、連日零下となるなど寒い日が続きます。しかしドイツでは、室内の暖房が

しっかりしているので、冬は日本にいるほうが寒く感じます。日本の寒さは本来それほど厳

しくないのに、冬の生活温度が低いからです。 

生活温度は、暖房するエネルギーをどう使うかに大きく依存します。日本の多くの家庭で

は、こたつや電気ストーブ、石油ストーブなどが暖房の手段です。これは家全体を暖房する

のではなく、暖房器のある場所だけを局所暖房するものです。 

 それに対して、ドイツでは家中を暖房します。昔は石炭などで部屋毎に暖房していました。

しかし、今はガスのセントラルヒーティングや発電所から供給される地域暖房熱源で一軒家

や集合住宅の建物全体を暖房します。給湯も、ガスのセントラルヒーティングないし地域暖

房熱源などで行います。 

地域暖房熱源は、居住している場所の近くに発電所があるから効率よく供給できます。自

治体所有の都市電力公社が供給します。ここでは主に、電力と熱を併行して供給できるコジ

ェネレーションシステムが使われます。 

ドイツのエネルギー消費の約35％が暖房と給湯に使われ、二酸化炭素の総排出量の約40％

がそのために排出されています。 

ドイツではすでに、熱を再生可能エネルギーでグリーン熱化する手法も考えられています。

たとえばグリーン電力を販売しているリヒトブリック（Lichtblick）社は、自動車メーカー、

フォルクスヴァーゲン社のエンジンを利用した小型のコジェレーションシステムを開発しま

した。主に集合住宅に設置します。ガスで自動車のエンジンを動かして発電し、その廃熱を

暖房と給湯に使います。まだ、天然ガスを燃料にしています。ガスが再生可能エネルギー化

されると、グリーン電力、グリーン熱になります。 

 同社がドイツ各地に設置した分散型コジェレーションシステムは、本社のあるハンブルク

の中央監視室から遠隔制御され、電力と熱の供給が最適化されます。こうして、電力・熱供

給システムのデジタル化も進めています。 

 

大型発電所は熱を供給するのに適さない 

大型の火力発電所は、住民が密集する地域から離れたところに立地しています。電力は供

給できても、廃熱を暖房や給湯のために供給するには適しません。熱を配管で輸送する距離

が長くて、その間に温度が下がり、効率がよくありません。 

 原子力発電にも、同じことがいえます。原子力発電所は、人口密集地域からかなり離れた

ところに建設されています。東欧の原子力発電所を取材して回った時に、ルーマニアやハン

ガリーで原子力発電所から出る廃熱を暖房と給湯用に使っているところがありました。しか

しそれは、ごく少数の例外だといわなければなりません。原子力発電所からの廃熱を使うこ

とに対して、住民のアクセプタンスを得ることができません。原子力発電所の熱は、捨てる

しかありません。それが、廃熱を排出する海や川の水の温度を上げて周辺地域の環境に影響

を与える原因にもなっています。 

 

熱を貯める 

揚水発電の例からもわかるように、電気はそのままの形で貯蔵することができません。そ

れに対して熱は、お湯としてタンクに貯蔵しておくことができます。ドイツでは、住宅の地

下にお湯を貯めておく熱貯蔵タンクを設置するケースが増えてきました。 

 前述したリヒトブリック社のコジェネレーションシステムも、熱は一旦地下のタンクに貯

蔵して使います。屋根に太陽熱温水器があれば、熱くなったお湯を地下のタンクに貯めてお
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くこともできます。お湯の温度が十分でなければ、ガスで加熱します。水から加熱するわけ

ではないので、その分ガス消費量を節約できます。 

ドイツの連邦議会（下院）議事堂では、地下深くに温かい熱（温熱）用のタンクと冷たい

熱（冷熱）用のタンクが設置されています。バイオディーゼルで稼働するコジェネレーショ

ンシステムから出る廃熱は、温水として地下300メートルにある岩盤層（温熱タンク）に貯

めます。寒くなると、その温熱を暖房に使います。冬期には、冬の冷たい地下水を地下60メ

ートルのタンクに冷熱として貯めておきます。それを夏の冷房に使います。 

 

 
ドイツ連邦議会議事堂では、温熱と冷熱を 

地下に貯蔵している（イラスト：たなかゆう） 

 

ヒートポンプは再生可能エネルギー 

ヒートポンプは外気、地中熱、地下水などにある水、熱を熱源として、冷却と加熱に使い

ます。日本では、以前からエアコンや冷凍冷蔵庫としてヒートポンプが使われてきました。

ドイツではここ最近、ヒートポンプが給湯や暖房に使われるようになってきました。 

ヒートプンプの利用する熱源が再生可能なものであることから、ドイツを含めヨーロッパ

では、ヒートポンプを再生可能エネルギーに属するものとします。そのため、再生可能エネ

ルギー普及事業やエネルギーの効率的利用促進事業の枠内で、ヒートポンプの設置が公的に

補助されます。 

日本では、夏の冷房と冬の暖房のために。外気を熱源として冷暖房の両方に使えるエアコ

ンが重宝されてきました。ただエアコンから排出される熱は、ヒートアイランド現象をもた

らす大きな原因の一つとなります。ヒートポンプが電気を消費することも指摘しておきたい

と思います。ヒートポンプは適材適所に使わないと、電力消費と廃熱をやたら増やしてしま

う危険があります。 

 

 
ドイツで使われる住宅用ヒートポンプの例。 

写真真ん中にあるタンク 
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断熱効果を高める 

ドイツにおいても、夏は冷房がほしいと思う暑い日が増えてきました。しかし、冷房の入

っている住宅はほとんどありません。暑くても、湿度が低くて過ごしやすいからです。 

第二次世界大戦の空襲で破壊されていなければ、ドイツの街並には20世紀はじめに建てら

れた古い建物が多く見られます。その中では、夏の暑い日でもひんやりします。組積された

レンガの壁が厚いからです。暑い日が何日も続くと、日中は窓を閉め切って暑さを遮断しま

す。それでも、暑さに耐えられなくなる日が増えてきました。 

 

 
ドイツでは、20世紀はじめに建てられた 

古い建物がリフォームされている 

 

建物を暖房、冷房するにしても、室内の温度が外気温に影響されるようでは、暖房や冷房

する効果がありません。また、室内の暖かさや冷たさが外に逃げるようでは、暖房、冷房し

ても意味がありません。そのため、リフォームによって建物の断熱効果と窓の気密性を高め

ます。 

ドイツでは、古い建物の外壁に厚さ15センチメートルほどの断熱材を張り付けるなど、建

物の断熱効果を上げ、窓を新しくする省エネ工事が盛んに行なわれるようになっています。

これは、金融危機後の2009年から、国が景気刺激政策の一つとして省エネのための建物の改

造に公的補助や低利率の融資を拡大してきたからです。2013年には、省エネのための改造工

事を行ないやすいように規制も緩和されました。 

 

 
住宅の地下外壁にも、断熱材を貼る 

 

断熱効果によって、暖房にかかる燃料を削減し、そのコスト負担を少なくします。断熱工

事にかかるコストは、省エネによる暖房費の削減で長期に渡って回収します。 

 日本では、景気刺激対策として道路建設などの公共事業が行なわれます。日本の実家に帰

る毎に、なぜこんな不要な道路をまた造ってしまったのかと、不思議に思うことがよくあり

ます。税金を使って不要な道路を建設して景気を刺激するよりは、税金を省エネなど環境保

護につながるような事業に投入して景気を刺激します。そのほうが、長い目で見るとコスト

削減効果をもたらし、社会の有意義な財産として残ります。 
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エネルギーパスで建物の省エネ度を知る 

建物に省エネ工事を施すと、建物間の省エネ度に差が出ます。省エネ化された建物なのか、

そうでないのか。省エネ化されていても、どの程度省エネされているのか。住宅を買う場合

や借りる場合、その省エネ度が知りたくなります。 

建物の省エネ度を示すのが、「エネルギー証明書」や「エネルギーパス」といわれるもの

です。ドイツではＥＵ規定にしたがって、2007年に関連の政令が施行しました。家電製品と

同じように、建物にもエネルギー消費によって省エネ度の表示を義務付けます。消費者が建

物を買う、借りる時に、建物の省エネ度から物件を選択できる可能性が生まれました。自動

車でいえば、自動車を買う時に燃費から車種を選択できるようにすることです。 

エネルギーパスの書式は、ドイツエネルギー機関という政府機関がそのひな形を作成して

います。 

エネルギーパスは、専門の鑑定人資格を持っている人が発行します。建物に関係する学科

を卒業した技師や、相応の資格を持つ職人などです。エネルギーパスの発行を続けていくに

は、建物の省エネ問題に関して定期的に社会人教育も受けなければなりません。 

日本でも、エネルギーパスの導入を義務化するべきだと思います。 

 

 
エネルギーパスの例。上部にある緑／黄／赤の横棒が省エネ度を示す。 

赤から緑にかけて省エネ度が高くなる。矢印が、当該建物の年間の 

平米当たりのエネルギー消費を示す 

 

熱供給を再生可能エネルギー化する 

発電ばかりでなく、熱をつくるためにも、石油やガスなどの化石燃料を使います。化石燃

料は有限で、いずれなくなります。熱を持続的に供給できるようにするには、熱も再生可能

なエネルギー源でつくる必要があります。 

もちろん、再生可能エネルギーで発電した電力で水を加熱して熱をつくることができます。

でもそれでは、電気の需要が増えるばかりです。将来、電力需要が電気自動車の動力燃料と

してより一層増えることが考えられます。熱供給など電気が必ずしも必要でないものは、で

きるだけ電気以外のエネルギーを使って供給すべきだと思います。 

ドイツでは、まず南西部のバーデン・ヴュルテンベルク州が2007年11月、新築住宅の熱供

給の最低20％を再生可能エネルギーで行なうことを決定しました。国レベルでは、2008年８

月に再生可能エネルギー熱法が成立。2020年までに熱供給の最低14％を再生可能エネルギー

で行なうという目標を設定しました。この目標は、その後さらに引き上げられます。 
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 ドイツは、電力ばかりでなく、熱、動力燃料も含め、すべてのエネルギー源を再生可能エ

ネルギーに転換することを計画しています。これが、ドイツ語でいう「エネルギーヴェンデ

（Energiewende）」です。「エネルギー転換」とか「エネルギーシフト」と訳すことができ

ます。この「エネルギーヴェンデ」という表現は、すでに世界中でそのまま使われるように

なってきました。日本では、ドイツが脱原発したことだけが注目されています。しかしドイ

ツは、電力、熱、動力燃料のすべての分野でエネルギー源を再生可能エネルギーに転換する

ことを目指しています。 

 ここでいう熱は、給湯と暖房のための温熱と冷房のための冷熱の両方をいいます。熱を供

給するために、太陽熱、生物資源のバイオマス（ペレットなど）とバイオガス（メタンガ

ス）、地中熱や大気、水などの環境熱（ヒートポンプに利用）を利用することを促進します。 

 ただドイツでも、熱供給におけるエネルギーヴェンデは、発電に比べるとかなり遅れてい

ます。2016年末の段階で、ドイツの熱供給はまだ約13％が再生可能エネルギーでカバーされ

ているにすぎません。 

 

ガスはどこからくるのか 

ガスは通常、化石燃料と思われています。ガスを再生可能エネルギー化するとは、どうい

うことなのでしょうか。日本では、再生可能エネルギーからガスをつくるのは無理だとされ

ています。 

 実は、ぼくたちの身の回りにガスをつくる「資源」がたくさんあります。家畜の糞尿、農

産物廃棄物、食品の残さや残飯、生ゴミ、下水処理場に沈殿した汚土（たとえば人の糞尿）

などです。これらは、有機ゴミといわれます。 

ドイツではこれまで、家庭から排出されるゴミは堆積処分されていました。たとえば石炭

の露天掘り跡が、その堆積場になっていました。そこでは、ゴミが発酵してメタンガスが出

ます。そのガスを回収します。下水処理場では、汚土（スラジ）が沈殿して下に貯まります。

汚土からは、人間の糞が発酵してメタンガスが出ます。人の糞がエネルギー源になるという

ことです。たとえばドイツ南西部のシュツットガルトでは、下水処理場で発生するメタンガ

スを回収して大型燃料電池の燃料として使い、電力と熱を供給しています。 

 燃料電池では、水の電気分解を逆にして水素と酸素を結合させます。水素ないし水素が含

まれているメタンガスを燃料として、その化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換しま

す。燃料電池は、自動車の動力源、住宅や産業用のコジェネレーションシステム（電力と熱

を供給）として期待されています。ただこれまで、燃料電池は期待されたほどには普及して

いません。 

家畜の糞尿は、その他の生物資源や有機ゴミと一緒にバイオガス発電施設の発酵槽に入れ、

バイオガスを発生させます。そのガスを回収して、ガスエンジンで発電します。これが、バ

イオガス発電です。発酵槽ののぞき窓から中をのぞくと、表面に大きな泡ができては破れる

のが見えます。発酵して、ガスが発生しているのです。バイオガス発電は主に、電力需要が

最大となるピーク電力を供給するために使います。発電施設が小規模で、すぐに発電を開始

させたり、停止させたりできるので、電力の需要の変化に素早く対応できます。またピーク

電力は高く取引されるので、コストの高いバイオガス発電でも価格競争には負けません。 

バイオガス発電施設では、常に発電されているとは限りません。発電しない時は、発酵槽

上部にガスを貯めます。ドイツ南東部テューリンゲン州で取材した施設では、発酵槽上部を

より大きくしてガスの貯蔵量を増やしていました。そのプラントでは、バイオガスを燃やす

ことによって排出される二酸化炭素も回収して貯蔵していました。電力需要が少なくて発電

しない時は、発酵槽のバイオガスに、回収した二酸化炭素を結合させてメタン濃度を高くし、

近郊の町の天然ガス網に再生ガスを供給していました。 
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バイオガス発酵槽。上の部分にガスが貯まる 

 

 
バイオガスに二酸化炭素を加えてメタン 

濃度を上げるメタンガス化装置 

 

ドイツでは、バイオガス発電がとても盛んに行なわれています。特に、農業の副収入源と

して大きな期待が持たれ、農業の救世主ともなっています。ドイツ東部では、地元の農業協

同組合が中心となってバイオガス発電が行なわれています。旧東ドイツ時代の農業協同組合

の伝統があるからです。 

農民はさらに、単独であるいは共同で牛舎や倉庫などの屋根にソーラーパネルを設置して

発電し、電力を売って副収入を得ています。 

 

 
牛舎の屋根に設置されたソーラーパネル 

 

ドイツではバイオガス発電の技術開発も活発で、コスト高のバイオガス発電の効率を上げ

て、コストを削減する努力が行なわれています。そのポイントの一つが、家畜の糞尿と一緒

に発酵槽に入れる生物資源です。 

 生ゴミなども、発酵原料として使用することができます。ただその場合は、生ゴミを細か

く破砕して原料となる素材の種類毎に分別するほか、不純物を除去するなどの事前処理が必

要になります。それでは、コスト高となって効率がよくありません。そのため、農業で行な

われるバイオガス発電においては、使用される生物資源が限定されてきました。 
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主に使われる生物資源は、トウモロコシの茎や葉を細かく破砕して乳酸発酵させたサイレ

ージ、エネルギー源とすることを目的に栽培されるエネルギー植物のサイレージなどです。

エネルギー植物に関しては、生育期間を短縮したり、発酵機能を上げてより効率を上げるた

めの品種改良も行なわれています。食糧と競合しないように、エネルギー植物は普段使われ

ない休耕地で栽培されます。 

発酵槽からでる液体（消化液）や残さは、後で肥料として再利用されます。 

 

 
発酵原料となるトウモロコシの茎や 

葉のサイレージ 

 

 なお、バイオガス発電に使われる家畜の糞は、大量生産を目的に工業化された酪農業から

排出されます。グリーンピース・エナジー社のように農業の工業化に反対するグリーン電力

小売事業者は、バイオガス発電によって発電された電力を拒否しています。 

 

残飯でガスをつくる 

バイオガス発電では、人間の生活に関わる食品の残さや残飯、生ゴミも原料として使用す

ることができます。ホテルでの宴会やパーティでは、たくさんの残飯が残ります。これを単

に捨てたり、燃料として燃やすのではなく、有効に再利用します。 

ドイツでは廃棄物業処理業者が、スーパーなどで商品として販売できなくなった古い食品

（主に野菜やパンなどの生鮮食料品）、ホテルやレストランなどで調理後に残った食品の残

さや残飯、屠殺場で残った骨や内臓などの残さ、調理に使った古い油や脂肪油などを個別に

回収します。 

この分野では、リフード（ReFood）社がドイツの最大手となっています。ドイツ大手廃棄

物処理業者の子会社です。リフード社などこの分野の専用事業者は、独自の回収容器をレス

トランやホテルなどの回収先に設置し、顧客の要望に応じて定期的に容器を回収します。回

収された容器は洗浄、消毒された後、再び顧客の元に返されます。こうしたロジスティック

を、各社が独自に構築してきました。 

 

 
リフード社の残飯・古油回収車 

 

 リフード社は独自のバイオガス発電施設も保有して、発電と熱供給を行なっています。電

力は自社で使い、余った電力を公共送電網に送ります。送電量からして、約５万世帯に必要
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な電力を供給する勘定になるといいます。熱は自社の工場などで使い、発酵槽に残った残さ

や消化液は家畜の飼料として利用します。 

ドイツでは10年ほど前まで、残さはバイオディーゼル製造のための原料になっていました。

バイオディーゼル燃料が税制的に優遇され、自動車の燃料として急速に伸びてきたからです。

バイオディーゼルは軽油（化石燃料によるディーゼル）に混合するばかりでなく、バイオデ

ィーゼルだけで走る車も登場します。 

しかし当時のバイオディーゼルは、主にアブラナなどを原料として製造されていました。

食糧を供給するための農地が、自動車の動力燃料を製造するために減少していくことが心配

されました。そのため2009年、自動車の燃料に占めるバイオディーゼルの割合を制限する規

定が成立しました。現在、軽油におけるバイオディーゼルの混合割合は、最高７％までに制

限されています。 

 リフード社は現在、レストランなどから回収した古い食用油だけを原料にバイオディーゼ

ルを製造しています。2011年からは、廃食用油から製造するバイオディーゼルだけが法的に

優遇されています。 

家庭から排出される生ゴミは、堆積してメタンガスを回収するか、燃料として燃やして電

力と熱を供給するために使われます。そのほうが、コストがかからないからです。 

売れ残った古いパンを、パンを焼くオーブンの燃料とするパン屋さんも出てきました。そ

れに対して、売れ残りの古いパンだけを専門に売るパン屋さんも登場しています。スーパー

で古くなって廃棄される野菜の残りやその他の食品は、すでに述べたようにそれを回収して

バイオガス発電に使うことができます。それに対して、それをスーパーからもらい受けて生

活保護者やホームレスに配給したり、スープなどに調理して生活保護者やホームレスに炊き

出している市民グループもあります。 

 エネルギー源となる食品の残さや残飯をどう有効利用すべきなのか。その場の環境や条件

に応じて、ぼくたち自身で判断して選択しなければなりません。 

 

電気をガスにする 

 電気は、そのまま貯めることができません。電気を貯めるための代替方法として、電気で

水素ガスを製造して、それを貯蔵します。これを「パワー・トゥ・ガス（Power to Gas）」

といいます。 

再生可能エネルギーは天候に左右されやすく、発電量がそれによって大きく変動します。

その変動の影響を小さくするため、再生可能エネルギーで発電された電力で水素ガスを製造

して貯蔵します。水素ガスは通常、電気分解によって製造します。 

ドイツ北東部の再生可能エネルギーの町プレンツラウの近郊では、風力で発電された電力

を使って試験的に水素ガスを製造しています。製造された水素ガスは現在、工業用に使われ

ています。 

 

