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開会挨拶・基調講演 

 

 

基調講演： 

 

○ 孫 正義： 

昨年 3 月 11 日の大震災後、将来の電力・エネル

ギーをどうするかという大問題を突きつけられた。 

私はそれ以前、電力・エネルギーについて知識が無

く、原子力の危険性についても知らなかった。福島

での事故にショックを受け、それまでの自分を恥ず

かしく思った。原子力は安全で安定性があり、安い

と信じこんでいたが、それは神話にすぎなかった。 

今ではその神話に疑念を抱く人が多くなっている。 

 

この問題は単に科学者や政策決定者だけではな

く、小さな子どもを持つ母親など、すべての国民に

とって大きな問題だ。みんなで議論を重ねていかな

ければならない。 

 

事故後、私は大いに悩んだ。緊急役員会を開き、

少なくとも 3か月間 CEOの立場を離れたいと要請

した。当時はまだ大きな爆発の可能性があったため、

「みんなを救うために何かをしなければならない」

という思いに駆られ、会社経営できる状態ではなか

ったのだ。 

 

役員会では初めての大喧嘩となった。私の右腕と

なってくれていた役員とは会社設立以来 29 年間怒

鳴りあったことがなかったし、他の役員ともいい関

係を保ってきたが、その時に限ってはすごかった。

私が机をたたいて「止めるな、私は出ていく！」と

怒鳴れば、役員が「孫さん、無責任です！」と怒鳴

り返す。「会社、社員、社員の家族、そして 6000万

のお客様への責任を全うして下さい！」と。 

 

そこで私は妥協することにした。ソフトバンクは

私の人生そのもの、人生を捧げてきた会社だ。CEO

の役割は継続する。しかし、人を救う活動もしたい。

一人でも二人でも救いたい。そう考えて東北復興の

ための財団を設立した。さらに、原子力の代替エネ

ルギーを考えなければならないと思った。原子力発

電所はなくすべき、あるいは減らすべきだが、一方

で電力は必要だ。 そこで長期的に持続可能な解決法

として、自然エネルギーが必要と考え、この財団を

設立した。 

 

私は政治家ではないので、原子力発電所をめぐる

政策を変えることはできない。そういう意味では無

力だ。でも、知恵・知識・思いやりを集めることは

できる。そして、人を助けたいと世界中から寄せら

れる気持ちは力を持つ。 

 

今、福島や日本を変えなければ、世界中で大問題

が起こる。逆に、日本の方向性を少しでも変えれば、

世界に大きなインパクトを与える。そう考えて財団

を昨年 8月に設立し、9月に第一回国際シンポジウ

ムを開催した。今回が二回目の大きなイベントとな

る。 

 

前回の会議で世界各国の方々から知恵を得て、

OECD の大半の国は発送電の分離を導入している

ことがわかった。 

 

日本では家庭向けの電力は自由化されておらず、

100％独占で、消費者には選択肢が無い。今、電気

料金が値上げされようとしているが、「家に電気がほ

しいなら値上げを受け入れろ」と言われても、拒否

する術を持たないのだ。日本の電力価格は大変高い。 

孫 正義          (自然エネルギー財団会長・設立者) 

横光 克彦         (環境副大臣) 

アドナン・Z・アミン    (国際再生可能エネルギー機関・IRENA事務局長) 

グズニ・ヨハネソン     (アイスランド・エネルギー庁長官) 

プンツァグ・ツァガーン   (モンゴル大統領上席補佐官) 

ゾーレン・ハーマンセン   (デンマーク・サムソ島 エネルギーアカデミー教授) 

トーマス・コーベリエル   (自然エネルギー財団 理事長) 
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ちなみに、震災後しばらくたって、初めてホテル

のレストランに行ったとき、震災直後はすべてのパ

ーティがキャンセルになった中で、東電のパーティ

だけは遂行されたと、あるホテル支配人から聞いた。

これは本当の話だ。 

 

日本でも、健全な競争を市場に持ち込む必要があ

る。少なくとも消費者が選択肢を持てるようにする

必要がある。原子力発電を続ける会社より、安全で

クリーンで低価格な電力を提供する会社を選択でき

るようにするべきだ。もちろん、人によって考え方

も違うので、一つの方向性を強制するつもりはない。

しかし少なくとも、人々が自分の意見を反映できる

ような選択肢はあって然るべきだろう。 

 

政府は市場が自由化していると言うが、新規事業

者のシェアはわずか 3.6％にすぎない。また、より

重要な点は発送電の分離であり OECD34 か国の中

で発送電分離をしていないのは日本とメキシコ 2か

国のみであると知った。日本の状況を変えるには、

この発送電分離がカギを握るのだと、昨年のイベン

トで、海外ゲストの方々に教わった。さらに、日本

の電力取引所での取引は 0.4％に過ぎず、他の主要

国に比べ大変遅れていることも問題だ。 

 

では、次にするべきことは何か。 

 

REvision2012 と謳っているが、代替となる新し

いエネルギー政策を議論して考えて、それを政策決

定者、メディア、市民などあらゆるレベルの人々に

広め、皆で議論を深めてゆく必要があるのだろう。 

 

クレイジーと思う人もいるが、私には夢がある。

アジア・スーパーグリッド構想だ。 

 

モンゴルには風力、太陽光で２TW という潜在発

電容量がある。世界の 2/3 の電力需要を満たし、ア

ジア全域をカバー出来る。またブータンでは電力料

金はわずか 2セント/kWhで日本の 1/10。多くの国

の自然エネルギーを接続してゆくことが重要だ。今

でも化石燃料の発電所を国際的に接続できるように

するべきだと思う。欧州では既にできているので、

アジアでもできるはずだ。 

 

明日は、モンゴルの首相ともお会いすることにな

っている。夢を語るだけでなく、1 歩ずつ前に進み

たいと思う。モンゴルの研究所とも覚書を交わすこ

とになっている。 

 

私は実業家として行動することが出来るので、こ

の夢を持ち続け、実現したいと思う。私が生きてい

る間に実現しなくても、誰かが引き継いでくれるだ

ろう。原子力は人類が制御できない危険なもので、

決して使ってはならない。 

 

先週南相馬市長にお目にかかったが、まだ復興が

ままならない状況。農地で耕作ができないのだ。農

産物はもちろんそれ以外の商品も、福島産というだ

けで正当な価格で売れない。しかしそこに太陽光パ

ネルを設置することが出来れば、電力なら福島産で

も売ることが出来る。 

 

