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1. 国際シンポジウム「2030 年とその先の未来へ」会議内容要約 
 

公益財団法人自然エネルギー財団は、2012 年 9 月 6 日に国際シンポジウム「2030 年とその先の未来へ」（於：イ

イノホール）を開催した（参加者：600 名以上）。議論の概要は以下の通り（以下、敬称略）。 
 

基調講演： 
孫正義（自然エネルギー財団会長・設立者）は、すでに多くの企業が自然エネルギー分野に参入しはじめているこ

とは大きな変化であるとの開会挨拶をおこなった。また、2030年に原子力依存度をゼロにするためには大幅な自然エ

ネルギーの導入が必要であり、その鍵は所有分離を含む抜本的な電力システム改革であることを訴えた。自然エネ

ルギーのコスト高を指摘する声に対して、原子力は様々なリスクを適切に費用に反映すればむしろ割高な電源であり、

火力も環境コストを考慮すれば現在の試算よりも高くなる可能性を指摘した。電力料金は原子力に依存し続けるか否

かではなく、健全な電力市場を構築するかによって決まるとの考えを提示した。鳩山由紀夫（元内閣総理大臣）は、地

球温暖化は進行しており CO2 削減は日本の大きな課題の１つであり、未来を先取りする形で今何をするべきかを考え

るべきと述べた。自然エネルギーには大きな可能性があり、十分に将来の目標を達成していく事が可能だとし、様々

な壁を取り払って既得権と戦う集団をどこまで成長させることができるかが鍵であるとした。古川元久（国家戦略担当

大臣）は、自然エネルギーの導入は脱原発という国民の願いに応えるとともに、イノベーションを誘発して日本の経済

成長を飛躍させるという観点からも意味を持つと述べた。政府はグリーン成長戦略を取りまとめ、目標達成の為には

国民一人一人の意識改革と主体的な参加を促す事が重要であると事を強調した。新原浩朗（資源エネルギー庁省エ

ネルギー・新エネルギー部長）は固定価格買取制の開始は、導入が遅れている日本の自然エネルギーの変革点にな

ると指摘した。既存の水力発電に加えて、太陽光発電が伸びている現状と、風力発電と地熱発電に高いコスト競争力

が見込める事を説明した。分散型電源を連系させるための送電網も、充分に費用回収の目処が立っているとした。 
 
セッション 1「世界的な自然エネルギーの大躍進」： 

本セッションでは、大林ミカ（自然エネルギー財団ディレクター）がモデレーターを務め、世界的に進む自然エネルギ

ーの飛躍的な導入拡大について、各国の状況が報告された。クリスティーネ・ワシレフ（駐日ドイツ大使館環境担当参

事官）からは、現在のドイツの電源構成と 2020 年の自然エネルギー導入目標が示され、一般市民や企業が自然エネ

ルギー投資を支える現状や、風力、太陽光、バイオエネルギーを中心としたエネルギーシフトには社会、ビジネス、そ

して政治がその内容、ファイナンス、時間軸について幅広い合意が必要であるとの指摘がなされた。ラルス・ゲオル

グ・ヤンセン（デンマークエネルギー庁国際部チーフアドバーザー）からは、石油ショック当時、99%のエネルギーを輸

入する石油に依存していたデンマークが、40 年後の現在では、エネルギー源を多様化させ、2050 年に風力やバイオ

エネルギー、コジェネレーション等の自然エネルギーでエネルギー供給 100%の達成に向けた戦略が示された。リー・

ジュンファン（中国再生可能エネルギー産業協会事務局長）からは、2002 年以降固定価格買取制、補助金、明確な

目標と計画、そして R&D への投資を中心とした政策によって、中国においても自然エネルギーが大幅に増大してい

る現状が示された。また、2020 年にエネルギー供給の 15%を、風力、太陽光、バイオエネルギーを中心とした自然エ

ネルギーで賄う計画について説明された。 
 

セッション 2「アジアの自然エネルギーシナリオと国際連系」： 
本セッションでは、トーマス・コーベリエル（自然エネルギー財団理事長）がモデレーターを務め、アジアにおける自

然エネルギー普及拡大の状況と、国際連系の果たす役割について議論された。オスゴンバター・ジャンバルジャムツ

（モンゴル国立再生可能エネルギーセンター所長）からは、ASG（アジアスーパーグリッド）によってアジアがリスクと利

益を共有し、その中でモンゴルに賦存する大きな自然エネルギーのポテンシャル（風力は110万MWなど）から、電力

を供給していきたいとの考えが示された。オリガ・ウラセビッチ（ロシアエネルギー庁国際協力部長）は、ロシアでの自

然エネルギーの促進について、情報や経験の不足を課題の一つに挙げつつ、国際的なパートナーと課題に取り組む

ことで、自然エネルギーの拡大や他の地域への技術移転も可能との考えを示した。また、国内の電力インフラの構築

を重要な課題として、特に極東地域の開発の方針が紹介された。ハー・ジェンスー（韓国エネルギー管理公団

KEMCO 会長）からは、韓国の主要な自然エネルギー政策として、発電、熱、輸送のそれぞれの市場創出のための

政策が紹介された。さらに ASG に関して、北東アジアの協力によって環境に配慮した資源の協力が可能になるととも

に、政府間の対話、ビジネスの促進といった側面への期待が示された。また、会場からの分散型電源である自然エネ

ルギーと ASG は相反するコンセプトではないかとの指摘に対しては、電力需給のバランス確保の観点から連系線の

強化は重要であり、国際連系は分散型の自然エネルギーの促進をむしろ補完するものであるとの見解が示された。 
 
セッション３「電力市場の未来像－発送電分離や自然エネルギー市場の統合のあり方」： 

本セッションでは、飯田哲也（環境エネルギー政策研究所長）がモデレーターを務め、今後の発送電分離のあり方

や、より将来を見据えた自然エネルギーの統合による新しい電力システムの姿について議論した。フェリックス・マテ

ス（ドイツ・エコ研究所エネルギー・気候政策コーディネーター）からは、ドイツの電力自由化の経緯について説明され、



 

既にドイツでは昼間の時間帯では自然エネルギーの占める割合が非常に高くなっており、次の段階として自然エネル

ギーの市場への統合化、システムへの統合化、送電網の整備が必要であるとの見解が示された。トーマス・コーベリ

エルからは、スウェーデンでも電力自由化には強い政治的な抵抗に直面したこと、また、電力自由化の成功には出来

る限りシンプルに、透明化することの重要性が示された。高橋洋（富士通総研主任研究員）からは、昨年の計画停電

の経験より日本の電力システムは大規模集中型から自立分散型に移行すべきであり、電力安定供給化に向けた今

後の鍵は、市場（マーケット）とネットワーク（送電網）の活用であるとした。また、独占的な市場を変えるには、消費者

が電力会社や電源の選択の自由を求めることが重要で、そのような消費者の声が新規参入を可能とし、新規参入に

よって電力の自由化が進むとの考えが示された。最後に、飯田哲也より、日本は現在、世界で最も消費者が原子力

や電力に対する関心や知識が高い状態であり、大きく変わるチャンスであるとの指摘がなされた。 
 
座談会「今こそ電力市場に適切な競争を！」： 
 本座談会では、末吉竹二郎（自然エネルギー財団副理事長）がモデレーターを務め、政府で検討が進められている

電力市場の改革について、孫正義と、猪瀬直樹（東京都副知事）が、本来の電力市場とはどうあるべきか、という観点

から積極的な議論が繰り広げられた。まず、猪瀬氏より、株主として東京電力の問題を追及し、独占が無駄を生み出

すとの指摘がなされ、強い政治力を持つ電力業界に風穴を開け、競争環境を作るチャンスは今しかないとの発言がな

された。また、孫氏からは、発送電分離をはじめとした改革によって公平な競争環境を作ることで初めて、新規参入が

なされ、健全な競争が生まれ、結果として消費者に適正な価格で電気が供給することが可能となるとの主張した。 
 

問い合わせ先:公益財団法人自然エネルギー財団  e-mail: info@jref.or.jp/TEL: 03-6895-1020 



2.プログラム 

 
09:30  開会挨拶・基調講演 

 

トーマス・コーベリエル  自然エネルギー財団理事長 

孫  正義      自然エネルギー財団会長 

古川  元久    国家戦略担当大臣 

高原  一郎    資源エネルギー庁長官 

 
 

10:20  休憩 

 

10:30  ディスカッション 1： 世界的な自然エネルギーの大躍進 

 

ドイツ：  クリスティーネ・ワシレフ  駐日ドイツ大使館  環境担当参事官 

デンマーク：  ラルス・ゲオルグ・ヤンセン  デンマークエネルギー庁国際部チーフアドバーザー 

中国：  リー・ジュンファン  中国再生可能エネルギー産業協会事務局長 

 

モデレーター： 大林ミカ  自然エネルギー財団ディレクター 

 
  ディスカッション 2： アジアの自然エネルギーシナリオと国際連系 

 

モンゴル：  オスゴンバター・ジャンバルジャムツ  モンゴル国立再生可能エネルギーセンター所長 

ロシア：  オリガ・ウラセビッチ  ロシアエネルギー庁国際協力部長 

韓国：  ハー・ジェンスー  韓国エネルギー管理公団 KEMCO 会長 

 

モデレーター： トーマス・コーベリエル 

 

12:30  休憩 

 

14:00 
ディスカッション 3：  

電力市場の未来像－発送電分離や自然エネルギー市場の統合のあり方 

 

高橋  洋  富士通総研  主任研究員 

フェリックス・マテス  ドイツ・エコ研究所  エネルギー・気候政策コーディネーター 

トーマス・コーベリエル   

 

モデレーター：  飯田哲也   環境エネルギー政策研究所長 

 
15:30  休憩 

 
16:00  座談会： 今こそ  電力市場に適切な競争を！ 

 

孫  正義    自然エネルギー財団会長 

猪瀬  直樹  東京都副知事 

 

モデレーター： 末吉  竹二郎    自然エネルギー財団副理事長 



■Program   

 

09:30  Opening Remarks & Keynote Speech： 

 
Tomas Kåberger  Executive Board Chair, Japan Renewable Energy Foundation 
Masayoshi Son    Founder/Chairperson, Japan Renewable Energy Foundation 

Motohisa Furukawa    Minister for National Policy, Minister of State for Economic and Fiscal Policy,   

  Minister of State for Science and Technology Policy 

Ichiro Takahara    Director‐General, Agency for Natural Resources and Energy 
 

10:20  break

 

10:30  Discussion 1：  Remarkable Global Progress of Renewable Energy 

 
Germany:  Christine Wassilew      Embassy of Germany in Japan 

Denmark:  Lars Georg Jensen    Chief Advisor, International Affairs, Danish Energy Agency 
China:  Li Junfeng    President, China Renewable Energy Industiries Association 
 
Moderator:  Mika Ohbayashi    Director, Japan Renewable Energy Foundation 

 

  Discussion 2：  Renewable Energy Scenario in Asia and the Possible Impact of Interconnection 

 
Mongolia:    Osgonbaatar Jambaljamts  Director, National Renewable Energy Center 

Russia:  Olga Ulasevich  Head of International Cooperation Division,   

     FSBO Russian Energy Agency, Ministry of the Russian Federation 

Korea:  Huh Jeng‐Soo  Chief Director, Korea Energy Management Corporation 
 
Moderator:    Tomas Kåberger 
 

12:30  break

 

14:00 
Discussion 3：   

Future Perspective of Electricity Market – Ideal Way of Unbundling and Market Integration 

   
  Hiroshi Takahashi  Research Fellow, Fujitsu Research Institute 
  Felix Chr. Matthes  Research Coordinator, Institute for Applied Ecology 
  Tomas Kåberger     
 
  Moderator:  Tetsunari Iida Executive Director, Institute for Sustainable Energy Policies 
 

15:30  break

 

16:00  Round Table Discussion：How can we boost competitive electricity market in Japan? 

 
Masayoshi Son    Founder/Chairperson, Japan Renewable Energy Foundation 
Naoki Inose    Vice Governor of Tokyo 
 
Moderator:    Takejiro Sueyoshi  Executive Board Vice‐Chair, Japan Renewable Energy Foundation 

 



 

 

3. 会議メッセージ 
 

「自然エネルギーの普及には透明で公平な競争による電力市場改革が必要である」 
 

 
公益財団法人自然エネルギー財団は、2012 年 9 月 6 日に国際シンポジウム「2030 年とその先の未来へ」（於：

イイノホール）を開催した。600 名以上の参加を得、Ustream での視聴も多数に上った。 
 
古川元久・国家戦略担当大臣や鳩山由紀夫・元内閣総理大臣、資源エネルギー庁の新原浩朗・省エネルギー

新エネルギー部長の開会挨拶の他、東京都副知事猪瀬直樹氏、駐日ドイツ大使館クリスティーネ・ワシレフ氏、

デンマークエネルギー庁ラルス・ゲオルグ・ヤンセン氏、中国再生可能エネルギー産業協会リー・ジュンファ

ン氏、国立モンゴル再生可能エネルギー研究所オスゴンバータル・ジャンバルジャムツ氏、富士通総研高橋洋

氏、ドイツ・エコ研究所フェリックス・マテス氏、環境エネルギー政策研究所飯田哲也氏、財団会長・孫正義、

財団理事長・トーマス・コーベリエルらが参加し、約 20 名の国際的な自然エネルギーの専門家が議論を行っ

た。 
 
昨年にも増して大幅に導入量の増える自然エネルギーの様子が、導入量で世界を牽引する国々の実例として

紹介され、同時に、自然エネルギーで 100％を目指すデンマークの戦略が披露された。韓国、モンゴル、ロシ

アの再生可能エネルギーの状況や膨大な潜在量が報告され、国際連系によって、自然エネルギー利用が拡大さ

れ、技術移転も活性化することなどが指摘された。電力需給のバランス確保の観点から連系線の強化は重要で

あり、国際連系は分散型の自然エネルギーの促進をむしろ補完するものである。 
 
また、今回の国際会議は、自然エネルギーを拡大するための電力システムの方向性を議論する場でもあった。

独占をなくし、シンプルかつ透明で公平な電力システムを構築することが急務であり、その鍵は、所有分離を

含む抜本的な電力システム改革にある。日本は、昨年の計画停電の経験から、電力システムを大規模集中型か

ら自立分散型に移行すべきであると学んでおり、電力安定供給化に向けては、市場（マーケット）とネットワ

ーク（送電網）の活用が必須である。独占的な市場を変えるには、消費者が電力会社や電源の選択の自由を求

めることが重要である。独占は、無駄と高い料金を生み出す温床ともなる。 
 

2030 年に向けて、自然エネルギーを最大限拡大していくためには、各国の先進事例に学んだ政策的アプロ

ーチとともに、システムそのものの構造改革も吃緊に必要とされている。また、それを実現するためには、未

来像を語るだけでは意味が無く、今日、明日、何をやるかを決断することが、今、最も求められていることで

ある。（了） 
 
 
＊会議概要は、http://jref.or.jp/action/event_20120727.html でダウンロード可能です。 
＊会議のウェブキャストと資料は、財団 HP で公開されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶・基調講演 
      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



開会挨拶・基調講演 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇トーマス・コーベリエル 

本日は、自然エネルギー財団主催の国際シンポジウ

ム「2030 年とその先の未来へ」にようこそ。本日、皆様に

は、この先の未来に考えをめぐらし、ビジョンを描いてい

ただきたい。しかし、心に留めておいてほしい。意志決定

において重要なことは、それが個人の生活の上の決断

だろうが政府の決断だろうが、「今、何をすべきか」を決

めることだ。何年も先の未来に向けて何をすべきかの決

断は、常に変化し続けるものだからだ。 

 

本日私たちは、何を成し遂げられるか、という点を議

論し考えたい。経済産業省の描くシナリオが一般の人々

や政府の意思決定を誘導しているが、そのシナリオにつ

いての議論は本日はしない。我々は、日本の再生可能

エネルギーとエネルギー供給システムの発展について

考えるという、さらなる高みを目指している。日本の電力

システムにおいて、複数の発電業者の間で真の意味で

の競争が生まれることを期待したい。そしてこれらの事

業者が供給する電力を、より良い送配電システムを通じ

て提供すること、さらには中立的な送電業者が全ての発

電業者に対して平等に機会を提供することが必要だと

考えている。 

 

このような条件のもとでは、再生可能エネルギーを用

いた電力は、低コストで十分な競争に耐えうると確信し

ている。そして日本の電力消費者には、より低価格・低

コストで電力を供給できるはずであり、日本の社会は化

石燃料やウランといった輸入燃料への依存度を減らせ

るはずだ。このような発展に、このシンポジウムが貢献

できるよう望んでいる。 

 

では次に、我々の財団の創設者である孫正義氏を紹

介する。孫氏は長期的なビジョンをお持ちで、機会を活

かすためにすぐに行動を起こすことの重要性や、独占を

打開し競争力のある価格で新しいサービスを提供するこ

との利点について、企業家としての豊富な経験と知識を

お持ちである。 

 