 
プレンツラウ近郊にある水素ガス 

製造パイロットプラント 

 

水素は、水素自動車や燃料電池車の燃料として使うことができます。あるいは、住宅用の

燃料電池にも使うことができます。パワー・トゥ・ガスが普及するには、水素の需要が十分
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になければなりません。水素自動車や燃料電池が普及して水素の需要が増えないことには、

この貯蔵技術は拡大しません。そのためには、水素スタンドも必要になります。 

 水素は、安全に貯蔵しなければなりません。そのためのインフラが必要で、それにもコス

トがかかります。 

製造された水素をそのままガス配管網に供給するか、水素と二酸化炭素を結合させてメタ

ンガスにしてガス配管網に供給することも考えられます。このガスは天然ガスと同じように、

暖房や給湯、調理に使われます。現在、ドイツで最も多量のエネルギーを貯蔵できる場所が、

このガス配管網なのです。その可能性を将来いかに有効に利用するのか、今後十分に考えて

いく必要があります。 

 ドイツでは、風力で発電された電力で水素を製造し、その水素をガス配管網に供給する実

証試験（現在、混合比は天然ガス90％／水素10％）が、2013年にドイツ東部ブランデンブル

ク州のファルケンハーゲンではじまりました。  

 

ガス市場を自由化する 

こうすれば、再生可能エネルギーによって新しい再生ガスが製造できます。ガス市場にお

いても、再生ガスを販売する新規参入事業者が登場します。ガス配管網を公平かつ平等に利

用し、消費者がガス供給者を自由に選択できるようにします。 

それが、ガス市場の自由化です。ガスの小売りを自由化するため、ガス供給システムにお

いてもガス小売業者とガス管網所有者を分離してガス導管分離を行います。 

ドイツでは電気と同じように、ガスも1998年に小売りが完全自由化されました。しかし、

ガス大手会社中心のガス市場では新規参入事業者がなかなか出てきませんでした。ガス配管

網が大手所有で、当時はまだ化石燃料である天然ガスだけの市場では、新規事業者が出てき

ませんでした。 

2005年７月、送配電網と同時に電気通信網規制機関にガス配管網の規制、監督が委託され

ました。それによって、中小の新規参入事業者が大手事業者と平等な条件でガスを供給でき

る基盤ができました。2006年10月には、ガスの小売事業者と配管網事業者を分離する導管分

離も実現されました。 

しかし消費者にとっては、電気に比べてガス小売事業者の数は依然として少なく、選択す

る余地がほとんどないのが現状です。価格競争もなく、消費者はまだ自由化による変化をそ

れほど感じません。 

日本では、ガスの小売りの完全自由化が2017年４月にはじまります。導管分離が今のとこ

ろ、2022年に予定されています。日本では、ガスの再生可能エネルギー化は不可能だと見ら

れていると聞きました。その前提で自由化されるガス市場に参入する事業者は、どういう業

者なのでしょうか。電気と同じように、ガス大手３社の価格競争を刺激するだけのガス市場

の自由化になるのではないかと思えてなりません。そうなると、既存の中小ガス会社は競争

に勝てずに、消滅していくだけです。 

 ドイツの事例を見ればわかるように、暮らしの中に再生ガスの原料となるものがあるはず

です。原発のある鹿児島県川内市で話をした時、ぼくは鹿児島県特産イモ焼酎の製造後に残

る残さからバイオガスができないだろうかといったことがあります。ガス市場の自由化で競

争がより激しくなります。しかしそれを逆にチャンスと捉えて、天然ガスとは異なる新しい

付加価値のある再生ガスが登場することを期待したいと思います。 

 

木を燃やす 

昔、風呂は薪を焚いて沸かしました。ごはんも薪のかまどで炊きました。火鉢では、炭火

でお湯を沸かしました。実は、これらはみんな生物資源であるバイオマスを使っていたので

す。つまり、再生可能エネルギーだったのです。暖炉で薪を燃やして暖房すれば、それも再

生可能エネルギーです。 

電気のない発展途上国では、まだ薪が貴重なエネルギー源です。発展途上国では、再生可

能エネルギー中心の生活になっていることがわかります。 
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ベルリン郊外のカフェ「粘土のソファ」で 

見つけた粘土製ソファ型ストーブ。 

木を燃料として使えば、再生可能エネルギーだ 

 

ぼくは2005年11月、ドイツのボンで開かれた民間団体ユーロソーラー（欧州再生可能エネ

ルギー協会）主催の世界再生可能エネルギー総会を取材しました。その時会議の一部として、

ボンからバスで南西に一時間ほど走って、製材業の町ネッタースハイム（ノルトライン・ヴ

ェストファーレン州）を訪ねることができました。 

ネッタースハイムは、木造造りの建物が目立ち、木の香りのプーンとするような町でした。

バスで向かったのは、町の学校でした。学校の機械室には、地元で集めた木を燃料（木質燃

料）とするボイラーがありました。 

 ボイラー１台で、学校の他、町の公共施設に熱を供給するほか、町郊外に建設された新興

住宅40軒に地域暖房熱を供給していました。 

木質燃料は、地元の製材業で残ったおが粉やかんな屑、残材、その他森林保護のために伐

採した木を破砕して木屑にしたものです。すべて地元で排出されたものでした。地元産の木

質燃料によって、町の再生を目論んでいるという話でした。木質燃料は、ボイラーのために

燃料として特別に製造していては採算性がありません。「これまで捨てていたものを燃料と

して再利用するから成り立っている」という説明がありました。それは、現在も変わってい

ません。 

木質燃料の利用から地域暖房熱の供給までの一連のプロセスは、ネッタースハイムの町自

体が運用しています。 

 日本には、森林がたくさんあります。そこでは、森林を管理、維持するために伐採された

木屑が排出されます。稲作では、藁も排出されます。これらをバイオマスとして利用すれば、

バイオマス発電やバイオマスによる熱の供給が可能となります。 

 

二酸化炭素はどうなるのか 

生物資源は燃料として使っても、石炭のような化石燃料ではありません。生育している植

物を資源とするので、「再生可能」なのです。ただ生物資源を発酵させてバイオガスで発電

しようが、バイオマスとして燃やして発電しようが、二酸化炭素が排出されます。燃料が再

生可能でも、温室効果ガスの二酸化炭素を排出するのにクリーンなグリーン電力といえるの

でしょうか。 

ここでは、こう解釈します。 

 

ここで使われる生物資源はその直前まで生育していたので、それまで二酸化炭素を吸収し

てきた。それを燃料として発電して二酸化炭素が排出されても、その前に吸収された二酸化

炭素が排出されただけとなる。その二酸化炭素はまた新たに生育する植物によって吸収され

るので、化石燃料と違って実際には二酸化炭素はプラスマイナスゼロとなって増えない。 

 

つまり、生態系の循環の中で二酸化炭素の排出と吸収が繰り返される限り、二酸化炭素の

排出量は増えないと見ます。これを「カーボンニュートラル」といいます。 
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 前述したパワー・トゥ・ガス（Power to Gas）では、風力で発電された電力を使って水素

を製造し、それをさらに二酸化炭素と結合させてメタンガス化します。そこでバイオガス発

電によって排出された二酸化炭素を使えば、カーボンニュートラルが維持されます。 

同じく生物資源を起源としながらも、石炭や石油などの化石燃料ではどうして二酸化炭素

の排出量が増えてしまうのでしょうか。 

それは、化石燃料に蓄積された二酸化炭素が現在の生態循環系に留まっている二酸化炭素

ではなく、遠い昔に蓄積された二酸化炭素だからです。化石燃料を使えば使うほど、地球に

はそれによって排出される二酸化炭素が一方的に増えます。生態系には、その二酸化炭素を

吸収する容量がありません。人類は、産業革命後そうやって二酸化炭素を排出してきました。

人類はそれによって、凄まじい発展を遂げました。しかし今、地球温暖化の問題を見ると、

パンドラの箱を開けてしまったといっても過言ではありません。 

化石燃料から排出された二酸化炭素を削減するため、植林して樹木を増やし、二酸化炭素

を吸収させることができます。あるいは、化石燃料を燃やして排出されるガスから二酸化炭

素を分離、回収してどこかに安全に隔離し、貯蔵して置くこともできます。貯蔵場所として

は、水中や地中が考えられています。 

世界中で、二酸化炭素を分離、回収して隔離する技術が研究、開発されてきました。しか

し、莫大なコストがかかるほか、効率がよくありません。二酸化炭素を安全に貯蔵しておく

にも限界があり、二酸化炭素の削減にそれほど効果があるとは見られません。 

ドイツでも、そのための技術開発が行なわれてきました。ドイツ南東部シュヴァルツェ・

プンペでは、石炭火力発電所の敷地内に二酸化炭素を分離、回収する試験プラントが稼働し

ていました。しかし、二酸化炭素を貯蔵するためのタンクが一杯になり、今はもう稼働して

いません。 

 

 
シュヴァルツェ・プンペの二酸化 

炭素分離・回収試験プラント 

 

日本には、根強い地球温暖化懐疑論があります。ヨーロッパにも懐疑論を主張する研究者

がいますが、ごく少数です。日本の懐疑論現象は世界中でも珍しく、それが脱原発と再生可

能エネルギー推進をより複雑にしているように感じます。地球温暖化懐疑論に対しては、し

っかりした反論があります。2015年末にまとまったパリ条約を見ても、脱化石燃料がはっき

りしています。日本政府は、温暖化対策として原発推進が必要だとしています。しかしそれ

も、世界ではごく少数派だといわなければなりません。 

 石炭火力発電と原子力発電の基盤は、大資本、大規模施設です。「エネルギーヴェンデ」

とは、それを単に再生可能エネルギーに転換するだけのものではありません。大資本と大規

模施設を中心とした産業と社会の構造を改革するものであることも知ってほしいと思います。 

 

電気なしで生活することも不可能ではない 

暮らしにおいては、徹底して電気を使わない生活をすることも不可能ではありません。

「はじめに」では、電気を使わない被爆二世の方のことについて書きました。 

たとえば、料理。日本では、ごはんを炊くのは電気釜が一般化しています。でも、それを

ガスで炊けば、電気は必要ありません。ただガスは、現在のところはまだ化石燃料の天然ガ
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スです。昔のように薪でごはんを炊けば、もっと徹底できます。将来ガスが再生可能エネル

ギー化されれば、「グリーンごはん」が炊けます。 

天気のいい日に、屋外で太陽光コンロによって調理すれば、電気もガスも必要ありません。

風呂も昔に戻って薪で沸かせば、再生可能エネルギー化できます。 

電気がすべて再生可能エネルギーで発電されておれば、問題ないように思えます。でもグ

リーン電力だからといって何にでもグリーン電力を使うと、将来電気の消費が増えるばかり

です。それでは、需要を十分に満たすことができるのかどうか保証できません。電気自動車

が普及すると、その分の電力需要が膨大に増えます。電気が必ずしも必要ないところでは、

電気を使わない方法を選択したいと思います。 

 また、省エネできるところでは徹底して省エネします。それによって、電気の需要を減ら

します。それが、今後のポイントになると思います。それも、ぼくたち消費者次第です。 
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５．エネルギーを使わない 

 

生活の知恵 

2015年夏のある暑い日、ぼくは金沢にいました。その時、35度以上もありました。ちょう

ど、兼六公園の脇の道を歩いている時でした。木がぎっしり詰まった林から、涼しい風がぼ

くのほおをよぎります。蒸し暑い北陸にも、こんな清々しい風があるのだとうれしく思いま

した。 

 深い林の中には、太陽の光が差し込めません。林の中は木陰ばかりで、日向よりも温度が

何度も低くなっています。温度の低い林から温度の高い道路に、涼しい風が流れていたので

した。 

その数日前、ぼくは京都にいました。京都は暑いのを覚悟していましたが、39度もありま

した。京都駅を降りた瞬間、するどい日差しが肌を刺します。駅前でタクシーに乗ると、運

転手さんと京都の暑さの話になりました。運転手さんは、京都の家は昔から間口が狭く、奥

行きが深いのだが、とても風通しがいいように設計されているのだと話してくれました。 

 日本には、すだれがあり、風鈴もあります。これらは、日本の暑さしのぎの生活の知恵だ

と思います。 

ぼくの暮らしているベルリンでも、夏はかなり暑くなったなあと感じるようになりました。

わが家は、６階建て集合住宅の一番上にあります。屋根裏を増築したものです。窓が屋根に

組み込まれているので、日光がそのまま部屋に差し込んできます。だから、夏はたいへん暑

い。外気が30度ちょっとでも、室内が40度近くになることがあります。でも、クーラーはあ

りません。ベルリンには、クーラーのある住宅はほとんどありません。一流ホテルでも、ク

ーラーのないホテルがあります。それでも、何とか暮らしていけます。 

暑い日、わが家では朝早くまだ温度がそれほど上がらないうちに、家中の窓を全部開けて

涼しい空気を入れます。その後は、夕方涼しくなるまで窓のカーテンも閉めて窓を閉めたま

まにします。カーテンは水吹きで濡らすか、濡れたシーツを窓際にかけます。こうして、部

屋を冷やします。水が暑さで気化する時にエネルギー（気化熱）が奪われるので、室温が数

度下がります。 

 西向きのベランダは午後から日差しが強く、大きな窓の前にアサガオを植えて「緑のカー

テン」にしています。ただアサガオは強い日差しには弱いので、日差しのあまり強くないと

ころに移し替えました。アサガオのあった日差しの強い場所には、今ゴーヤが植えてありま

す。 

いろいろ生活の知恵を絞れば、エネルギーを使って冷房しなくても、暑さに耐える方法が

考えつくものです。 

 

日本の都市は暑い 

「はじめに」で、2008年夏に長崎から薩摩川内にいった道中のことについて書きました。

ぼくは長崎に行く前、広島にいました。そこで、当時ドイツ緑の党国会議員団で再生可能エ

ネルギー問題の責任者だったハンスヨーゼフ・フェルさんと話をする機会がありました。フ

ェルさんは、ドイツの再生可能エネルギー法の生みの親の一人です。原水禁の国際会議に招

待され、ドイツの脱原発とエネルギー転換について話をするために、広島にきていたのでし

た。 

フェルさんはぼくに、「広島の街は、住み心地のいい造りにはなっていない」といいまし

た。「暑くて当然だ」とも。どこを見ても、ほとんど土がありません。木もありません。建

物がぎゅうぎゅうと、所狭しに建っています。「それでは、都市が息詰まって呼吸ができな

い」と、フェルさんは断言しました。 

日本の大都市では、都市の風通しをよくすることが考えられていません。土がなく、どこ

を見てもアスファルトか、コンクリート。太陽からの熱が地面から照り返します。大きな木

がないので、街に陰もありません。 

日本の都市では、往々にして狭い路地に家々がぎっしり立ち並んでいます。空気が路地に

溜まって動きません。 
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 こんな街造りでは、夏は暑くて当然です。どこにいっても、冷房で冷やさないことには生

活できません。それによって、クーラーの熱が外に出ます。その熱の逃げるところがないの

で、外気温がさらに上がります。ヒートアイランド現象です。悪循環としかいいようがあり

ません。 

 

都市を冷やす 

都市を冷やす方法を考えなければなりません。 

ぼくは、都市を冷やすのに重要なものの一つが川だと思います。大きな川のある都市には、

涼しさがあります。それは、水があるからだけではなく、川が都市の風通しをよくする機能

を持っているからです。川の両側に大きな建物が並んでいては、風通し機能が十分に発揮さ

れません。川の畔に木が並んでいたり、遊歩道や広場があれば、川の風通しがもっとよくな

ります。 

ベルリンは、水の都市ともいわれます。シュプレー川という大きな川が流れ、周辺にたく

さんの湖があるからです。シュプレー川はほとんど流れがなく、どんよりとよどんだ川。そ

れでも、シュプレー川の風通し機能はとても大きいと思います。川の両側は再開発され、

広々とした遊歩道になっています。川の一部を利用したプールや、人工の砂浜などもあり、

市民の憩いの場ともなっています。 

 

 
シュプレー川は幅が広く、遊覧船が 

行き来している 

 

ベルリンでは、このシュプレー川を中心にして運河も入り組んでいます。運河の両側に大

きな木や道路もあり、それだけ風通しがよくなっています。 

もう一つ都市を冷やす機能のあるのが、幅の広い道路です。都市の基盤となる主要道路が

幅広く、まっすぐに走っておれば、風通しがいい。大きな道路は、渋滞の防止にもなります。

車の流れがスムーズであれば、車からの熱も充満しません。 

広い道路でも、日本のように両側に高層ビルがぎっしりと立ち並んでいては、風通しが妨

げられます。建物の高さを一定に低く制限するなどして、さらに風通しをよくします。 

 

 
まっすぐ１本伸びる広い道路 
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ベルリンでは、交通量の多い主要道路に自転車専用道路が設置されています。自転車走行

者の安全を守るとともに、自転車の通行で道路が渋滞するのを防ぎます。 

 

 
左から自動車道路、駐車場、自転車専用道路、 

歩道と並ぶ。木があると木陰もできる 

 

ドイツには、オフィス街というものがありません。オフィスビルであっても、ビル内にあ

る程度（20％）マンションなどの住宅を設けるよう規定されています。都市の一部をビジネ

ス専用の空間としてするのではなく、都市の至る所を生活空間と見なして公平に利用します。 

 殺伐としたモノトーンのオフィス街では、暮らしていけません。生活空間とするには、商

店やレストランの他、多様性のある街造りが都市全体で要求されます。さらに生活空間は、

土と緑も必要とします。 

ベルリンをはじめドイツの歩道は、ほとんどアスファルトやコンクリートで舗装されてい

ません。その代わり、コンクリートの四角いプレートや敷石が敷かれています。砂を下地に

して石と石の間の目地を砂で詰め、機械やゴムのハンマーで叩いて固めます。 

敷石の表面は、平ではありません。その分、太陽の光が吸収されにくく、熱が貯まりませ

ん。地面の土は石の間の目地を通して「呼吸」できるので、地面に貯まった熱が放出されま

す。 

この舗装方法も、都市を冷やす一つの手段です。 

 

 
歩道の敷石。ここでは道路も昔ながらの敷石 

となっている 

 

大きな木の効果 

もう一つ都市にとって重要な要素が、大きな木です。金沢の兼六公園の林のように、大き

な木があれば陰ができます。陰の下は涼しいのです。 

ベルリンの中心には、ティーアガルテン（Tiergarten）という大きな公園があります。そ

の他にも、公園がいくつもあります。公園には大きな木が立ち並び、陰がたくさんあります。

だから、公園の中は涼しくなります。 



 58 

 
木の立ち並ぶティーアガルテン 

 

ベルリンでは道路の両側に、ボタイジュなどの大きな木が並んでいます。晩秋になると、

落葉してその落ち葉が歩道一杯にジュウタンを敷いたように広がります。その清掃もたいへ

んです。でも大きな木の陰によって都市を冷やすほうが、エネルギーを使って都市を冷やす

よりも効果的です。木は、二酸化炭素も吸収してくれます。 

 

 
ベルリン市内の道路は、大きな木に包まれている 

 

落ち葉は回収後、燃料として燃やすか、コンポスト化して公園などの樹木の肥料として使

います。 

屋根を緑化する建物も、増えてきました。たとえば写真は、ドイツ政府の首相府です。首

相府はたくさんの木に包まれ、建物の外壁や支柱、屋根にはつる植物が一面に伸びています。 

 

 
緑に囲まれたドイツ首相府の一角 

 

2015年の夏、ぼくは東京にいました。東京駅八重洲口が緑化されているのを見て、いいこ

とだなあと思いました。八重洲口周辺で休みを取っている市民が、あちこちに見られます。

そこからさらに日本橋の方向に歩き、中央通りにある日本橋三越までいきました。でも中央

通りのような大きな道路には、木がありません。脇道に入ると、ビルの谷間に小さな木が並

んでいました。木は、きれいに手入れがされています。ビルの谷間の光の当らないところに

植えてあるので、どことなく申し訳なさそうで、元気がありません。 
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どうして、木が申し訳程度にしか植えられていないのでしょうか。元々光の当らないビル