10 年間、20 年間、農地として使えない土地を太

陽光発電に使うことが許可されれば、農家は提供し

てくれるだろう、と市長は言われた。「農地」の地目

を変えずに太陽光パネルを設置できるように政府が

決定すればそれができる。 

 

彼らも自分の農地で再び農業をすることを完全

に諦めたくない。でも、いつ耕作を再開できるか分

からないので、太陽光パネルを置いて活用しようと

いうことだ。現状では、地目が「農地」である限り、

耕作していなくともパネルを置くことは禁止されて

いる。政策としての決定、規制の変更が必要であり、

政治家の理解が必要だ。 

 

この 2日間のシンポジウムでは、皆様の知識、知

恵、そして心を合わせていただき、人類の将来のた

めに、是非変化をもたらしていただきたい。 

 

○ 横光 克彦： 

Revision2012 シンポジウムの開催をお祝い申し

上げる。また、主催の自然エネルギー財団が、日本

のエネルギーの大転換の時期にあたって、自然エネ

ルギー推進のために全力で取り組んでおられること

に心から敬意を表したい。さらに、震災の被害者の

方々に心からご冥福をお祈りし、お見舞いを申し上
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げる。 

 

 昨年は 1000 年に一度という大災害が我々に襲い

かかった。多くの命が奪われ、自治体、学校、病院、

そして生活のすべてが一瞬にして崩壊するという過

酷な現実を見せつけられながら、我々はなすすべが

なかった。この 1年間で世の中の状況は大きく変わ

り、新しく物事を見つめなおさなければならない局

面に立たされている。震災で何を学び後世に伝える

べきかを真剣に議論すべきである。 

 

特にエネルギーは生活の基盤なので、しっかりと

考えていかなければならない。福島での事故を受け

て政府は、国として原発依存を低減すると決定した。

その結果、新しいエネルギー基本計画の策定、新し

いエネルギー供給システムの構築が急務となってい

る。そのために方策を尽くし、全てやりぬくのだと

いう強い決意と姿勢が必要で、まず省エネルギーと

合理的な節電に徹底して取り組むこと、次に再生可

能エネルギーの導入普及拡大が重要だと考える。 

 

再生可能エネルギーは、原発の代替エネルギーと

してだけでなく、地域の自立、分散型エネルギーと

しても注目されている。政府としても各省庁あげて

支援メニューの整備に取り組んでいる。政府はこれ

まで、温暖化対策のためということもあり、国策と

して原子力推進を図ってきたが、福島の原発事故に

より、安全神話はもろくも崩れ去ってしまった。日

本では今エネルギーの大転換が始まっており、環境

省としても、再生可能エネルギーの普及促進に一層

注力する決意である。 

 

そのための例をいくつか紹介したい。 

 

再生可能エネルギーの促進のために規制改革を

進めているが、環境省では、地熱発電についてその

ポテンシャルが高いといわれている国立・国定公園

での開発の取り扱いについて議論を進めている。大

事な自然環境の保全と、再生可能エネルギーの利用

を、高いレベルで調和させるための取り組みを検討

会で進めており、3 月いっぱいに結果を検討して判

断し、新たな通知を発する予定だ。 

 

 また、地熱発電の一部である温泉発電にも力を入

れている。私も環境省で行っている技術開発プロジ

ェクトの一つとして、新潟県松之山温泉に設置され

た温泉発電システムの開所式に出席した。このシス

テムは地域で小規模に取り組む例であり、既存の井

戸から湧き出る 70～120 度くらいの高温の温泉の

力を利用して発電をするものである。発電後は温度

が下がるので、浴用に利用することもできる。新た

な井戸を掘ることがないので温泉街の人たちに迷惑

をかけることがなく、理解を得やすい。全国の地熱・

温泉関係者から大きな期待を寄せられている。私の

地元の大分県も温泉が豊かで、別府市でも小型地熱

発電機の実験を 4 月に始める予定だ。将来的には

400 世帯分くらいの発電をめざしており、まさにエ

ネルギーの地産地消がそれぞれの形で始まろうとし

ている。 

 

もう一つは浮体式の洋上風力発電。日本は排他的

経済水域が世界 6位の海洋国で、洋上に大きな風力

発電のポテンシャルがあるが、近海は水深が深くて

着床式が難しいので、浮体式の実用化が待たれてい

る。 

 

環境省では、来年、我が国初の２MWの浮体式洋

上発電の実証機を長崎県の五島近辺の海で行う予定

だ。漁業権の問題など、クリアしなければいけない

問題もあるが、気象や海の条件の厳しい日本近海で

の実証実験を通じて、洋上風力の本格的な導入を加

速してゆきたい。 

 

再生可能エネルギーのコストを社会全体で負担

する仕組みとして固定価格買取制度が 7月からスタ

ートするが、再生可能エネルギーの導入が進むよう

な価格、期間の設定を期待している。なんとかゴー

ルデンウィーク前までには結論がでるよう祈念する。 

 

再生可能エネルギーの大量導入のための課題は 2

つ。遍在性と不安定性を克服だ。遍在性に関して言

えば、日本の風力・地熱発電のポテンシャルは東北

に多いが、供給力に見合う需要が無い。東北の供給

力を生かすには、電力事業者の系統連系を強化し、

東北以外の需要地への送電を行ってゆく必要がある。

この点についてはこのシンポジウムの成果を活用し

たい。 
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不安定性の解決策の 1つは蓄電池であり、自立分

散型のエネルギーシステム構築には最も重要である。

このため、防災拠点への再生可能エネルギーと組み

合わせた蓄電池の設置支援や、効果的な設置方法の

検討を進めてゆきたい。政府として制度面と予算面

から支援を行っているが、日本を再生可能エネルギ

ー大国に出来るよう努力したい。 

 

○ アドナン・アミン： 

マハトマ・ガンジーの言葉に「世界に変化を望む

なら、まず自分がその変化の原動力となりなさい」

とある。その言葉通り、孫さんはビジョンを具現化

しつつある。その献身に対して心から祝福したい。

成功をもたらす力のある起業家が変化に向けて真剣

に動いて始めて、しかるべき変化がもたらされるも

のである。 

 

私は、昨年の福島での事故の 2週間前に来日して

いた。私にとっては初の公式訪問で、政府も知人た

ちも非常に歓迎してくださった。そして 2 週間後、

ベルリンにおける元ドイツ環境大臣主催の会議で

IRENA の将来について議論していた時に、同席し

ていた飯田哲也氏を通じて福島の事故のニュースが

飛び込んできた。その場にいた人は皆、この事故が

将来に対して示唆するものを考えて衝撃を受けた。 

 