○ 孫 正義 

コーベリエル理事長は、つい昨年までスウェーデンで

エネルギー庁長官をしておられた。現役の長官であった

が、福島の事故があった日本で、何としてもエネルギー

革命を起こすためにお知恵をいただきたい、と我々の理

事長になっていただいた。もちろん彼には自らの国でい

ろんな仕事があるわけだが、日本の福島の状況を見て、

世界中の人々のために日本が立ち直ることが大変大切

だとご理解いただき、理事長として大変多くの示唆をい

ただいている。 

 

子供たちの未来のためにどうあるべきか、今まさに国

民をあげて議論がなされている。もう既に熟年になった

我々にとっては、これから何十年先というのは、自らの

今日現在の日常にはあまり直接的に関係ないかもしれ

ない。しかし、ここ何十年かのエネルギーの価格や量の

ために、何万年も先の子供たちの未来の地球環境、

我々の住む日本の環境に、核の廃棄物…、まだ解決で

きてないわけだが、こういうものをどんどん残していいの

かという問題があると思う。そこで国民的議論が今まさ

になされている 中の（2030 年時点の原発依存度が）

０％か 15％、あるいは 20％以上かという議論について

も、今日少し私の意見を述べさせていただきたい。 

 

まず、例えば０％と 15％で、一体どのくらいの違いが

あるのか。そもそも、０％の場合でも 15％の場合でも、

（総発電量に対して）30～35％の自然エネルギーを作ら

なければならない。このことが本当に可能なのかという

疑問が投げかけられる。2012 年度の自然エネルギーの

実績だが、太陽光で約 200 万 kW、風力で約 38 万 kW

の新設がなされるという予想が出ている(ppt.5)。私ども

のソフトバンクでも、少しでもそういう先進的な事例を作

っていこうと、日夜努力している 中だ。 

 

今ある自然エネルギーが累積で 1900 万 kW だから、

2030 年に６倍にしなきゃいけない(ppt.6)。１億 2000 万か

ら１億 4000 万 kW にしなければいけないということだ。

０％と 15％の差はこの程度であるわけだが、果たしてそ

れだけの自然エネルギーの潜在的供給能力が日本の

国土にあるのか。この狭い日本でそれだけの自然エネ

ルギーを作るだけの風や太陽があるのかということだが、

例えば、北海道と九州の風力だけで約 10 億 kW、先ほ

ど言った 1 億 2000 万 kW の約１０倍もある。 

 

私も今肌で実感しているのは、日本は自然エネルギ

ーの宝庫であるということだ(ppt.7)。実際に取り組む前
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までは、本当に日本の狭い国土で、それだけ太陽熱、風、

地熱の潜在能力があるのかと、私自身疑問に思ってい

た。でも取り組んでみて、十分にある、風も太陽もふんだ

んにある、地熱も世界で三番目ぐらいにその能力がある、

と思った。取り組みもしないで、日本では自然エネルギ

ーは無理だなんていう人は、実際に取り組んでみてから

言って欲しい。自然エネルギーの技術的能力も、日本の

国土としての風や太陽、地熱、水力も、十分にある。 

 

ただ問題が残っている。発電しても、送電がスムーズ

にいかないと、このメリットは得られない。今、９つの電

力会社が地域独占でこの送電を握っている。自然エネ

ルギーを受け入れたくない、しぶしぶ受け入れる、という

電力会社が送電を独占したままで、「いやー、あんまり

欲しくないんだよ」というと、これは拡がらない。しかも送

電網が９つにバラバラなのだ。昔、日本には関所があっ

たが、まさに関所で国が分けられているという状況にな

っている。これを、日本を串刺しにした送電網、中立でか

つ強靱な送電網にしていかなければならない。一括運

用しないと効率が悪い。 

 

ついこの間まで、関西電力は今年の夏を乗り切れな

いんじゃないかという話があった。そのときに、いや関西

は足りないかもしれないが他はいっぱい余っているとい

う状況だった。送電をスムーズに行えるならば、これほ

どの騒ぎをしなくて済んだはずだ。実際関西は、関西だ

けでも本当は今年の夏足りた、という話があって、あの

大騒動はなんだったのかということだが、送電網がもし

日本国全体で統一管理なされていれば、この話ははる

かに楽な話だった。 

 

現在の送電網はこういう状況で、東と西で 50 ヘルツ

と 60 ヘルツで分断されている。それ以外にも、それぞれ

の９つの電力会社が中々しっかりした一体運営がなされ

ていない。だからこの送電網を強化しなければいけない。 

 

その上で、今言ったように、日本は風だけでも十分余

るほどの自然エネルギーの能力がある。それに太陽だ、

地熱だ、水力だ、バイオだ、いろんなものを入れれば、

本当に量的にはなんら問題ないということを実際に私は

今、体感している。 

 

じゃあ残された課題は何か。ついこのあいだまでは、

30％も日本の電力が原発に頼っていた。25～30％、こ

れがないと日本は大停電を起こすんだ、電力のない生

活に戻りたいんならどうぞ、なんていうことを原発推進論

者の人たちは言っておられたが、量的には問題ないとい

うことがはっきり証明された。残された課題は、今、経団

連の方々がまさに一生懸命言っておられる、料金が高く

なるぞ、という課題なのだ。料金が高くなる、つまり原発

がなくなると電気代が倍になるよ、と今脅されているわ

けだ。本当にそうなのかということについて、ちょっと触

れたいと思う。 

 

原発がゼロになると電気代が倍になる、というのは、

大で倍になる、つまり図の(ppt.14) 、あの薄いところま

で含めたものだ。 大で倍ってどういうことかというと、

原発がなくなると、その分火力の発電を増やす。火力発

電を増やすと燃料代が高くなっているだろうということと、

むしろそれよりも、CO2 に対する課税、その部分が高く

なるんだという説だ。これについても私は、はなはだ疑

問を持っていた。 

 

どちらにしろ、一般の家庭、そして各企業は、一円でも

電気代の値上がりは抑えたいというのが当然のことだと

思う。私もそう思う。原発がなくなると電気代が倍になる

と、いろんな新聞にも書いてあるが、１つの大きな誤解

があると、私は思っている。 

 

実際に調べてみた。いろんな政府の試算、いろんな機

関の試算があるが、実際に調べてみたところ、原発が

０％のときと 15％、20％のときで、電気代、１kWh あたり

の発電コストというのはいくらかということが、実はほと

んど変わらないということなのだ(ppt.17)。何がほとんど

変わらないかというと、原発の真の発電コストの中に今

回の、例えば事故処理の除染の費用だとか、ちゃんと入

れているのだろうか。今後の原発事故が起きたときの保

険のコストというのはちゃんと入れているのか。 

 

それから、どっちにしろ新しい原発を作るのは、もうほ

とんど無理だ。政府も新しい原発は作るのをもうやめて

おこうという話を 近言い始めておられる。それから、40

年以上たった原発は中にどんどん細かなヒビが入ってく

る、そうすると危険度が増すので、これはやめておこう、

という話だが、その後に、廃炉にした後の廃炉コストとい

うのが膨大にかかる。それから核廃棄物のコスト、これ

も膨大にある。こういうものを本当にちゃんと計算の中に

入れているのか。 

 

そういうものをもう少し精査してみると、実は原発ゼロ

のときよりも高くなる可能性がある。原発 15％使う、ある

いは 20％使う、ということになると、むしろ原発を動かす

方がコストが高くなるという可能性がだいぶ見えてきた。

つまり電気代はどちらのシナリオであったとしてもほとん

ど変わらない。図の(ppt.17)薄い色のところが議論の余

地のあるところ。議論の余地のあるところが、原発コスト

をより慎重に見ると、むしろ０％のときよりも高い。慎重

に見なくても、０％のときと、実はほとんど変わらないと

いうことだ。 

 

むしろ、独占を排除するかどうかということの方が、電

気代に与える影響は大きい。皆さん、自分が事業を営ん



でいると思ってほしい。私の地域は独占だ、関東はうち

以外にはほとんど電気はこないぞ、と思った瞬間に、コ

ストダウンをする意欲が働くだろうか？ 電気代は取り

放題だ、という状況で誰がコストダウンをするのだ。 

 

他の産業、一般的産業ではあり得ない。なんでシャー

プさんが、今経営危機と言われているのか。それは価格

競争がガンガンあるから経営危機になるわけで、技術が

悪いわけではない。価格競争なのだ。他の産業はどの

産業でも競争があるから、価格競争の結果、どんどん適

正な価格に、場合によってはそれ以下に下げる努力を

するわけだが、この独占の弊害の方が電気代問題につ

いては実は遥かに大きい。だから、原発問題で電気代

問題を語る方々、経団連の方とか、あるいは一般の

方々は、是非この独占問題にむしろ目を向けていただき

たい。 

 

自由化されたという話がある。67％はもう自由化され

ているんだ、と。でも本当か。実際に電気を売っている会

社は既存の独占、電力会社が 96.5％だ。これを独占と

言わずになんと言うのか。しかもこの地域独占している

会社が、送電部門と発電部門と小売り部門を一体運営

している。競争相手は送電を握り占められた会社に、常

に手のひらの上で踊らされているわけだから、これは競

争にならない。 

 

だから、去年の原発の事故が起きて、この自然エネ

ルギーの買い取り制度、フィード・インタリフという法律が

できて、その運用が７月から始まって、その結果、今日

本中でいろんな企業、あるいは地域の団体によって自

然エネルギーを発電していこうというムーブメントが起き

ている。立派な素晴らしいことだ。私どももその一員だが、

日本中で起きている。でも次に大切なのは、発送電の分

離。これによって独占をなくす、独占の状態を改善する、

これが電気代を抑える 大の鍵だということを是非ご理

解いただきたい。 

 

この発送電の分離で独占をなくすということはどういう

ことか。今、形だけの発送電分離というのを、電事連の

方々が仕方なく受け入れようとしている。電事連の方々

はこの競争を排除したいという人たちの塊だから、既存

の独占事業の人たちの論理だから、法的分離、つまり

持ち株会社を図の(ppt.23)）左側に残して、持ち株会社

が全部子会社として持っているという状況だ。 

 

持ち株会社で子会社ということは、連結したら一緒の

会社だ。利益は一体運営だ。だからこれは、本当の発送

電分離ではない。本当の発送電分離、独占状態から競

争状態をちゃんと立派に作り出すためには、この持ち株

会社を許さないということが鍵なのだ。そしてちゃんと小

売り会社・送電会社・発電会社に既存の電力会社が、真

の発送電分離をする。結果、その他の競争的電気・電

力会社が、同じ条件で送電網を使える。同じコスト、同じ

手続きで、送電網を自由に使える。 

 

これは日本だけの議論ではない。OECD 加盟の 30 数

カ国のほとんどでは、この発送電の分離がきちっとなさ

れていて、この辺の議論は十分終わっているという。だ

から日本とメキシコだけが、まだ OECD 加盟国で、発送

電の分離がなされていない。日本とメキシコだけだ。他

は全部終わっているということだから、この発送電の分

離は必ずやらなければいけない。その上で、この送電の

会社は中立でかつ規制を強化する。発電部門と小売り

会社、これは規制を緩和して、自由に競争できるように

する、ということが鍵だ(ppt.24)。 

 

つまり、「自然エネルギーを少しでも減らしたい、原発

を少しでもたくさん残したい」という人の 後の論理は、

「停電する」という話ではなくて、「電気代が２倍になる」と

いう話だから、それは違うだろう、と。15％のときでも０％

のときでも１kWh あたりの電気代はほとんど変わらない。

CO2 課税が火力についてかかる、というところが差なわ

けだから、15％のときだって電気代は上がるんだよ、

25％のときだって電気代は上がるんだよ、ほぼ同じくら

い上がるんだよ、ということをもう一度ちゃんと認識する。

どのシナリオでも 1kWh あたりのコストは CO2 課税でほ

ぼ上がって、原発０％でも 15％でも 25％でもほとんど変

わらない、ということをもう一度きちっと認識していただく

ということが肝要だ。 

 

電気代の差は、実は独占を排除することが 大の解

決策である、ということをしっかりとメディアの方々も国民

も認識するのが一番重要だ。電気代を１円でも安く、発

送電の分離は形式だけに留まってはいけない。これが

今、まさに国民的議論をしている、2030 年原発ゼロ問題

ということについての一番鍵になるところだ。 

 

今、電気代という経済的な話をした。でも本当に大切

なのは、その電気代が１kWh あたりどっちが１円高いか

安いかという議論よりは、その程度の差であれば、実は

どのシナリオでもほとんど電気代は変わらない、むしろ

それよりも大切なことは、安心して安全に暮らせるこの

素晴らしい美しい日本の国土、日本の子どもたちの未来、

そこに対する我々大人たちの責任なのではないか。私

は心の底からそう思う。 

 

今日世界中からいろんな識者の方々に集まっていた

だいている。是非、多くの議論をしていただき、これが良

い意味で、その国民的議論の題材の１つになることを願

っている。頑張ろう。よろしくお願いします。 

 

 



○ 鳩山由紀夫 

おはようございます。ここには未来があると思って、伺わ

せていただいた。今日 8 時半に、ここに来ようと決めた。

皆様方に、このような立場からお話するようなものでは

ないが、３年前に国連演説で 2020 年までに CO2 を 90

年比で 25％削減すると宣言した責任のある人間として、

その未来がなにか大変危なくなってきているという実感

の中で、それではいけないと思い、今日お邪魔させてい

ただいた。 

 

今年も東京の我が家にツマグロヒョウモンというかわ

いい蝶々がやってきた。この蝶は、昔は東京にはいない、

九州など南の方でしか住めない蝶だった。それが今年も、

この数年だが、東京に常にいるようになった。実感の中

で地球温暖化がじわりじわりと進んできている。 

 

こういうときに政治家は何をなすべきか、まさに孫会

長のように未来をしっかりと見つめながら、未来を先取り

する形で現在何をなすべきかを、しっかりと考えることが

一番大事だと理解している。 

 

その未来に向けて、先ほど、太陽、風、地熱、バイオ

というお話があった。私も 近関心を持ち、バイオの微

細藻類が、ひょっとして一つの鍵を握るのではないかと

いう思いを持たせていただいている。皆様方の中にもご

関心のある方がいるのではないかと思うが、このような

自然エネルギーで必ず未来に向けての目標を遂げるこ

とができる。私はそう確信をしている。 

 

その鍵は、既得権と戦う集団をどこまで成長させるこ

とができるか、これに尽きると思う。３年前既得権と闘う、

そんな約束をして参った。この約束を反故にしてはなら

ないわけで、今日、孫会長からお話があったような、

様々な壁がある。その壁をしっかりと取り除いて、未来

からの風を皆様方が強く吹きつけていただいて、未来を

子どもたちのために安心できる日本および世界に成長さ

せていくために、力をお貸しいただきたい。そのために

自然エネルギー財団が、素晴らしい国際シンポジウムを

開いて下さったことに心から敬意と感謝を申し上げて、

私からのお礼の言葉としたい。今日はおめでとうござい

ました。 

 

○ 古川 元久 

本日は、このように世界各国の様々なエネルギー関

係者が集うこのシンポジウムで講演をさせていただく機

会をいただき、心より感謝する。 

 

私は現在、エネルギー環境会議の議長として、政府と

しての中長期的なエネルギー環境政策のとりまとめをし

ている。これは今、とりまとめ 終局面になっているが、

とりまとめを行うにあたって、改めて、昨年の３月１１日

に起きたこと、そのことを、自らの身で、もう一度確認を

していきたいと思い、福島に出かけ、あの事故のサイト

を訪れ、また人が避難している避難地域、村や町を回り、

そして避難されている皆様方のお話を伺って参った。 

 

ロシアの詩人のエセーニンという人が「天国は要らな

い、故郷は欲しい」という言葉を残しているが、天国より

も大事だと言える故郷を奪われた、追われてしまった多

くの皆さんがいる、というのが私の率直な感想だ。避難

している方にお話を伺った中で、自分は戻れるかもしれ

ないけれども、そのときに孫を呼べるだろうかと、放射能

の不安からそうした言葉を発せられる方々に接した。日

本人だけでなく世界中の誰もが、この３・11 までの考え

方や価値観から、事故を教訓にして大きく変わっていか

なければいけない。そして新しい政策、新しい社会を実

現していかなければいけない。そうした確信を持って私

は帰ってきた。 

 

多くの方々が、あの事故を踏まえて原発に依存しない

社会を作りたいという思いを持っておられる。故郷を奪

われるような、そして何年も故郷に帰れないような、こう

した事故を起こすリスクのある原子力発電からは 1 日も

早く脱することのできる社会を作っていく。そのために国

民一人一人が思いを一つにして協力をしていく。その大

きな方向性を政府として指し示すのが、今私がこの立場

で仕事をさせていただいている、その使命であると考え

ている。そうした思いにたって、私は議長として政策をま

とめていきたいということを、 初に申し上げたい。 

 

同時に私は、国家戦略会議の方で、先に、日本再生

戦略を総理のもと取りまとめさせていただいた。この中

では、グリーン成長戦略を も重要な日本の成長戦略と

して位置づけた。皆様ご存知のように日本社会はバブ

ル崩壊以降、長期に渡る低迷の状況にある。この大き

な原因は、人口が減少し始めて、また世界で も早いス

ピードで高齢化が進んでいることだ。こうした状況の中で、

これまでの従来の延長線上では大きな成長率の伸びを

期待することはできない。しかし過去、他の国を振り返っ

てみると、そうした長期の低迷から大きなイノベーション

を実現することによって、成長率を飛躍的に高め、それ

によって新たな経済成長を実現した国がある。直近で見

ればそれは 90 年代のアメリカだと私は思う。 

 