の谷間に植樹しても、意味がありません。植えるなら太陽の光が届く中央通りです。中央通

りに陰をつくって、街を冷やします。 

 

都市を休める 

日本にいて感じるのは、都市に休む暇がないことです。都市は、日夜動いています。コン

ビニは二四時間営業していて、いつでも好きな時に何でも買えます。 

 それ対してドイツには、コンビニがありません。首都ベルリンでも、二四時間営業してい

るスーパーはほんの数えるくらいしかありません。ガソリンスタンド内にある小さなショッ

プが、コンビニの代用になっています。かといって、ガソリンスタンドがすべて二四時間営

業しているわけではありません。 

ベルリンのような大都市でも、夜になると一部の若者が集まる場所を除き、ひっそりとし

ます。人影も自動車の往来も少なくなります。夜は、休むものなのです。 

同じことが週末、特に日曜日についてもいえます。ドイツでは、主要駅構内にある店舗以

外、お店は日曜日には営業していません。これは宗教上の理由からで、日曜日に教会の礼拝

があるからです。日曜日は、そのために休むものなのです。都市も市民も、休みモードに入

ります。休みの日だからといって、さあ遊ぼうと遊びモードになるわけでもありません。と

にかく休む。それが日曜日です。 

 2015年夏に東京にいた時、ぼくは東京の日曜日は至る所が遊びモードだなあと感じました。

それは、それで必要だと思います。でもそれは、どこかエネルギーで駆り立てられていない

でしょうか。暮らしの中には、からだを休めてのんびりする休みモードも必要です。 

 ドイツでは夏休みやクリスマス休暇になると、地元市民を見かけなくなります。自動車の

往来も少なくなります。たくさんの人が休暇で外に出かけてしまうからです。休む時には休

む。それが、徹底しています。 

休む時間がないと、人間ばかりでなく、都市も息詰まってしまいます。住宅には、空気の

入れ替えが必要です。都市も活動を休止して、空気の入れ替えを必要としています。 

 都市が休むことができれば、エネルギー消費も自動的に減ります。都市が休むことができ

るか、できないか。それは、生活する市民が休むか休まないか、ぼくたち自身の選択にかか

っています。 

 

スタンバイ機能とコンビニが生活のリズムを壊す 

１日１回はじっくり眠る。週１回は休む。年１回は十分な休暇をとる。休むことは、いつ

も同じテンポで続く日常性に変化をもたらし、生活にリズムを与えてくれます。そのリズム

が、新たな元気の源になります。 

日本のように、コンビニが365日、24時間利用できるのは、便利には違いありません。た

だその便利さ故に、常に同じ日常が続いてはいないでしょうか。 

ドイツには、日本のコンビニのような便利さはありません。でも、そのほうが逆に生活に

ゆとりがあり、豊かなように感じます。日本では、その便利さから大切なことを失っている

ような気がしてなりません。 

スリープ機能やスタンバイ機能についても、同じことがいえると思います。確かに、家電

製品やパソコンにスリープ機能やスタンバイ機能があるのは、たいへん便利です。ただその

便利さ故に、いつも早いテンポで、急かされながら生活することを余儀なくされてはいない

でしょうか。 

 日本で一般化している温水洗浄便座にも、どことなく違和感を持ちます。セントラルヒー

ティングのない日本では、トイレが暖房されていないので便座を暖房するのはわかります。

でも、温水洗浄や乾燥は手動でもできます。すべて自動でスタンバイさせておく必要はあり

ません。トイレのドアを開けると、便座の蓋が自動的に上がるのを見たことがあります。で

も障害者や高齢者でもない限り、本当にそういう機能は必要でしょうか。 
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都市と同じように、ぼくたちも休む必要があります。それによって、生活に変化とリズム

が生まれます。それが、持続性、耐久性をもたらしてくれます。必要ない時には、スリープ

機能やスタンバイ機能を切ってしまう勇気も必要です。 

 それは、エネルギーを使うか、使わないかを自分で選択することでもあります。そして、

エネルギーを使わずに自分を休ませます。 

 

乗り合いと呼び出しで省エネする 

 ドイツには、自家用車で遠距離を走る場合、同じ方向にいく同乗者を乗せて走るための仲

介サービスがあります。事前に会員登録しておいて、何月何日にＡ市からＢ市に車で走る予

定なので、同乗者求むと申し込むシステムです。同乗者が仲介されると、待ち合わせ場所を

指定してピックアップします。ガソリン代など実費を、同乗車と分配して負担します。 

そうすれば、鉄道や飛行機で移動するよりも格段に安く長距離を移動することができます。

ガソリンも、同乗者と分配して節約したことになります。特に学生など若い世代に、重宝さ

れています。会員費や仲介料を請求せずに、インターネットで仲介サービスを行なうサイト

も出てきました。 

このような自家用車の乗り合いが長距離だけではなく、近距離の通勤や通学にも使われる

ようになっています。ドイツ西部ノルトライン・ヴェストファーレン州の自治体が、試験的

に通勤時の乗り合いを仲介するサイトを立ち上げました。これは乗り合いによって、通勤、

通学時の大都市に向かう交通渋滞と大都市内での渋滞と駐車場の混雑を緩和します。同時に、

省エネも目的とした試みです。ベルリンなど三つの大都市では、電気自動車による相乗りタ

クシー・サービス「クレバーシャトル（CleverShuttle）」が試験的に行なわれています。

これは、タクシーが呼び出されたら、行き先が同じ乗客をインターネットで集客して、相乗

りをオーガナイズするものです。 

人口の少ない過疎地にいくと、呼び出しバスというのがあります。呼び出しバスとは、時

刻表に路線バスとして載っているが、指定された期限までに電話で乗車の申込みがない限り、

バスを出さないというシステムです。 

過疎地域で、特に乗客の少ない週末にこのシステムが利用されています。たとえ乗車申込

みが一人で、それも一区間しか乗らなくても、バスは時刻表にしたがって走ります。でも乗

車申込みが一つもなければ、バスを走らせません。バスを空で走らせ、燃料を無駄に消費す

るのを防ぎます。 

ドイツ鉄道には、州内チケットや週末チケットという乗り合いチケットがあります。近距

離列車だけを利用する条件で、固定料金で最高５人まで１日乗り放題だったりします。チケ

ットによっては、２人目からの料金が１人分の２割から１割の格安料金で最高５人まで乗れ

ます。これも、１日乗り放題です。 

たとえばバイエルン州の州内チケットは、最初の１人が23ユーロ（約3000円）。２人目から

５人目までは一人５ユーロ（約650円）となります。 

これらは、家族や友人、知人と一緒に乗ることを想定したチケットです。ドイツ鉄道は乗

り合いチケットのため、一緒に同乗する乗客を探すためのアプリも提供しています。アプリ

は、若者をターゲットにしています。 

 人の移動において省エネする手段として、ドイツでは中近距離鉄道の質を上げて中近距離

の移動を自動車から鉄道に移行させることがとても大切だと見なされています。乗り合いチ

ケットも、そのための一つの試みです。これは、単にドイツ鉄道の営業戦略にすぎないかも

しれません。でも乗り合いチケットによって、公共交通を利用する乗客が増えれば、省エネ

効果も生まれます。 

 

自然を利用するベルリン中央駅 

ベルリン中央駅は、2006年に開催されたドイツ・サッカーワールドカップに合わせてオー

プンしました。東西に走る列車が高架橋を走り、南北に走る列車が地下のプラットホームに

入ります。列車が駅構内で十字に交差して走る珍しい駅です。 
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ベルリン中央駅の全景。左右の丸屋根には 

ソーラーパネルが組み込まれている 

 

東西に走る高架線のホームの上は、ガラス張りの丸屋根となっています。屋根の西側にソ

ーラーパネルが組み込まれ、公共送電網に売電しています。高架線ホームから地下ホームの

ある地下２階までは、吹き抜けになっています。地上階と地下１階には、レストラン、ファ

ーストフードスタンド、カフェ、パン屋、新聞などを売るキオスクなど、吹き抜けの両サイ

ドにたくさんの店舗が並んでいます。 

地下ホームの上が吹き抜けになっているので、太陽の光がガラス張りの丸屋根から一番下

の地下２階のホームにまで達します。日中から、地上階や地下１階、地下２階を電気で明る

く照明する必要がありません。自然の光を採光して、省エネ効果をもたらします。 

 

 
地上の丸屋根から太陽の光が地下のホーム 

にまで届く。真ん中の円筒はエレベータ 

 

夏の暑い日には、地下ホームのある地下２階から上に向かって、涼しい風が駅構内に流れ

ているのが感じます。これは、地下階の空気の冷たさを使った自然の空調効果です。 

 中央駅には、地下鉄55号線も入っています。55号線は将来５号線とつながる仮の地下鉄線。

中央駅と連邦議会駅、ブランデンブルク門駅の三つの駅を２両編成の電車が一台往復してい

るにすぎません。冷房してあるわけではありません。でもこの地下鉄中央駅だけは、真夏で

もいつもとても涼しいのです。電車の往来が少ない上、地下トンネルの冷たい空気が天井の

高い地下鉄駅構内に流れ込んでいるのだと思います。 

 

 
地下鉄中央駅ホーム 
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地下鉄中央駅は、真夏の暑い日に逃げ込む、ぼくの『避難場所』になっています。 

 

そんなに明るくする必要ある？ 

ベルリン中央駅の構内は、日中も夜間も目がチカチカするほど明るいとは思いません。太

陽の光を採光する他は間接照明で少し明るくする程度で、明るさが最小限に抑えてあります。 

 それに対して日本にいる時は、どこにいても日中も夜間もとても明るい、それどころか明

るすぎると感じます。目がチカチカします。日中、外からの光で室内が十分明るいと思われ

るのに、照明器具がこうこうとついていることがよくあります。 

 夜も、誰も利用していない部屋や廊下が明るく照明されています。ぼくは日本からきた同

僚記者とヨーロッパで取材した時に、ホテルに宿泊する同僚記者の部屋とトイレが夜間中電

気のついたままになっているのをよく体験しました。 

それに対してドイツでは、部屋やトイレなどを出る時に電気を消して出るのが当然の習慣

になっています。消し忘れたりすると、それに気がついたドイツ人に注意されることもあり

ます。 

もし真っ暗で照明のスイッチがどこにあるかわからないとか、暗くて廊下を歩くのが不安

だというのであれば、小さな足元灯をつけておけば問題ありません。コンセントに差し込む

だけのＬＥＤ足元灯などが、すでに市販されています。ＬＥＤなので、電気をそれほど食い

ません。 

 

 
コンセントに差し込むだけのＬＥＤ足元灯 

 

ブラインドによる工夫 

冬の寒いドイツでは、冬期に窓から太陽の熱を部屋に入れるのがとても大切です。そのた

めに、窓を大きくします。外壁全体がガラス張りのビルや住宅が、とても普及してきました。

その分、窓から外の冷たさが入ってきます。室内の熱も、外に逃げてしまう心配があります。

それを防ぐため、ドイツでは窓ガラスが二重張りになっています。最近では、三重張りガラ

スが普通になってきました。さらに窓の断熱効果を上げるため、四重張りのガラス窓も市販

されています。 
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ガラスが二重張りのドイツの窓 

 

窓が大きいと、夏に窓からたくさんの太陽の光が入って暑くなります。夏は光を遮断して、

室内が暑くならないように工夫しなければなりません。そのためドイツでは、90年代頃から

いろいろな種類のブラインドが出はじめ、スダレなども手に入るようになりました。 

昔ながらのアルミ板のブラインドや木製など天然素材のブラインド、スクリーンのように

なるローラーブラインドもあります。用途に合わせて、光を遮る遮光タイプか、熱を遮断す

る断熱ダイプを選択することもできます。さらに、折り返しのついたプリースブラインドな

ども出ています。 

わが家の屋根組み込み窓には、太陽の光を反射させるため、外側に銀幕の張られた遮光タ

イプのブラインドを使っています。ドイツには以前から、窓の外につけるブラインドがあり

ました。しかしこれは、泥棒など防犯対策のためでした。でも今は、太陽の光を遮断する外

付けのブラインドもたくさん出ています。 

 ブラインドは特別なハイテクを使わなくても、ちょっとしたアイディアや工夫で可能とな

る小さな技術です。ドイツではブラインドを製造する中小企業がたくさん生まれ、アイディ

アを競い合っています。 

ブラインドを工夫して使えば、寒い冬には電気や熱を使わないで室内を暖め、夏になれば

室内が暑くなりすぎないように太陽の光を遮断します。 

建物をリフォームする時にも、省エネ効果を考えます。 

左の写真は、左派系新聞ＴＡＺの社屋です。元々あった100年以上も前の歴史のある建物

の外壁の外側に、ガラス張りの新しい外壁をつけました。それによって建物がモダンな感じ

になったばかりでなく、断熱効果も高まりました。リフォーム後、ガラスハウスのイメージ

が同紙のシンボルにもなりました。 
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外側にガラスの外壁をつけて 

リフォームしたＴＡＺ紙社屋 

 

もう一つの写真は、賃貸住宅の建設・管理を行なっている不動産会社の社屋です。ベルリ

ンでも珍しい高層ビル。どことなくモノトーンの建物でした。その西側の外壁にＴＡＺ社と

同じように新しくガラスの外壁をつけました。元々あった古い外壁と新しいガラスの外壁の

間を空洞にして、空気で断熱効果を高めます。ただそれだけでは、夏の日差しが差し込み、

室内が暑くなります。そのため、ガラスの外壁に電気で上げ下ろしのできるブラインドをつ

けました。ブラインドはモノトーンにならないように、同色系で色の異なるものを選び、新

しい外壁のデザインにしました。ブラインドは開け閉めするので、ブラインドの開閉状態に

よって外壁のデザインが変化します。 

 

 
旧建屋の外側にブラインド付きガラス外壁（左の写真） 

を付けてリフォームしたビル。ブラインドの色の変化 

で外壁のデザインが変わる 

 

人口の集中を避ける 

ドイツの首都ベルリンの人口は、約350万人。それでも、ドイツで最も人口の多い都市で

す。日本の大都市に比べると、小さな都市です。 

 ベルリンには、政府機関や国会などの政治機能が集まっています。しかし、各省の下級官

庁は首都ベルリンにあってはなりません。中央集中を避けるため、下級官庁は全国に分散さ

れています。 
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ベルリンには、大手企業の本社もありません。フランクフルトは金融都市、ハンブルクは

商業都市、ミュンヒェンとハンブルクはメディア都市です。ドイツでは経済機能も、全国に

分散されています。 

さらにベルリンには、司法の最上級機関である最高裁もありません。ドイツでは、裁判所

が刑事／民事裁判、行政裁判、労働裁判、社会裁判、憲法裁判に分かれています。それぞれ

の最高裁も、地方に分散されています。 

こうしてドイツでは、政治と司法、経済の機能が中央に集まって首都に人口が集中しない

ようになっています。それは、州においても同じです。州都に政治、経済、司法などが集中

しないように、州内各地に各機能が分散されています。 

 日本でもようやく官庁の地方移転が検討され、総務省統計局や消費者庁、文化庁の一部を

地方に移転する話が具体化しようとしています。しかし、まだごく一部にすぎません。 

ドイツで地方分権化が進んでいるのは、中央集権化されたナチ時代の過ちを繰り返さない

ためです。戦後、意図的に中央集権国家を避け、地方分権化を基盤とした連邦国家を築きま

した。 

今になってみると、それが再生可能エネルギーの普及と省エネにとても効果的であること

がわかります。再生可能エネルギーは地産地消を原則として、分散化されたエネルギー供給

システムを造ります。人口が大都市に集中していなければ、多量の電気を大都市に供給しな

くてもいい。石炭火力発電所や原子力発電所などの大型発電施設も、必要もありません。 

大都市に人口が集中すると、大都市周辺に居住する人口が増え、通勤通学で移動する人た

ちが増えます。大都市の巨大化で、通勤通学する距離がより長くなります。それに伴い、エ

ネルギー消費も増えます。地方分権によって人が分散されると、エネルギー消費も分散され

ます。分散化された社会は、省エネ効果の生まれやすいインフラを提供してくれ、再生可能

エネルギーも導入しやすい基盤となります。 

ぼくは、経済においても、グルーバル化するほど分散化された経済と地元の経済が大切に

なると思っています。それは同時に、エネルギー消費の削減にもつながります。それについ

ては、次の章で詳しく述べます。
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６．何を買うかで、エネルギーの利用を選択している 

 

グローバル化でエネルギー消費が増える 

現在、凄まじい勢いでグローバル化が進んでいます。野菜やくだものなどの食料品は、世

界中から輸入されてきます。家電製品や自動車は、部品がばらばらに各国で製造され、実際

にどの国で製造されたのか定義するのが難しくなってきました。単に、最終組み立て地が製

造地として表示されているにすぎません。部品の一つ一つは、どこで生産されたのかわかり

ません。 

製品が、世界中から船や飛行機で運ばれてきます。 

ぼくたち人間も、世界中どこへでも飛行機で移動できます。便数も路線数も、増えるばか

り。格安航空会社が登場して、とても安く飛べるようになりました。物品の輸送と人の移動

の増加とともに、船や飛行機の使う化石燃料の消費量が増え、二酸化炭素の排出量が増えて

います。 

ただ今のところ、国境を超えて輸送する船や飛行機を環境上規制する法的手段がありませ

ん。船や飛行機の排出する二酸化炭素を規制するため、ある国が単独で炭素税などを課した

としましょう。その国は、国際競争に負けてしまいかねません。そのため、各国は規制を躊

躇します。全世界で統一された規制が必要です。 

 しかし現在、法規は国内規制を原則としており、世界全体を規制する法規がありません。

各国には独自の利害関係があるので、世界全体で統一法規をつくるのがとても難しくなって

います。 

2015年11月末から約２週間、パリで気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）が開催

されました。京都議定書に続く2020年以降の温暖化に対する国際的取り組みの枠組みについ

て審議され、「パリ協定」が決議されました。 

パリ協定は、世界の平均気温が18世紀後半からの産業革命以前と比較して２度以上上昇し

ないようにすることを目的としています。各国が温室効果ガスの排出を削減する目標値を設

定し、それを国際社会に提示することが義務付けられます。各国は必要な国内施策を講じな

がら、その目標を５年毎に見直します。 

 日本は、2030年度までに2013年比で温室効果ガスを26％削減することを公約ししました。

それは原発の維持を前提としており、温暖化対策で原発に依存する世界でも数少ない国の一

つです。翌2016年の環境サミット（COP22）では、各国の具体的な施策は、「肩すかし」と

いっても過言ではなかったと思います。その後に誕生した米国のトランプ政権は、パリ協定

を無視。環境政策を転換して化石燃料を促進します。 

 パリ協定の合意内容は、地球の温暖化に対抗する措置として歴史的な合意だといわれます。

法的な拘束力も持っています。ただ、各国の施策次第ですが、船や飛行機など国境を超えて

移動する輸送手段は、各国の規制対象とはならないと見られます。 

船と飛行機の将来に向け、化石燃料を使わない技術開発も行なわれています。船では、カ

イトサーフィンのように凧で船を引っ張らせて走行させる技術。飛行機では、生物資源で製

造されたバイオ燃料を使用する、あるいは飛行機に太陽電池をつけて電気で航行させるもの

など。しかし、実用化にはまだまだ時間がかかります。 

こうした現状において、ぼくたち消費者は暮らしの中においてグローバル化によるエネル

ギー消費の増加にどう対抗できるのでしょうか。 

 たとえパリ協定にしたがって各国が国内の目標を設定したところで、温室効果ガスを削減

することで経済が収縮し、失業者が増えるようでは市民がついてきません。環境政策を講じ

ながらも、新たに雇用を創出する具体的な政策が望まれます。 

 