まさに転換点だった。日本だけでなく世界中が、

エネルギーに対する視点を変えた。ドイツでは原発

の 100％段階的廃止が決定され、イタリアでは国民

投票で原発依存が大差で拒否された。スペインやス

イスでは、新しい原発建設中止が宣言された。そし

て世界各国が、初めて再生可能エネルギーを中心と

する方向に進む兆しを見せている。 

 

再生可能エネルギーの促進は、現在の経済危機の

中でも勢いが衰えず、電力、温熱、輸送のすべての

分野で成長を続けている。2010年には、世界の最終

エネルギー消費量の 16％、発電量の 20%、新設容

量の 25%を占めた。 

 

従来の水力、バイオマスはすでに大きなシェアを

占めているが、まだ成長の余地が見込まれている。

風力は最近投資が急増し、ここ数年でさらに急成長

するだろう。中期的には、太陽光やバイオ燃料、そ

の他の新技術がさらに躍進すると予想される。総発

電容量に関しては、世界全体で 2010 年に再生可能

エネルギーが 20%を占めるに至っている。 

 

国別にみると、例えば米国では再生可能エネルギ

ーが 2010 年の一次エネルギー国内総供給量の

10.9％（対前年比 5.6％増）を占めた。中国は 2010

年に再生可能エネルギーの系統接続料を 29GW 追

加して前年比 12％の伸びを見せ、風力発電機や太陽

温熱器の新設容量も世界一。国内新設容量でも再生

可能エネルギーが 26%を占めた。デンマーク、ポル

トガル、スペイン等では、風力だけで電力需要の

15％から 22％をまかなっている。 

 

欧州では原子力依存度を下げ、再生可能エネルギ

ーにシフトしている。Bloomberg New Energy 

Financeによると、経済危機にも関わらず、再生可

能エネルギーへの投資は2010年には2110億ドルと

なった。そのうち太陽光が前年比 36%増の 1366億

円で、風力の 749億円の約 2倍を占めた。中国、米

国、ブラジル、ドイツ、イタリア、日本などは、こ

こ数年間で個人投資の誘致にも成功しつつある。 

 

再生可能エネルギー市場は既に主流となりつつ

あり、ニッチではない。気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）は、各国政府が進歩的な政策をとっ

て再生可能エネルギーの導入を促進すれば、2050

年までに世界のエネルギー供給の 77％になると予

想している。 

 

課題もある。 

 

世界のエネルギー需要は増える一方で、2008年の

一次エネルギーの総供給量の 85%は化石燃料が占

めている。再生可能エネルギーのコストが、迅速で

広範囲にわたる導入の妨げとなっているためだ。し

かし、市場の拡大とスケールメリットのおかげで、

コストは著しく低下しつつあり、IRENAの ITCの

調査によれば、再生可能エネルギー技術のおかげで、

コストは従来型発電にずいぶん近づいている。太陽

光 PV は 2010 年にそれまでの 1/2 になり、昨年は

さらに 20%低下した。ターンキーPVシステムの価

格は 2020年までに 50%低下すると予想されている。

陸上風力は 80 年代の 1/3 になっているが、設備コ
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ストの低下と出力効率の改善により、今後 5年間で

さらに 12%下がると予想されている。 

 

現在、最先端の風力発電は石炭、ガス、原子力と

同等のコストになっており、2016年には、平均的な

風力でも十分競争力を持つようになる見込みである。

IRENA では、エネルギー政策決定者や投資家によ

りよい情報を提供するべく、再生可能エネルギーの

各技術別に、コストと利益に関するワーキングペー

パーを発行する予定だ。 

 

この経済危機の中、特に OECD 諸国は新しい成

長・投資機会を改革に見出そうとしている。再生可

能エネルギーによる発電は、一般的に化石燃料や原

子力による発電より労働集約型である。エネルギー

製造に加え、設備の建設、設置、操業、整備などの

事業で多くの雇用を地域社会に提供することになり、

これから数十年間の成長の起爆剤になるであろう。 

 

IRENA の調査では、再生可能エネルギー関連の

雇用は、2004年から 2010年にかけて世界中で 130

万人から 350万人に増加し、その約半数がバイオ燃

料セクターだった。2030年までには雇用効果総数が

2000万人に上るだろうという調査結果もある。経済

への刺激を探しているならば、これ以上のものはな

いのではないか？ 

 

日本では、2010年の一次エネルギー供給の82%、

電力の 63%は化石燃料によるものだった。日本で原

子力プログラムが大がかりに進められてきたのは、

エネルギーの安全保障や気候変動の問題を解決する

ために化石燃料を抑制するためだった。その一方で

再生可能エネルギーのシェアはやや少なく、2010

年で水力が 7%、その他が 2.6%となっている。 

 

福島の原発事故は世界に大きな変化をもたらし

たが、日本でもエネルギーの未来像を完全に変化さ

せていただきたいと期待する。昨年の一撃を契機に、

今後の事故の可能性も想定され始めた結果、国内の

原子力による電力供給量が 20%下がった。54 基あ

る原発が、定期検査やストレステストなどのために

次々と停止され、現在稼働しているのは 2基だけで

ある。 

 

地元の反対が強いため、政府や電力会社が再稼働

を試みても簡単には進まないであろうし、まして、

国内に原発を新設するのは不可能に近い。野田首相

は先週CNNのインタビューに答えて、「基本的には

原発依存から脱却する。そのためには再生可能エネ

ルギーを促進し、エネルギー効率を上げる必要があ

る」と述べた。日本の元首の発言として、たいへん

意味のあるものだったと言える。 

 

国が直面しているエネルギー供給危機に対応し

つつ、京都議定書への責任も果たすためには、再生

可能エネルギー導入とエネルギー効率化のスピード

を劇的に早める必要があるだろう。 

 

日本の産業基盤と人的資源は、その刷新能力と質

の高さで世界でも有名だ。日本はグリーン技術にお

いて世界のリーダーグループに入るが、再生可能エ

ネルギー導入のペースは遅い。石油ショック以後、

ソーラー技術の研究開発に資金をつぎ込み、太陽電

池の製造で世界一を誇っていたこともあった。今は、

エネルギー蓄電技術の研究開発が、分散型のエネル

ギーシステム・スマートグリッド・電気自動車の成

功の鍵を握るものとして、国家の優先課題の一つだ

ろう。 

 

私は昨年、三菱重工の風力工場や、パナソニック

センターのスマートタウン・ショールームなど、日

本の再生可能エネルギー関連の場所をいくつか訪問

した。日本の再生エネルギー分野における潜在力は

並外れているのに、あまり広範囲に活用されず、起

業戦略にも組み込まれていないと感じた。 

 