先ほど私は孫会長のお話を伺っていて、二十数年前

に孫会長が情報通信の世界でお話をしていた姿を思い

出した。アメリカは 90 年代初頭まで長期の経済低迷に

なり、もはやアメリカの時代は終わったと言われた。しか

し、90 年代に入り、あのクリントンとペアを組んだゴアが

情報ハイウェイ構想というものをぶち上げて、IT 革命を

指導した。そのことによってアメリカは新しいニューエコノ

ミーという時代になり、成長率が飛躍的に高まった。90



年代後半から 2000 年代のアメリカの経済成長はまさに

この IT 革命によってもたらされたものだ。 

 

私が日本再生戦略の中でグリーン成長戦略を も

重要な戦略として位置づけたのは、まさにこのグリーン

エネルギーの分野が、情報通信の分野と同じように非

常に潜在力があって、むしろこの分野を開拓することこ

そが様々なイノベーションを実現し、長きにわたって低迷

している日本の潜在的な成長率を大きく飛躍させること

ができる、その可能性があると、考えたからだ。 

 

この IT 革命とそして私たちが目指しているグリーンエ

ネルギー革命、実はこれが非常に似た構図である。孫

会長の話にもあったが、再生可能エネルギーについて

は、まだまだ多くの方々が、そんなに大きく拡がるのかと

いう疑問を持っておられる。しかしそのことは、あの IT

革命によって情報通信の分野で私たちの生活に大きな

革命的な変化が起きたことを考えれば、このグリーンエ

ネルギーの分野においても、同じような革命的な変化と

いうものが実現できる、そうした潜在力を持っているとい

うことをご理解いただけると思う。今日は簡単にそのこと

を申し上げたい。 

 

今ご覧になっていただいているのは(ppt. A-2)、IT 革

命前の通信の分野、そして今現在のエネルギー分野の

状況だ。これを見れば分かるように、極めてよく似た構

図になっている。先ほど私が孫会長の話を聞いて、二十

数年前の情報通信のときの孫会長のお話を思い出した

のは、まさに、この構図がそっくりだからではないか。 

 

この IT 革命の真実は、皆さん方がこれを見ていただ

ければ分かるが(ppt. A-3)、わずか 20 年前には、携帯

電話が今のように小さくなる、また通信だけじゃなくて動

画も撮れる、それを送れる、メールもできる、インターネ

ットもつながる、このようなことは誰も考えなかったわけ

だ。90 年代の初頭に今のような状況を想定できた人は

誰もいなかった。しかし IT 革命によって携帯電話も爆発

的に普及し、2000 年代に入ってからはスマートフォンが

普及し始めて、今やこの 20 年前には全く想定できなか

った社会が実現している。イノベーションがイノベーショ

ンを生んで、新しい産業というものを次々に生み出して

いる、まさにこれが IT 革命によって起きた真実だ。 

 

私はこれと同じようなことが、グリーンエネルギーの分

野でも起きる潜在的な可能性が十分にあると思う。政府

としては、その潜在力を発現させるための政策を取るこ

と、そのことが日本の長期にわたる低迷を乗り越えて新

たな成長を実現する、その鍵になっていくと考えている。

ここには、その IT 革命とグリーンエネルギー革命、この

実現後の対比というものを示させていただいているが

(ppt. A-4)、これを見ていただければ分かるように、イン

ターネットで実現をしたことは、これから目指すグリーン

エネルギー革命で同じような形で実現することが十分可

能であるとご理解いただけるのではないか。 

 

この IT 革命実現の中心となったインターネットは、今

度のグリーンエネルギー革命で言えば、スマートグリッド

であり、国際連系だ。またいわば携帯電話に類するのが

電気自動車であり、燃料電池車である。新たなこうした

分野を、イノベーションの連鎖を実現することによって達

成していく。私どもは今、そうした視点からグリーン成長

戦略というものを取りまとめさせていただいた。 

 

私の元で取りまとめさせていただいたグリーン成長戦

略パネル、今中間とりまとめだが(ppt. A-5)、その大きな

柱は、原発からグリーンへ、そして家庭・企業が主役とな

って分散ネットワーク型のシステムを作っていくエネルギ

ーシステム改革、そしてこの日本が今直面している、制

約をバネにして、国内だけでなく世界の市場にも、これ

から実現をするグリーンエネルギー革命の成果を拡大し

ていく、そうした大きな国家戦略としての成長戦略として、

このグリーン成長戦略というものを作っていきたいと思う。

年末には、グリーン政策大綱を策定する予定だ。 

 

こうしたグリーン成長戦略の実現は、原発に依存しな

い社会を創るために必要不可欠であるとともに、このこ

とによって日本の社会を大きく変える、そしてこれまで低

迷していた経済を大きく前進させることのできる、キーコ

ンテンツにもなっていく。そのためには国民の１人１人の

皆様方の意識を変革と参加が必要不可欠だ(ppt. A-6)。 

 

本日より、「始めよう！ “グリーンエネルギーの社会”」

という新しいホームページを立ち上げて、国民の皆様と

一緒になって、新たなグリーンエネルギー社会を実現す

るための呼びかけをさせていただくつもりだ。皆さんと一

緒になってグリーンエネルギー革命を実現する。あの事

故を踏まえて私たちが変わった姿を世界に対しても示し

ていく。そのことが、長期の低迷に苦しんできた日本の、

新しい時代をリードしていく日本再生の大きな一歩にな

っていくと、私は確信している。 

 

この大きな歩みを国民の皆さんとともに歩んで参りた

いと思うので、今日お集まりの皆様を始め、多くの皆様

方のご賛同、そしてご協力、そして何よりも皆様方の参

加を心よりお願い申し上げて、私の話を終わる。どうもご

静聴ありがとうございました。 

 

○ 新原浩朗 

資源エネルギー庁の省エネルギー・新エネルギー部

長を拝命している新原です。 

 



自然エネルギーの中で、電力規制改革の問題もでて

くるが、日本がどういうモデルを新しく作り得るかという

点を中心にお話をしたい。 

 

言うまでもないが、日本は再生可能エネルギーの導

入が非常に遅れている。１割と言われているが、その大

半は水力。それ以外は１％しかないわけだ。これは先進

国の中でも非常に少ない水準ということになる。それで、

今年の７月１日に固定価格買い取り制度が入った。それ

によって飛躍的に拡大をするために、規制改革や支援

策と併せて、今年から大きな変革点にしたい。 

 

今のいろんな議論の中で、再生可能エネルギーって

高いじゃないかという議論がある。 (ppt. B-3 の)右側の

ところを見ていただくと、kWh あたりのコストがいくらかか

るかが書いてある。原子力は、ご案内の通り、事故後は

おそらくコストは非常に高くなっている。これはあまり対

比にならない。火力とか水力を見ていただくと、だいたい

10 円/kWh ぐらいだ。それで再生可能エネルギーの方を

見ていただくと、そこに対応する部分っていうのは実は

ある。地熱と風力だ。で、太陽光は確かに 30～40 円ぐ

らいだ。ここは固定価格買い取り制度を入れることでマ

ーケットを作って、この値段を下げていきたいと思う。し

かし他の再生可能エネルギー、地熱とか風力について

は、十分対応しうるところまでコストは落とせると思って

いるわけだ。 

 

今、原発がゼロになるかどうかだけが焦点になってい

るが、今の３つのシナリオの中で、この再生可能エネル

ギーの比率のところをちょっと見ていただくと(ppt.B-4)、

風力がかなり伸びる構想になっている。これは私のとこ

ろでも議論して、こういう構造にしたわけだが、将来の供

給構造としてできるだけコストが低い形で再生可能エネ

ルギーを拡げていきたいと思っている。従って、ゼロの

場合だと再生可能エネルギーで 35％を想定するわけだ

が、風力をどう入れていくかが、将来的には大きい。 

 

孫会長は野球の球団を持たれているが、分かりやす

く言うと、４人の先発ピッチャーを組まなきゃいけないわ

けだ。開幕投手は、水力。ただこの水力は、かなり年を

取ってきており、伸びしろがあまり見込めない、でも圧倒

的な量は今あるので、これが開幕投手。で、２番目は今

伸び盛りでバブルになっている、私はそう思っていない

が、太陽光というのがある。 

 

人によってはそこで止まってしまって、コストが高いと

か、量はもうこれで大量に稼げるじゃないか、とこういう

ことになるんだが、全体の構成でいうと、3 番目、４番目

の先発ピッチャーがどうしてもいる。それが、風力と地熱

だと思っている。水力で 35％ぐらい稼ぎ、２番目の太陽

光と風力で 20％ぐらいずつくらい稼ぎ、地熱も本当はや

りたいが、自然公園の問題があるので 10％ぐらい、とい

うような構造を、どうしても創り上げなくてはならない。 

 

太陽光発電は、一部の方から、「屋根に全部貼るなん

てことはできるわけない」という議論がある。その根拠に

なっているのはこの数字であって(ppt. B-5)、15％シナリ

オと０％シナリオでは、それぞれ住宅で年間 186 万 kW、

212 万 kW が必要だと想定している。これができないか

どうか、ということだが、今年 7 月１日から FIT を施行し

たが、半年で既に 150 万 kW 入っている。186 万 kW は

そんなに難しい数字ではない。(ppt.B-5) 

 

今ちょっと足元のところをお見せする(ppt. B-8)。これ

が FIT 導入後の再生可能エネルギーの拡大量だが、今

年度だけで、2200 万 kW。今まで 1950 万 kW のところが、

7 月以降施行しただけで、2200 万 kW ぐらいまで拡大す

る見込みだ。その中で太陽光のところは、規制とかがな

く、短期間でできるので、400 万だった住宅太陽光はプ

ラス 150 万 kW で、1.4 倍ぐらいにまでなっている。非住

宅メガソーラーも、それまでの 80 万に 50 万足されると

いう状態だ。これが初年度、しかも 7 月以降ぐらいだ。と

いうことで、私はこの太陽光のところは決して難しくない

と思っている。 

 

で、1200 万戸全部貼るのか、ということだが、そんな

ことは申し上げてなくて、今のパネルで 1200 万戸までは

貼れるということを申し上げている(ppt.B-9)。 そうすると、

建築基準法で、新しい家についてはどんどん新しい基

準の物が入ってくるから、１年間に 40 万戸改築される。

そうすると 2030 年段階では、今は載せられないと言って

いる 1000 万戸のうち約半分が新しい基準の物に入れ

替わるわけだ。だから全部貼るということを言っているわ

けではない。それから当然ビジネスだから、太陽光パネ

ルをどんどん軽量化する開発が進んでいる。ということ

で、ここについてはそんなに難しくないと思っている。 

 

二つ目は、電力規制改革ともからむ部分だが、風力

である(ppt. B-6)。ここは非常に数字が積んである。25

シナリオからゼロシナリオに向けて、1760 万、3490 万、

4755 万。ちなみに、今の風力が 250 万。ここは、構造的

に変えることを考えているわけだ。 

 

そんなことができるのかということだが、北海道・東北

管内は、大量の申し込み者が今ある。その数字をちょっ

とお見せするが(ppt.B-12)、今、既連系量と言っている

が、北海道電力・東北電力に対して、その風力でつない

でいるものが 28 万 kW、55 万 kW それぞれある。それに

対して、固定価格買い取り制度で繋ぎたいと私どものと

ころに言ってきている事業者が、北海道で 187 万、東北

で 324 万。事業者だから、元々電線がないと思っている

ところに希望なんか出さないわけだ。ということは、北海



道の場合にはそもそも電線がないところがいっぱいある

から、北海道の規模ってものすごく大きい。それに対して、

電力会社が今つなげると言っている上限値が 56 万、

200 万なんだが、56 万マイナス 28.9 万の分しか新規に

引き受けられないと、北海道は言っている。 

 

これが系統線問題というものだ。北海道と東北で

3000 億円くらいの投資をすると、実はこの 1760 万 Kw く

らいはほぼ完璧にカバーできる。ところが電力がお金が

ないとか、なかなか投資があれだっていうふうに言って

いる。そこで、我々の構想は、普通の民間企業に入って

いただいて、電線を引いて、それで電事法上の規制プロ

セスをクリアーする。そして、ちゃんと料金を取って、回

収をしていくというようなシステムを電力のところに持ち

込んでいいんじゃないかということだ。 

 

さっき孫会長からも話があったが、この国の大きな変

革点では、必ず新規参入業者が入ってきて変わってい

るので、そういうビジネスモデルをここに持ち込んでしま

おうと思っている。これによって地内系統線というローカ

ル線、北海道と東北地区の地内系統線の問題はクリア

ーする。 

 

さらに、地域間連系線が要る。例えば、北海道と東北

の間などの幹線だ。この半年ぐらいやってきて思うのだ

が、電力会社はある意味すごくまじめで、どんな時も同

じ値段で必ず供給することを誇りにされているので、す

ごく余らせる。いろんなところで。絶対にショートしないよ

うにする。これは言い換えると効率が悪い。で、送電網

のところで本当にギリギリ、いざというときには抑制をか

けてもいいよ、という状態でどこまで今の送電線で使え

るのかは、実は検証されていない。検証されないまま、

世の中で何百億円の投資が要るとかいう話が出てくる。

本当は、その検証をした上で 低限どれだけの投資が

必要なのか、出さなきゃいけない。ドイツの場合は、2020

年 35％達成のために、５月に 10 年間で 200 億ユーロ

の投資をするという４送電会社の投資計画が出た。我々

もこういう計画を立てなきゃいけない。 

 

もう一つ、再生可能エネルギーについて問題になるの

は、変動するじゃないかという議論だ。ヨーロッパの場合

は、火力や水力などを使ってカバーしていく。変動に対し

て、なかなかその電力会社の収益性を確保できないじゃ

ないかという議論だ。日本の場合には、非常に短期的な

問題でいくと、蓄電池技術というのがある。(ppt. B-13) 

これは実際に北海道にあるメガソーラーの発電所だ。左

棟のところに NAS 電池という物がくっついている。この

電池で、どれくらい平準化できるか考えてみると、実際

にこれは計測したものだが、青が太陽光の発電量。緑

が NAS 電池の作動量。で、この場合は、発電所に対し

てだいたいその 3 割ぐらいの蓄電池を入れたが、それで

も赤ぐらいまで平準化できる。これ実は発電所の容量の

５割まで入れると、90％フラットになることが確認されて

いる。ただ、コストがかかるという議論がある。NAS 電池

で kWh４万円だが、これを揚水発電でやると、2.3 万円だ。

我々も今回から技術開発プロジェクトをたてて、この 2.3

万円で開発してくださいとメーカーにお願いしている。何

社か今検討されている。これで蓄電池のコストを圧倒的

に下げたいと思っている。 

 

ただ、長期的には、もう一つ問題がある。さっきの系

統線利用の関係が非常に効率が悪いと申し上げたが、

実は全部、電力会社で責任を負って調整することになっ

ている(ppt. B-15)。しかし世の中の大半のビジネスモデ

ルは、需要家側でも調整する。電力においても、料金が

変動すると需要家側で調整する余地が生まれるわけだ。

これまでのプログラムは基本的に料金が全部同じ、均

一の料金だから調整する意味が需要家側にはなかった。

需要家側でも調整機能を担ってもらったらどうか。料金

なんか変えたって需要なんか変わらないんだ、という議

論もある。しかし、実際やってみるとそんなことはない。 

 

これは、北九州の一部の地区で新日鉄さんが九州電

力から配電網を全部譲り受けて、全く治外法権地区をつ

くった様子(ppt. B-16)。新日鉄の供給地区なので、ここ

の中では住宅だろうが工場だろうが、全部新日鉄が供

給している。230 世帯の家庭と 50 事業者があるが、そこ

で実際にスペインのように、全部の再生可能エネルギー

を繋いで、そして翌日の需要状況を予測して、電力料金

を変動させている(ppt.B-17)。変動のプログラムがこれ

だ(ppt.B-18)。ピークタイムは、5 月から 10 月で 13 時か

ら 17 時、レベル１からレベル５までの料金テーブルが用

意されている。前日に明日の料金はこうなるよ、と各家

庭に通知する。事業所については翌日の２時間前まで

変動させる。それでやってみた。７月５日、今年の夏だが、

暑くなってきたのでレベル２を発動した。実際どうなった

かというと、11％省エネになった。翌日さらに上がると思

ったので、本来ならばエネルギーの使用量が増えるとこ

ろでレベル３を発動したところ、26.4％の省エネになった、

ということだ。 

 

実際に料金を変動させなくても、今度は豊田市の場

合だが(ppt.B-20)、中部電力さんから供給されていて電

力料金はフラットだが、それに対して、Edy の買い物ポイ

ントを使って、煩かん期とゆるやかになったときで、ポイ

ントのやり取りをした。これは電気事業法になんにもひっ

かからない。中部電力の普通の上にのっけただけ。それ

でどうなったかというと「見える化」だけをする、簡易的な

家庭向けエネルギー管理システム(HEMS)を導入するだ

けで８％くらいの省エネだったが、このポイントを変動さ

せると、30％節電になった。 

 