どこで生産されたのか 

すでに述べたように、グルーバル化で世界中のものが手に入るようになりました。家電や

衣料品ばかりでなく、野菜やくだものなどの食料品も含めて日常生活で買い求めるものは、

世界中からきています。 
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商品には多くの場合、どこで生産されたものか表示されています。生産地を知ることで、

商品が手元に届くまでの輸送距離を比較できます。南米産かアジア産か。生産地が自分のい

る場所から遠ければ遠いほど、輸送に使われたエネルギーが多いはずです。先日ベルリンで

食べたシシャモは、ヨーロッパで獲れたものを一旦日本に輸出して、ドイツに輸入されたも

のでした。 

 国内で生産された商品についても、同じことがいえます。トマトが地元で生産されたもの

なのか、それとも数百キロメートル離れた生産地からきたものなのか。その時、どちらを選

ぶのか。それは、消費者の判断に委ねられます。 

消費者として商品を選択することは、輸送によるエネルギー消費の問題ばかりでなく、そ

の商品の生産地と消費地にどういう影響を与えるかを選択することにもなります。 

たとえばドイツでは現在、バラやチューリップなどの切り花のほとんどがアフリカ産とな

っています。西側資本によって、アフリカに花を栽培するプランタージュができました。そ

のプランタージュでは水が必要なので、用水路が建設されます。その結果、元々水の少ない

アフリカでは、その他の地域で水不足が深刻な問題になっています。 

アフリカで生産された格安の切り花がドイツに輸入されてくるので、賃金の高いドイツで

は花屋さんがやっていけません。花の原価が安すぎて、利益が出ないからです。今、ドイツ

の花屋さんのほとんどは賃金の安いベトナム人の経営に代わってしまいました。ドイツ人の

花屋さんは、パーティでの花の装飾など何か付加価値を付けて商売をするしかありません。 

また、ドイツで売れ残った古い肉が再冷凍されて、破格の安い値段でアフリカに輸出され

ています。それによって、アフリカで生産された肉は売れなくなり、アフリカの農業が崩壊

しています。それが、アフリカで経済難民が増える一つの原因ともなっています。ドイツは、

戦争などで避難してくる政治難民は受け入れます。でも、経済難民は受け入れません。 

 その一方で、ドイツ国内では食肉の製造や加工に東欧の労働者を雇い、過酷な労働条件と

生活環境の下で格安の賃金でほとんど奴隷に近い労働をさせています。東欧諸国はＥＵ加盟

国で、東欧の労働者がドイツに自由に入ってくることができるからです。 

これらの問題は、製品をできるだけ安く生産できるように安い労働力を求める西側資本だ

けの問題なのでしょうか。安いものを買うことの意味と、その結末について考えないで買っ

ているぼくたち消費者には、責任はないのでしょうか。ぼくたちには、地元で栽培され、輸

送に多量のエネルギーを使っていない花や食料品を買うこともできるはずです。 

 生産地を移転させることは、輸送に使うエネルギーを増やすだけではありません。生産に

必要なエネルギーの消費地も移転させています。中国のスモッグは、中国だけの国内問題で

はありません。世界の生産拠点を移転して中国を世界の生産工場にしてしまった世界全体の

問題です。ぼくたち消費者はグローバル化するほど、こうした問題にも目を向ける必要があ

ります。 

 

地元産を買う 

ぼくは、食料品はできるだけ地元産を買うようにしています。輸入品よりも、地元産の食

料品のほうが高いかもしれません。でもそのほうが質もよく、おいしい。それは、遠方から

輸送されてくる野菜やくだものが輸送期間を考えて、まだ熟さない状態で早く収穫されるか

らです。太陽のエネルギーを十分に吸収していません。 

長い時間を経て消費地に届けられた食料品に比べると、地元産のものは取り立てです。新

鮮で、太陽の光によって十分に熟したものを食べる。それは、健康にとってもいいと思いま

す。栄養分豊富なおいしいものを食べると満足感があります。その分、食べ過ぎの防止にも

なります。 

ミネラルウォーターにも、同じことがいえます。遠方からきたミネラルウォーターは、水

が新鮮ではありません。輸送時間を考え、水が腐敗しないように薬品が入っていることもあ

ります。  

 安い物をたくさん食べて満足する。あるいは、高くてもおいしい物は少量でも満足できる。

その時、どちらが安く上がるのでしょうか。そして、満足感と価格の関係は適切でしょうか。
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ぼくは消費者であっても、少し経済学者になった気分で商品の価格と効果を比較しながら選

択してみてはどうかと思います。 

労働力の安い地で生産された輸入品は、確かに安い。しかし品物の価格ばかりでなく、生

産地における環境や労働条件はどうなのでしょうか。生産地の労働者は、ぼくたち買い手の

暮らす社会と同じ環境と労働条件で働き、生活しているのでしょうか。 

 生産地では環境や労働条件を無視して安い賃金で過酷な労働をさせられているから、消費

者であるぼくたちが安い商品を買うことができるのではないでしょうか。生産地では燃料も

安く、省エネもせずに燃料が過剰に浪費されています。安いことには、必ずその理由があり

ます。 

ぼくは消費者として、エネルギー消費の問題ばかりでなく、こうした社会的な問題につい

ても目を向けたいと思います。世界中の市民ができるだけ同じ条件で働き、共に生きていけ

るように連帯したいものです。 

 

 
値札の上に地元（Region）産と書かれた 

チェリートマト 

 

有機食品で意識改革 

ドイツ南西部に本社のあるユーヴィ（Juwi）という再生可能エネルギーのゼネコンを取材

したことがあります。木をふんだんに使って、低エネルギーハウスとした社屋。社員が生き

生きと働いているのがすごく目立ちました。社屋の前には、屋根付きの駐輪場がたくさん並

んでいます。屋根には、ソーラーパネルが埋め込まれていました。社用車はすべて電気自動

車。駐輪場の角のあちこちに、充電スタンドが立っています。社屋裏は広々とした庭園にな

っており、バレーボールのコートもありました。 

 正面入口フロアの奥に、社員食堂があります。社員食堂の前には、「Ｂｉｏ」と書かれて

いました。社員食堂では、有機食品しか使われていません。ぼくはすごいと思おうとともに、

そこまで徹底するとはとちょっと驚きました。でもよく考えると、再生可能エネルギーは地

産地消を原則とするのだから、地元で生産して地元で食べることを原則とする有機食品を使

っていて当然なのです。 

ドイツでは、2000年代はじめにＢＳＥ（牛海綿上脳症）が見つかります。当時のシュレー

ダー政権（社民党と緑の党の連立）は、それを機に農業改革を行います。農業を環境にやさ

しく、持続可能にする。その改革の枠内で、10年以内に農業の20％を有機農業にするという

目標を掲げました。 

 ドイツでは19世紀中頃、産業化に反発する市民を中心にして生き方を改革する運動が起こ

ります。それと同時に、有機農業もはじまりました。有機栽培された農産物などを専門に販

売する小売店レフォルムハウス（Reformhaus、改革店の意）も登場します。 

ドイツには、有機食品に関して長い伝統があったのです。でも有機農業が急速に広がるの

は、21世紀に入ってからです。各地に、有機食品だけを販売するスーパーマーケットチェー

ンがオープンします。これら有機食品店は再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の

小売事業者と提携しながら、消費者の購買意識の改革にも努めています。 
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有機食品専門のスーパーマーケット 

 

 有機食品はすぐに、食品の安全に敏感な小さな子どもを持つ親たちや環境意識の強い消費

者などに愛好されるようになりました。有機食品であることを公的に保証する規格や認証制

度、商品に表示する統一マークもできました。 

しかし有機食品が普及するとともに、矛盾が出はじめます。地元産の有機食品ではなく、

輸入された安い商品が出回ってきました。有機食品を入れるプラスチック容器にも、塩化ビ

ニールやポリスチレンが使われはじめます。これらのプラスチックは環境ホルモンといわれ、

生体に影響を与えます。いずれも、安い価格で競争するためでした。 

有機食品が輸入品では、地産地消を原則とする有機食品の哲学が失われます。ただ、輸入

品なしには需要をカバーできなくなっているのも事実です。国内の農業は工業化され、大量

安価生産が主流になっています。工業化された農業が有機農業に移行していけば、需要を満

たすだけのポテンシャルがあるはずです。しかし、農作業がたいへんな有機農業に変わろう

とする農家はまだまだ少ない。その一方で、原乳を大量生産する酪農家は、大手スーパーマ

ーケットチェーンの価格低下圧力と生産過剰で、経営の成り立たない低価格で原乳を卸さな

ければならなくなっています。 

こうした矛盾を抱える農業においては、消費者側で質のいいものにはお金を出しても買う

という意識改革も必要です。農業においても、大量安価生産するのではなく、有機農業で苦

労をしても、安全で質のいい農産物をつくろうという意識改革が求められます。 

 ぼくたち消費者が食料品の購買で意識改革できれば、農業においても意識改革が加速され

ます。 

 

農業はエネルギーをたくさん消費する 

食料品を生産する農業は、農産物を生産するため、電気や熱、動力燃料などたくさんのエ

ネルギーを消費します。温室栽培では、暖房も必要です。農産物を収穫するため、トラクタ

ーなどに使う動力燃料も必要です。必要に応じ、農産物を乾燥しなければなりません。それ

に加えて、肥料や飼料の生産、農機の製造、食料品の輸送などにもたくさんのエネルギーが

使われます。全世界の人たちが食べる食料品の量を考えると、エネルギーはすごい消費量に

なります。 

 ドイツの政治教育機関が試算したところでは、平均的な一般家庭は食生活によって年間約

4.4トンの温室効果ガスを排出します。この量は、平均的な一般家庭が排出する温室効果ガ

ス全体の16％に相当します。この割合は、平均的な一般家庭が交通手段を利用することによ

って排出する温室効果ガスの割合とほとんど変わりません。 

ぼくたちは暮らしの中で、食生活と移動に同じくらいのエネルギーを使っていることにな

ります。食料品を食べているだけでは感じませんが、食生活のためにいかにたくさんのエネ

ルギーが消費されているかがわかります。 

食料品の中でも、野菜やくだものよりも肉などの動物性食品の生産により多くのエネルギ

ーが消費されます。野菜やくだものにしても、温室栽培されたものは、それだけ多くのエネ

ルギーが消費されます。 
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農産物の種類にもよりますが、従来型の工業化された農業と有機農業の間にも、エネルギ

ー消費に大きな差があります。ドイツの農業関係財団が発表したデータによると、１ヘクタ

ール当たりのエネルギー消費は、従来型の農業で19.4ギガジュール、有機農業で6.8ギガジ

ュールとなっています。 

 ２つの農法の間でエネルギー消費に格別大きな違いが出るのが、肥料と飼料です。従来型

農法では、たとえば石油などを原料にして化学肥料を製造します。それに対して有機農業で

は、肥料や飼料にほとんどエネルギーを消費しません。肥料と飼料は、自然の素材を使って

自家製造するからです。 

 再生可能エネルギーと有機農業には、地産地消という点だけで共通点があるわけではあり

ません。エネルギー消費の少ない有機農業には、再生可能エネルギーと同じように、環境に

影響を与えずに社会を持続可能なものにする効果があるのがわかります。 

 

地元経済を循環させる 

ぼくは前章で、グローバル化するほど地元経済が大切になると書きました。グローバル化

で、生産拠点が生産コストの安いところに移転します。それによって、自国では生産が行な

われず、経済が空洞化して失業者が増えます。それに対抗するため、地元で経済を循環させ、

雇用を維持して生活していけるようにします。 

地元経済を重視するかしないかは、エネルギー消費にも影響を与えます。グローバル化で

輸送に必要なエネルギー消費が増えていることは、すでに述べました。それに対して、地元

で生産されたものを買えば、輸送距離が短くなってエネルギー消費が減ります。 

自分の暮らす地元か地元に近いところで商品を買うことも大切になります。しかし情報通

信技術の普及で、それもたいへん難しくなっています。 

オンラインショップで本を買うとしましょう。その利益は、生活する場には落ちません。

利益は、オンラインショップの本社のある地でしか計上されません。インターネット社会の

拡大で、お金の流れが変わってしまいました。自分の生活する場で消費活動をしても、地元

にはお金が落ちなくなってしまったのです。消費者がオンラインショップばかりで本を買っ

ては、地元の本屋さんがやっていけません。 

 でもオンラインショップではなく、地元の本屋さんで本を注文すれば、地元に利益が生ま

れ、地元の経済が動きます。あるいは、ぼくたち消費者がたとえオンラインで商品を買って

も、その利益が商品の配達地で計上される仕組みができるように求めていかなければなりま

せん。 

これは、ぼくたち消費者がどこで品物を買うか、どういう方法で品物を買うか、つまりぼ

くたちがお金をどう使うかで、お金の流れ、経済の流れを変えることができるということで

す。 

ここでも、地産地消の原則が成り立ちます。ぼくたち消費者の購買意識が変化して、地元

にお金が落ちるようになれば、地元経済が持続的に活性化します。再生可能エネルギーと有

機農業の原則と、同じだといえると思います。 

 ドイツには、地元の農業を支援するため、都市に生活する市民が農業に必要なコストを共

同で負担する取り組みがあります。「連帯農業」といいます。生産者と消費者が共同で農業

を行う一つの試みです。連帯農業に参加する消費者は農作業を手伝うほか、支援した農家で

収穫された農産物は、参加者にも配られます。そればかりでなく、連帯で得られた利益も共

同で分配されます。 

地元経済が循環すれば、地元で仕事が確保され、大都市に通って仕事をする必要もなくな

ります。その分、人が移動するのに必要なエネルギーも削減されます。大都市に人口が集中

するのも抑えることができます。 

 

地産地消のドイツビール 

ドイツでは、ビールはほとんど瓶ビールです。瓶にはビールを買う時にデポジットを払い、

瓶を返すとデポジットが返ってきます。ビール瓶は、何回も使用されるリターナブル容器と

なっています。 
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ドイツでも、缶ビールが増えた時期がありました。しかし、缶ビールは環境に与える影響

が大きいとして使い捨ての缶ビールにもデポジットが課され、消費者は瓶ビールに戻ってき

ました。 

ゴミの抑制と資源ゴミの再利用、リサイクルを進めるため、ドイツでは1990年代のはじめ

に包装材令ができました。それが、ドイツでリサイクル社会を築き上げる基点となった政令

です。同令は、何回も使用するリターナブル容器の割合を容器全体の最低72％と規定し、そ

れを下回った場合、使い捨てのワンウェイ容器にデポジットを課すとしています。 

 リターナブル容器を優先するのは、何回も使える容器のほうが容器の製造に使われるエネ

ルギー消費が少なく、全体として環境に与える影響が少ないからです。 

しかしドイツではリターナブル容器の割合が減る一方なので、2003年からワンウェイ容器

にリターナブル容器より割高のデポジットを課すことになりました。 

これはむしろ、逆効果でした。リターナブル容器の割合が増えたのは、ビールだけでした。

瓶ビールの割合は、80％以上に上昇します。しかしそれ以外の飲料では、リターナブル容器

の割合が大幅に減少します。現在リターナブル容器の割合は、全体で50％を割ってしまいま

した。 

ベルリンのスーパーマーケットで取材したことがあります。レジの前に立って、支払いの

終わった買い物客にインタビューしました。その時、ほとんどの買い物客がデポジットの課

せられた容器はすべてリユースされる、つまりリターナブル容器だと思っていることがわか

りました。 

ワンウェイ容器には、その素材がリサイクルされることを示すワンウェイ容器のマークが

ついています。しかし消費者は、ワンウェイ容器にもデポジットが課せられたことで、ワン

ウェイ容器とリターナブル容器を区別することができなくなったのでした。 

ビールだけでリターナブル容器の割合が増え、その他の飲料でリターナブル容器が大幅に

減ったのは、一つにロジスティック上の理由からです。 

ビール瓶のようにリターナブル容器を何回も使用するには、空瓶をスーパーマーケットで

回収した後、ビールメーカーの工場に返送しなければなりません。ビールメーカーが国内の

大工場で大量生産していたら、生産はごく少数の大工場に集中します。スーマーパーケット

で回収された空瓶は長い距離を輸送して、大工場まで返送されなければなりません。それで

は、空瓶で空気を運んでいるのと同じ。エネルギーを無駄に消費するだけです。 

ドイツには、大きなビールメーカーがありません。ほとんどが中小メーカーで、国内各地

に分散されています。全国で販売される全国品のビールは、ほとんどありません。ビールは

地元産のものが、地元中心に飲まれています。ドイツでは、ビールも地産地消となっている

のです。だから、空瓶を遠く離れた大工場まで輸送する必要がありません。それが、主にビ

ール瓶だけがリターナブル容器となっている一つの理由です。 

 

 
瓶ビールの並ぶドイツのスーパーマーケット 

 

ＰＥＴボトルの多くはワンウェイ容器となっていますが、ＰＥＴボトルについても同じこ

とがいえます。ドイツでＰＥＴボトルをリターナブル容器にしている飲料メーカーは、地元

を主な販売地域とするミネラルウォーターの中小メーカーとコカコーラくらいしかありませ

ん。コカコーラは、小さな0.5リットルボトルでさえもリターナブル容器にしているほとん

ど唯一の飲料メーカーです。 
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大手のコカコーラがなぜ、と思ってしまいます。コカコーラは実は、ドイツ各地で中小飲

料メーカーを買収してドイツに進出してきました。そのため、工場がドイツ国内各地に分散

されています。ビール瓶と同じように、空ボトルを長い距離輸送する必要がなく、環境にや

さしいリターナブル容器を使いやすいロジスティック上の条件が整っています。コカコーラ

という大手であっても、飲料を地産地消しています。 

日本のようにワンウェイ容器が主流の国では、容器を回収してリサイクルするからいいと

思われがちです。でも、リサイクルするにもたくさんのエネルギーを使います。それに対し

て、リターナブル容器は洗って何回も使用します。容器の表面が傷んで白くなったら、リサ

イクルします。それによって、容器に使用する資源と製造に必要なエネルギー消費を削減し

ます。 

 単に飲料の容器だといえども、ぼくたち消費者はどの容器を選ぶかで、エネルギー消費を

多くするか、少なくするかを選択しています。それが、飲料の地産地消と深く関係している

ことも知っておきたいと思います。 

 

持続可能な製品を求める 

すでにこの章で、安いことには必ずその理由があると書きました。グローバル化とともに、

労働力の安い地域に生産拠点が移転しています。それは、単に労働力が安いからではありま

せん。労働者は厳しい労働条件で、過酷な労働を強いられています。環境規制はほとんどな

いに等しく、環境が汚染されても野放し状態です。消費するエネルギーも安い。だから、安

く生産できるのです。 

たとえば、衣料品。衣料品を製造しているバングラデシュの工場が火事で焼け、たくさん

の女性労働者が亡くなったことがあります。世界のブランドメーカーや衣料販売チェーンが

製造コストを下げるため、安い賃金で長時間働かせ、先進国では信じられない環境で製品が

生産されてきた結果でした。でも、先進国のブランドメーカーや衣料販売チェーンは直接の

雇用主ではないことから、その火災事故に対して責任を追いません。 

わざと色を落とした色落ちジーンズが販売されています。バングラデシュなどでは、労働

者が毒性の強い化学薬品を使って手で色を落としています。機械は、コストがかかるので使

えません。発展途上国の労働者は、自らの健康を犠牲にしてまで働いています。それでも先

進国の賃金と比較すると、ごくわずかな賃金しかもらえません。 

今発展途上国において安く生産できても、いずれ安く生産することができなくなります。

賃金レベルが上がり、環境汚染に対する規制も厳しくなるからです。新たに安く生産できる

生産地を探さなければなりません。バングラデシュなど東南アジアの発展途上国で安く生産

できなくなったら、今度はどこで生産するのでしょうか。治安が不安定なアフリカが、次の

候補になると思います。たとえアフリカに生産地を移転しても、いずれ賃金レベルが上がり

ます。次に、どこにいくのでしょうか。地球上には、もう安く生産できるところはありませ

ん。世界経済が飽和し、次第に生産コストに差がなくなります。 

安く生産できるところは、もうありません。それで、経済は成り立つのでしょうか。ぼく

には、とても疑問です。 

今の経済は格差があるから成り立っているのに、この問題に目を背けています。安く生産

することだけを優先させ、将来の問題が先送りにされています。 

オーガニックコットンやオーガニックウールなど、自然の素材だけで生産されているオー

ガニック衣料品があります。化学的プロセスで製造される化繊と違って、自然と人にやさし

く生産された衣料品です。色も天然の植物性染料が使われます。これらの商品には、よくフ

ェアトレードのマークがついています。マークは、過酷な環境や労働条件で生産されたもの

ではなく、環境汚染や資源の浪費を引き起こさない、持続可能な製品であることを証明しま

す。 

 オーガニック衣料品は割高ですが、ぼくが使ってきた経験からすると、かなり長持ちしま

す。買った時は高いと思っても、長持ちするので、長い目で見ると最終的に高いとは思いま

せん。 
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オーガニック衣料品カタログ 

 