現在のエネルギー供給システムでは、電力の 97%

が地域独占である。再生可能エネルギーの系統網へ

の優先接続には、不安定性を理由に躊躇しているよ

うだ。これまでのフルコスト価格のおかげでエネル

ギーの安定供給が保障され、産業が発展してきたと

いう面は確かにある。しかし、フクシマ以来、市民

は透明性を要求し、エネルギー政策の決定に幅広い

立場の人を入れるよう主張している。 

 

このような中で昨年、画期的な 1歩が踏み出され

た。固定価格買取制度の導入決定である。今年 7月

に実施されれば、投資リスクが減り、短期資金回収
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が可能になるため、日本のエネルギー政策改革にと

って、画期的な出来事となるだろう。 

 

日本では今、再生可能エネルギーが市民から圧倒

的な支持を得ている。課題も多いが、今こそ素晴ら

しいチャンスである。研究開発への投資体制、工業

的能力、人的資源などは、すでにそろっているので、

あとはそれを持続可能な解決のためにつぎ込んで、

ぜひグローバルなグリーン革命・グリーン成長をけ

ん引していただきたい。IRENA としても、日本に

おける再生可能エネルギーの導入促進、とりわけ東

北の復興につながるものをサポートしていきたい。 

 

IRENA はすでに、日本の省庁や公的機関との協

力プロジェクトをいくつか手がけている。NEDOと

共同で進めているスマートグリッド、グリーンシテ

ィ、グローバルソーラー、ウィンドアトラスの開発

などがそうだ。 

 

今後も IRENAは、日本政府・地方自治体・実業

界、学術界・市民団体などとオープンな対話を続け

たい。 

 

今年は「すべての人のための持続可能エネルギー

の国際年」であり、Rio+20の年だ。2050年の地球

の人口は 100億に達するといわれているが、ますま

す拡大するエネルギー需要に応えつつ、世界の貧困

層の生活向上を図るために、再生可能エネルギーの

果たすべき役割は大きい。日本の経験、効率的な技

法、過去からの教訓などで、他国の再生可能エネル

ギーの進展にも大きな貢献をしていただきたい。特

に、技術への投資が改革を促進し、再生可能エネル

ギーシステムの発展につながるという模範を示して

いただきたい。発展途上国との技術面・知識面にお

ける協力は、日本の民間セクターの成長にもつなが

るだろう。IRENA は、そのような相互学習プロセ

スも手助けしたい。 

 

IRENA も協力を惜しまないので、日本にはグロ

ーバルな観点での模範を示していただきたい。日本

には人的資本、知識、技術、インフラがあり、起業

家精神と少しの冒険心で大きな飛躍が出来るはずだ

からだ。 

 

孫会長のスピーチには大変元気づけられた。今後、

日本のパートナーになっていきたい。 

  

○ グズニ・ヨハネソン： 

アイスランドのエネルギー状況についてお話し

し、再生可能エネルギーについて意見交換できるこ

とを光栄に思う。 

 

アイスランドでは、固定エネルギー（発電所、工

場等）はすべて再生可能エネルギーでまかなってい

る。一次エネルギーの 81%は再生可能エネルギーで、

地熱が 66%を占めている。この割合は OECD 諸国

ではもちろん、おそらく世界中で最大である。19%

は石油を使っているがこれは漁船、自動車などの燃

料用である。家庭の暖房の 88%は地熱を利用してい

る。 

 

 アイスランドでは、1940年頃に石油を使い始めた

が、徐々に地熱や水力にとって代わられた。今は地

熱が最大である。 

 

アイスランドは大西洋に浮かぶ島国で、欧州と米

国の間にある。大きな裂け目が毎年約１～2 センチ

広がり、それをマグマが埋めていく。火山活動もさ

かんで、地熱エネルギーのもととなっている。熱い

地熱は約 250～300度、低いのは 160度となってい

る。マグマと熱伝導による熱エネルギーのうち、火

山活動と地表への伝導で抜けていく熱を除いて、常

に７GW の地熱エネルギーが供給され続けている。

それに加え、太古の昔から岩盤中に蓄積され続けて

きたエネルギーが大量に眠っているのだ。岩盤中の

地熱は大変安定しており長期間の利用が可能。レイ

キャビク市そのものが地熱で暖房され、温水供給さ

れている。そして高温の地熱は発電用に使える。地

熱発電は急成長産業なのである。 

 

アイスランドの発電の歴史をたどると、まず小水

力発電から始まった。だんだんと電力需要が高まる

につれて地熱発電量が急上昇し、今では、コミュニ

ティが普通に暮らす必要量以上の発電が可能である。 

電力は家庭用が 3TWｈ、産業用は 12.4TWｈ。75%

が水力、25%が地熱発電。地熱の潜在性は高く 

さらに割合が高まる見通しである。この数字が出さ

れた頃、アイスランドの地熱発電量は日本よりやや
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少なかったが、今では日本を越えてしまった。日本

には、近年中にこのレースにぜひ復帰していただき

たい。 

 

アイスランドでは、再生可能エネルギーに対する

政府の補助金はこれまでなく、今後もないだろう。

それでも完全に商業ベースに乗り、競争力のある産

業になっている。 

 

暖房の熱源も、70年代のオイルショックを機に変

わり、現在では住宅暖房の 90%が地熱となっている。 

10.3 万平方キロの国土にわずか 33 万人が散在して

暮らしているので、システムも広域をカバーする必

要があり、パイプラインは、最長で 63km離れたと

ころまで伸びている。コスト的にも地熱が最安価で

ある。 

 

先ほど述べたように、アイスランドでは再生可能

エネルギーに補助金は出ない。逆に、石油が高価な

ため、石油による暖房には補助金が出ている。グラ

フ中の青い線が地熱のコスト、赤が同量の暖房を石

油でまかなった場合のコストである。地熱による地

域暖房で節約できるコストは、長期的にみると膨大

だ。今では年間GDPの 1/10の節約ができている。 

 

アイスランドでは再生可能エネルギーと経済の

成長が並行して非常にうまく進んでいるが、生活水

準の向上により大型自動車が増え、それに伴う石油

消費量も増えており、その対策が必要だ。 

 

現在、新しい地熱システムを開発中。これまでは

2ｋｍの深さを掘削してきたが、5km 掘削して超臨

界流体まで届けば、エネルギー量はこれまでの5Mw

から 50Mwに跳ね上がるのだ。まだ開発段階である

が、これに成功すれば、地熱の全体像が大きく変わ

ることになる。 

 