というわけで、需給は、インセンティブを変えると変動

ができるわけだ。我々は無理な規制を 後にやろうとは

思ってなくて、こういうところでつじつまを 後に合わせ

ていきたい。普通の企業の普通の考え方を、ある程度こ

の世界に持ち込むとコントロールができる、と思っている。

そんなところで将来の日本の新しいモデルをつくりあげ

て、ゆくゆくは海外に輸出できるようにできればいいなと

思っている。 
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ディスカッション 1 

世界的な自然エネルギーの大躍進 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大林 ミカ 

孫会長および資源エネルギー庁から、日本には自然エ

ネルギーのポテンシャルがあり、想定される問題について

も克服する力があるというプレゼンテーションをしていただ

いた。 

 

では世界の状況はどうなのか。先進的に自然エネルギ

ーを導入し成功しているドイツ、デンマーク、中国の新しい

取り組みと共に爆発的に普及している現在の状況をご説

明いただく。 

 

まず、ドイツ連邦環境自然保護原子力安全省より出向

されている、在日ドイツ大使館のクリスティーネ・ワシレフ

さんからお話しいただく。 

 

○ クリスティーネ・ワシレフ 

気候変動の防止とエネルギーの安全供給は、人類にと

って も難しい課題だ。再生可能エネルギー、省エネ、よ

り効率のよい技術の利用は、それらの課題の克服への主

要戦略である。世界中で 66 カ国が再生可能エネルギー

の目標値を設定している。そして多くの国々が、エネルギ

ー供給における再生可能エネルギーのシェアを増やすた

めに政策手段をとっている。ドイツにおいても、幅広い政

策手段が、連邦政府、州、そして地方自治体のレベルで、

再生可能エネルギーを増やすために使われている。 

 

ここで 初に、いくつかの事実を述べたい。 

 

再生可能エネルギーセクターの拡大は、ドイツとヨーロ

ッパにおける気候変動政策やエネルギー政策の鍵となる

要素だ。EU 指令では、EU メンバー国に法的拘束力を持

つ再生可能エネルギー目標値が設けられている。ドイツ

の再生可能エネルギー法である EEG 法は、目標値に向

かって効率よく邁進するための重要な政策手段として高

い評価を得ている。ドイツではこの EEG 法によって FIT が

施行され、これによって技術別に設定された固定買取価

格、送電網へのアクセス、そして送電網の拡大の義務が、

再生可能エネルギーの拡大の成功に貢献する中核要素

となってきた。連邦政府が発行した EEG 法進捗報告書の

中でも、高く評価されている。これらの中核要素を手放す

ことは、投資と再生可能エネルギー拡大の減少を意味す

る。 

 

エネルギーミックスと電力ミックスを見てみると（ppt.Ｃ-

4）、2010 年のドイツの総電力消費の 17％を再量生可能

エネルギーが占めている。下の図で 2011 年を見てみると、

再生可能エネルギーは総電力消費量の 20％を占めてい

る。風力が も多くて８％を占め、それをバイオマスが６％

で追っている。太陽光は３％で、水力も似通ったシェアに

なっている。 

 

ここで私が強調したいのは、2011 年３月、ドイツでは９

カ所の原子力発電所が送電網からはずされたことだ。そ

の後、2011 年７月の原子力エネルギー法改正で操業許

可を失い、その結果、原子力発電のシェアは、2010 年の

22％から 2011 年には 18％に下がった。原子力のシェア

は段階的に下げられていくのだ。では 2020 年のエネルギ

ーシェアの予測はどうなっているだろうか？再生可能エネ

ルギーはドイツの総電力消費量の 47％に伸び、原子力エ

ネルギーのシェアは１％になると予測される。そして 2022

年に原子力エネルギーのシェアはゼロになる。 

 

電力はエネルギー市場の一部にしかすぎず、その他に

熱生産と燃料消費がある。エネルギー市場全体では、再

生可能エネルギーは 終エネルギーの 12％を占めてい

る(ppt.Ｃ-5)。ドイツの冬は長く寒いので、暖房は各家庭で

重要。直接燃料を燃やすことで熱を作ることが多く、ここは

電力を暖房にも使う日本との大きな違いだ。 

 

では、他のセクターでの再生可能エネルギーはどうなっ

ているだろうか？熱生産における再生可能エネルギーは

2011 年に 10.4％だった。運輸セクターでは、日本に比べ

て電気化は進んでいない。このセクターでの再生可能エ

ネルギーはバイオ燃料ということになる。総燃料供給に占

めるバイオ燃料供給量は少し減少し、5.6％にしかなって

いない。これはバイオディーゼルにかかる税の優遇措置

が段階的に減少したせいだ。これに対してドイツでは、

2020 年までに 100 万台、そして 2030 年までに 600 万台

の電気自動車を普及させる目標値を定めている。 

 

ここで将来の展望について見てみよう。 

 

クリスティーネ・ワシレフ（駐日ドイツ大使館 環境担当参事官） 

ラルス・ゲオルグ・ヤンセン（デンマークエネルギー庁国際部チーフアドバーザー） 

リー・ジュンファン（中国再生可能エネルギー産業協会事務局長） 

モデレーター：大林 ミカ（自然エネルギー財団ディレクター） 
 



電力供給と 終エネルギーの供給に関して、ドイツ再

生可能エネルギー協会が 2020 年の予測を立てている

(ppt.Ｃ-6)。再生可能エネルギーは 28％の 終エネルギ

ーをカバーするとされている。電力供給では先にも述べた

ように 47％だ。熱の生産では 20％で、運輸のセクターで

は 18％となる。これをどうやって達成するのか。現行のシ

ステムを保持しつつ、その時々の課題に応じて改良する

必要がある。効率化を進め、新たなポテンシャルを探求し、

現行のシステムを近代化することで、再生可能エネルギ

ーはダイナミックに発展していけるはずである。 

 

一つ一つのセクターを見ていくと(ppt.Ｃ-7)、風力は

2020 年も、電力供給量において 大のセクターだろう。

1490 億 kWh の電力を供給し、ドイツの総電力供給量の４

分の１を占めることになる。バイオエネルギーでは、9.3GW 

となり、電力供給は 540 億 kWh で今の２倍になる。この分

野ではバイオガスが一番多く、それを固形バイオ燃料が

追いかけ、かなり離れて液体バイオ燃料が続くという構図

だ。太陽光発電は 400 億 kWh に増加する。水力は、2009

年から導入された EEG 法の新しい経済インセンティブに

よって小水力で大幅に増加すると考えられている。大きな

発電所への投資もより魅力的になり、燃料費の高騰がこ

れに拍車をかけると考えられている。ドイツにおける地熱

の貢献は小さいものだ。現在は約７MW の設置量で、年間

１億５千万 kWh の発電量だ。しかし、ここでも普及は進む

と考えられ、深部の地熱を使ったプロジェクトで、2020 年

までに 600MW の設置量と 40 億 kWh の発電量が見込ま

れている。地熱においても様々な試みが行われようとして

いる。 

 

再生可能エネルギーの普及は、化石燃料と原子力の

必要性を縮小させる。ドイツでは、2007 年から 2020 年へ

の電源別の発電量の変化を、天然ガスでは 75TWh から

65 TWh へ、無煙炭では 145 TWh から 114 TWh、褐炭で

は 156 TWh から 99TWh、そして原子力発電を 141 TWh

から９TWh と予測しており(ppt.Ｃ-8)、再生可能エネルギー

の大幅な増加が見込まれている。 

 

再生可能エネルギーの推進力は何だろうか？  

 

ドイツ環境省の統計によると、再生可能エネルギーの

発電所建設に対する 2011 年の投資額が 220 億ユーロに

のぼった(ppt. Ｃ-10)。2010 年はさらに多かった。これらの

投資は、電力事業者、設備のサプライヤー、職人、貿易、

サービスセクターへの付加価値を増やしたと考えられてい

る。中小企業やトレーダー、そして農業、林業セクターへ

の付加価値もある。 

 

もう一つの推進力は、再生可能エネルギーにおける雇

用の増加である(ppt.Ｃ-11)。2009 年には再生可能エネル

ギーセクターで 30 万人の雇用があった。面白いのは、こ

ういった雇用が、失業率が高く経済的に弱い、雇用が も

必要とされている地域で創出されたことである。 も雇用

が多かったのは、バイオエネルギーのセクターの 10.9 万

人以上であり、風力が 8.7 万人、太陽光発電セクターでは

約 8 万人の雇用があった。2020 年には再生可能エネル

ギーセクター全体で、50 万人の雇用が見込まれている。 

 

次に、誰が再生可能エネルギー設備を所有しているの

かを見てみよう。 

 

こちらのスライド（ppt.Ｃ-12）は、2010 年時点の、再生可

能エネルギーによる発電設備の所有者を示している。ドイ

ツの再生可能エネルギーは人々の手にあることがわかる

だろう。半分以上の発電設備は、農家を含む民間の人々

に所有されている。新しい所有モデルもうまく作られ、組合

や市民ウィンドパーク、地域住民や基金が所有して再生

可能エネルギー発電所を所有している。ここで面白いの

は、ドイツの大型発電業者４社が、再生可能エネルギー

発電設備の 6.5％しか所有していないことだ。 

 

今後の課題はコスト面だろう。ドイツのコスト分布だが、

こちら(ppt.Ｃ-15)はドイツの家庭の電力料金で、次のスラ

イド（ppt.Ｃ-16）は送電網における課題を示している。 

 

○ 大林 

 一つ質問させていただきたい。ドイツでみると 2020 年で

だいたい日本の 2030 年の 60％くらいの電気消費量にな

っており、風力がその 19％を担うので、日本の 9％くらい

とだいたい同じくらいの量が 2020 年に導入されることが

目標とされている。太陽光で言うと 2030 年に日本は７％

といっているので（原子力ゼロシナリオベースを前提とす

る）2020 年には日本で目標としているレベルの半分くらい

が既に導入されていることとなる。 

そういう意味では、日本はドイツの成功に学ぶべきこと

が多くあるが、一方でドイツでの固定価格制度の変更に

ついて、同制度が失敗だったのではないかと日本で喧伝

されている。そのことについて、将来の見通しを政策的な

アプローチからご紹介いただきたい。  

 

〇ワシレフ 

政策はこれまでの方向性で進められる。もちろん将来、

EEG 法が適応していく必要はある。まだ具体的な計画は

ないが、政策手段は現状に適応して改善されていくことに

なる。10 分で話しきれる内容ではないが、多くの小さい要

素で再生可能エネルギーコンセプトを推進していく。本日

は住宅セクターについて話せなかったが、ここでは暖房コ

ストにおける改善の余地が大変大きく、再生可能エネルギ

ーで暖房を賄えるかどうかが鍵となる。断熱性の向上でエ

ネルギーの利用効率を上げることもできる。つまり多くの

小さな手段の積み重ねが必要なのだ。省エネはそういっ

た多くの手段の一つである。そして日本では、消費者がエ



ネルギーの価値を認め、変化を受け入れることが重要で

あろう。消費者一人一人が、自分も再生可能エネルギー

戦略の担い手であると認識することで、この新しいアイデ

アを推進していくことができるのだ。 

 

○ 大林 

それでは次にデンマーク・エネルギー庁のヤンセン氏の

話を伺いたい。デンマークは 40 年前に日本と同じように

ほぼ 100％の化石燃料を海外から輸入していた。ところが

今は 100％自然エネルギーで自立していくという目標を持

っている。ヤンセン氏、どうぞ。 

 

○ ラルス・ゲオルグ・ヤンセン 

世界は、昨年３月以来日本を見ている。 初に我々か

らのお悔やみの言葉を述べさせていただくが、今は日本

が目指す新しい方向性と勇気に賛辞の言葉を送りたい。

本日私は、デンマークのエネルギー政策や数字のみなら

ず、なぜ我々がそういった方向性を取っているのか述べた

いと思う。 

 

まず 39 年前の事から始めよう。 

 

その頃の第一次石油ショックで、日本とデンマークは、

エネルギー供給を輸入に頼るという非常に似通った状況

にあった。デンマークは当時、非常に厳しい経済危機に見

舞われ、失業も深刻な問題であった。日曜日はノー・カー・

デーとなり、運転が禁止された。このスライド（ppt.Ｄ-2）は

当時のデンマークの道路。日曜日に運転を許されていた

のはパトカーだけだった。日曜日はどこにも行けず、私は

兄弟と家で遊ぶしかなかった。それ以降デンマークがたど

った道をみると、このような危機から抜け出す方法がわか

る(ppt.Ｄ-3)。今日、デンマークは、単位 GDP 当たりのエ

ネルギー消費量が EU で 少である。水力発電がないに

も関わらず、電力供給に占める新しい再生可能エネルギ

ー発電の割合が世界一であり、世界随一の効率性を誇る

クリーン・コール・テクノロジーを持ち、エネルギー技術の

輸出率が OECD で 大である。これはビック・ビジネスだ。

他の国にとってもビッグ・ビジネスになり得るだろう。 

 

次にここ 40 年間のデンマークのエネルギー消費量を見

てみよう。 

 

ここ（ppt.Ｄ-4）に示されているように、我々はエネルギ

ー消費の大部分を輸入石油に頼っている状態から、様々

なエネルギー源のミックスに変化させてきた。一番上が再

生可能エネルギーで、今は、再生可能エネルギー、天然

ガス、石炭、そしてオイルのミックスとなっている。オイル

が使われているのは明らかに運輸セクターで、ご覧の通り、

単一のエネルギー源から多様なエネルギー源への変換

がなされてきた。将来は再生可能エネルギーの部分がも

っと大きくなる。 

さらに再生可能エネルギーは、風力のみでなく、他の技

術やエネルギー源がある(ppt.Ｄ-5)。麦わら、木材、バイオ

ガス、廃棄物やヒートポンプなども入っている。重要なの

は､一つの技術のみに集中しないこと。技術のミックスが

重要で、組み合わせたほうがうまくいく。 

 

なぜデンマークはこの道を進んできたのか？  

 

デンマークには主に四つの牽引要素がある(ppt.Ｄ-6)。

全て、国際的なエネルギー政策と共通したものである。す

なわち、エネルギー安全保障、経済発展、環境の優先課

題、そしてエネルギーの安全性である。どれか一つが他

の三つより重要というものではなく、四つ全てを一緒に進

めるべきものなのだ。 

 

現在のグローバル・トレンドと我々を突き動かしている

不確定要素を見てみよう(ppt.Ｄ-7)。まず初めに、安い石

油の時代は終わったということだ。石油が再び安くなると

考えている者は、世界中にいない。これには多くの、技術

的経済的な理由があるが、今日は深くは述べない。次に、

天然ガス全盛の時代を迎えようとしているのか？可能性

はある。しかし国際的な価格、供給体制、環境影響などを

めぐり不確定要素が多い。では石炭についてはどうだろ

う？世界中には石炭が豊富にあるが、今後も引き続き豊

富で安いままだろうか？そうはいかないだろう。中国の石

炭需要の２年分の増加量は、EU 全体の石炭消費量に匹

敵している。また、気候変動への影響は？気候変動対策

を講じたいなら、石炭に頼るわけにはいかない。そして、

原子力をめぐる不確定要素もある。これは日本では言わ

ずもがなであろう。新興経済国のエネルギー需要急増も

ある。しかも、OECD 諸国のエネルギー需要も相変わらず

高水準だ。 

 

では次に、デンマークが化石燃料からの脱却を進める

方向性を決めた四つの理由を述べることにしよう(ppt. Ｄ-

8)。 

 

初は経済性。再生可能エネルギーが安いとは誰も言

わない。しかし他の道を選んでも安くない。原子力は安く

ないし、化石燃料も安くない。エネルギーは安くないのだ。

我々は、再生可能エネルギーが化石燃料よりも高いとは

考えていない。次は予測可能性だ。特に企業活動には予

測可能性が重要だ。我々は、企業や消費者が予測しやす

い価格を設定したいと考える。しかし化石燃料に依存する

限り、将来の価格は予測できない。そして、政治的独立も

欲しい。世界では誰が石油や天然ガスを持っているのだ

ろうか？石油や天然ガスを持っていない者は、政治的独

立性を持っていないのと同じである。そして環境。我々は

今、世界的に 3.5-6℃の気温上昇に向かいつつある。これ

は環境的な大惨事だ。 

 



デンマーク政府は、2050 年までに再生可能エネルギー

でエネルギーを 100％供給するというビジョンを描いてい

る。電力と暖房については、2035 年までに再生可能エネ

ルギー100％を達成することを目指す。この図にあるよう

に（ppt.Ｄ-10）、できる限りエネルギー効率を高めて省エネ

を進めると同時に、再生可能エネルギーによるエネルギ

ー供給を高めることが鍵となる。どちらもやるべきことが山

積みである。 

 

再生可能エネルギー100％の社会にするために、鍵と

なる要素がいくつかある(ppt. Ｄ-11)。まず、電力を主なエ

ネルギー担体にすることだ。風力とバイオマスを主なエネ

ルギー源にし、周辺地域との強固な相互接続を確保する

ことも重要だ。デンマークは小さい国だが、隣国のドイツ、

スウェーデン、ノルウェーとの強い連系があり、国内の連

系も充実している。「孤島」でないことが重要なのだ。また

我々は、熱併給型コンバインド発電プラント（CHP）と地域

熱供給システムの高い普及率を誇っており、これらはエネ

ルギー効率を上げる 良の手段でもある。そして我々は

常に、小さな箱の中ではなく、システム全体がうまく機能す

る方法を考えている。 

 