日本の衣料品を見ると、化繊の衣料品が多いのにびっくりします。化繊は石油製品です。

石油はいずれ枯渇します。ドイツではオーガニック衣料品でなくても、コットンやウールな

ど自然素材の衣料品を多く目にします。生地が厚くて、いかにも丈夫な感じがします。 

すでに述べたように、ドイツでは19世紀中頃に生き方を改革する運動が起こりました。有

機農業がはじまり、有機食品が出回りはじめます。衣料品についても、自然の素材を使った

衣料品を使う運動が同じ頃に起こりました。その伝統が、今も残っているのだと思います。

もちろんドイツにおいても、格安店にいけば、化繊で生地の薄いものがたくさん店頭に並ん

でいます。 

ぼくたち消費者には、衣料品においても自分で考えて商品を選択する余地が与えられてい

ます。ぼくたちは、どの商品を選ぶのでしょうか。 

 ドイツではオーガニック衣料品を普及させるため、グリーン電力小売事業者や有機食品の

スーパーマーケットが互いに協力しています。自然素材という生物資源を使えば、衣料品も

再生可能になり、持続性が維持されます。グリーン電力や有機食品の哲学と共通するものが

あります。 

 

消費者が森林を守る 

森林は、地球にとってとても大切な財産です。一つに、木という資源を提供してくれます。

さらに光合成において、大気から温室効果ガスである二酸化炭素を吸収してくれます。2005

年から地球温暖化対策の取り組みを規定してきた京都議定書では、植林して森林の面積を増

やすと、その分が二酸化炭素の排出を削減したとカウントされました。森林を自然のままに

放置するのではなく、手入れをして森林を管理、整備し、森林が持続的に維持されれば、そ

れも二酸化炭素を削減するソースとして認められました。 

 

 
森林の広がるドイツ・テューリンゲンの森 

 

日本は京都議定書によって、二酸化炭素など温室効果ガスの平均排出量を2008年からの５

年間に1990年比で６％削減することが義務付けられました。温室効果ガスの排出量は、増加

します。しかし日本は、森林による二酸化炭素の吸収と発展途上国支援による排出量の削減

で目標を達成したことになりました。 
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 今後、石油や石炭、鉄などの資源が枯渇すると、木がそれに代わる貴重な資源になること

が予想されます。高層ビルなどの構造物が鉄筋コンクリートや鉄骨ではなく、木造になるこ

とも十分考えられます。 

森林の環境を守り、森林を資源の供給源として持続的に利用しなければなりません。林業

者や製造業者、流通業者の利益や消費者の自分勝手な希望のために、森林が無計画に伐採さ

れてはなりません。森林を持続的に利用できるように管理し、そうして伐採された木材だけ

で製品を造って流通させます。ぼくたち消費者にも、森林を守る責任があります。 

1993年10月、カナダのトロントで森林管理協議会（FSC=Forest Stewardship Council）と

いう国際組織が創立されました。ＦＳＣは、森林を環境的、経済的、社会的に管理して利用

し、そうした森林に由来する製品を認証する国際機関です。ＦＳＣロゴマークのついた製品

は、森林が環境上適切に管理されている、経済利益だけを追求していない、林業を行なう地

元地域の利益も配慮されていることを証明します。現在、その本部がドイツのボンにありま

す。 

 

 
ＦＳＣ認証ロゴマーク 

 

 認証の対象となるのは、森林で伐採された木材と家具などの木材製品、木材パルプを原料

とする紙です。ドイツでは現在、本などの出版物の紙にはほとんどＦＳＣロゴマークがつい

ています。 

ＦＳＣは、グリーンピースやＷＷＦ（世界自然保護基金）などの環境団体のイニシアチブ

で設立されました。1992年６月にリオデジャネイロで行なわれた地球サミット（環境と開発

に関する国際連合会議）で、国際社会は「持続可能な開発」をめざすことで合意しました。

しかし環境団体は、そこで決められた内容では森林を十分に保全できないとして、独自に森

林を守る仕組みをつくったのでした。 

 ＦＳＣロゴマークのついた商品を買うことで、ぼくたち消費者は自らの手で森林を守るこ

とができます。 
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７．住宅の未来 

 

民生部門での取り組みが課題 

ドイツの一次エネルギー消費の内訳を見ると、産業と運輸、家庭がそれぞれ28％、残りの

16％が事務所ビルや小売店、ホテル、レストラン、病院などの民生業務部門によるものです。

一次エネルギーとは、石油、石炭、ウランなど自然に採れた状態でのエネルギー源のことを

いいます。ドイツは、この一次エネルギー消費を2050年までに80％削減しようとしています。 

省エネによって二酸化炭素の排出を削減するため、ドイツはこれまで産業部門と運輸部門

においてたくさんの取り組みを行なってきました。この２つの部門を中心に、二酸化炭素排

出量を1990年比で25％以上削減しました。 

エネルギー消費と二酸化炭素排出量の削減で適切な施策を講じることができなかったのが、

民生部門です。民生部門は、民生家庭部門と民生業務部門に分けることができます。特に、

家庭部門での省エネが大きな課題でした。民生家庭部門は、法律で規制するのが難しいから

です。市民が暮らしの中で省エネを実践していけるようにインセンティブを与える以外、適

切な方法がありません。 

 この現実は、日本でも変わらないと思います。 

ドイツではすでに述べたように、住宅のエネルギー消費度を証明するエネルギーパスを導

入しました。住宅の断熱工事を促進するためのインセンティブ施策も進めてきました。しか

し、それだけでは十分ではありません。 

新しい住宅像について研究開発を進め、その成果を順次モデルハウスとして市民に提示し

てきました。モデルハウスの生活環境や住み心地を試験して、新しい住宅像が市民に受け入

れられるのかどうかも検証してきました。 

 まず1980年代半ばに、エネルギー消費の少ない低エネルギーハウスが登場します。1990年

代前半には、パッシブハウスが出てきました。パッシブハウスは、建物の気密性、断熱性な

どを高めて、アクティブにエネルギーを使って冷暖房する必要のないハウスのことをいいま

す。1990年代後半になると、建物の性能を高めて暖房費をゼロにするゼロエネルギーハウス

が提示されました。 

 

プラスエネルギーハウス 

2010年代に入って示されたのが、プラスエネルギーハウスです。プラスエネルギーハウス

とは、住宅にソーラーパネルを備え、エネルギー消費を最適に制御して最終的に住宅で消費

する以上の電力をソーラーパネルで発電して、公共送電網に余剰電力を供給できるハウスの

ことをいいます。 

現在、35のモデルハウスがドイツ各地に設置されています。 

ベルリンに設置されたプラスエネルギーハウスは、「電気自動車の利用を目的としたプラ

ス効率ハウス」といいます。電気自動車も含めて住宅に必要な電気をソーラーパネルで自家

発電して消費しても、電力に余剰の出るハウスです。これまで、両親と子ども２人の４人構

成の家族が２家族、１年間ずつ試験的に生活しました。 

 

 
ベルリンのプラスエネルギーハウス（ハウス西側から撮影） 
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建物自体は、居住試験と展示物として利用した後に解体されるため、地面の上に簡単に設

置できる簡易構造物として設計されました。釘などは使わず、解体しやすく、残った部材を

リサイクルしやすいようにしています。 

二階建て住宅で、一階に居間／ダイニングキッチンと機械室、二階に子供部屋、寝室、バ

ス／トイレなどがあります。屋根に単結晶シリコン型ソーラーパネルが設置され、南向きの

外壁に薄膜ソーラーパネルがついています。効率の悪い薄膜ソーラーパネルを外壁に使った

のは、外観上の理由からです。 

ハウスの東側と西側は、壁一面をガラス張りにして太陽の光を採光しやすくしています。

ガラスは全て三重張りで、ガラス板の間の中間層に、断熱効果を高めるため熱を伝えにくい

アルゴンガスを入れました。 

 

 
アルゴンガスの入った三重張りガラス板のモデル 

 

南北の壁には、古新聞を原料としたセルローズ断熱材が入っています。内装用の化粧板と

セルローズ断熱材の間に中間層を設け、電線や配管を壁に埋め込みやすくしました。この中

間層には、大麻繊維材が断熱材として入っています。自然素材で徹底的に断熱したハウスと

いう感じでした。 

 

 
壁の断面（イラスト：たなかゆう） 

 

 大麻というと、麻薬かとも思われがちです。ただ大麻は、昔から貴重な繊維原料として使

われてきました。ドイツでは今も、大麻製のズボンやシャツ、カバンなどが自然素材を利用

した衣料品として愛用されています。 

照明器具はすべて電力消費の少ないＬＥＤで、天井に埋め込まれています。 
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おもしろいと思ったのは、住宅用蓄電池としてＢＭＷ社ミニクーパーの電気自動車に使わ

れていた中古の蓄電池を使用していたことです。それによって、中古蓄電池の寿命を試験し

ているということでした。 

 

 
左のボックスに蓄電池が入っている（ハウス北側） 

 

ヒートポンプによる熱供給 

暖房と給湯は、外気の冷たい熱を暖かい熱に変換するヒートポンプで行います。暖房は、

床暖房です。ハウス東側の天井に空気を供給する給気口があり、その向かいの西側にそれを

吸入する排気口があります。天井裏に換気ダクトが配置され、ハウス全体が換気装置で換気

されます。換気装置によって部屋の排気口から吸入された暖かい空気とヒートプンプの発す

る廃熱は、機械室にある熱交換器に渡して熱を回収します。その熱を、再びヒートポンプで

利用します。その熱の一部はまた、温風として地面と一階床の間の空洞に流し入れ、寒い時

の断熱に使います。 

こうして熱を徹底的に有効利用し、省エネ化されたハウスです。 

個人的には、個人住宅で換気装置を使うのはあまり感心できません。個人住宅では、窓を

自由に開け閉めして自然の空気で自然換気したいと思います。換気装置の稼働中に窓を頻繁

に開閉すると、換気装置の効率が落ちます。その分、エネルギー消費が増えます。入居した

家族は、換気装置をよくオフにしていたと聞きました。 

 ハウス全体の室内温度が中央管理されるのも、気になりました。家族の中には、暑がりも、

寒がりもいます。からだの調子によっては、部屋の温度を変えたくなる時もあります。人に

よっては、真冬でも寝室の窓を開けて寝る人もいます。これで家族構成員個々の要望に応え

ることができるのかどうか、とても疑問に思いました。 

暖房には、発電所から供給される地域暖房熱を使う可能性もあったはずです。地中熱を利

用したヒートポンプを使う他、回収した熱を地中に貯めておく手もあると思います。ただ試

験的なモデルハウスということで、地中の土木工事が必要となるものはすべて避けたという

ことでした。 

 そのため、ハウスには地下階がありません。ヒートポンプなどの入った機械室が一階の玄

関横と、ちょっと変な場所にありました。地下階ないし地中にタンクがあれば、トイレで使

った水や洗濯排水、風呂やシャワーで使った水、雨水などを浄水処理して雑用水として水洗

トイレや庭の給水などに使うこともできたと思います。また、風呂やシャワーの排水から熱

を回収することもできたと思います。いずれにせよ、排気や排水から熱を回収して利用する

のは、今後一般住宅においても標準化されていくと見られます。 

 

充電は昼間 

ハウス内での電力消費は、個人住宅ということで朝の通勤通学の前後と夕食前の夕方から

夜にかけて一番多くなると想定されていました。ソーラーパネルで発電された電力は、昼間

に蓄電池に蓄電されます。蓄電池は通信機能のあるスマートメーターと接続されており、公

共送電網の状況を把握しながら、蓄電するか、送電網に給電するかを自動的に判断します。 
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電気自動車の充電は、ハウス用の蓄電池からしか行なうことができません。電気自動車を

使う前日に、前もって自動車を使う時間を入力して、夜間に電気自動車を自動充電しておき

ます。 

試験的に居住した家族には、ドイツ大手自動車メーカーそれぞれが開発した電気自動車６

台が提供されていました。充電は、ハウスの前にある充電スペースで行います。電気自動車

のタイプに応じて、充電コンセントに充電ケーブルを差し込んで充電するか、インダクショ

ン充電します。インダクション充電では、コンセントもケーブルも使わずに、トランスファ

ーパッドの上に車体を移動させるだけで充電できます。コンセント充電が普通充電で、イン

ダクション充電が急速充電です。さらに、電気自転車もインダクション充電できるようにな

っていました。 

 

 
電気自転車用の充電トランスファーパッドもある。 

この上に自転車を置くだけで充電できる 

 

スマートハウス化 

ソーラーパネルやヒートポンプ、蓄電池、電気自動車、その他ハウスの設備機器と家電製

品の多くは、通信機能を備え、最適に制御できるようにスマートハウス化されています。一

階と二階にある操作パネルで、設備機器や家電製品を中央管理、操作します。操作はパネル

操作だけではなく、スマートフォンでも遠隔操作できます。 

スマートメーターさえあれば、たとえ住宅にソーラーパネルが装備されていなくても、ス

マートハウス化によって一般住宅の電力需要を自動制御できるようになります。再生可能エ

ネルギーの発電状況と送電網の状況に応じて、洗濯の時間帯など家庭内での電力消費を世帯

毎にずらして自動的に管理します。こうして、地域の電力消費がある時間帯だけに急増して

電力不足にならないようにします。 

将来はスマートハウス化で、留守宅の安全や高齢者の状態を確認することも可能になりま

す。トイレに測定機能があれば、尿検査や血圧測定が可能となります。それを遠隔医療診断

システムと接続すれば、自動健康診断もできるようになります。 

 ただデジタル通信によるスマートハウス化によって、家庭内の好みや習慣、その他個人デ

ータが盗まれる危険があるのも事実。ぼく自身、こうしたデジタル化は余り好みません。で

も、主流はその方向に向かっています。十分なデータセキュリティ対策が必要です。 

モデルハウスに最初に試験居住した家族には、猫が一匹いました。猫は夜行性で、夜間に

ハウス内を移動します。猫が移動する毎に、照明が夜間に自動点灯するなどの問題もあった

ということでした。その問題は、照明器具のスイッチを寝る前にすべて切って解決しました。 
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ハウスの中央操作パネル 

 

ソーラーパネルは安全か 

住宅の屋根と外壁にたくさんのソーラーパネルをつけて、中で暮らす人たちの健康に影響

はないのでしょうか。 

ぼくたちが暮らしの中で使っている電力は、交流です。送電網を流れている電力のほとん

ども交流です。それに対して、ソーラーパネルで発電される電力は直流です。直流電力は蓄

電池で蓄電できますが、交流になると蓄電できません。ハウスの蓄電器では、直流のまま蓄

電されます。 

ソーラーパネルで発電された直流電力は、ハウスの機械室にあるパワーコンディショナー

で交流に変換されます。それでようやく、家電製品に使えるようになります。直流の状態で

は、健康に影響の与える可能性のある電磁波が発生しません。家庭内で実際に使う交流電力

は低周波なので、ハウス内の配線から放出される電磁波の影響は小さいと見られます。 

 むしろ、スマートフォンや電子レンジ、パソコン、ミキサー、洗濯機、オーディオ機器な

どの家電製品のほうが強い電磁波を発します。日本だと、電気こたつも要注意です。スマー

トハウス化で家電製品などが通信機能を備えると、放出される電磁波がさらに増えます。ソ

ーラーパネルよりも、家電製品のほうが健康に影響を与える可能性があります。 

ドイツ環境省の下級官庁である環境庁のエネルギー問題担当官を取材した時、この担当官

は将来太陽光発電が主流になれば、蓄電することも考え、家電製品を直流型にするのも一つ

の選択肢だといっていました。将来、家電製品の直流化について議論される時がくるかもし

れません。 

ただその場合、家電製品ばかりでなく、その他のインフラも直流用に換えなければなりま

せん。そのために、莫大なコストがかかります。直流化は、国際的に統一して実施しなけれ

ばなりません。 

 

 
直流電力を交流に換えるパワーコンディショナー 

 

プラス効果はあるのか 

２家族が試験的に居住してみた結果は、どうだったのでしょうか。 

発表されている結果を表４に示します。それによると、最初の家族では電気自動車の充電

も入れると、電力消費量が実際にソーラーパネルで発電された量を上回ってしまいました。 

それには、二つの理由がありました。 
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一つは、ヒートポンプがメーカーの保証しているほどの性能を示さず、効率が悪くて予想

以上の電気を消費してしまったからです。そのため、ヒートポンプを別のメーカーの製品に

取り替えました。 

もう一つは、玄関入口フロアと居間／ダイニングキッチンの間に仕切りがなく、一階で床

暖房された空気が階段を通って二階に流れてしまい、一階の暖房効率が悪くなってしまった

からです。その分、エネルギーを余計に消費していました。この問題を解決するため、玄関

入口フロアと居間／ダイニングキッチンの間に、ガラスドアを入れました。 

 この二つの対策によって、それ以降のエネルギー利用効率が向上しました。電気自動車に

電力を供給しても、当初の予想通り発電量がハウス全体の電力消費量を上回るようになりま

した。 

 

表４ エネルギー利用成果分析（単位：kWh、年間値） 

 事前予想 最初の家族 

2012/13年 

展示利用 

2013/14年 

二回目の家族 

2014/15年 

発電量 １６，６２５ １３，３０６ １２，６４４ １３，４９０ 

ハウスの電力消費量 ６，９９２ １２，４００ １０，６３３ ７，９６０ 

電気自動車なしの場合 ＋９，６３３ ＋９０６ ＋２，０１１ ＋５，５３０ 

電気自動車電力消費量 ６，０００ ３，９７４ １，５６０ １，９８７ 

電気自動車ありの場合 ＋３，６３３ －３，０６８ ＋４５１ ＋３，５４３ 

（出所：電気自動車の利用を目的としたプラスエネルギーハウスのプレゼンテーションか

ら） 

 

ベルリンのプラスエネルギーハウスは、自家発電した電力ですべてのエネルギー需要をカ

バーすることを目的にしたものです。ガスや地域暖房熱源も使っていません。地下に熱を貯

蔵するタンクも装備されていません。これらの可能性を利用した場合、さらに余剰電力が出

た可能性もあります。それについては、今後さらにデータを分析してみないことにはわから

ないということでした。 

一つ気になるのは、スマートハウス化でエネルギー消費を最適化するのはいいけれども、

設備機器や家電製品に通信機能を持たせて常に電子制御することによって電力の需要を増大

させていないかということです。電子的な中央管理によってエネルギー消費が最適化され、

一般家庭において余剰電力が生まれるのはいいことです。でも、スマートハウス化しなくて

も、これまで通りの生活においてちょっとしたアイディアや工夫によってさらに省エネする

方法はいろいろあるはずです。スマートハウス化によってエネルギー消費を最適化して余剰

電力が生まれても、総合的にエネルギー消費が増えるとしたら、それは全体としては省エネ

には貢献しないと思います。 

この疑問についても、今後さらに分析する必要があります。 

 