アイスランドの地熱は、発電~暖房~温泉・温水プ

ール~養殖~温室というカスケード利用がなされ、除

雪などにも役立てている。地熱の利用によって生活

も変わった。魚の養殖・野菜の温室栽培で食卓が充

実し、温水プールでいつでも屋外で泳げるようにな

った。「地熱リビエラ」と呼ばれる海岸の砂の下には

地熱パイプラインが埋設され、お湯が海水に注ぎ込

まれている。北緯 64 度に位置しながら地中海のよ

うなビーチを楽しめるのはここだけである。また、

地熱水にはシリカなど肌にいい物質が含まれており、

それを肌に塗って温泉を楽しむ人が多い。 

 

現在試みているのは、電力の自動車への利用だ。

バイオ燃料に関してはジメチルエーテルの研究を三

菱と進めており、他にもハイドロゲン・サイクルや

電池の研究などを行っている。それらのソリューシ

ョンが市場へどれだけ参入できるかは、インフラ、

コスト効果、環境面、可動性などのパラメーターに

かかっている。今後の科学技術の発展が重要だ。 

 

風景明媚なところが多いため、発電所の設置につ

いてはマスタープランを作り、環境への影響を評価

している。マスタープランとしては、現在 12.6TW

が水力、4.5TWが地熱だが、今後の開発立地として、

水力・地熱を合わせて 12TW分が決定しているので、

ポテンシャル 30TW に増えることになる。さらに、

予備地が 24TW、検討地が 10TWあるので、可能性

はまだまだある。 

 

発展途上国の人々を学生に迎え、国連大学の地熱

プログラムを提供しているのも、我が国の誇りだ。 

 

世界的な地熱のポテンシャルは 160GW、6000億

ドルの価値がある。世界の地熱利用の発展には日本

の科学技術の貢献が必要であり、日本製のタービン

による競争力のあるソリューションが可能である。 

 

アイスランドは国家規模で地熱に取り組んでい

る好例で、ブルーラグーンという地熱発電と温泉の

共存は良い成功例。国際的な技術協力にも新しい掘

削技術など多くの可能性がある。日本の強力な寄与

が必要で、今後も協力関係をさらに高めてゆきたい。 

 

○ プンツァグ・ツァガーン： 

モンゴル政府を代表してご挨拶させて頂く。今年

２月、日本とモンゴルの外交関係樹立 40 周年を祝

った。二国間には緊密な協力がある。 

 

モンゴルは 1990 年に民主化し、自由主義経済体

制へと移行したが、日本からモンゴルへの支援は、

他国すべての合計額より多いものだった。ロシアと
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中国という大国に挟まれたモンゴルとしては、日本

を重要な隣国と考えている。昨年日本が震災・津波

の被害を受けた際にも、最初に救援部隊を派遣した

国の一つだった。モンゴルが民主化され、急成長し

ている現在、日本とモンゴルが新しいレベルの協力

関係を築いていく時代に入ったと言える。 

 

 昨年、モンゴルのGDPが 17％上昇して高度成長

した。今年も 18－19%の成長が見込まれており、今

後数年に渡って高度成長は継続すると考えている。

世界銀行の調査によると、モンゴルは、世界が選ぶ

事業しやすい国ランキングで、183 か国中 26 位だ

った。今後も世界からの投資の増加を期待する。 

 

モンゴルの再生可能エネルギーの内訳に関して

説明するスライドを用意してきたが、孫会長の方が

私よりうまく、モンゴルのポテンシャルについて話

してくださった。付け加えるとすれば、太陽光を除

外し、風力だけを見ても、モンゴルのポテンシャル

は中国一国分のエネルギー需要を供給できるほどで

ある。これに太陽光や地熱を加えると、再生可能エ

ネルギーのポテンシャルが実に高い国なのだ。 

 

アジア開発銀行とモンゴル国立再生可能エネル

ギー研究所が作成した地図によると、風力発電のポ

テンシャルが 1.1TW あり、中国を越えている。水

力発電は始まったばかりで、まだ 2 か所しかない。

地熱に関しては、温泉が 40 か所以上あり、暖房シ

ステムの建設も、2－3年前からドイツの企業ヴィー

スマンと協力して、パイロットハウス、幼稚園、学

校、住宅などで始めている。再生エネルギーをめぐ

る法律も、ドイツを参考に整えた。2020年までに再

生エネの目標を 452.1MWまで拡大したいと考えて

いる。 

 

再生エネルギーは、その国の発展レベルに関係な

く、神と自然が人類に贈ったものだと思う。モンゴ

ルのように経済・社会問題が長引いてきた国にとっ

て、再生可能エネルギーがいかに問題解決をもたら

したのか、ここで皆様にお話ししたい。 

 

モンゴルでは、国土 160万平方キロの広大な国土

に 300 万人の人々が暮らす。うち 50万人が遊牧生

活をし、少し前まで中世時代のように油のランプを

つけて生活していた。ところが、13 年前にあたる

1999 年から、10 万件のゲルに太陽光をつける計画

が始まった。おかげで、遊牧世帯に太陽光パネルが

供給され、携帯電話で国内外の親せきや子供と話せ

るようになり TV、ラジオの使える生活になった。

ほんの小さな変化が、遊牧世帯の生活と子供たちの

教育の質を高め、将来を切り開いたのだ。現在では、

地方に住む子供たちもポピュラー音楽、アート、文

化に触れることができる。太陽光パネルが、遊牧民

とグローバル化した世界との橋渡しをしているのだ。 

 

風力に関しては、モンゴルの再生可能エネルギー

のリーダーであるニューコムの社長が、50MWの風

力発電所を設立する計画について明日説明するだろ

う。 

 

孫正義氏が提案されているアジア・スーパーグリ

ッドは、エネルギーの安全保障の問題を解決するだ

けではない。アジア地域の信頼・友好・協力を深め

るものであり、歴史の禍根を乗り越えることもでき

る。アジア各国の格差を乗り越えることができる。 

 

民主化され、急成長が進むモンゴルとしては、ア

ジア・スーパーグリッド構想でアジア各国の送電網

が接続されることを歓迎する。中国・日本・韓国・

わが国モンゴルが接続されることを期待し、この大

きなプロジェクトの一環として参加することを光栄

に思う。モンゴルのような発展途上国は、資源があ

っても先進技術を持たないため、先進国への依存が

必要だ。各国の政府・企業・有識者でオープンに話

して、アジア・スーパーグリッドが 21 世紀のシル

クロードとして各国をつなぐことを期待する。 

 

次に、モンゴルのエネルギー・ポテンシャルにつ

いて述べる。 

 