こちら（ppt.Ｄ-12）は 2020 年の目標値だ。そのために発

生する平均的な家庭への負担は、2020 年に年間約 175

ユーロとなる計算だ(ppt.Ｄ-13)。一週間あたり各家庭で３

ユーロの支払いとなり、これはマクドナルドのハンバーガ

ーと同じ値段である。つまりマクドナルドのハンバーガー

に支払うのと同じコストでエネルギー革命を起こすことが

できるのである。これには価値があるか？ 私ならば「もち

ろん、やる価値がある」と答える。革命のコストとしては安

いと思う。 

 

先ほど述べた通り、エネルギー源のミックスが重要であ

る(ppt.Ｄ-14)。デンマークは風力だけと考えていらっしゃる

かもしれないが、実際は他のエネルギー源もいろいろあり、

相互にうまく調和している。 

 

また、政策的に長期戦略を持つことも重要だ(ppt.Ｄ-15)。

先ほどトーマスが言った、｢今日やることに関する決定が

重要｣という意見には賛成だが、「後で修正ができる」とい

う意見には賛成しない。というのは、エネルギーセクターで

の決定は、長期に渡って影響を持つ。どんな発電所でも、

一度建設すれば 20 年から 30 年はそこに存在するし、下

手をすれば 50 年から 60 年残る。つまり、今日、あるいは

この 10 年間で下す決定は、次の 60 年間の方向性を決

めるのだ。こういった決定は覆らない、発電所が建設され

れば、すぐに壊されはしない。 

また、助成の対象は費用対効果の高いものに絞り、過

剰な助成は避けている。これは非常に重要なポイントだ。

化石燃料へのエネルギー税もある。望ましくないものに税

をかけ、望ましいものに助成金を払うのだ。これは経済的

なインセンティブとなっている。また適切な法整備を行い、

長期に渡る計画立案の枠組も設け、予測可能性を高めて

いる。そして強い国家と市場の組み合わせもある。 

 

デンマークは化石燃料からの独立に向けた転換を決定

した。簡単な道ではない。経済政策の変換を伴う転換は、

総じて困難なのだ。かなりの規模の投資が必要になる。し

かし同時に実現の方法はいくつかあり、「安全策」もある。 

 

では、経済的負担はどうだろう？経済全体として見れば、

転換に伴う悪影響はほとんどないか、あったとしても限定

的だろう。もちろんあらゆる転換時期には、勝者と敗者が

生まれる。生き残るものが新たな環境に適応し、さらに新

しい環境を作っていくのだ。 

 

この転換は技術的にも実現可能だ。これは重要なこと

だ。多くの人が「そんなことできない」と言うが、デンマーク

は、現レベルまで再生可能エネルギーを増やすのが技術

的に実現可能だと証明してきた。さらなる前進も可能だろ

う。化石燃料よりうまくいく代替エネルギーは存在するの

だ。 

 

もう一つ重要なことは、転換は新たな事業機会をもたら

すということだ。デンマークには再生可能エネルギーを生

業とする多くの企業が存在する。日本にも、世界の再生可

能エネルギー界をリードする企業がある。前途は洋々とし

ている。 

 

後に多くの言葉より写真をお見せしよう(ppt.Ｄ-17)。

左は、私が生まれた頃以前の風車、右はそれ以後の風車

だ。そして今日の風車は、この写真のようなウィンドファー

ムだ(ppt.Ｄ-18)。これはデンマークで４番目に大きいウィン

ドファームである。つまりデンマークには、これより大きい

ウィンドファームが３つある。これは２MW の風車が 80 基

あるにすぎない。今は 200 基以上のウィンドファームがあ

る。これが現在の風車、発電所の姿である。 

 

○ 大林 

後に新しい事業機会について述べられたが、今、デ

ンマークのヴェスタス社が三菱と提携して、三菱が風力発

電を展開しようとしている。デンマークにおいて人口当たり

の雇用者数でみると、自然エネルギー産業は世界でもトッ

プクラスに入っているように思えるが、そのことについてお

話を伺いたい。 

 

○ ヤンセン 

私も新聞に載っていることしかわからないが、ヴェスタ

ス社はデンマークにとって も重要な企業の一つだ。風力

産業界はアップダウンがあり、オーダーが入ると大幅雇用

をし、完成すると雇用を減らす必要がある。ヴェスタス社と

三菱との話し合いはいいことだ。三菱は非常に強力なパ



ートナーだし、面白い展望が見えてくるのではないか。こ

れがデンマークにとってどんな意味合いを持つかに関して

は、私からは多くを語らないでおく。再生可能エネルギー

セクターは、デンマークにとって も重要なセクターだから

だ。多くの雇用を創出し、国家としての収入も大きい。

我々はこのセクターの成長が、他の国でも起こることを願

い、奨励するのみだ。 

 

○ 大林 

次に中国のリー・ジュンファンさんから、自然エネルギー

が爆発的に増えている中国の話をお伺いする。実は、中

国は kW ベースでも、kWh ベースでも、風力の方が原子力

より大きな力を持っている。この点も含めて、爆発的な普

及についてお話いただく。 

 

○ リー・ジュンファン  

 今日は中国の再生可能エネルギー開発の簡単な紹介

をさせていただく。皆さんもご存知のように、中国は巨大な

発展途上国で、エネルギー消費も大幅に伸びている。

我々は多くのことを海外から学んでおり、特にドイツとデン

マーク、米国、そして日本からも、再生可能エネルギー政

策や計画の作成にあたり、多くを学んできた。今、中国に

は大きな進展がみられる。 

 

初に中国の政策と計画について話す。中国は EU、

米国、日本から、政策について多くのことを学んできた。ま

ず再生可能エネルギーの大まかな目標値を設定した。バ

イオマス、風力、ソーラー、そして他の資源も入っている。

2002 年のヨハネスブルグの会議以後、中国は徐々に政

策を設定してきた(ppt.Ｅ-5)。2005 年に再生可能エネルギ

ー法を施行、2007～2008 年に再生可能エネルギー計画

を作った。主な中国の政策は、目標値の設定、FIT、投資

サポート計画、補助金である(ppt.Ｅ-7)。 

 

政府は、再生可能エネルギーの目標値を設定し、それ

に必要な開発や使途の計画立案まで行う。FIT 制度はド

イツから学び、風力、太陽光、バイオマス、その他の電源

についてそれぞれ設定し、バイオ燃料にも特別価格を設

定している。主要な電源は風力、ソーラーとバイオマスだ。

中国は、再生可能エネルギーの普及および科学的 R&D

に、補助金も出している。 

 

再生可能エネルギー目標値は、2010 年に 10％、2020

年には 15％と定められている(ppt.Ｅ-13)。この目標値は、

徐々に塗り替えられてきた(ppt.Ｅ-15)。2007 年に定めた

2020 年の風力の目標値は 30GW にすぎなかったが、今

は 200GW になっている。水力は 300GW から 380GW に伸

び（図の単位は誤り）、ソーラーは 180MW から 50GW に増

えている。 

 

2012 年の前半期には、風力発電がすでに原子力発電

を上回っている。原子力は 40TWh であるが、風力は

57TWh である。2013 年には、風力の発電量が原子力の 2

倍になると予測されている。 

 

2007 年以来、多くの政策の進展があった(ppt. C-17)。

特に、再生可能エネルギー法が改定され、送電網に風力

や太陽光をもっと接続する義務が課せられたことが大きい。 

 

エネルギーの安定供給と気候変動の問題は大きい(ppt.

Ｅ-19)。2020 年までに 15-20％のエネルギーを再生可能

エネルギーで賄う必要がある。2050 年には、デンマーク

のように 100％までいかなくても、エネルギー供給の 50％

を再生可能エネルギーで賄う必要がある。これは我々の

目標値であり、中国の再生可能エネルギーの夢でもある。 

 

中国のプライオリティはまず風力、そして PV だ。そして

バイオ燃料ももう一つの優先事項だ。というのは中国では

都市部でも農村部でも車の利用が増えてきており、その

ための液体燃料が必要だからだ。また暖房、産業界の熱

の供給は、バイオマスや太陽熱で賄うことになる。 

 

現在の風力の開発状況を見てみよう(ppt.Ｅ-21)。1996

年から 2011 年までに、65GW の風力が導入された。ヨー

ロッパ諸国全体の総設置量が 80GW なので、それに近づ

いている。2011 年の風力の設置量は 18GW で、米国の約

3 倍、世界の総設置量の約 40％を占めた(ppt. Ｅ-22)。PV

に関しては 2011 年に 3.5GW が設置された(ppt.Ｅ-23)。

2011 年の世界の新規設置量の総量では、中国は 10％近

くの市場を占めていたことになる(ppt.Ｅ-24)。今年は世界

市場の 10％から 15％を占めると考えられている。太陽熱

温水での中国の貢献度はさらに大きい。中国は、2011 年

の世界の新規設置量の 81％を占め、累積設置量でも

64.8％を占める(ppt.Ｅ-25)。 

 

将来的にも、風力、PV、その他の再生可能エネルギー

の設置量は非常に多いと考えられており、2020 年までに

は少なくても 200GW の風力、100GW の PV の設置を目指

している(ppt.Ｅ-26)。 

 

結論を言うと、再生可能エネルギーは中国にとって国

の優先事項の一つだが、コスト削減も必要で、ダンピング

問題をめぐる議論も必要だ。中国は米国や EU と様々な

協力体制も敷いているが、R&D のさらなる協力を進めてコ

ストを下げ、全ての人々が再生可能エネルギーを購入で

きるようになることを望んでいる。 

 

○ 大林 

 中国が世界の自然エネルギー導入の牽引力となってい

ることをご紹介いただいたが、産業としても非常に大きな



発展が自然エネルギー産業で起こっている。どれくらいの

規模で雇用が進んでいるか、お話いただきたい。 

 

○ リー 

再生可能エネルギー産業界には３つの構成要素がある。

製造、発電、そして送電だ。製造部門では、中国の成長は

早い。2005 年には風車製造企業も PV モジュールの製造

企業も皆無であったが、７年たった今、大変大きくなった。

風車製造では、中国は今や 40％の世界市場シェアを誇る

し、PV モジュール製造では 55％の市場シェアを占めてい

る。国際的な企業もその中には入っており、デンマークの

ヴェスタス、ドイツのシーメンスも、スペインの企業もその

中に入っている。PV モジュールでは、韓国、GE、そしてい

くつかのドイツ企業、米国のファースト・ソーラーも中国で

製造している。 

 

しかし、市場が政策やマクロ経済に左右されることは大

きな問題である。この５年の間に世界の PV 市場は毎年、

前年の２倍に膨れ上がるといったような成長をしてきた。

また中国の市場も大きい。2005 年中国の太陽光の市場

はほとんどなく、風力も１GW に過ぎなかった。しかし今は

毎年風力で 17-18GW の成長をしている。市場が製造部

門の成長を支えているが、送電網の問題も大きい。送電

網の接続に関してはたくさんの議論があり、我々はドイツ

やデンマークから多くのことを学んできており、毎年障害を

取り除く努力が続けられている。配電の問題があり、また

今年は大変強い風のため、送電網が風力を受け付けず、

多くの風力発電量を失っている。モンゴルや東部では

15％ほどの発電量を失っている。20％の風力発電が送電

網に受け入れられていない。われわれはこの問題を徐々

に解決していけると願っている。 

 

○ 大林 

まだ 10 分ほど時間があるので、フロアの方々から質問

をお受けしよう。 

 

○ 質問 

デンマークについて質問がある。プレゼンの 後に洋

上風力発電所が出てきたが、発電所の名前と、設置総容

量を教えてほしい。設置面積はどれくらいなのか。中国に

ついても質問がある。大量生産の PV 効率は低く、10％程

度だと思うが、中国ではどのような場所にパネルが設置さ

れているのか？砂漠か、屋根の上か？また規模の経済

の限界を考慮して、中国の大量生産はどこに向かってい

るのだろうか？ 

 

○ ヤンセン 

詳細な数字はすべて覚えていないが、私が写真で見せ

たのはホーンズ・レフという洋上風力発電所だ。第一期目

は 160MW 程度だったと思う。第二期目はこの隣に立って

おり、それも同様の規模だ。 

 

デンマークにはあと２つ、似たような規模の洋上風力発

電所がある。正確な数字はウェブサイトで見てほしい。所

有会社の詳細も後で渡せると思う。今や風車は、裏庭で

わずかな発電をするものではない。今日の風力発電は大

規模で、非常に大きな発電量を供給でき、従来の発電所

と同様の規模になってきている。風力は大量のエネルギ

ーを社会に供給できるようになっているのだ。 

 

○ リー 

洋上風力は通常、計算上平方キロメートルあたり

500MW ほどの風車を設置することができる。 

 

次に PV の効率についてだが、技術によって異なる。結

晶シリコンは 15-17％で、高効率のものは 20％以上にな

っている。低いものでは 10％だ。薄膜は低効率で 10-

12％ほどだ。 

 

中国における設置場所だが、現在は砂漠地域に設置さ

れている。しかし、ドイツやイタリアに倣い、屋根にも設置

したいと考えている。イタリアでは昨年屋根に 7GW が設

置された。中国はこれから大規模設置と屋根上設置のコ

ンビネーションで行きたいと考えている。バランスをとり、

中国にある広大な空き地と屋根上を利用したい。数年後

には屋根を主要な設置場所にしたいと考えている。 

 

○ 質問 

クリスティーネさんに質問がある。プレゼンの 後で、

市民が再生可能エネルギー戦略の参画者であるという認

識が必要だとおっしゃったが、連邦政府としてあるいは学

校教育の中で、啓蒙活動を積極的にされているのか、事

例や政策を伺いたい。 

 

○ 質問 

ドイツ、デンマーク、中国では今後、風力、バイオマス、

太陽光発電が主力となっていくとのお話であったが、地熱

に関してはいかがお考えか、各国のお話を教えていただ

きたい。もちろん国によって地熱の量は異なると思うが、

皆さん地熱に注力されていない印象を持った。 

 

○ 質問 

古川大臣が、今こそ日本のエネルギー政策を決める時

だとおっしゃったが、現在の日本の戦略は市場へのメッセ

ージに欠けると思う。例えば、再生可能エネルギーを導入

することの欠点ばかりが強調され、市場へ正しいメッセー

ジが送れない。これは再生可能エネルギーの普及を阻害

すると思う。皆さんの国でも、再生可能エネルギーのマイ

ナス点が強調されたことはあったのか。その場合、どのよ

うに乗り越えたのか。今の日本へのメッセージもいただき

たい。 

 



○ ワシレフ 

私が言いたかったのは、エネルギー戦略を転換するた

めには、集合的な努力が必要だということだ。社会のバッ

クアップが必要だし、ビジネスと政治もそれに向かって努

力しないといけない。ファイナンスやコストに関しての深遠

な影響・結果も出てくる。もちろんエネルギーコストも増え

る。家庭の負担を増やさないように、ビジネスでも家庭で

も省エネとエネルギー効率の向上を考えなければならな

い。 

 

ドイツではそのための学校教育は行っていないが、環

境省はホームページに学校教材を載せており、ダウンロ

ードできる。再生可能エネルギーやエネルギー効率の上

げ方などを、全ての人に説明するものだ。小学校レベルの

ものも、もっと上級のレベルのものもある。 

 

地熱に関してはプレゼンで非常に短く説明をしたが、ド

イツでの地熱のシェアは非常に小さい。数字も載っていた

と思うが、これはドイツの地質によるものだ。ドイツの地熱

は非常に深い地下にあり、現在、調査をしている段階だ。 

 

後の市場へのメッセージに欠けるという点について。

投資には安心感とインセンティブが必要となる。ドイツには

EEG 法と、税金の削減や他のインセンティブもあり、これ

はたくさんのインセンティブの一つにすぎない。 

 

再生可能エネルギーへの否定的意見に関してだが、原

子力発電所の所有者にしてみれば、もちろん廃炉となった

原子力発電所はもう使えないので、文句もあると思う。し

かし、大多数のドイツ国民にとっては、再生可能エネルギ

ーは非常にポジティブなものである。 

 

○ ヤンセン 

地熱に関してだが、ドイツと同じでデンマークには資源

はあまりなく、調査段階である。 

 

再生可能エネルギーに関する否定的な意見は、デンマ

ークにもある。再生可能エネルギーはもう何十年も開発さ

れてきたので、我々はそれを何十年も聞いてきた。 

 

しかし、 近、2050 年までに 100％のエネルギーを再

生可能エネルギーで賄うことを決めることができた。これ

は非常に衝撃的で進展だ。５-６年前にこのことを精査し

始めた頃は、大多数の人が「あまりに非現実的だ」と考え

ていた。ビジネスセクターも｢大胆すぎる｣と考えていた。し

かし数年後の今、誰もそう言わなくなった。全ての人が｢こ

れはいいことだ。ぜひ達成するべきだ｣と言うようになった

のだ。理由は簡単で、政党の間、ビジネスセクター、エネ

ルギーセクターのあいだでコンセンサスがあるということ、

経済的に良いということ、エネルギーの安定供給にも良い

こと、同時に環境に対しても良いということがある。社会の

幅広いコンセンサスが、この決定を後押ししている。 

 