電気自動車を住宅用の蓄電に使う 

このプラスエネルギーハウスで実践されていないのが、電気自動車の蓄電池を住宅用の蓄

電池として併用する方法です。電気自動車の蓄電池に電気を貯蔵して、必要な時に住宅でも

使えるようにします。 

プラスエネルギーハウスが構想された2010年はじめ頃には、電気自動車の実用性がはっき

りせず、併用はまだ考えられていませんでした。しかし現在、電気自動車を住宅の一要素と

してその蓄電池を住宅用にも使う技術が開発されています。 

一般住宅用の蓄電池も、住宅の地下などに設置できる小型の蓄電池がすでに市場に登場し

ています。需要の増加とともに、価格も下がってきました。 

電気自動車の蓄電池にしろ、住宅専用の蓄電池にしろ、蓄電池はスマートメーターと組み

合わせて、市場での電気料金の変動や需要、消費状況を把握しながら最も適切な時間帯に蓄
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電し、最も適切な時間帯に公共送電網に給電します。すべてが自動で行なわれるようにプロ

グラミングされます。 

家庭用の蓄電池と電気自動車の蓄電池を、地域全体の分散型蓄電池として使う可能性も生

まれてきました。発電量が変動する再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力を貯蔵す

る一つの方法として考えられます。一般家庭専用の蓄電池ではなく、地域の電力供給システ

ム全体の一部として機能します。 

こうした蓄電池の新しい利用方法については、今後さらに実用試験を行なって、適切な方

法を追求していくことになります。 

 

 
一般住宅用蓄電池の例 

 

こんなに至るところに蓄電池を使って、それを製造するのに必要な資源が地球上に十分あ

るだろうか、とても気になります。ぼくは、ドイツ航空宇宙センターで蓄電池を搭載する飛

行機を開発しているカロ教授に聞いてみました。 

教授は、「それは、問題ない。資源は十分にある。ただ場所によっては、採掘するのがた

いへんな場所もある。後は、そのコストの問題だ」、と答えてくれました。 

 蓄電池を持続可能に使っていくには、それを有効にリサイクルすることも考えなければな

りません。 

 

住み心地はどうか 

 さて、ベルリンのプラスエネルギーハウスに一年間試験的に暮らした２家族は、その暮ら

しをどう評価したのでしょうか。 

ぼくが取材した時は、まだ最初の家族の感想しか出ていませんでした。最初の家族は、プ

ラスエネルギーハウスでの生活を快適だったと答えています。スマートハウスをコントロー

ルするための操作も問題なかった、と語りました。電気や暖房を節約しなければならないと

意識する必要もなく、不自由なく普段と同じ生活ができたといいます。スマートハウスでの

生活ははじめてですが、それによって生活スタイルを変える必要もなかったというのが最初

の家族の印象です。 

ハウスでは、外から採光するために窓を壁一面に大きく取ってあります。それが、あまり

にオープンすぎると苦情が出ます。そのため一階居間の窓に、外付けのブラインドが取り付

けられました。 

ぼく自身が一番気になるのは、スマートホーム化によって住宅内にある設備、機器がすべ

て自動でコントロールされることです。個人的には、機械にコントロールされるのではなく、

できるだけ自分の意志によって手動で操作したい。それがぼくの好みです。自動化によって、

自然との接点が少なくなるも心配です。こういうと、世代が違うのかもしれません。でも最

初の家族も、換気装置を手動でオン／オフできたのはとても大切だったと答えています。 

スマートホーム化による生活のデジタル化で、自分の生活が電力供給システムを管理する

側、さらには国に丸見えになってしまうのではないかという不安もあります。個人情報が安

全に保護されるのかどうか、ぼくには不安が残ります。 

いずれにせよ、スマートホーム化されたプラスエネルギーハウスが市民から受け入れられ

るのかどうか、それがたいへん重要なポイントだと思います。特に社会が高齢化する中で、
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高齢者がスマートホーム技術を簡単に操作できるのか。その操作性が簡素化されない限り、

社会全体に普及させるのは難しいと思います。 

 未来の住宅に向け、これからいろいろな形で試験を行なうほか、社会学的にも分析、評価

される必要があると思います。 

 

プラスエネルギーハウスを地域へと拡大させる 

プラスエネルギーハウスのコンセプトは一戸建て住宅ばかりでなく、集合住宅でも試験さ

れています。プラスエネルギーハウス35のモデルハウスのうち、ドイツ西部フランクフルト

で74世帯からなるプラスエネルギー集合住宅が2015年７月に完成しました。 

集合住宅は同じように、屋根と外壁にソーラーパネルが設置され、換気装置、蓄電池など

を装備しています。 

ドイツでは、地域単位で再生可能エネルギーの100％化とプラスエネルギー化を進める地

域も増えてきました。 

ドイツ中部ヘッセン州のヴォルフハーゲンは、人口約１万3000人の町です。町議会が2008

年、町の再生可能エネルギー100％化を決議しました。町の自治体電力公社が、再生可能エ

ネルギーで発電されたグリーン電力の供給をはじめます。市民が組合員となる市民エネルギ

ー組合を設立。市民の資金でソーラーパーク１基と、４基の風車からなる風力パークが建設

されました。市民組合は自治体電力公社の株25％を保有し、市民が自治体電力公社の発電と

配電ビジネスで得られる利益の一部を共有できるようにしました。 

 その他、電力公社は町内の街灯をＬＥＤ化するなどして省エネ対策を講じ、電気自動車も

積極的に導入しています。 

 2015年、太陽光と風力、バイオガスの再生可能エネルギーによって町の年間電力需要を

６％上回るグリーン電力を発電しました。電力消費の約55％が一般家庭、残りの45％が産業

部門と小売店やレストランなどの民生業務部門によるものです。 

ヴォルフハーゲンでは、ソーラーパーク、風力パーク、バイオガス発電施設をネットワー

ク化させ、一つの発電所のように機能させています。いわゆるバーチャル発電所です。日中

に強い太陽光発電、夜間に強い風力発電をメインにして、電力の供給不足が心配される場合

に備えて、素早く対応できるバイオガス発電を加えます。電源をミックスすることで、バー

チャル発電所全体として発電量の変動が小さくなります。それによって、安定供給が可能と

なります。 

今後さらに、一般家庭にスマートメーターと家庭内の電力消費を最適化する装置を導入し、

電力供給システムを総合的にデジタル化させる予定です。それによって、電力公社側が天候

に左右される発電量の予測状況から消費者側の電力需要をコントロールできるようにします。

たとえばすでに述べたように、洗濯機などの家電製品の稼働時間帯を世帯別にずらします。

消費者がタブレットパソコンを使って、遠隔操作で家電製品をコントロールできるようにす

ることも計画されています。 
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バーチャル発電所の構成（イラスト：たなかゆう） 

 

ヴォルフハーゲンの自治体電力公社は、地元北ヘッセン地方の自治体電力公社６社と北ヘ

ッセン連合というネットワークを形成しています。６社は共同で、地元のカッセル大学やそ

の他の研究機関と協力し、北ヘッセン地方全体の再生可能エネルギー化を進めています。 

同連合には、北ヘッセン地方の最大都市カッセル市も加入しています。カッセル市の人口

は約20万人。カッセル都市電力公社は、ドイツでも地域再生可能エネルギー化に積極的に取

り組んできた都市電力公社の一つです。カッセル市では2025年までに、電力需要の最低60％

を再生可能エネルギーでカバーできるようになると見られます。80％も達成不可能ではない

とされます。 

ドイツでの事例からもわかるように、一般住宅のプラスエネルギー化をはじめとして、そ

れを集合住宅に、さらに地域全体へと、小さい単位からより広い地域に拡大させていくのが、

再生可能エネルギー化を進める最も適切な手法だといえます。 

 

将来、再生可能エネルギーの負担をどう分配するのか 

 しかしここには、これからまだ議論しなければならない大きな問題があります。 

ドイツにおいても、日本においても、再生可能エネルギーを普及させる基盤になっている

のは、発電された電力の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）です。ＦＩＴ制度は、再生可能エ

ネルギーへの投資を安定させるため、発電施設の稼働後20年間、再生可能エネルギーによっ

て発電された電力を電力の市場価格より法的に高く設定された固定価格で買い取ることを規

定します。その負担は、再生可能エネルギーで発電された電力ばかりでなく、すべての電力

に分配して、消費者によって負担されます。 

前述したプラスエネルギーハウスのようにソーラーパネルで自家発電した電力を自家消費

すると、ＦＩＴ制度による負担は発生しません。送電網も使わないので、電力を送電するた

めに発生する託送料も負担しません。 

ドイツでは、個人住宅ばかりでなく、集合住宅においても共同自家発電、共同自家消費が

進んでいます。集合住宅の住民が共同でエネルギー協同組合を設置して、発電・熱供給設備

を装備します。それを共同で管理、運用します。集合住宅におけるエネルギー自治です。こ

こでも、ＦＩＴ制度の負担と託送料の負担は発生しません。 

ＦＩＴ制度は、再生可能エネルギーを普及させる手法として初期段階にはとても効果があ

ります。投資を促進させるばかりでなく、設備需要の増大で設備コストと発電コストを下げ

ていきます。普及に伴う学習効果で、発電コストはさらに下がります。技術開発も加速させ

ます。一般消費者はそのために、共同でＦＩＴの負担を負っています。 
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ドイツの場合、電力消費の多い企業など大口需要家にはその負担が免除されています。そ

の分、一般消費者の負担が増え、不公平な状態になっています。 

自家発電と自家消費は、これからさらに増えていくものと予想されます。ただそうなると、

消費者の連帯を基盤に再生可能エネルギーの負担を共同分配する原則が根元から崩壊します。

発電コストが下がってきている現在、自家発電・自家消費者はいいとこだけを取って、その

恩恵を持ち逃げしたといわれても過言ではありません。 

これは、再生可能エネルギーが発展するにつれ、ＦＩＴ制度から抜けていく消費者が増え

るということです。このプロセスは、避けることのできない問題です。でも自家発電・自家

消費だけで、産業部門を含めてすべての電力需要をカバーできるわけではありません。 

再生可能エネルギーによる発電では、燃料費など限界費用が発生しません。そのため自由

化された電力市場においては、消費電力に支払うだけのメカニズムでは、電源が何であれ、

発電だけで利益を上げることができなくなります。すでに、ドイツではそうなっています。 

再生可能エネルギーについては、ＦＩＴ制度があるので、この問題から保護されています。

かといって、永久にＦＩＴ制度に依存するわけにはいきません。再生可能エネルギーへの依

存度が高くなるにつれ、発電する負担を共同かつ公平に分配する新しい枠組みを考えなれば

なりません。そうしないことには、新しい発電施設を建設することができません。それが、

すでに述べた容量市場になるのかどうか、これからしっかり議論することになります。 

ただここで、一つはっきりさせて置かなければならないことがあります。それは、だから

再生可能エネルギーは高いということにはならないということです。火力発電にしろ、原子

力発電にしろ、これまで発電コストだといわれるもの以外にたくさんの負担が共同で負担さ

れてきました。それについては、１章の「発電コストの実態」で述べた通りです。 

 そのことを忘れてはなりません。 
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８．交通の未来 

 

グリーン電力で走るドイツ鉄道 

ドイツ鉄道カード（Bahncard）は、運賃の割引カードです。25％割引と50％割引、100％

割引の３種類のカードがあります。それぞれ規定の年会費を支払えば、乗車券を買う毎に、

その分が割り引かれます。写真は、ぼくの持っているドイツ鉄道カードです。ぼくは25％割

引カードを選びました。50％割引カードは正規運賃に対してしか割引がききません。25％割

引カードだと、格安運賃に対しても25％割引が効くからです。カードは、１年毎に自動更新

されます。 

 

 
筆者のドイツ鉄道カード。２５は25％割引ということ 

 

カード真ん中上右に白抜きで「２５」と割引率の入った帯状エリアが、2013年４月から赤

色から緑色に変わりました。それとともにドイツ鉄道は、ドイツ国内の長距離列車を利用す

るドイツ鉄道カード所有者はすべて、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力で移動

することになると発表しました。 

ドイツ鉄道は企業戦略として、2020年までに長距離列車（中近距離列車を除く）を100％

再生可能エネルギー化すると打ち出しています。2013年４月の段階で、長距離列車の走行距

離全体の75％が再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力で運行されています。 

 ドイツ鉄道によると、グリーン電力購入で発生するコスト増はドイツ鉄道自身で負担して

いるといいます。ただ再生可能エネルギーといっても、実際には既存の水力発電所で発電さ

れた安い電力が使われていると見られ、それほど負担増にはなっていないと思います。 

同じく2013年４月から、環境意識の高い乗客向けに一人当たり片道１ユーロの割り増し料

金を支払う環境プラス運賃も導入されました。この場合も、100％グリーン電力で移動しま

す。 

 ドイツ鉄道カードは、ポイントカードともなっています。カードで乗車券を買う毎に、ポ

イントも集めることができます。集めたポイントで一般商品を買うこともできます。さらに

植林プロジェクトに寄付したり、家庭でのグリーン電力を購入するためのクーポン券に換え

ることもできます。社会福祉施設に寄付することもできます。集めたポイントをどう使うか

は、所有者次第です。 

ドイツ鉄道によると、ドイツ鉄道カードとグリーン電力を組み合わせたのは、あくまでも

営業戦略だったということです。ドイツ社会で環境問題の議論が活発化し、再生可能エネル

ギーへのエネルギー転換が決定されたことが、背景にあったといいます。その背景がなかっ

たら、こういう戦略は取らなかっただろうと説明がありました。 

利用者は、カードのことをどう見ているのでしょうか。ドイツ鉄道の委託で行なわれた市

場調査によると、乗客はやはり、カードを所有することによる運賃割引に魅力を感じていま

す。ただ、カードを所有すればグリーン電力で移動することになると、乗客がはっきり意識

していることもわかりました。 

 グリーン電力化を長期に続けていくには、乗客の信頼を得る必要があります。ドイツ鉄道

は自主的に、グリーン電力商品の認証を行なっているテュフ・ズュート（TÜV Süd）にグリ
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ーン電力の利用状況を審査、認証してもらっています。ドイツ鉄道は、2050年までに中近距

離鉄道も含め、鉄道をゼロエミッション化することを企業ビジョンに掲げています。 

 ドイツ鉄道の事例から、鉄道など交通においてもぼくたち消費者が自分の希望に応じて、

エネルギー源を選択できることがわかります。 

ドイツ鉄道はさらに後述するように、都市間は列車で走り、都市に着いたら電気自動車で

市内を移動するカーシェアリング事業も進めています。それによって、移動の100％再生可

能エネルギー化を実現します。ドイツでは現在、100万人以上がカーシェアリング会員とし

て登録されています。 

ベルリンなど大都市では、自転車専用道路が整備されています。ドイツ鉄道はそれを効果

的に利用するため、乗り捨て可能な自転車レンタル事業も開始しました。自転車はすべて、

デジタル化されています。会員登録しておけば、市内のどこかでドイツ鉄道の自転車を見つ

けたら、携帯電話でレンタル自転車の申込と解錠、乗り捨てる時にレンタルの終了と施錠が

できます。料金は、クレジットカードから自動決済されます。 

 

 
ベルリンの自転車専用道路。交差点にて 

 
ドイツ鉄道のレンタル自転車駐輪場 

 

公共交通を再生可能エネルギー化する 

ドイツ鉄道の例でもわかるように、電力消費の多い鉄道や地下鉄、トラム、化石燃料を燃

料とするバスなどの公共交通からまず再生可能エネルギー化することがとても重要です。そ

れが、再生可能エネルギー化された交通手段を利用しようかと利用者の気持ちを刺激します。 

ドイツの場合、近距離列車や地下鉄、トラムでは、まだ再生可能エネルギー化が進んでい

ません。自治体所有の都市電力公社の中には、エネルギー供給ばかりでなく、都市内の公共

交通であるバスやトラムを運行しているところもあります。都市電力公社には再生可能エネ

ルギー化に積極的なところが多いだけに、都市公共交通の再生可能エネルギー化もそう遠い

ことではないと思います。 

ベルリンでは、まず路線バスで水素を燃料とする水素バスを試験するプロジェクトが行な

われていました。さらに、2015年９月から１年間の期限付きで、電気バスが試験的に定期運

行されていました。燃料電池をバスに搭載することも考えられます。その他、道路の上に架

線を張って電気で走るトロリーバスを復活させることも考えられています。 

電気バスでは、停留所前の道路にトランスファーパッドを埋め込んで、停車中にコードレ

スで地面からインダクション充電する技術も生まれています。その他、停留所でバスの上に

取り付けられたパンタブラフから受電して充電する技術も開発されています。いずれにせよ、
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停留所で充電中に放出される電磁波が気になります。しかしインダクション充電技術を開発

しているドイツ・ボンバルディア社によると、家庭内で使われる電子レンジなどよりも電磁

波は格段に弱いといいます。  

近距離鉄道においても、ディーゼル列車に代わって燃料電池や蓄電池を搭載した電車の試

験的な利用がはじまろうとしています。蓄電池は、たとえば架線のある区間を走る時に充電

します。 

高速道路に架線を設置して、大型長距離トラックをトロリー化することも考えられていま

す。トラックの上にパンタグラフが取り付けられ、電車のように架線から電気を受電して走

ります。蓄電池をその間に充電し、架線がなくても高速道路で追い越したり、高速を降りた

後に一般道路を走ることもできます。ドイツポストは郵便配達用に電気小型トラックをすで

に自社開発しており、郵便のゼロエミッション化を進める計画です。 

バスやトラックの燃料である軽油（ディーゼル）は枯渇します。長期的視野に立って、そ

の代替を考えなければなりません。 

 

移動で排出する二酸化炭素を自分で負担する 

ドイツでは、長距離バスに乗る場合、移動することによって排出される二酸化炭素に対し

て、乗客が自主的に炭素税のようにその排出料金を支払うことができるようになっています。

それで得られた収入は、再生可能エネルギー利用プロジェクトを実施する環境団体などにカ

ンパされます。 

自家用車で移動する場合にも、排出される二酸化炭素に対して自主的に排出料金を支払う

サービスがあります。世界の多くの航空会社も、飛行機の乗客向けに同様のサービスをはじ

めています。日本では、たとえばＪＲ西日本が乗客が自主的に二酸化炭素の排出料金を支払

う仕組みを導入しています。 

 消費者が自分の判断で二酸化炭素の排出料金を支払うのか、支払わないのか。消費者に自

分で選択する可能性ができたのは歓迎すべきことです。ただ排出料金の支払いは、二酸化炭

素を排出する「申し訳ない税」のようなものだといわなければなりません。消費者が受け身

になっている感じがします。むしろ交通においても、再生可能エネルギーの利用を求める声

を消費者のほうから積極的に出していきたいと思います。 

 

将来の自動車はどうなるのか 

自動車が将来、電気自動車になるのか、燃料電池車になるのか、水素自動車になるのか、

あるいはエタノール車になるのか、まだはっきりしません。消費者の指向に合わせ、これら

すべての技術が普及する可能性もあります。 

これは、自動車だけの問題として決定できる問題ではありません。エネルギーを使う分野

がいろいろある中で、どの分野でどのエネルギー源を使うのが適切で、効率がいいのか、そ

の可能性をよく考えて選択しなければなりません。 

 以下では、これら将来の自動車の可能性について述べます。 

 