西洋の鉱業界・投資家の間では、モンゴルは「石

炭のサウジアラビアである」称される。埋蔵量は

1600億トンと確認されている。しかし私はモンゴル

を、石炭でなく、太陽・風力のサウジアラビアと呼

びたい。福島の事故は、信頼できるクリーンなエネ

ルギーを確保するよう、世界各国に警鐘を鳴らした。

原発事故のあとモンゴル政府は、鉱山・鉱物資源お

よび原子力についての法律を見直すとともに、再生
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可能エネルギーを促進しやすい法律を整えた。 

 

昨日デイリー読売に、各国の電気料金の比較が載

っていた。ドイツ 32.5セント（米ドル）/1kW 、日

本は 23.2セント/1kWとあるが、モンゴルのゴビ砂

漠では 1kW あたり 9 セントで発電ができる。日本

の料金の半分以下になる。モンゴルにもぜひ目を向

けていただきたい。 

 

ゴビ砂漠はいわゆる砂漠のイメージとは違い、野

生動物や遊牧民が暮らしてもいる。ラクダが太陽光

パネルや衛星アンテナ乗せて年に 3回移動するキャ

ラバンを見て、皆さんは驚かれるだろう。都市部の

市民より遊牧民が、再生エネルギーの重要性に気付

いている。 

 

実に、再生可能エネルギーは、神がすべての人に

平等に与えた贈り物である。 私たちの課題は、その

大切な資源をどう生かし、人々の能力をどう引き出

し、誰が政府の考え方を変えていき、どのような協

力体制を確立していくかということだ。 

 

○ ゾーレン・ハーマンセン： 

デンマークでは、原子力事故があったわけではな

いが、70年代の石油危機やセラフィールド・スリー

マイルの事故の後、どのような新しい政策をとるか

を考え、ついに 85年、原子力を持たないと決めた。 

86年のチェルノブイリ事故後、本格的にグリーンの

道を選択し、分散化、地域暖房、風力、太陽光など

を駆使したエネルギーシステムを考え、関連装置製

造の改良などを促進し、いろいろなものを組み合わ

せてエネルギー供給が可能になるように尽力してき

たのだ。 

 

そこで生まれたのがサムソ島の「アイランド・プ

ロジェクト」。既存の技術、現在の政策、資金援助、

そしてコミュニティの参加さえあれば、10年で再生

可能エネルギー100%に切り替えられることを実証

したのだ。 

 

初めは誰もできると思わなかった。サムソ島はデ

ンマークの中でも、農業や漁業をつつましく行って

いるごく普通の島。住民も保守的で、初めは、やや

こしくてお金もかかりそうなこのプロジェクトに関

わりたくないと思っているようだった。しかし 10

年たった今、プログラムは完成し、再生可能エネル

ギー自給率が 100％を超えた。 

 

面白いのは、島民が発電設備のオーナーであるこ

と。電力会社という大投資家もトップダウンシステ

ムもない。自分たちで出資・運営し、利益も島のも

のになる。 

 

この大転換の成功も大きな意味を持つが、雇用を

創出し、いわゆる「グリーン成長」を成し遂げ、将

来にわたる繁栄を島にもたらしたことは、さらに重

要なことだった。それまでは日本と同様、農村部か

らは若者が流出し、島の活性化は難しかったからだ。 

 

私は、祝島や北海道を含め、日本中を回ってサム

ソ島の例を紹介してきたが、皆共通して、地域で仕

事や生活を成り立たせていくことで悩んでいた。答

えは、「グリーン成長」にあるかもしれない。 

 

サムソ島でこの大転換にとりかかるにあたり、ま

ず自分たちを再定義してみた。自分たちは誰で、ど

こにいるのかと。私たちは、自分がいる場所が世界

の中心だと思いたがる。考え方によってはそうかも

しれないが、意見は分かれるだろう。でも、当時の

サムソで確実に言えたのは、自分たちが持続可能な

社会形成の一歩を中心的に担っていることだった。 

 

日本でも九州出身者と北海道出身者では違いが

あると思う。サムソ島も同じで、北部と南部でかな

り違う。こんな小さな島内でも、南北で条件も方言

も家族をめぐる考え方も違うので、コミュニケーシ

ョンが重要になる。じっくり話して互いを理解し、

受け入れ可能なものを探らなければならない。例え

ば、島の北部と南部で系統を分け、分散型のシステ

ムを作ってもいいわけだ。正当な理由があれば、価

格が異なっていても構わない。国全体のトップダウ

ンシステムが全国で同じ条件が強いるのとは対照的

で、地域にあったシステムをつくれば良い。 

 

よく言われる「グローバルに考え、ローカルに活

動せよ」というフレーズを変え、「ローカルに考え、

ローカルに活動せよ」と言いたい。 
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 大きな展望をグローバルに考えるのはいいが、私

たちの場合、ローカルな視点が必要だった。なすべ

きことを見極めるためには、まずできることを見つ

け、そのために生じる義務を認識し、私たちの能力

でまかなえるのかを判断する必要があるからだ。グ

ローバルコミュニティに出かけて講演すると、情報

を持ち帰ることができて役立つかもしれないが、私

たちの場合、ローカルレベルで活動することこそ重

要だと思っている。私たちがいい結果を出せば、飯

田さんのような人がインターネットであっという間

に見つけ、ただちに日本中に広めてくれる。旨く行

けば他のコミュニティでも同様のことを始めてくれ

るので、プロジェクトを成功させることが自分たち

の責任だと認識している。 

 

私たちはまず、野望を実現するため、10年計画の

マスタープランを作った。技術、財源、コミュニテ

ィとのコミュニケーションなどあらゆる面を網羅し

たものだった。そして、壁にぶつかるとマスタープ

ランに立ち返るようにした。10年間の方針が書かれ

ていたので、いちいち方針を討議せずにすみ、たい

へん有用だった。 

 

私からの提案としては、まず日本全体のマスター

プランをつくり、それから地域ごとのものを作るこ

とだ。それを元に、ステップ・バイ・ステップで実

現する方法を話せばいい。マスタープランは、実証

された技術に基づいて作るべきで、行動計画も伴う

必要がある。さもないと、段階ごとに討議が長引き、

何も実現できなくなってしまう。また、問題が起こ

るたびに暗礁に乗り上げ、計画を立て直状況を避け

るため、初めから問題を予測する必要がある。所有

権をどこに帰属させるのかというのも重要な問題だ。  

 