一つ一つの設置に関して反対がないわけではない。だ

からこそ、洋上風力に注力しつつある。というのは、風車

が大きくなるにつれ、陸上風力は人の居住地域近辺では

問題となり、緊張関係を生み出すことがあるかもしれない

からだ。この問題に対しては、洋上風力を推し進め、問題

が起こった地域ではしっかり対処するようにしている。今

のところ、非常にポジティブな関心を持っている人が多い。 

 

経済で大きな構造転換を図り、エネルギー革命を起こ

すには、時間はかかるし、良い面も悪い面もある。私が日

本の皆さんに言えるのは、どんどん議論を重ねていただ

きたいということだ。今日明日に結論がでるものではなく、

長引くであろうが、幸運を祈る。 

 

○ リー 

確かに再生可能エネルギーには、難しい面もある。蓄

電池を置かなければ、バックアップする発電が送電網に

必要になる。ドイツには天然ガス発電所が多くあるが、中

国にはない。そのため風力発電を 100％のキャパシティー

で運用することができない。ピークタイムに、風力発電の

何％かをあきらめなくてはいけないのだ。もう一つの面は、

コストの高さだ。太陽光は kWh あたり 20 ユーロセントする。

これは天然ガスやコジェネレーションに比べると非常に高

い。これを下げていかなくてはならない。 

 

でも将来は拓けていると思う。日本の目標値は、ドイツ

やデンマーク、中国と比べても低い。風力に関しては日本

の資源は豊富だし、洋上でなくても陸上でも大きなスペー

スがある。洋上はどの国でやってもまだコストが高いので、

初は陸上に焦点を当てるべきだろう。そのあとで洋上に

焦点を当てられる。日本では毎年５GW を設置できるスペ

ースがあると思う。もっと風力を増やすべきだ。特にヴェス

タスと三菱の協力は、風車の質を高めコストを削減する推

進力となると思う。 

 

○ 大林 

素晴らしいコメントをありがとう。お手元に配布されてい

ない資料は、財団の HP にウェブキャストと共にアップロー

ドする。ご覧いただきたい。 
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ディスカッション２          

「アジアの自然エネルギーシナリオ

と国際連系」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ディスカッション２ 

アジアの自然エネルギーシナリオと国際連系 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ トーマス・コーベリエル 

ヤンセン氏は、｢今日のエネルギーセクターへの投資

は、今後何十年も影響力を持つ｣という理由で、「ただち

にできることを決断することが重要である」と言った。全く

同感である。私は「2030 年に関して今決断しても、その

後変更されるかもしれない」と言った。遠い未来について

決断しても、その後変更されるかもしれないからだ。今で

きることを決断・実行すれば、それはエネルギーセクター

の将来にも影響を与える。その意味で「今日・明日に何

をするか」に関する政治的判断は、｢10 年後に何をする

か｣という決断より重要なのだ。 

 

ヤンセン氏はまた、非常に印象深い、デンマークの新

しい再生可能エネルギー供給システムの成功について

話してくれた。そしてスウェーデン、ノルウェー、ドイツな

ど隣国との強い送電網接続の重要性も話してくれた。隣

国との協力は、太陽光や風力が高いシェアを占める電

力供給システムでは非常に重要だ。太陽が輝き、風が

吹き、余剰電力があるときに隣国へ電力を供給し、逆に

発電不足の日は隣国から電力を融通してもらえるから

だ。この協力関係が、本セッションのテーマだ。 

これから、日本も属するアジア地域の状況とその将来

計画について話していただく。すでに隣国の一つである

中国の印象深い業績と、さらに素晴らしい将来計画につ

いて聞いた。 

 

まずモンゴル国立再生可能エネルギーセンター所長

であるオスゴンバータル・ジャンバルジャムツにお話しい

ただく。モンゴルの素晴らしいポテンシャルについて話し

ていただけると思うが、人口の少ないスウェーデンやデ

ンマークから来た我々は、モンゴル国民一人あたりのポ

テンシャルの数値を示して、そのすごさを説明するよう

彼に薦めている。オスゴンバータルさん、どうぞ。 

 

○ オスゴンバータル・ジャンバルジャムツ 

モンゴルの再生可能エネルギーセクターについて紹

介する。 

モンゴルはアジアに位置し、中国、ロシアに接してい

る（ppt.Ｆ-2）。北緯 46 度、東経 105 度に位置する。面積

は 150 万 m2、年間 低気温は摂氏マイナス 33 度、年

間 高気温は摂氏 23 度になる。 

次にモンゴルの再生可能エネルギーのポテンシャル

について話す。モンゴルは、風力、ソーラー、水力、地熱

に素晴らしいポテンシャルがある。まずは風力について

(ppt.Ｆ-4)。モンゴルには 1,113,300 MW の風力発電のポ

テンシャルがある。第１等級のポテンシャルはゴビ砂漠

にあり(ppt. Ｆ-5)、風力密度は 400-600W/m2、高度 30m

の風速は、7.1-8.1m/s になる。この資源は素晴らしく、

面積は 16.5 万㎢にもなる。第２等級の資源は、国土の

東、または北東に位置しており、高度 30m の風速は、

6.4-7.1m/s になる。第３等級の資源は国土の中心部に

位置し、風力密度は 200-300W/m2、高度 30m の風速は、

5.6-6.4m/s になる。実際にプロジェクトも進んでおり、建

設中の 新プロジェクトはウランバートルから 50km ほ

ど離れたところだ。ゴビ砂漠には大きな風力のポテンシ

ャル、113,300MW があると述べた。 

 

次はソーラーのポテンシャルだ(ppt. Ｆ-7)。ソーラーの

ポテンシャル地域もゴビ砂漠で、この地図(ppt.Ｆ-8,9)は

年間のソーラー・インソレ―ションを示している。モンゴ

ルには水力のポテンシャルもある(ppt.Ｆ-10)。モンゴル

北 域 、 西 域 は 山 岳 地 帯 で 、 3,800 の 河 川 が あ り 、

6417.7MW の設備容量で、年間 562 億 kWh の電力を供

給できる。地熱に関しては(ppt. Ｆ-11)、43 か所の温泉が

見つかったが、今のところ利用はされていない。 

 

モンゴルには 2007 年から再生可能エネルギーのた

めの FIT があり再生可能エネルギーのためのファンドの

法律もある。買取価格には、送電網に接続されている設

備とそうでない設備用の２種類がある(ppt. A-14)。2005

年に国の再生可能エネルギープログラムが制定された

(ppt.Ｆ-15)。2020 年までに 20-25％のシェアを達成する

という目標値を掲げている。 

 

再生可能エネルギー発電プロジェクトも進んでいる

(ppt.Ｆ-16)。モンゴルの電力消費はそんなに多くはない

(ppt.Ｆ-18)。総発電容量は 850MW ほどだ。内訳は

827.4MW は石炭火力で、7.4MW が再生可能エネルギー

だ。太陽光、風力はまだ小さい。モンゴルは国土が広く、

小さい村々は送電網に接続されていない。そのため、

我々は小規模の PV や風力設備を使っている。 

 

 

オスゴンバータル・ジャンバルジャムツ（モンゴル国立再生可能エネルギーセンター所長） 

オリガ・ウラセビッチ            （ロシアエネルギー庁国際協力部長） 

ハー・ジェンスー（韓国エネルギー管理公団 KEMCO 会長） 

モデレーター：トーマス・コーベリエル（自然エネルギー財団理事長） 
 



後にアジアスーパーグリッドについて。このスライド

(ppt.Ｆ-22)は将来の世界のスマートスーパーグリッド構

想を示している。デザーテック財団は、サハラから始まる

ヨーロッパのスーパーグリッド構想を始めたが、二つめ

の構想はアジアスーパーグリッド構想だ。モンゴル国立

再生可能エネルギーセンターは、今年 3 月に、自然エネ

ルギー財団とこの構想に向けて動き始める MOU を結ん

だ。本日の会議後も、議論を続ける。なぜゴビテックとア

ジアスーパーグリッド構想が必要なのか。アジアの国々

はリスクをシェアすべきで、エネルギーコミュニティを共

に構築すべきだからだ。モンゴルの太陽光や風力の大

きなポテンシャルをシェアでき、モンゴルから電力を供給

できるからだ。 大の問題は、電力を東アジアの地域に

どのように送るかだ。自然エネルギー財団はアジアスー

パーグリッド構想を推進し、再生可能エネルギーを基盤

とするシステムを作ろうとしている。韓国、中国、ロシアと

HVDC（高圧直流給電）でつなぎ、これによって も再生

可能エネルギーのポテンシャルが高い地域から、需要

の高い地域に送電するのだ。中国には HDVC がすでに

あり、送電網をつないでいる。現在の HDVC 送電網は、

将来の送電網の形成に非常に重要なのだ。 

 

○ コーベリエル 

40％、50％、60％、70％というシェアを再生可能エネ

ルギーが占めることに懸念を示している世界の人々に

対して、モンゴルは、150％、200％、300％を再生可能エ

ネルギーで賄うことは可能で、再生可能エネルギーの輸

出国になることも可能だと証明する国になるかもしれな

い。 

次のスピーカーは、ロシアエネルギー庁のオルガ・ウ

ラセビッチさんだ。ロシアは、エネルギーを輸出すること

ができ、化石燃料が豊富だが、再生可能エネルギーの

シェアは小さい。オルガさん、将来について話していただ

きたい。 

 

○ オリガ・ウラセビッチ 

本日、ロシアの現状や将来の再生可能エネルギー開

発の可能性、そして日本との協力の可能性について話

せることは、大変嬉しい。 

 

ロシアの総発電設置容量は、218GW で、再生可能エ

ネルギーのシェアは１％にも満たない(ppt.Ｇ-2)。小水力

を含んで 2.2GW あまりだ。再生可能エネルギー電力内

での内訳は(ppt.Ｇ-3)、33％が小水力で、62％の電力と

90％以上の熱はバイオマス由来のものだ。運輸の代替

燃料に関しては、残念だがほとんど利用されていない。 

 

しかし、ロシアでも再生可能エネルギーへの関心は高

まりつつある。理由はいくつかある(ppt.Ｇ-4)。1960 年代

から建設された大規模な集中型発電所は老朽化してき

ており、維持運用・開発し続けるには膨大な投資が必要

である。さらに、ロシアでは多くの地域で広大な土地に

住民が散在しているため、大規模集中電源の開発は商

業的に採算が合わない。そのためロシア国土の 60％以

上は、2000 万人以上の人が住んでいるにもかかわらず、

集中型電力システムに接続されていない。またロシアの

ガス化レベルは平均で 60％だ。電力、ガス、熱の料金

は、他の先進国と比べると比較的低いと考えられている

が、年間 15-20％の上昇がある。現状では再生可能エ

ネルギーは、従来のエネルギー源・燃料の実質的な代

替エネルギー源とは考えられてはいないが、技術的、経

済的、生態学的、社外的にロシアの経済開発に重要な

ものと考えている。再生可能エネルギー開発は、地元の

資源を使った分散型の発電として、今後、貢献度を高め

ると考えられている。 

 

再生可能エネルギー開発は政府の支持を受け、2007

年に初めて、再生可能エネルギー源の概念がロシアで

正式に法制化された（ppt.Ｇ-5）。2009 年には、2020 年

までに再生可能エネルギーのシェアを 4.5％に高めると

いう大胆な目標が立てられた。これは、10GW 以上の発

電容量の新規建設を意味する。その後の｢省エネおよび

エネルギー効率向上に関する」法律(ppt.Ｇ-6)では、再

生可能エネルギー発電施設の増設に関しても述べられ

ている。 近も法整備により、バイオエネルギー開発が

バイオ技術開発の重要分野として規定され、また廃棄

物利用エネルギーの重要性も規定された。 

 

重要な鍵となる政府援助については、「電力事業に関

する連邦法」が主要な方向性を規定する。しかし残念な

がら、その方向性を実現するための法整備が遅れてい

るので、現制度において政府の援助を受け取るための

法律は、「省エネおよびエネルギー効率向上に関する連

邦法」となっている。その中での一つのオプションは、

「再生可能エネルギー源を含めたエネルギー効率と省

エネに関する地域計画を実施するためのロシア連邦諸

地域への公共（地方自治体）事業のみを対象にした補

助金」となっている。 

 

一つ一つの電源開発を促進していくための法整備も

進んでおり、現在、「エネルギー効率およびエネルギー

産業の開発」国家計画の草案が作られている。その中

には、「投資パイロット事業の共同融資を含めた再生可

能エネルギーに関する地域計画の策定と、地域計画を

実施するための地域予算に対する補助金」などの援助

制度もいくつかある。もちろん、再生可能エネルギーを

市場でサポートし、競争力を育てることの重要性も考慮

されている。その援助施策として、「発電施設の容量を

販売するための卸市場に関する規則に定められた容量

販売制度の導入」と、「再生可能エネルギー源をベース

とした承認発電施設によって発電された電気を優先購



入させることによる送電会社の送電網における損失を補

償する制度の導入」が考えられている。 

 

ここに（ppt.Ｇ-8）ロシアの再生可能エネルギー開発に

おける主要課題をまとめてみた。信頼できる情報の不足、

可能性に関する市場プレーヤーの知識不足、法的規範

や手続が整備されていないため国の支援を十分に受け

られないこと、経験不足による標準的な技術的解決策

の不足、再生可能エネルギー事業の開発経験不足、そ

して専門知識に関する適切な教育・研修プログラムの不

足、などがある。再生可能エネルギーはロシアにとって

新しい課題であるが、多くのアジア諸国がこの分野で世

界のリーダーになる意思を固めていることも認識してい

る。 

 

アジアのパートナーとの協力としては、制度・法整備

面における経験知識の交換、能力開発、ロシアの企業

にとって重要である技術問題、とくに既存の技術のみで

なく技術移転、ロシア国内での再生可能エネルギー設

備の地元の生産・調達などの可能性が考えられる。将

来の国際送電網の接続、再生可能エネルギープロジェ

クトの共同実施、グリーンエネルギーのアジア諸国への

輸出といった国際協力の可能性も見ていきたい。アジア

のパートナー諸国では、ロシアからの電力輸入に対する

関心が高まりつつあり、一方でロシア企業も、供給地域

の多様化に関心を寄せている。 

 

今日、ロシアの統一送電グリッドはモンゴルやカザフ

スタンと同期しているし、今年は HVDC でも中国への供

給が始まった。他のアジア諸国、日本や韓国からの関

心についても聞き及んでいる。ここで重要なのは電力イ

ンフラの開発だ。ロシアの極東からシベリア南東につい

ては、ロシア極東開発省が今年５月に新設され、新しい

ロシア極東地域の電力システム計画が成立し、1.5 万

Km にわたる送電網の建設が予定されている。 

  

国際協力に関連して言えば、ロシアの再生可能エネ

ルギーに関するポータルサイトが、英語でもできる。現

行のプロジェクトや、ロシアにおける再生可能エネルギ

ーのポテンシャルに関する情報、また投資に関する法律

や投資の可能性に関する情報がアップされる予定なの

でご覧いただきたい。 

 

○ コーベリエル 

送電網の国際接続を取り仕切る組織が設立されたこ

とと、再生可能エネルギー普及促進の初期の取り組み

についてうかがった。再生可能エネルギー普及に対する

障害は、日本と共通のものがいくつかあった。再生可能

エネルギー市場の成熟度の違いは、統計データの量に

反映されることもわかった。日本では、様々な再生可能

エネルギー源からの発電量を正確に知ることが難しい

が、ドイツでは携帯電話を使って 24 時間前に太陽光や

風力の発電予測量を一時間ごとの数値で知ることがで

きる。統計データは、再生可能エネルギー業界の発展に

非常に有益だ。 

 

次に、日本のすぐ隣の韓国から、KEMCO 会長である

ハー・ジェンスー氏に、韓国の展望と現状を話していた

だく。 

 

○ ジェンスー 

韓国の再生可能エネルギー政策についてお話させて

いただくことは非常に喜ばしい。エネルギーに関する東

アジアニズムともいうべき変化について私の考えを共有

し、この分野でどのように国際協調・協力できるのか話し

たい。 

 

気候変動に関する懸念が日増しに膨らむ中で、グリ

ーン成長の概念は、グローバルな代替政策だ。まず韓

国のグリーン成長とエネルギーの政策について述べ、

韓国政府が目指す再生可能エネルギー計画について

述べたい。その後、エネルギー融合とアジアスーパーグ

リッドについての私のビジョンについて述べる。 

 

初に韓国のエネルギー事情とグリーン成長につい

て話す。韓国は世界第 10 位のエネルギー消費国であ

る。しかし、韓国のエネルギー資源は限られており、エネ

ルギー供給を大きく輸入に頼っている(ppt.H-4)。それゆ

えにエネルギー価格の上昇は、韓国に多大な影響を及

ぼす。昨年のエネルギー輸入額は 1,719 億ドルに達した。

これは韓国の自動車と半導体の合計輸出額よりはるか

に大きい。 

 