１）電気自動車 

電気自動車で問題となるのは、電気の充電に時間がかかり、一回の充電で走ることのでき

る走行距離が短いことです。走行距離が長くなると同時に、充電にかかる時間も短くならな

ければ、電気自動車の利用は限定されます。 

この問題をうまく解決して、ビジネスチャンスを生み出したのがドイツ鉄道です。すでに

述べたように、ドイツ鉄道は主要駅と都市内にカーシェアリングの拠点を置いて、カーシァ

リングビジネスをはじめました。2009年からフリンクスター（Flinkster）の名称でドイツ

鉄道の子会社が、事業を展開しています。 

ドイツ鉄道の戦略は、主要都市間をグリーン電力で走る列車で移動してもらい、都市内は

電気自動車で走ってもらうというものです。それによって、交通で再生可能エネルギー化を

実現します。電気自動車の走行距離が短くても問題ありません。現在ドイツ鉄道のカーシェ

アリングで電気自動車の使える都市は、まだ政府のモデル都市となっているベルリン、フラ
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ンクフルト、ザールブリュケンの三都市にすぎません。ベルリンでは、350台の電気自動車

が用意され、中心街では乗り捨ても可能になっています。 

 

 
ベルリン市内に乗り捨てられたドイツ鉄道の 

カーシェアリング電気自動車 

 

 ドイツでは、電気自動車で使用する電力を再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力

に限定します。原子力発電や火力発電で発電された電力を使っては、交通の再生可能エネル

ギー化が実現できません。 

電気自動車の蓄電池はすでに述べたように、家庭用の蓄電池としても共用することができ

ます。住宅に設置されたソーラーパネルで発電された電力を電気自動車の蓄電池に蓄電して

おき、その電力を家庭用にも、自動車用にも使います。 

将来的には、このシステムを拡大させることができます。スマートメーターを使って公共

の送電網と連携させれば、電気自動車の蓄電池を集合住宅や街の区域の蓄電池として、さら

には都市全体の電力供給システムの分散型蓄電池として使うことができるようになります。

電気自動車それぞれの蓄電池をつなげて、一つの大きなバーチャル蓄電池とします。その意

味で、電気自動車は将来の電力供給システムにおいて大きなポテンシャルを持っています。 

ドイツ政府は現在、電気自動車を2020年までに100万台、2030年までに600万台にする目標

を設定しています。ヘンドリクス環境大臣は、2030年からは電気自動車しか販売すべきでは

ないとも発言しています。しかし現在、ドイツで普及している電気自動車は３万台程度。ま

だ電気自動車の価格が高いからです。2020年までに100万台という目標は、半減せざるを得

なくなりました。 

電気自動車の普及を促進するため、購入時に消費者を補助する方向で長い間議論されてき

ました。それによって、消費者に電気自動車を購入するインセンティブを与えます。その結

果、政府が購入時に一部補助金を出すことで経済界との合意が成立しました。 

 しかし政府補助とは、納税者がそれを負担するということです。莫大な利益を上げている

自動車業界に対する間接的な補助でもあります。そのため、政府補助には野党や環境団体か

ら強い反発が出ました。 

電気自動車の場合、電気自動車に搭載される蓄電池が家庭用とその他の蓄電池と競合しま

す。蓄電池には、リチウム、銅など特殊な金属材料が必要です。それに必要な資源の獲得で、

国際競争が激化しかねません。そうなると、石油など化石燃料資源の獲得競争と何ら変わら

なくなります。安全保障の問題を考え、資源獲得競争に巻き込まれない資源の利用を考えな

ければなりません。 
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充電中の電気自動車 

 

２）水素自動車／燃料電池車 

水素を燃料とする自動車には、燃料電池で発電して電気で動く燃料電池車と水素を直接燃

焼させる水素自動車があります。水素はたとえば、水を電気分解することで製造します。そ

のためには、電気が必要です。その電気も、再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力

でないと、燃料電池車、水素自動車が再生可能エネルギー化、ゼロエミッション化されたこ

とにはなりません。 

水素を自動車の燃料とするには、水素スタンドも必要です。水素は静電気でも着火して爆

発しやすいので、水素を安全に貯蔵することが重要な課題となります。 

ドイツ北東部のプレンツラウで、風力発電で発電した電力で水素を製造するパイロットプ

ラントを取材したことがあります。小さなプラントにも関わらず、敷地の四方八方に避雷針

が何本も置かれていました。カメラと携帯電話の持ち込みも、禁止されました。万一水素が

漏れていた時に、カメラや携帯電話から発せられるちょっとした小さなエネルギーでも着火

する危険があるからということでした。 

 静電気にも注意しなければなりません。化繊の洋服を着ていると、冬の寒い時に静電気が

発生しやすい。ドイツでは、化繊の洋服はそれほど普及していません。それでも、自分で給

油するドイツのガソリンスタンドでは、静電気で給油中に爆発する事件が起こっています。

水素スタンドでは、その危険がより大きくなります。 

 水素自動車／燃料電池車には、電気自動車の欠点である一回の走行距離が短いとか、充電

に時間がかかるなどの問題がありません。水素スタンドが全国に満遍なく普及すれば、ガソ

リンなど化石燃料を使う自動車と同じように使えるという利点があります。 

水素には、その他にも用途があります。燃料電池で発電したり、水素をメタンガス化して

ガス発電に使うこともできます。メタンガス化された水素は、ガス配管網に入れることもで

きます。水素をそのままガス配管網に入れて、メタンガスと混合させることも可能です。 

水素をどういう目的で使うのが適切で、使い勝手もよく、効率がいいのか。十分に検討さ

れなければなりません。その利用方法によって水素の需要が十分に発生するのかどうかとい

うことも、重要なポイントになります。十分な需要がないのに、再生可能エネルギーで発電

された電力で水素を製造するのは、効率がいいとは思えません。 

電気自動車で自動車の需要を十分に満たせるのであれば、水素を燃料とする自動車は必要

ありません。あるいは、水素自動車／燃料電池車のほうが将来の自動車として適しているの

か。それとも、自動車に対する需要を満たすには、電気自動車も水素自動車／燃料電池車も、

あらゆる技術が必要になるのか。この辺りがまだわかりません。 

 それぞれの可能性を維持して試しながら、どの方向に向かうのが適切なのか。現在は、そ

の進展状況を見ている段階です。いずれの利用方法にも、それぞれ長所や短所があります。

また、新しい自動車に対する市民のアクセプタンスも必要です。ぼくたち市民も、市民にと

ってどの利用方法が適切なのか、はっきり発言していきたいと思います。 

 

３）生物資源の動力燃料化 
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 その他、エタノール車とバイオディーゼル車があります。生物由来の再生可能なバイオマ

ス（生物資源）を原料として製造されるバイオ燃料を燃焼させて走ります。エタノール車と

バイオディーゼル車は、ドイツでも1990年代にたいへん注目されていました。しかし、燃料

を製造するのにトウモロコシやサトウキビ、アブラナなどを原料とするため、食糧生産と競

合するという問題が指摘されました。そのため現在、バイオディーゼルの生産はほとんど使

い古した食用油からしか行なわれていません。 

 エタノール（ガソリンの代用）もバイオディーゼル（ディーゼルの代用）もドイツでは現

在、ガソリンないしディーゼルと混合してしか使えません。それに対してスウェーデンでは、

自動車燃料のエタノール化を積極的に進めています。 

たとえ食糧生産と競合しないように調整しても、燃料の原料生産に莫大な土地を必要とし

ます。その結果、農地の植生が単一化してしまい、一つの害虫で大きな被害を受ける危険も

あります。 

 この問題を解消するため、海に面しているところの少ないドイツでは、陸地で太陽の光エ

ネルギーによって海藻を養殖するバイオリアクターの開発も進んでいます。バイオリアクタ

ーには、建物の外壁に取り付けるプロトタイプも出てきました。生育した海藻からエタノー

ルなどのバイオ燃料を造ります。海藻はさらに、食品の原材料としても利用できます。 

ただ生物資源による燃料生産には、肥料の生産や原料生産地から燃料製造地と燃料消費地

までの輸送にたくさんのエネルギーを消費するという問題があります。エタノールやバイオ

ディーゼルが、自動車に使用されているゴムやプラスチックなどの部品を腐食させやすいと

も指摘されます。 

生ゴミなど家庭から排出される廃棄物を原料にしてバイオ燃料を製造することも、技術的

に可能となっています。ただ生ゴミは、バイオガス発電の原材料として使うこともできます。

問題は、どの方法で使うのが採算性があるかです。すでに述べたように、生ゴミを堆積して

おけばメタンガスを回収できます。それをガス配管網に供給したり、燃料電池の燃料として

使うことができます。バイオガスを二酸化炭素と結合させてメタン濃度を上げれば、それを

自動車の燃料として使うこともできます。 

これらの可能性は、生産と利用する場所の条件によって長所と短所があります。これは、

どうしてもこの用途に使わなければならないということではありません。飛行機の燃料をど

うするかも、考える必要があります。すでに生物資源から製造した飛行機の燃料が試験的に

使用されています。 

 適材適所で、柔軟に適切な利用方法を選択することになります。 

 

自動車メーカーが沈黙しているのは不思議 

将来期待される電気自動車や水素自動車、燃料電池車は、二酸化炭素を排出しません。そ

のゼロエミッションに価値があります。日本の大手自動車メーカーが得意とする技術でもあ

ります。そのクリーンさを実現するためには、単に自動車においてゼロエミッション化する

のではなく、それに使用される燃料である電力や水素も再生可能エネルギーで発電ないし製

造しないことには意味がありません。そのために化石燃料や原子力で発電された電力を使っ

ていては、ゼロエミッションにはなりません。 

スマートグリッドやスマートメーター、スマートハウスなど電力の送電や利用が最適とな

るように制御する技術も、日本の産業界が得意とする技術です。これらの技術は、電力供給

システムをデジタル化し、再生可能エネルギーの発電量に変動が大きいという欠点に対応す

るのに適した技術でもあります。 

これら日本が得意とする技術は、日本産業界のイノベーション力、国際競争力の高さを示

します。しかし、このイノベーション力と国際競争力は再生可能エネルギーと結合させては

じめて効果を発揮し、証明されるものです。その技術を国内で再生可能エネルギーとともに

実証しないことには、その優秀さを世界に示すことができません。それが、日本経済の将来

のためになります。そのためには、日本国内において再生可能エネルギーで発電されたグリ

ーン電力が十分に利用されていなければなりません。それは、日本の自動車業界や電気電子

業界にもよくわかっているはずです。 
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 しかし、日本の関連業界はこの点についてはっきりとした態度を表明していません。これ

は、とてもおかしいと思います。 

原子力発電と火力発電に依存する日本の電力業界が、日本経済を牛耳っています。電力業

界はこれまで、総括原価方式という絶対に損をしない社会主義計画経済のような方法で、国

際競争に曝されることもなく、国内で事業を展開してきました。厳しい国際競争で生き抜い

てきた自動車業界や電気電子業界のほうが本来優秀で、発言力があっていいはずです。でも、

そうではない日本経済。そこに、日本の経済構造の矛盾とねじれがあります。再生可能エネ

ルギー問題で自動車業界が沈黙しているのは、日本経済の欠陥構造をそのまま反映していま

す。 

世界市場では、各国が競って技術開発を行い、国際競争が激化しています。自動車業界は、

世界に対する日本経済の看板産業です。日本経済の将来や自社の将来を考えたら、自動車業

界の誇る技術を国内で実証するために、再生可能エネルギーを日本国内で普及させてほしい、

そうしないことには国際競争に勝てないとはっきり主張しなければならないはずです。保守

派の人たちのことばを借りれば、それが「国益」です。 

脱原発をはっきり主張できる新聞は、日本には今、中日新聞／東京新聞しかありません。

それは、地元にトヨタという世界最大の自動車メーカーがバックにあるからだと思います。

中日新聞／東京新聞は、広告収入で中部電力に依存する必要がありません。中日新聞／東京

新聞に反原発を代弁させるだけではなく、世界のトヨタには、正々堂々と正面から原発を使

っていては日本の自動車業界、日本経済のためにならないとはっきりいってほしいと思いま

す。 

 

自動車を売る社会から移動が楽な社会へ 

これまで述べてきたのは、現代社会から見た将来の自動車像にすぎません。10年、20年後

には、今とは全く違った車社会へのビジョンが登場しているかもしれません。無人運転車が

実用化され、宅急便がドローン（無人機）に代わっている可能性があります。人の移動と物

の輸送が将来、大きく変化することが予想されます。 

現在の自動車社会は、人が楽に移動することが本当に考えられているのでしょうか。ぼく

は、そうは思いません。現代社会は、自動車があれば楽に移動できます。自動車がないと、

電車やバスなどの公共交通でたくさんの人を一緒に乗せて移動させます。駅や停留所は、人

の利用が多い所に設置されます。だから、多数派が有利。駅や停留所から遠い少数派は、不

便さをがまんするしかありません。人の移動と便利さは、経済性という数の論理で決まって

います。不便を感じたら、自動車を買うしかありません。それは、移動が楽になる自動車社

会ではなく、自動車の売買に依存した自動車社会です。 

ドイツの地方にいくと、路線バスは定期的には動きません。週末は乗客のニーズに合わせ、

小型のバスしか運行されません。乗客は定期運行表を見て、乗りたいバスを事前に電話予約

しなければなりません。バスは定期便でも、電話予約がないと運行しません。 

これは、小型少人数輸送を基盤にしているから可能になるのだと思います。大型大人数輸

送を基盤とした現行の路線システムでは、このようなサービスはできません。この小型少人

数輸送を大都市で利用すれば、人のニーズに合わせた柔軟で、多様な移動サービスが可能に

なるのではないかと思います。たとえば近い将来、運転手のいない無運転小型バスで、それ

が可能になります。 

 乗客のニーズに合わせて、デジタル化された七、八人乗りの小型バスを運行します。路線

はありません。小型バスは、乗客とスマートフォンやタブレットパソコンでコミュニケーシ

ョンしながら乗客のニーズを事前に把握して最適なコースを選択します。途中の呼び出しも

可能で、乗車地も降車地も乗客が決めます。小型バスは自動的に、乗客のニーズに応えるの

に最も適したコースを選びます。デジタル小型バスが都市の隅々を走る交通システム。これ

が、自家用車がなくても人が楽に移動できる交通システムです。高齢化で、こうした交通シ

ステムのニーズが増えると思います。 
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 ３Ｄプリンターが普及すれば、この種の小型バスは３Ｄプリンターで簡単に製造できるよ

うになります。小型バスもニーズに合わせて、一品一様の多様なバスを製造できるようにな

ります。自動車の大量生産は、もう必要なくなるかもしれません。 

 

移動の方法を自分で選ぶ 

これまで交通の未来について、いろいろな可能性を述べました。しかし将来、交通がどう

いう方向に進むのかはまだわかっていません。現在、実用化に向けていろいろな可能性につ

いて技術開発が行なわれています。一つの技術ですべての需要をカバーできるのかどうかも

わかりません。ぼくは、それは無理だろうと思っています。同じ自動車にしても、電気自動

車なのか、水素自動車あるいは燃料電池車なのか。消費者が自分のニーズ、好みに合った自

動車を選択していくことになると思います。 

 ぼくたち現代人は、その方向性の決まる過渡期にいます。 

自動車を使うのか、鉄道を使うのか、あるいは飛行機で移動するのか。それは、利用者が

エネルギーの消費を選択することになります。エネルギー消費を選択した結果によって、自

分自身が地球の環境にどういう影響を与えるのだろうか。そして、それが後の世代にどうい

う影響をもたらすのか。それは、個人が生活の中で責任を持って考えたいと思います。 

 ドイツ環境省の下級官庁である環境庁が発表しているところでは、１キロメートル移動す

るのに排出される一人当りの温室効果ガスは、飛行機が273グラム、自家用車が142グラム、

バスが32グラム、鉄道が11グラムとなります。 

鉄道で移動したほうが、飛行機を使うよりも二酸化炭素の排出量が25分の１も少ないこと

になります。鉄道が近い将来再生可能エネルギー化されれば、鉄道で移動するほうが環境に

やさしいのはもっと明らかになります。列車によって４時間で目的地にいけるところであれ

ば、飛行機に乗ろうが、鉄道で移動しようが、出発地から目的地までかかる時間はほとんど

変わりません。 

その時、飛行機を選ぶのか、それとも列車に乗るのか。格安航空会社が登場した現在、ど

ちらが安いかで判断して飛行機に乗る人も多いと思います。人々に移動手段の切り換えを促

すのは、とても難しい問題です。しかし、二酸化炭素の排出による温暖化で異常気象の頻度

が増えれば災害が起こり、復旧のための社会コストが増えます。そのコストは国が負担し、

最終的には納税者負担となります。 

 社会コストは、安い飛行機の運賃には含まれていません。全体として実際にどちらが安い

のか。それは、単に運賃を比較するだけでは判断できません。 

ドイツの大都市では、カーシェアリングサービスが結構普及してきました。自分では車を

持たずに、車に乗りたい時だけに車を借り、消費者が共同で車をシェアして使います。ぼく

自身も車を持たずに、あるカーシェェアリングの会員になっています。車を持っていた時よ

りも、車に乗る時間が格段に減りました。普段は公共交通を使い、健康のために１駅か２駅

手前で降りて後は歩いています。それによって、ベルリンという大都市で渋滞の中で運転し、

長い時間かけて駐車場を探さなければならないストレスから解放されました。 

 また、ドイツの大都市では自転車専用道路が増えてきました。自転車専用高速道路を設置

する計画もあります。この時、エネルギー源は人力です。市民が自転車で移動すれば、大都

市の渋滞が緩和されます。エネルギー消費も減ります。 

これまで見てきたように、現在の交通システムにおいても、消費者はエネルギーの使い方

を自分で選ぶことができます。ぼくたちは今、どの交通手段を選択し、エネルギーの消費に

ついてどう選択しているのでしょうか。その時、ぼくたち現代人には、今享受しているのと

同じ環境と移動の利便性を後世世代に残していくことに責任があることを自覚したいと思い

ます。 

 ぼくたちは今、後世世代のためにもエネルギーを選択しています。 
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９．暮らしの中のエネルギー 

 

エネルギー源は暮らしの中にある 

前の２つの章では、スマートハウスや電気自動車のことなど未来の技術について述べまし

た。そうはいっても、将来のエネルギー源は暮らしの中にあります。太陽の光と熱、風、小

川の水、空気の暖かさと冷たさ、井戸水の暖かさと冷たさ、家畜の糞尿、農業で出る廃棄物、

製材業で出る廃棄物、生ゴミ、人間が食べ残した食品などです。これらすべては、ぼくたち

の生活の身の回りにあります。もっと生活の中で探してみると、将来、思ってもみなかった

エネルギー源が見つかるかもしれません。 

下水処理場のスラジ（汚土）からメタンガスを回収する話についても述べました。これは、

人間の糞尿をエネルギー源にするということです。子どもの頃、野菜の肥やしに使うために

肥だめにたまった人の糞尿を木の樽に入れて運んでいたのを覚えています。このように、人

の糞尿もいろいろな用途に使えます。人の糞尿が適切にエネルギー源として使えるようにな

れば、とてもすばらしいと思います。 

地球上にあるエネルギーの３分の２は、使っていないといわれます。その中には、本来捨

てられるものもたくさんあると思います。それをエネルギー源として使う。それは、地元で

生活する人にしか見つけることのできない特殊なものであるかもしれません。 

 最近日本で使われていることばを使えば、エネルギーに関して自分の身の回りで「里山」

や「里海」を見つけることだといえると思います。山には木があり、海には海藻という生物

資源があります。そうすれば、人と環境にやさしいエネルギー源を選択することになります。 

 