ここまで準備を進めてから、実際の転換が始まる。 

サムソ島の場合、プロジェクト開始後 10 年たった

2007年に計画遂行が完了し、その頃までには本国に

約 8000万 kwhの電力を輸出していた。もともと輸

入していた電力を、逆に輸出できるようになったの

だ。10年間で約 4000人が計 7800万ドルを投資し

た成果である。物価の安いデンマークにしては、か

なりの金額だ。重要な点は、銀行融資のおかげでエ

ネルギー技術に個人が投資でき、エネルギー収入で

銀行への返済が問題なくできたこと。個人投資者は

プロジェクト開始後、生活が向上し、地元の雇用が

拡大して税収も上がった。再生可能エネルギーは不

安定でデメリットが多いいため信頼できないという

のは言い訳で、内容が分かっていないのだ。 

 

サムソにも保守的な人が多かったが、雇用が創出

されるとわかったとたんに事態は変化した。この会

場にヒッピーを自称する人はいるだろうか？数人を

除いてほとんどいないようだ。しかし、雇用の創出

を目の当たりにしたり、自分が関連の仕事についた

り、ビジネスで直接恩恵を受けたりすると、誰でも

喜んで「グリーンな人」に変わる。その方が繁栄で

きるからだ。 

 

CO2削減にとっても興味深いプロジェクトで、今

やサムソ島のすべての都市において、CO２排出量

がマイナス 3.7ｔとなっている。デンマーク全体の

CO2排出量平均は一人当たり 10tなので、我々は全

国平均より一人当たり 13.7t も優れていることにな

る。すばらしいことだ。でも、サムソ島では、この

ことはもう常識で、話題にも上らない。話題になる

のは、エネルギーを年間でどれだけ節約できるか、

エネルギーをどれだけ製造・売却できそうで収入見

込みはいくらか、などである。 

 

 では、このプロジェクトはなぜ実現できたのか。 

 

「教育」を重視したことは大きいだろう。プロジ

ェクトの進行中、次のステップに関する情報を提供

し続けることが重要だ。次にすることがわかってい

ると、自分の知識を生かして行動することができる

ので、情報提供をすると同時に、知識・能力を引き

上げることが大事だ。何も知らない時は複雑に思え

ることでも、いったん学べば簡単なものに思えるも

のである。 

 

サムソ島でも時間をかけて教育をした。そして、

とにかく自分たちで行動に移した。自分たちがやり

とげると、次にやる人が生まれる。科学者や技術者

がやってくれるのを待っていると、いつまでたって

も自分ではやり方がわからず、他人を頼り続け、「客」

であり続けることになる。私たちはそれを翻し、自

分で次のステップを踏み出す責任を持ち、自分の未

来を自分で切り開くようにしたのだ。 
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小さなプロジェクトでいい。例えば、地元のごみ

捨て場に穴を掘ってメタンガスを取り出し、15kw

の小さな発電所をつくってグリッドにつないだ人々

もいる。世界経済にとっては小さなことでも、地元

の起業家にとっては面白いプロジェクトとなった。

このような小さなプロジェクトが、風力、太陽光、

バイオマス、すべてで行われればいい。ロケット工

学レベルの科学を使おうとすると複雑になるだけだ。 

 

では、なぜこれが必要なのか。 

 

私たちは皆、いい生活がしたいし、子供のために

も収入がほしい。島やコミュニティの生存の必要性

が、一つのけん引力になったと言える。地元の経済

を活性化し、もっと独立したいという欲求もあった。 

このプロジェクトを始めた頃は 30 ドルだった石油

が、10年後の 2007年には 130ドルにもなった。10

年前の投資のおかげで石油への依存を減らし、巨額

の資金を節約できたことになる。 

 

次に、エネルギー・デモクラシーについて述べる。 

 

風車のシェアを持つと、風車の姿も音もすてきに

思えてくるものだ。現在は風車の建設に反対の声が

あがりがちだが、それはよそから来た大開発者が、

自分の近隣に200MWの風車を建てて大儲けしよう

としているからだ。デンマークでは人口の 96％が風

車好きで、自分の近隣以外であればもっと増やせば

いいと思っているという統計がある。しかし、所有

権を持てるようにすれば、「自分の近隣は嫌だ」から

「ぜひ自分の近隣で！」に変わるものである。 

 

このような体験談について、日本の方々とも情報

共有したい。昨日、飯田さんや ISEPと話し、ワー

ルド・グローバル・エネルギー・アカデミーを作る

話をした。お互いに体験談を交換し合い、コミュニ

ティをポジティブに再建する方法を探れる場を作ろ

うというものだ。グローバル市場がどうなろうと、

コミュニティの責任ではないが、地元でできること

を実現することはコミュニティの責任であり、情報

交換をする必要性がある。サムソ島でもエネルギ

ー・アカデミーを作っており、世界中から毎年約

6000人が訪問してくる。1カ月前、菅元首相も代表

団と一緒に来て、日本の地方都市の将来についてざ

っくばらんな話ができた。 

 

私たちは、世界、国、そしてローカルという３つ

のプラットフォームで動いていることになる。世界

で相手にされなければ、国や自治体政府は私たちの

ことを忘れがちだ。逆に、日本で講演したり、元首

相の訪問を受けたりすると、自治体政府がちゃんと

認識してくれる。その意味で、世界ネットワークは

力になる。だから欧州諸国とパートナーシップを組

んでプロジェクトを行ない、ネットワークを大切に

している。ネットワーキングは、相手から学んで最

新情報を得るのに役立つし、人々の関心を高めるか

らだ。 

 

 一つのプロセスを経験すると、新たなビジョンが

生まれる。デンマークでは 2050 年までに化石燃料

０％をめざしている。サムソ島では 2030 年にそれ

を実現できると考えている。フェリーや車も代替エ

ネルギーで動かそうというものだ。そこで、サムソ

島では「脱化石燃料マスタープラン」という新しい

マスタープランを作成した。日本と協力して遂行す

る予定だ。 

 

ぜひ一度サムソ島を訪れていただきたい。さらに、

日本でも革新的なプロジェクトをどんどん進めてい

ただきたい。それがメディアに取り上げられ、例え

ばタイム誌に取り上げられて、政治家も注目してく

れる。彼らもいいことに巻き込まれるべきだ。 

 

日本はパラダイムシフトの過程にあり、偉大な変

化をもたらす絶好のチャンスの只中にいる。変革の

種は日本のあちこちに落ちていて、誰かが水を撒い

て花開かせてくれるのを待っているのだ。 

 

○ トーマス・コーベリエル： 

 ご参加の皆さんに感謝申し上げたい。日本のエネ

ルギー政策の将来をよりよいものに変化させること

に、貢献してくださっていることと思う。そして登

壇者の皆さん、有用な情報に感謝申し上げる。特に

ゾーレン・ハーマンセン氏は、学びを活動に結び付

ける大切さについて話してくださった。 

 