エネルギーセクターのグリーン成長のために、政府は

国家エネルギー基本計画を策定した(ppt.H-5)。気候変

動と石油価格の高騰の対策として、国のエネルギー効

率を 2030 年までに 46％改善することを目標にしている。

エネルギーの安定供給のために、2030 年までに、一時

エネルギー供給における再生可能エネルギーのシェア

を 11％に伸ばす目標も設定している。また雇用を増やし、

高付加価値の製品を作るために、スマートグリッド、電

気自動車、BEMS（ビル・エネルギー管理システム）や

LED といったグリーンエネルギー技術の R&D にも力を

入れ、今 2009 年から 2013 年までの５年間のエネルギ

ーアクション計画を実行している。この計画を通じての投

資は 860 億ドルにのぼり、これは年間 GNP の２％に上

る。 

 

ジェフリー・リフキンによれば、我々は、再生可能エネ

ルギーと IT の融合による第３次産業革命の時代に生き

ている(ppt.H-6)。彼の洞察には非常に感銘を受ける。実

際に様々なところで起こっている事象だからだ。 



この背景を踏まえ、韓国の再生可能エネルギー政策

の業績について話したい(ppt.Ｈ-8)。韓国政府は再生可

能エネルギーに強い関心があり、国民や民間セクター

からの投資も進んでいる。この図では、どうやって市場

を拡大し、太陽光やグリーンエネルギーの産業エコシス

テムを短期間に構築したかが示されている。2005 年以

来、再生可能エネルギーの成長率は年間 7％の伸びを

示している。2010 年末には一次エネルギー消費量にお

ける再生可能エネルギーの比率は 2.61 ％に達した。 

 

再生可能エネルギーの幅広い産業利用については、

2030 年の一次エネルギーにおける再生可能エネルギ

ーのシェアを 11％にする目標がある(ppt.Ｈ-9)。我々の

目標は、再生可能エネルギー市場で世界第 5 位の発電

国になることだ。住宅用 PV と風力の国際市場の 15％

のシェアを獲得する目標を立てている。 

 

この 2030 年の目標を達成するために、発電、熱供給、

運輸のすべてのセクターにおける大規模な市場創造計

画がある(ppt.Ｈ-10)。今年から発電セクターに導入され

た RPS 制度では、500MW 以上の容量を持つ 13 の大規

模発電会社に、発電量の 10％を再生可能エネルギーで

供給する義務を課した。熱のセクターでは、我々は熱の

義務制度（RHO）を導入している。運輸セクターでは、再

生可能エネルギー燃料基準（RFS）制度がある。 

 

大規模施設への投資は、再生可能エネルギーの利用

割合（RPS）や RHO など、民間市場志向のプログラムで

賄われている。小規模施設への投資は、再生可能エネ

ルギーを促進するために、政府補助金で援助されてい

る。PV、太陽熱、地熱などを設置した 10 億のグリーンホ

ームプロジェクトにあたる民間や地方自治体の建物が、

設置費用の 50％までの補助金で援助されている。 

 

次はエネルギー融合未来計画を話す。エネルギー融

合の概念は、原子力と再生可能エネルギーそれぞれの

良の部分を組み合わせることにある。グリーンエネル

ギーは温暖化ガスの削減に貢献するし、環境に優しく、

グローバルな市場が急速に拡大しつつある。しかし採算

性が低いし、断続的な供給になり、初期費用が高い。こ

のような部分は、採算性が高く、供給の安定性が高い原

子力によって補完される。同時に、原子力の安全性と廃

棄物の課題は、再生可能エネルギーで補完される。持

続可能なエネルギーを再生可能エネルギーと原子力の

コンビネーションで作るためには、R&D の強化が必要に

なる。 高水準の技術開発で、原子力をより安全に、グ

リーンにすることを追求しなくてはならない。再生可能エ

ネルギー分野でも、いくつかの共同 R&D を進めている。

IT やスマートグリッド技術を組み合わせ、再生可能エネ

ルギーと原子力の利用を高度に進めていくことが必要だ。 

 

技術交流から能力開発まで全てのセクターで国際協

力が必要だ。原子力の安全性の強化、放射能汚染土壌

の浄化などにおける共同研究が必要であり、エネルギ

ー融合、原子力発電、再生可能エネルギーの専門家ネ

ットワークの構築が必要になる。交流を強化するために

は、IEA、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関を

通じた多国間協力が必要になる。 

 

ビル・ゲイツが、二酸化炭素排出ゼロを達成するため

に、再生可能エネルギーと安い原子力エネルギーに投

資している。彼は、何億ドルもの投資をバイオエネルギ

ー供給分野にしており、78 億ドルを、中小規模のモジュ

ール原子力発電を推進するテラパワー社にも投資して

いる。グーグル社も再生可能エネルギーでの自社発電

に投資している。グーグルのデータセンターの効率化を

進め、再生可能エネルギービジネスへの投資も進めて

いる。ソフトバンクの孫氏も、「自然エネルギーと IT ビジ

ネスは相乗作用を起こすので、自然エネルギーには長

期的な投資が必要だ」と発言している(ppt.Ｈ-17)。 

 

次は、アジアスーパーグリッドについて話す。東アジア

の国々はそれぞれの強みと弱みを持ち、皆が集まって

アジアスーパーグリッドの強みを共有できる。ロシアと中

国は豊かな自然資源を持っている。韓国と日本は反対

だ。韓国と中国は需要がひっ迫している一方、ロシアで

は電力が余っている。韓国と日本は発電所新設の承認

が難しい一方、ロシアと中国では発電所の新設が容易

だ。このように、国によって強みと弱みが違う。こういった

国々が一緒になれば、エネルギー問題を一緒に解決で

きる。自然資源を効率的に環境に優しい方法で 大限

に利用できる。国家間の断絶を止め、南北の対話も始

められる。東アジアはすでに海底通信ケーブルでつなが

っている。スーパーグリッドは不可能なシナリオではない

のだ。 

 

昨年の福島の事故以来、日本の企業が、日本と韓国

の間の送電網の連系プロジェクトを提案した(ppt. Ｈ-20)。

距離はたったの 220Km で、２億ドルの投資でできる可

能性がある。この接続で、両国はピークロードをシフトで

き、HVDC の共同開発にも取り組める一方、電力トレー

ドで収益を得ることもできる。もちろん、政治的、財政的、

そして世論上の課題を解決しなくてはならない。アジア

スーパーグリッドを進めていくためには、ビジネスの推進

以前に、両国の政府レベルで諮問グループを設置する

ことが必要だろう。 

 

○ コーベリエル 

次回、アジアの電力の過不足を話すときには、ぜひモ

ンゴルを入れてもらいたい。 

 

○ ジェンスー 



モンゴルに関して話すには、中国との話し合いが必要

だ。それ以外に接続の道はないだろう。 

 

○ コーベリエル 

確かにその通りだ。ここでパネルに質問を受けたい。 

 

○ 質問 

ジェンスー氏に質問がある。韓国の政策では、韓国の

再生可能エネルギーのシェアを 2.6％から 2030 年に

11％まで伸ばすとのことだが、これは非常に弱いターゲ

ットだ。一方で、原子力のシェアは 21％から 2030 年に

は 41％に伸ばすとのこと。福島の事故後、これはどうい

う風にいつ決められたのか、またどのように状況を改善

すべきなのか？ 

 

○ ジェンスー 

現在、再生可能エネルギーのシェアは 2.6％だ。11％

は 2030 年の目標だ。韓国にはいくつかのプログラムが

あり、FIT、RPS、補助金、そしてそのほかの促進プログ

ラムが、特に太陽光と風力にある。現在は産業界を強

化しているところで、それらが進行中である。来年、我々

は国家エネルギー５か年計画を更新する。来年、これら

の目標を変更し、戦略を増やす必要があるかもしれない。 

 

○ コーベリエル 

他に質問は？ 

 

○ 質問 

ウラセビッチさんに質問がある。プーチン氏とメドベー

ジェフ氏とで、再生可能エネルギーに対してかなり温度

差があるという印象がある。メドベージェフ氏は非常に積

極的だったが、プーチン氏は、「風力は鳥を殺すから環

境にいいとも言えない」と、否定的な発言もあったと聞い

ている。今、プーチン氏が大統領に返り咲いたが、今も

そのような感じなのか。もしそうなら、プーチン大統領に

その気になっていただくにはどうしたらいいのか。 

 

○ ウラセビッチ 

再生可能エネルギーの一般的な方向性については、

すでに法津で定められており、政府はその方針を継続し

ていくだろう。私はプーチン大統領の風力に関する発言

を良く知らないが、 も重要な法律の一つは、メドベージ

ェフ氏が大統領だったときに制定され、私が知る限り変

更はないし、再生可能エネルギーに対する支援政策も

できることになっている。私が知る限り、ロシアで 有力

な再生可能エネルギーはバイオエネルギーとなる。もち

ろん、風力、ソーラー、地熱も大事だが、すでに地域によ

っては 15％-20％のエネルギーがバイオエネルギーで

賄われている。私が知る限り、これが再生可能エネルギ

ーの も重要な方向性だ。 

 

○ コーベリエル 

官僚であった人間にはわかるのだが、このような公共

の場でのパネリストになると、大臣が違う意見を持って

いることに対して答えるのは難しいことだ。でも君はうま

く答えられましたね。 他に質問は？ 

 

○ 質問 

ジェンスー氏に対して質問したい。核燃料の廃棄物に

対する韓国の政策を説明してもらえないだろうか？例え

ば再処理とか、収納に関しての政策だ。 

 

○ コーベリエル 

また難しい質問だね。 

 

○ ジェンスー 

確かに。これはデリケートな問題だ。核廃棄物に関し

て韓国も政策があるが、これは国際的に解決すべき問

題でもある。というのは、米国と韓国の間の協定では、

核使用済み燃料に関して韓国はどんな再処理もできな

いことになっている。我々もその限界を解決したいと思っ

ているが、米国と韓国の核関連条約の修正は 2014 年

に行う予定で、この問題に関して現在交渉中だ。国内で

も様々な議論があり、野党は核廃棄物を理由に原子力

発電に反対している。低中レベル放射性廃棄物は、キョ

ンジュ保管庫で保管されているが、問題は使用済み燃

料だ。今は日本と同じく原子炉近辺の一時貯蔵プールを

使っているが、2024 年までに中間貯蔵施設を建設する

計画を立てている。もとのスケジュールは 2016 年か

2018 年までに建設するということだった。2024 年までに

は、米国や他の国と課題を解決したいと考えている。そ

れまでに、高レベル廃棄物を低レベルか中レベル廃棄

物に加工できるような技術または、他の技術的な解決策

を構築したいと考えている。 

 

○ コーベリエル 

原子力の問題を昼食前に解決できないことは確かだ。

もう一つだけ質問を受けたい。 

 

○ 質問 

再生可能エネルギーが成功するには分散型の構造

が必要だ。ヨーロッパでは何年も集中型の構造が、再生

可能エネルギー普及の阻害要因だった。スーパーグリッ

ドは集中型の構造を必要とすると思う。どうすれば、うま

く折り合いがつくのか？ 

 

 

○ コーベリエル 

太陽光や風力といった分散型システムがあっても、電

力の余っている場所から需要がひっ迫しているところに

瞬時に送電できない限り、電力価格は地域・時間によっ

て大きく差ができる。一方で、ヨーロッパや北欧のように、



強力な送電網があれば、デンマークのように 150％の電

力供給を再生可能エネルギーで達成することができる。 

 

あなたがおっしゃった問題は、優れた送電網のシステ

ムについてではない。大規模発電所を持つ従来の発電

会社が、送電網の所有者かつ運用者で、再生可能エネ

ルギーの新規投資と市場アクセスを阻害している場合を

指しているのではないか。これこそが、今の日本にとっ

て中核をなす重要課題で、解決するべき問題である。 

 

○ ジェンスー 

送電網に関して、ヨーロッパとアジアでは状況が違う。

日本は島国だ。韓国も、北朝鮮の孤立のため、島国と考

えられることもある。韓国では、大停電が昨年起こった。

こういった状況の中で、バックアップとしての接続があれ

ばいいと思う。ヨーロッパの場合は大陸でつながってい

るが、アジアはすべての国が分断されている。これが一

つ目の違いだ。もう一つの違いは、再生可能エネルギー

の不安定さだ。ヨーロッパには十分な再生可能エネルギ

ーがある国もあるが、韓国や日本の状況は、再生可能

エネルギーにとって好条件ではなく、稼働率が低い。韓

国の再生可能エネルギーの稼働率は 15％だ。それに

比べて原子力エネルギーの稼働率は 90％だ。投資コス

トに６倍の差があることになる。 

 

○ コーベリエル 

再生可能エネルギーは不安定かもしれないが、石炭

および原子力の大型発電も突然停止することがあり、い

ずれも送電網の所有者にとっての課題だ。再生可能エ

ネルギーの統制・予測も難しいだろうが、大型発電所の

突然の停止も大きな問題だ。 

 

これでこのセッションを終わるが、ここでは、国ごとの

送電網の分断が問題の核心だと指摘された。また、オス

ゴンバータル氏が示したように、「石油戦争」から「再生

可能エネルギーによる平和」への移行が、スーパーグリ

ッドビジョンの重要な点を要約している。アジア諸国の送

電網の分断は、前ミレニアムの対立の歴史に端を発し

ているかもしれないが、ヨーロッパでも長年の闘争・対立

を乗り越えて協力し合い、経済的利益を共有するに至っ

ている。戦いの源となる石油も、残り少なくなりつつある。 

 

オスゴンバータル氏が言ったように、再生可能エネル

ギー開発がもたらす経済効果や、近代的送電網を通じ

ての電力の交換は、経済的、政治的、環境的な便益を

もたらす可能性がある。 

 

ありがとうございました。 
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ディスカッション３          

「電力市場の未来像― 
発送電分離や自然エネルギー市場の

統合のあり方」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ディスカッション３ 

電力市場の未来像 - 発送電分離や自然エネルギー市場の統合のあり方 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 飯田哲也 

 電力市場の未来像と題して、発送電分離や自然エネル

ギー市場の統合の在り方について議論を進めていく。 

  

日本では、発送電分離というか電力市場改革もしくは電

力自由化の議論と再生可能エネルギー普及の議論が、こ

の十数年間全く切り離されて議論されてきた。中には電力

自由化を進めることと固定価格買取制度を導入すること

は矛盾しているじゃないかと、非常に素朴で無邪気な反論

をする人もいた。どちらも概念が正しく伝わっていないので

はないかと思っている。 

 

いずれにしても日本では今年の７月１日から固定価格

買取制度が始まったばかりで、この制度を拡充しながら再

生可能エネルギーを普及させていかなければならない。

同時に発送電分離をはじめとする電力市場改革の話も、

ようやく方向性が出始めたばかりである。これらをそれぞ

れ現実に、市場の形をしっかりと整えていったその先に、

どういう方向性を目指すのがいいのか。既にドイツは再生

可能エネルギーの普及も第二ステージに入ろうとしている。

スウェーデンはドイツと違ってこれまで日本が導入してい

た再生可能エネルギー利用割合基準（ＲＰＳ）制度をうまく

活用しながらやはりどちらもほぼ完全な自由化の姿で自

然エネルギー市場を統合しようとしている。そこから学ぶと

ころはかなり多いのではないかと考えている。 

 

ではまず、ドイツのエコ研究所のフェリックス・マテスか

らお話を聞きたい。ドイツのＦＩＴはもう失敗したんじゃない

かとか、日本では変なことを言っている人が色々いるが、

今ドイツの電力市場と自然エネルギーの現状はどうなの

か、そしてその次のステージはどんな状況なのか、お話し

いただきたいと思う。 

 

○ フェリックス・マテス 

いつも日本に来るのがとても嬉しい。その理由の一つ

は、日本とドイツが似通っていることだ。両国は原子力の

シェアが似通ったところからスタートした。自由化について

懐疑的だったところも似ている。そして両国とも、民間セク

ターと政策の特別な関係、長い協調関係の構築という伝

統がある。 

 

ここで、この２年間のドイツにおいて政治を大きく変えた、

市場の自由化と再生可能エネルギーへの転換について

の 近の議論に焦点を当てたいと思う。午前中にも見て

いただいたように、これ（ppt.Ｉ-2）が、今後数十年間、ドイ

ツのエネルギーと気候変動対策を導いていく、エネルギー

政策と気候変動の目標値だ。我々は温暖化ガス削減に関

して非常に野心的な目標値を掲げており、今世紀中盤ま

でに 80％から 95％の削減を目指している。また完全に再

生可能エネルギーをベースとした電力システムを目指して

おり、2022 年までに完全に原子力からの脱却を目指して

いる。この目標設定は、エネルギー政策と気候変動政策

を統合したパッケージで、電力セクターの二酸化炭素脱却、

再生可能エネルギーをベースにした電力セクターへの移

行なども含んでおり、我々のエネルギー変革の核となるも

のだ。 

 