多様なエネルギー源をシステム化 

石炭、石油、ガスなどの化石燃料は有限で、いずれ枯渇します。原子力発電に使われるウ

ラン燃料も有限です。永久に機能する核燃料サイクルは、幻想にすぎません。 

人類は、エネルギーなしにはもう生存できません。これから何世代にも渡って持続的にエ

ネルギーを使っていくには、有限な化石燃料とウラン燃料に代わるエネルギー源が必要にな

ります。 

ぼくはここまで、消費者が使うエネルギーがいかに多様で、それぞれのエネルギー源をど

う使うのか、その考え方も一致しているわけではないことを示してきました。意図的に、電

力以外のことにも重点をおいてきました。日本では、エネルギーというと電力のことしか考

えられていない場合が多いからです。エネルギーは、電力ばかりではありません。熱供給も

交通手段に使う動力燃料もエネルギーです。このすべての分野で再生可能エネルギーへのエ

ネルギー転換を進めているドイツにおいてさえ、熱と動力燃料の分野では再生可能エネルギ

ーへの転換があまり進んでいません。 

電力では、エネルギー源が太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱など可能性が限られて

います。それに対して、その他の分野ではまだいろいろな可能性が試されているところです。

どのエネルギー源が適切で、どの方向に進むのかもまだわかっていません。あるいは一つの

方法だけでは需要を満たすことができないので、一つの分野のためにいくつものエネルギー

源が必要になることも考えられます。その場合は、どの部門にどのエネルギー源を使うかで

競合してしまう可能性も考えられます。 

 たとえば今、電気自動車が注目されています。そのために必要な電力は、十分に供給され

るのでしょうか。家電製品などこれまで電力が必要だったものにも、これまで通り電力を供

給しなければなりません。 

エネルギーが必要な分野にエネルギーが満遍なく行き渡るように需要と供給のバランスを

考えながら、どの分野にどのエネルギー源を使うのが適切か、さらに各分野の間でエネルギ

ーの利用を結び付けて効率よく使うことを考えなければなりません。そこでは、エネルギー

源の保管と利用の安全性や、消費者の使い勝手なども考慮します。 

 現在、電力の供給だけを個別に考えるのではなく、熱と動力燃料の供給と連携したエネル

ギー全体のシステム造りが必要になっています。 
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現在はエネルギー転換への過渡期 

ぼくたちは現在、エネルギー転換実現に向けてエネルギー源を適切に選択する過渡期にい

ます。 

そこで考えないといけないのは、現在恩恵を受けている豊かさと環境、社会福祉などが何

世代にも渡って持続的に維持され、社会がさらに成長しなければならないということです。

これまで、化石燃料などの有限資源を使って豊かさを築いてきました。同時に、環境も破壊

してきました。しかしそのエネルギー源が枯渇して、自分の子どもや孫、ひ孫、さらなる子

孫が現在のような豊かさと環境を享受することができないようになってはなりません。その

ためには、化石燃料など有限な資源から脱皮することが必要になります。それが、ドイツ語

でいうエネルギーヴェンデ（Energiewende）、エネルギー転換です。 

エネルギー転換が実現するまでには、長い年月が必要です。数年で実現できるものではあ

りません。生活スタイルの変換が必要になるかもしれません。 

しかし日本の政治は、アベノミスクを見てもわけるように、将来を見越して政策が講じら

れているわけではありません。目先の成長、目先の利益を求めるだけの政策です。その結果、

将来どうなるかは考えられていません。経済がそれを求めるのはわかります。その時の経営

者として成功すればわけですから。 

本来、政治は目先のことだけではなく、将来のことも考えて行なわれなければならないは

ずです。目先の利益と成功しか見ない経済に対して、将来のビジョンを示して、社会をその

方向に進めるように舵を取る。目先のことしか考えない経済に対して、持続的な経済への転

換を求める。それが本来の政治の姿です。しかし今の政治は、そうなっていません。官僚は

官僚で、自分のキャリアのために大きな変化を求めません。流れに沿って、無難な政策を策

定します。 

 それでは、長い年月を要するエネルギー転換に向けた準備ができません。 

将来に対して、誰も責任を持とうとしない。それが今の日本です。分散型エネルギーシス

テムを提唱している米国ロッキー・マウンテン研究所のエイモリー・ロビンスさんは、ベル

リンであったプレス朝食会で、「現在、将来のエネルギー政策を最も誤っているのは、米国

と日本だ」といっていました。 

 

エネルギーについて自分で考える 

この状況において、市民は何ができるのでしょうか。 

ぼくは、市民こそが今、この現状を変えるチャンスを持っていると思います。自分の子ど

もや孫、ひ孫の将来を考えられるのは子どもを持つ親であり、市民だからです。次の世代に

今の自分と同じか、もっといい生活ができるようにしてやりたい。それは、親なら誰もが思

う気持ちです。 

ぼくたち原子力世代は、電気料金の一部を原子力発電後の将来の廃炉と核のゴミを処分す

る資金として積み立ててきました。しかし、その資金ではコストの一部しかカバーできませ

ん。ドイツは、最終処分期間として100万年を想定しています。残った負担は、将来の世代

が何世代にも渡って負うことになります。それも、原子力発電から何の利益も恩恵も受けな

いで。原子力発電の残した負の負担だけが、将来の世代に押し付けられます。ぼくたち現代

人は、原子力発電によって世代間に不公平さを生み出してきました。 

この逃げることのできない現実があるにも関わらず、原子力発電が経済的だという人の経

済感覚がわかりません。目先のことしか考えていないからだと思います。時間の物差しをも

っと長くして将来の負担を見れば、原子力発電が経済的だとは誰にも思えないはずです。 

ぼくたち原子力発電を行なってきた世代は、親として将来の世代に残していく不公平さを

補う義務があります。ぼくはそのために、現代人こそが再生可能エネルギーへの転換を進め、

それに必要なお金を出していくべきだと思います。世代間の公平さは、こうする以外には保

てません。ぼくには現在、それ以外の方法が思い浮かびません。 

 ぼくはこの世代間の問題があるから、若い世代に原子力発電の問題とエネルギー転換につ

いてもっと目を向けてほしい、考えてほしいと思います。 
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一人一人が自分でエネルギーについて考える。自分の暮らしの中で、自分にできることを

考える。そして、自分が適切だと思うエネルギー源を選択します。それは、市民が市民の目

から見た価値を選択することでもあると思います。その一つ一つの行為を集めて一つに束ね

ると、太い大きな束になって大きな力になります。 

 たくさんの人が自宅の屋根にソーラーパネルをつけ出したとしましょう。あるいは、再生

可能エネルギーで発電された電力を求める消費者が増えていくとしましょう。それだけで、

とても大きな変化が生まれます。 

 

王道はない 

ただ、こうでなければならないという決まった方法、王道はありません。ぼくたちそれぞ

れが生活している土地においては、それぞれ条件が異なるからです。ある土地では、たくさ

ん木があっても、農業が盛んでないかもしれません。農産地であっても、酪農が行なわれて

いないかもしれません。そうなると、たとえばバイオガス発電に必要な家畜の糞が地元で手

に入りません。 

古いパンを売るのか、燃やして燃料にするのか。スーパーマーケットの売れ残りをホーム

レスに配布するのか、バイオガス発電の原料にするのか。それは、その場、その場の条件に

応じて適切な方法を選択しなければなりません。たとえばホームレスの多い都会では、残っ

たものを食品として利用するほうが適切な場合が多いと思います。 

 大切なのは、地元にある条件からエネルギーの「里山」や「里海」を見つけることです。

エネルギーを使わなくて済むこともあると思います。そして、エネルギー源が決して枯渇し

ないように、エネルギーに関して一つの持続可能な循環システムを築きます。 

多種多様な方法が生まれていけば、システムに多様性が出てきます。大きな一つのシステ

ムに依存するよりは、小さな多様性のあるシステムがたくさんできあがったほうが安定性を

増します。 

 どれか一つがうまく機能しなくても、他の方法が機能しておれば、一つ一つが小さいので

影響がそれだけ小さくなります。東京電力福島第一原発事故のように、一つの大事故が全国

に大きな影響を与えるようなことはありません。 

 

自治体もエネルギーを選択できる 

ぼくは１章で、ドイツのフェルトハイムとシェーナウの事例を挙げました。フェルトハイ

ムでは、村周辺に風力発電パークができたので、地元村民のイニシアチブによって地元で風

力発電された電力を地元で消費することにします。シェーナウは、日本でも市民電力会社の

生まれた地として有名になりました。ここでは、第二次世界大戦前まで繊維産業に利用され

ていた小さな水力発電施設がたくさん再生されています。 

その他自治体の中には、一旦民営化された自治体電力公社が再び公営化されている町もあ

ります。ドイツ北東部のプレンツラウでは、自治体電力公社と配電網の再公営化によって電

気料金を25％引き下げることができました。 

プレンツラウは、昔からドイツでは数少ない地熱発電施設があった町。再生可能エネルギ

ーの関連企業を誘致するなどして、町の再生可能エネルギー化を進めてきました。 

プレンツラウにいくと、周辺にたくさんの風車が並んでいます。これは、風力発電のゼネ

コンのエネルトラーク（ENERTRAG）社が設置したものです。同社はプレンツラウ近郊の小さ

な村に立地し、そこからヨーロッパ大陸中に建設した風力発電パークを中央管理しています。

４章で挙げた風力発電された電力で水素を製造するパイロットプラントも、同社によるもの

です。 

 さらにプレンツラウには、ソーラーパネルの製造工場（アレオソーラー（aleo solar）

社）も誘致されました。自治体側は地元で太陽光発電を促進するため、町内の太陽光発電に

適した場所を示すため、太陽光発電土地台帳を作成しています。 
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プレンツラウにあるアレオソーラー社の 

ソーラーパネル製造工場 

 

プレンツラウの他にも、再生可能エネルギー関連企業と一体になって発展している自治体

があります。たとえば、ドイツ南西部のヴェルシュタット。６章で挙げた再生可能エネルギ

ーのゼネコンのユーヴィ（Juwi）社を誘致するのが、地域全体を再生可能エネルギー化する

きっかけでした。町と経済界が地域を再生可能エネルギー100％化することで一致し、ユー

ヴィ社との相乗効果で地元経済を活性化させています。 

 これらの事例は、自治体自身も独自にエネルギーを選択することができることを示してい

ます。 

 

エネルギーを自分で選択する 

2016年４月１日から、日本では電力の小売りが全面自由化され、市民が電力商品を自由に

選択できるようになりました。それまで市民は、電力を供給する電力会社も電源も選ぶこと

ができず、電力会社の供給する電力を使わされてきました。全面自由化で、社会主義のよう

に競争のない計画経済的な時代は終わったのです。 
 しかし日本では、電力商品毎のエネルギー源の内訳は開示されません。消費者は依然とし

て、電力商品を電源から選択することができません。それでは、商品を選択する消費者の主

権が守られていません。 
 再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の発電量も、日本ではまだ少ない状態です。

市民がグリーン電力を供給してもらいたくても、かなりの制限があると見られます。 
ぼくはここまで、たとえいろいろな制限があっても、ぼくたち市民が暮らしの中でエネル

ギー源を選択することができることを見てきました。暮らしの中でエネルギーを使わないよ

うにすることも、エネルギー源を選択していることになります。それは、今ぼくたちが享受

できる少ない自由です。 
ぼくたちは、その可能性をうまく利用していくべきだと思います。今ぼくたち市民に与え

られているエネルギーを選択する権利を、最大限に使います。さらに、消費者が近い将来、

完全な消費者主権を得て、エネルギーを自由に選択できるよう求めていかなければなりませ

ん。それによって、エネルギーにおいて大企業の経済権力に支配されない民主主義が成り立

ちます。そのために、消費者は戦っていかなければなりません。これは、エネルギーにおけ

る民主主義運動です。 
 ドイツではこれまで、再生可能エネルギーに投資された額の約60％が市民の資金によるも

のです。市民は、自分の家や公共施設の屋根に共同でソーラーパネルを設置したりしてきま

した。また、共同で市民風力発電パークを建設してきました。こうして再生可能エネルギー

は、市民が市民の力で、市民のために育てていくことのできる市民産業になる可能性を持っ

てきました。それは、市民の財産です。ぼくたち市民には、産業革命後はじめて市民自身が

市民のための産業を育てるチャンスがもたらされているのです。このチャンスを逃してはな

りません。 
 国内において市民自らがエネルギーの自給自足を進めていけば、石炭や石油、ウランなど

の燃料を国外から輸入する必要もなくなります。それは同時に、市民自身が国の安全保障に
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貢献することにもなります。 
 これらの意志を明らかにするため、ぼくは最後に、これまで述べてきたことを「エネルギ

ー選択宣言」という形でまとめます。ぼくたち市民がいかなる権力にも屈することなく、暮

らしの中において自分でエネルギーを選択することを宣言します。 
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１０．エネルギー選択宣言 

 

・わたしたちは、エネルギーを利用することによって環境を汚染してきました 

 

・石炭や石油、ガスの化石燃料を使うことによって、温暖化を招く温室効果ガスを大気に排

出してきました 

 

・原子力を使うことによって、核のゴミを排出してきました 

 

・わたしたちは、これら負の遺産を次の世代に残していきます 

 

・わたしたちは、どのエネルギーを選択するかによって、その流れを変えることができます 

 

・わたしたちの暮らしの中には、エネルギー源として利用できる資源があります 

 

・それは、再生可能エネルギーといわれるものです。太陽の光であったり、風であったり、

木やその他植物を起源とする生物資源などです 

 

・これらのエネルギー源は、枯渇しません。持続性があります。 

 

・二酸化炭素などの温室効果ガスや核のゴミも残しません 

 

・発電、熱供給、交通において持続性のある再生可能エネルギーに切り換えていくには、た

いへんな時間とお金がかかります 

 

・でも、わたしたちが残していく負の遺産のことを考えると、わたしたちは今すぐにでもそ

れに取り組み、次の世代のため、環境のために再生可能エネルギーに投資していく必要があ

ります 

 

・そうしないことには、世代間の公平性と社会の持続性が確保できません 

 

・わたしたちは、今享受している環境と豊かさを後世の世代も同じように、いやそれ以上に

享受できることを願っています 

 

・そのためには、再生可能エネルギーへのエネルギー転換を図るだけではなく、省エネ社会

を築いていかなければなりません 

 

・エネルギー消費を減らし、持続的に成長していける社会を造ります 

 

・わたしたちは、人にやさしく、環境にやさしい持続可能な社会を実現するため、自分の暮

らしの中において市民自身でエネルギーを選択します 

 

・そのため、電力商品毎にそのエネルギー源構成が詳しく表示されされることを求めます 

 

・再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力についても、それがグリーン電力であるこ

とが証明され、その普及がより促進されることを求めます 

 

・わたしたち個人の力は小さく、政治権力や経済権力に対してたいへん微力です 
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・でも、わたしたち一人一人が自分でできることをし、それがたくさんの市民の力によって

実現されれば、たいへん大きな力になります 

 

・エネルギーを自分で選択するのは、消費者の主権です 

 

・わたしたちはその主権を守りながら持続的な社会を造るために、みんなで力を合わせてエ

ネルギーを市民の手に取り戻します 

 

 この宣言は、未完成です。ぼくの個人的な提案にすぎません。賛同いただける市民のみな

さんの手によって、この宣言がよりよいものに改善されていけばいいと思います。 

そのため、専用の「エネルギー選択宣言ブログ」（ https://energie-
sentaku.blogspot.de/）を設置しました。ブログへのリンクが、本ページ右のナビゲーショ

ンメニューにあります。 

ご意見、改善案をブログに寄せてください。ブログにおいて、読者のみなさんと議論して

いきたいと思います。ご意見、改善案は、この宣言案に順次反映させていきます。 
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おわりに 

 

ぼくがこの連載を書くことになったのには、２つのきっかけがありました。 

 一つは、「はじめに」で書いた被爆二世の男性のことを知ったことでした。日本で、電力

の小売りが全面自由化されれば、原子力で発電された電力を使いたくないという被爆二世の

男性の希望は達成できるのではないか。しかし、現実はそうでないことがわかりました。 

あの時、ぼくは原発のある薩摩川内に向かっていました。ドイツにおける再生可能エネル

ギーの取り組みについて話すためでした。ぼくにとって、はじめての九州でした。 

 道中、川内の周辺にたくさんの森林があることを知りました。これをエネルギーのために

資源として使えるはずだ。鹿児島には芋焼酎があるから、その製造後に出る糟も発電の原料

として使えるのではないか。ぼくはそう思いました。 

 原子炉の寿命を考えると、原子力発電を続けても、せいぜい後20年も運転できればいいほ

うです。その後の廃炉に30年かかるとして、川内の町はせいぜい50年しか原子力発電の恩恵

を受けることができません。 
 それに対し、豊かな森林資源と芋焼酎の糟など地元にあるものをエネルギー源として使え

ば、何世代にも渡って町を持続的に発展させることができます。ぼくは、そう話しました。 
 でも皮肉なことに、あの薩摩川内で３・１１後停止していた原子炉が再び稼働します。ぼ

くはすぐに、あの被爆二世の男性のことを思い出しました。 
 たとえ原発が再稼働しても、原子力で発電された電力を使うのを避けることができます。

もちろん、この被爆二世の男性のように原子力は絶対にいやだという願いは、かなえること

はできません。でも、自分の行動次第では原子力で発電された電力を少しでも回避すること

ができる。それを知ってもらいたいと思いました。 
 もう一つは、2013年と2015年の夏にベルリンにきた福島県の高校生たちでした。高校生た

ちは、ＮＰＯ法人アースウォーカーズの企画するドイツの高校生との交流プロジェクトの一

貫でドイツにきました。高校生たちは約２週間ホームステイしながら、ドイツの高校生たち

とディスカッションをしました。自らの被災体験も話ました。 

その福島県の高校生たちをベルリンで、さよならＮｕｋｅｓベルリンの人たちのサポート

を得て案内することになりました。でも、ベルリンの観光名所を案内するだけでは、せっか

くベルリンにくる意味がありません。自分の脚で歩きながら、その建物や街並に隠されてい

る政治や環境上の意味、社会的背景、歴史などについて話してはどうかと思いました。見て

回ったのは、ドイツ連邦議会議事堂、ベルリン中央駅、その他第二次世界大戦におけるナチ

スドイツの残虐な歴史を伝える施設などです。 

街を歩きながら、自分の肌でベルリンを感じてもらう。そして、ぼくがその場に係りのあ

るエネルギーや政治、歴史の話をする。そうすれば、高校生たちが暮らしの中のベルリンを

体験できるのではないか。それによって、政治やエネルギーの問題、歴史が、自分の暮らし

と密接に関係していることを知る。それが、自分で考えるきっかけになればと思いました。 

ぼくが歩きながら福島県の高校生たちに話したことは、この連載の中にも入っています。 

この二つの体験から、ぼくは暮らしに密着した形でエネルギーについて書くことができな

いだろうかと考えました。それによって、ぼくたち消費者一人一人が自分の身の回りからエ

ネルギーについて考えるきっかけになればと思いました。 

 これが、この連載を書くことにした動機です。これまでドイツで約25年間エネルギーのこ

とに関心を持って取材し、蓄えてきた知識と考えてきたことをまとめてみたつもりです。著

者として、それがうまくいったかどうかはよくわかりません。それは、読者のみなさんに判

断していただきたいと思います。 

連載するに当っては、いろいろな方からご協力をいただきました。特にドイツに長く暮ら

しているだけに、日本のエネルギー事情がよくわかりません。自然エネルギー財団の大林ミ

カさんには、日本のエネルギーの現状についてお話を伺っています。FoE Japanの吉田明子

さんからは、 パワーシフト・キャンペーンと日本の自然電力会社の状況などについて伺い
ました。また、ぼくがエネルギー政策メーリングリスト（ｅｐｐ）に入っていますので、そ

こからも日本の状況についてたくさんの情報を得ました。 
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ドイツでは、ドイツ再生可能エネルギー機関の企画するプレス向け催し物に何回となく参

加させていただきました。各地で取材する毎に、たくさんの方にインタビューに応じてもら

いました。 

これらたくさんの方々のご協力なしには、この連載は成り立たなかったと思います。心か

ら感謝します。 

 

 2017年４月 まさお 
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