昨年の震災・津波により、原発の真のコストが世

界に明らかになってから 1年たつ。また、私が自然
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エネルギー財団の理事長に任命されて半年経ち、日

本についていくつかの教訓を得た。日本の生活も好

きになり、同僚や道行く人のホスピタリティや自然

の美しさも好きになり、東京の交通網の効率に敬服

するようになった。しかし、日本の政治については

まだわからない。 

 

 決して尊敬できない日本のエネルギーシステムに

ついても知るようになった。事故前からコストが高

く、改善の余地はあった。今も効率の悪い発電所で

石油・ガスが使われ、依然高価なままだ。環境への

悪影響を減らし、コストを削減し、日本の競争力を

向上するための改善の余地が、あまりにもたくさん

ある。その意味で、本日の会議の内容は非常に有用

だと思う。 

 

東京の地下鉄のエスカレーターには、整然と立っ

ている人の列の横に、歩く人の列がある。皆「慌て

る」ことなく「急いで」いて、協力して効率の良さ

を産んでいる。フクシマの事故から一年たつが、日

本の自然エネルギー開発に関して、「慌てて」進もう

とする人は見かけない。しかし、もう少し「急ぐ」

必要があると思う。 

 

 この会議で、まだまだ話したりないこともあるだ

ろうが、そろそろ行動に移す時がやってきた。考え

たり計画を立てたりするだけでなく、行動が必要な

のだ。個人、家庭、新規参入企業、古参の中小企業、

大企業、すべてのレベルでこの新たな発展に貢献す

る必要がある。大企業の中でも、知的で知識豊富な

若い人々の中で、この新しい発展の準備に向けて新

たなステップを踏み出している方がたくさんいるの

を認識している。 

 

再生可能エネルギーのペースは加速している。欧

州や米国だけでなく、中国でも加速している。特に

中国では、毎時 1.5 基の割合で風力発電機が新設さ

れ、一人あたりの太陽熱温水器の量が欧州を追い越

し、太陽光発電パネルの設置量も昨年一年間で 15％

の伸びがあった。インドやラテンアメリカでも非常

な伸びがあり、日本と日本企業にも、多くのビジネ

スチャンスがあるはずだ。 

 

多くの人が初めの一歩を踏み出さなければなら

ない。 

 

枝野経産大臣は、今夏停電させずに乗り切るため

に、原発 10 基の再稼働が必要だと言った。もし

10GWが必要だということなら、それは原子力でな

くてもいいはずだ。例えば太陽光発電で 10GW発電

すればいい話で、一家に一枚の太陽光パネルがあれ

ばまかなえる量だ。スウェーデンにある私の家の屋

根には何枚もパネルがあるので、これは実現可能な

量だ。あるいは、現在福島で避難対象となっている

土地の 10－20％にパネルを置けば、10GW は発電

できるはずである。 

 

FIT（固定価格買取制度）の実施は半年前に可決

されたが、まだ実施はされていない。FITの条件や

価格が固定されるまでは、再生可能エネルギーへの

投資を控えている企業が多いのかもしれない。 

 

ここで強調したいのは、世界中の例から見ても、

固定価格の額だけが重要なのではないということだ。

投資を増やすためには、新規参入企業に市場へのア

クセスを保証し、公正で経済的な系統接続を可能に

し、予測可能でスピーディーな接続許可システムを

確立し、環境アセスメントも予測可能でスピーディ

ーなものにする必要がある。地下鉄システムと同様

に効率性を高めれば、成功するはずだ。 

 

東京の地下鉄は、誰でもアクセス可能で、廊下、

階段、エスカレーターなどがあり、効率よく切符を

購入できる券売機があり、パスモがどこでも共通し

て使用できる。時刻表も正確だ。素晴らしいシステ

ムである。 

 

もし日本の電力・エネルギー市場の法制化が地下

鉄システムと同様にうまくデザイン・実施されるの

であれば、多くの人が効率的で安価な自然エネルギ

ーに向けて、建設的なステップを踏み出すことがで

きるに違いない。重要なのは電車賃の多寡ではなく、

利便性を高め、使用法を明確に示すことだ。「駆け込

み乗車」を注意するポスターも重要だが、効率よく

目的地に行くための案内もあり、スピーディーに効

率よく利用するためのインフラもある。電力市場で

も同様のものが実現されるように願う。   
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最後にもう一度、登壇者の皆様、豊富な知識を共

有していただいたことに感謝する。また、会場の皆

様、インターネットをご覧の皆様にも感謝する。 

 

このシンポジウムは、知的好奇心を満たすためで

はなく、現実の世界で行動を起こすために開催され

ている。 

 

慌ててはいけないが、そろそろ急ごうではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



孫
 
正
義

 
/ 

Ma
sa

yo
shi Son

 

35



孫
 
正
義

 
/ 

Masa
yoshi Son

 

36



孫
 
正
義

 
/ 

Ma
sa

yo
shi Son

 

37



孫
 

正
義

 
/
 

Masayosh
i 

38



                                      

孫
 
正
義

 
/ 

Mas
a
y
oshi Son

 

39



グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン

 
/ 

Gun
ðn

 Jóhannes
son

 

40



 
グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン
 
/
 
G
un
ðn

 J
óha

nnes
son

 

41



グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン

 
/ 

Gun
ðn

 Jóhannes
son

 

42



グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン
 
/
 
Gun

ð
n
 
Jóh

annes
son

 

43



グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン

 
/ 

Gun
ðn

 Jóhannes
son

 

44



グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン
 

/ 
Gu
n
ðn

 Jóh
a
nnes

son
 

45



 

グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン

 
/ 

Gun
ðn

 Jóhannes
son

 

46



 

  

グ
ズ
ニ
・
ヨ
ハ
ネ
ソ
ン
 

/ 
Gu
n
ðn Jó

han
n
esson

 

47



プ
ン
ツ
ァ
グ
・
ツ
ァ
ガ
ー
ン

 
/ 

Pun
tsag Tsagaa

n
 

48



プ
ン
ツ
ァ
グ
・
ツ
ァ
ガ
ー
ン

 
/
 
P
un

ts
ag 

Tsagaa
n
 

49



プ
ン
ツ
ァ
グ
・
ツ
ァ
ガ
ー
ン

 
/ 

Pu
n
ts

ag
 T

sa
ga

a
n 

50



 

プ
ン
ツ
ァ
グ
・
ツ
ァ
ガ
ー
ン

 
/
 
P
untsa

g
 Tsagaan

 

51