こちら（ppt.Ｉ-3）は今朝撮った私の iPhone のスクリーン

の写真だ。ドイツではこのように毎朝、再生可能エネルギ

ー源からの発電予測をダウンロードできるシステムが出

来上がっている。これによると、今日はたくさんの太陽光

発電がシステムに入るが、風力発電はあまりないと予想さ

れている。正午ごろ、主に太陽光発電が中心となって再生

可能エネルギーからの発電はピークになり、40％の発電

を占めるという予想になっている。我々は非常に多様な電

源を持っているが、今日は再生可能エネルギーが正午ご

ろに発電で主要な位置を占めそうだ。日によっては、青色

で示される風力と黄色で示される太陽光の発電量が変化

し、風力が夜間にたくさん発電し、主要な電源となる日も

ある。 

 

こちら（ppt.Ｉ-4）は長期的な予測だ。我々がここ 20 年で

成し遂げた進歩が読み取れると思う。昨年の再生可能エ

ネルギーからの発電は、20％の総発電量であった。今年

はそれより何％か上昇し、25％に達するかもしれない。今

年は風がよく吹いているし、太陽光普及も拡大しているか

らだ。このグラフからは、我々の法的拘束力のある目標値

も読み取れる。これは 2020 年までに 35-40％の電力供給

を再生可能エネルギーで賄うという EU 指令に基づいたも

のだ。ドイツには、2050 年までに少なくとも 80％の発電を

再生可能エネルギーで賄うという目標値がある。その割
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合で行くと、2030 年までに 50％以上の発電を再生可能エ

ネルギーで賄うことになる。 

 

現時点で我々が行っているのは、再生可能エネルギー

のために市場デザインを変えていくというアプローチだ。こ

の背景には、先ほどの iPhone のスクリーン写真でも分か

るように、再生可能エネルギーが発電の主要システムに

なりつつあることがある。この状況下では、再生可能エネ

ルギーの普及成功モデルである FIT は、もっと長期的視

野を持った広範なアプローチに変革していく必要がある。

これは市場の統合、インフラに関するシステム統合を含ん

だもっと広範なアプローチだ。ドイツの FIT の核となってい

る財政的な援助と、送電網への接続義務と優先接続は、

ネットワークと市場のデザインでサポートされる必要があ

る。少なくとも 2020 年までに、インフラの 新化とより強い

送電網のヨーロッパ統合が必要になる。 

 

これまでは、再生可能エネルギーが占めるのは発電の

20％以下で、コストをベースにした長期にわたる固定価格

の FIT、現存する送電網への接続義務、市場と送電網へ

の優先アクセスをベースとした、非常に成功した再生可能

エネルギー普及スキームの時期であった。風力のみを見

てみると、英国の再生可能エネルギー義務証明システム

のコストよりも、低いコストとなっている。一方再生可能エ

ネルギーにかかるコストの半分以上を占める PV による巨

大な高コストの現状もある。しかし太陽光はまだ、再生可

能エネルギー発電の 12％を占めるにすぎない。これによ

る便益は、少なくともドイツの電力消費者が、PV コストの

大幅削減に貢献したということだろう。10 年前の 2000 年

には kWh あたりの太陽光の買取価格は 1 ユーロだった

が、 近の太陽光へのドイツの FIT 買取価格は 20 ユー

ロセント以下になっている。20 年の間に 80％以上のコスト

削減がなされたということになる。つまりドイツの電力消費

者がこれを可能にし、この技術の普及に貢献したのだ。 

 

しかし、もっと広範なアプローチを考える必要がある。再

生可能エネルギーが主要になるにつれ、電力市場を考慮

に入れなくてはならなくなっている。限界費用がゼロの電

源が主要になる市場の統合、EU の自由化された電力市

場改革の二つ目の特徴である大きな市場シェア電源に対

する長期契約が念頭に置かれていないこと、また設置量

市場とそれに対する支払いがないことが、課題となってい

る。今年からの２-３年の間のドイツにおける議論の焦点

は、どのように電力市場を改革し、サポート制度も改革し

て、どう市場の価格シグナルを現在の再生可能エネルギ

ーサポート制度に取り入れていけるかということになる。 

 

次に、本日のプレゼンの鍵となる点だが、もう、現存す

るインフラのみに頼る時期は過ぎたと言える。今、大幅な

送配電網の 新化をしなくてはいけない時期に来ており、

多大な投資も必要となるだろう。二つめの問題は、長期に

渡る計画プロセスとそれに必要な投資をマネージメントで

きる、中立的な送電網運用者（TSO）が必要となっている

点だ。今朝のプレゼンで、送電網のために 200 億ユーロ

の投資が必要という話があった。これは巨額の投資額に

見えるかもしれないが、20 世紀末には、年間 20 億ユーロ

の投資は普通だったのだ。問題は、自由化後の 10 年は、

インフラへの投資額が記録的に低くなってしまったことだ。

鍵は、1970 年代から 90 年代にかけて普通であったような

インフラ投資を可能にするシステムを、どのように作れる

かにある。三つめの問題は、我々もあまりこれに関しては

経験がないのだが、インフラ投資を可能にするフレームワ

ークを作りながらも、いかにインフラの独占を避け、マーケ

ットパワーの乱用を防ぐ独立した監督機関を作れるかとい

う点である。垂直統合の世界では、もちろんマーケットパ

ワーを乱用する者が出てくるからだ。 

 

市場統合の留意点を議論するのも非常に重要だが、本

日はインフラの統合に関する議論に絞って話す。 

 

ドイツ自身は、自由化についてあまり素晴らしい歴史を

持たないが、EU の自由化の試みからの便益を受けてい

る。ご存知のように、EU は 1990 年代の中盤から市場の

自由化を始めた。ドイツも、1996 年、2003 年、2009 年の３

回に渡って EU の自由化パッケージを経ているが、これら

の自由化の一つの目玉は、発送電分離要求の段階的強

化だった。まず小売りの自由化と送電網分離から始まり、

1996 年のパッケージは主に機能分離であった。この後た

くさんの難しい課題を解決しながら、より中立的な送電網

運用者の必要性と、より強固な発送電分離の必要性が認

識され、発送電分離の要求が強化された。現在 EU では、

所有権分離以外のオプションは事実上なくなっている。ま

た 10 万以上の顧客を持つ配電会社の分離要求も強化さ

れている。また EU の第三パッケージによって、非常に高

いレベルの中期ネットワーク計画が発表され、非常に幅広

い参加を得ている。 

 

ではこれらはドイツにとってどういう意味があるのだろう

か？2000 年台後半、ドイツには、発電、送電、配電、小売

りが垂直統合された大きな電力会社が４社あった。RWE, 

E.On, Vattenfall, EnBW である。またそれ以外に、地域や

自治体の垂直統合電力会社も多数存在していた。発送電

分離の後、現在は全く違った世界となっている。発電と小

売りは分離され、もう送電網と深い関係がなくなっている。

ドイツには今、完全に所有権分離された電力会社が２社

あり、以前の親会社に 25％所有されている会社が１社、

まだ所有権分離がまったくなされていない会社が１社ある。

また、多くの地域・自治体所有の電力会社も、分離がなさ

れている。 

 

ドイツの産業界と政府は発送電分離に対して、関連す

る EU の議論が進んでいた時期には、非常に強固に、ど



んな条件にも大反対していた。しかし皮肉なことに、EU の

発送電分離指令が決まった後には、ドイツは 小限の分

離要求を超える分離を自発的に行なうようになった。EU

が非常に強い方向性を示したことで、彼らは素早く反対意

見をひっこめたのだ。 

 

その後、何が変わったのか。まず、エネルギー政策の

作成に関して、より中立的な活動がなされ、送電網会社は

より信頼のおける政策パートナーとして認識されるように

なった。というのは、政策側は送電会社を、市場独占する

発電会社の受益者と見なす必要がなくなったからだ。次に、

送電ネットワークのインフラへの投資がかなり増加しつつ

ある。インフラへの投資が、送電会社にとって唯一のビジ

ネス・ケースになったからだ。以前の垂直統合の世界では、

投資先を分割する選択肢があり、少なくとも 21 世紀初頭

の 10 年間、投資は常に発電に偏ってきたのだ。これが、

送電網インフラへの投資がここ 10 年間非常に低かった理

由でもある。他の電源よりインフラを必要とする再生可能

エネルギーを基盤にしたシステムに移行するためには、こ

れは長期的に見て持続可能な状況ではない。三つ目に、

送電会社が中長期インフラ計画の主要プレーヤーとなっ

た。今はインフラ開発計画の 初の年の 後の時期に当

たる。ドイツにおいて今まで見たこともない広範な協議が

なされているが、これは、発電に対して隠れた既得権益を

持たず、インフラ開発だけに関心を持つ会社ができたと一

般市民が認識したところが大きい。これは、発送電分離の

おかげで可能になったことだが、成功の鍵を握ったもう一

つのポイントは、非常に効力のある規制機関を作り、その

使命として、インフラ投資の維持と再生可能エネルギーへ

の移行を明確に設定したことだ。 

 

このスライド（ppt.Ｉ-10）は 近のインフラ開発計画を示

しているが、ドイツの電力システムの変換における主要な

課題が見て取れる。コスト効率の高い再生可能エネルギ

ー源は現在も将来も北部に多いが、主要な需要地は南部

にあるので、それらを新たな直流送電網でつなぐ必要が

あるのだ。このような計画と投資は、発電会社と送電会社

の利害が分離されて始めて、真剣に考慮することが出来

たのである。 

 

後に教訓だが、ドイツにおける再生可能エネルギー

が電力供給の５％から 20％に伸びた成功は、疑いなく、フ

ァイナンスと送電網への接続義務と売電を提供した FIT 

制度のおかげだ。これが主要な方策だった。強固な投資

フレームワークを創出し、現存する送電網への接続も可

能にしたからだ。しかし我々は新しいフレームワークを必

要としている。より複雑な再生可能エネルギーへの投資と

方策を必要としており、本日のプレゼンでは取り上げなか

ったが、より適切な市場システムを作らなければならない。 

また我々は今、まったく違った世界に直面していること

も認識しなければならないのだ。これまで電力のベースロ

ード、ミディアムロード、ピークロードという水平の世界から

来たが、今は、もっと垂直の世界に移行しつつある。風力

の高いシェア、太陽光の高いシェア、風力の低いシェア、

太陽光の低いシェア、高い電力消費量、低い電力消費量、

高い電力輸入、低い電力輸入、高いガス、低いガス、など

などが混在する世界なのだ。そしてこれらをコーディネート

する唯一の方法は、市場シグナルを作り、市場をコーディ

ネートし、それを実現する構造を作ることなのだ。 

 

第三の教訓は、インフラの 新化をサポートするインフ

ラ産業界を構築する必要があるということ。それには、再

生可能エネルギーの送電網への接続とインフラ投資を自

らの利益とし、それらを可能にし、またそれが唯一のビジ

ネスとなる制度の構築と施行が必要なのだ。もし彼らが他

のビジネス機会を持てば、そういったフレームワークの確

立は難しくなる。所有権分離まで達する発送電分離は、少

なくてもドイツの制度にとって、非常に効果的だった。 後

の教訓は、効果的な規制機関を作る必要があること。ま

ずはインフラの独占に対する監視を効果的にするためだ。

更に、長期にわたって再生可能エネルギーを増やし、

20％から 35％へそして 60％、80％、90％の電力を再生可

能エネルギーで賄うためには、主要なインフラの 新化を

実現し、安定性と信頼性の高い供給を担保するために、

効果的な計画機関が必要になるからだ。 

 

ドイツは多くの経験をした。成功ばかりではなかった。が、

市場の自由化と長期的な再生可能エネルギーへの移行

は、多くの相乗効果とインフラと仕組みを提供し、我が国

が現在経験している移行にとって欠かせないものとなって

いる。これは日本でも難しいことではないだろう。 

 

○ 飯田 

再生可能エネルギー、特に太陽光発電は、もう 80％位

コストが下がったと言う。今年９月からのドイツの FIT の価

格も、確かメガソーラーは 13 ユーロセント位まで下がると。

先ほどの iPhone の写真にもあったように情報が非常に進

んでおり、市場の中で再生可能エネルギーの変動も吸収

でき、それに応じた投資も、送電網の会社が独立している

からできる。そのような報告がいくつかあった。次に自然エ

ネルギー財団理事長、元スウェーデン・エネルギー庁長官

のトーマス・コーベリエルから、スウェーデンから見た電力

市場・再生可能エネルギー統合の未来、そして日本への

教訓を話していただく。 

 

○ トーマス・コーベリエル 

私はこれから、エネルギー庁の長官としてではなく、

1990 年代中盤のスウェーデン政府のエネルギー委員会

のメンバーとしての経験を話そうと思う。スウェーデンの電

力市場を再規制し、政府が管轄する送電網の下、全ての

発電事業者の間で競争するシステムを導入したときの経

験だ。そのころスウェーデンは、電力にオープンな競争を



導入するパイオニア的存在の国の一つだった。再規制の

プロセスは複雑で、多くの、特に大きな発電業者が、地域

独占が妨げられることを嫌っていた。 

 

スウェーデンの再規制における 大の成功要因は、全

てをシンプルにしようという概念だった。いずれにしても複

雑になるだろうが、可能な限りシンプルにしようという概念

を持ち、そのために精一杯努力した。巨大な経済的既得

権が絡んでいることは明確だったので、我々関係者は、不

公正にそのような経済的な利権に絡みとられないようにす

る一方で、社会に真の価値を生む改革の公共利益のため

に尽くすという、困難かつ重要な仕事だった。 

 

電力の競争市場の基本概念は、「発電」と、電力を消費

者に送り届ける「送配電」を切り離すことと、発電自体をよ

り促進することだ。複数の業者が発電で競争し、（しばしば

国営の）独占的機関が配電を運営する。これは、他の多く

の市場において、複数の事業者が消費者のために生産し、

公共の道路や高速道路、鉄道などがそれを流通させてい

るのと同じことだ。 

 

電力システムがうまく機能するための基準は、あらゆる

瞬間に、送電網に送り込まれた電力と同じ量を取り出すと

いうことだ。電力グリッドにはこのバランスが必須なのだ。

これはただ技術的な基準でもあるが、基本的な電力市場

規制の要素でもある。全ての者が、 低限の条件を満た

せば自由に電力を売買できるようにするべきで、国営の

送電網に接続し、電力を入れたり取ったりするための条件

は絞った方がいい。すなわち、ある発電会社が消費者と

契約を結んでいるならば、その消費者が消費する電力と

同量の電力を、発電会社がグリッドに流す。それだけを条

件にするべきだ。その会社が消費と発電の絶対的なバラ

ンスを満たせなかったら、その分のコストを料金として払

わなければならない。発電会社は、自らの発電量と消費

者の消費電力量を計測しなくてはならない。国営の送電

会社は、バランス要求を会社が満たしたかどうかをチェッ

クし、満たしていなければ料金を請求する。これ以上難しく

する必要はない。多くの電力計測器をチェックし続け、多く

の計算が必要になるが、十分可能な仕事だ。 

 

独立した送電会社の役割は、バランスが保たれている

かを計測し、保証すること。送電管理者は全ての発電者を

平等に扱う必要があるので、いかなる発電業者からも独

立していることが重要だ。全ての発電業者が同じ権利を持

ち、送電網に同じようにアクセスでき、消費者に配電でき

るようにするべきだ。送電会社が発電所も所有していると、

送電網の公正・平等な管理に関して信用されない。 

 

フェリックスも言ったように、もう一つの重要な役割は、

送電網の容量増強の投資を行ない、一つ一つの発電所

の価値を高めることだ。しかし、ある会社が電力供給の足

りない地域に発電所を所有している場合、そこでの電力

価格は、電力供給が過剰な地域より高い。送電網増強投

資をすると、電力供給が多く電力価格が低い地域とつなぐ

ことになるので、それを望まないだろう。投資決定に関わ

る立場であれば、そんな投資を阻止しようとするだろう。こ

のように発電所の所有者は、社会的便益を 大化する投

資を行なうか否かという点で信用できないので、独立した

機関が担うべき役割だろう。 

 

後に、送電網運用者のもう一つの重要な役割は、シ

ステムの中で実際の電力の流れを管理し、情報を全ての

関係者に流すことだ。北欧では、スポット市場・電力市場

の構成者と連携して、非常にうまくいっている。誰でも発電、

消費、地域間の電力の流れ、毎時の正確な電力価格をウ

ェブサイトで確認できるのだ。仮に発電会社がこのような

情報をコントロールしていると、情報を操作して市民や政

策決定者に流し、自社に都合のいい政策を得ることにつ

ながりかねない。しかし情報が全ての人に公開されれば、

市民も政策決定者も、情報に精通した合理的な決定を下

すことができる。加えて、発電事業に投資を考えているあ

らゆる人が、異なる時間帯・地域での電力の価値を知るこ

とができ、より合理的な判断を下せるようになる。 

 

電力市場の構成は、まずスポット市場があり、発電事業

者と消費者の間で毎日、電力の売買価格の入札が行わ

れ、24 時間先までの電力価格が決められる。このデータ

は直ちに全てに人に公表される。短期のリアルタイム市場

では、独立した送電網運用者が、電力バランスを保つた

めに電力をもっと要求したり、逆に抑える要求を出したり、

様々な契約に従ってバランス要求を満たす必要のある関

係者に料金請求をしたりする。15 年たった今、このシステ

ムはうまく機能することが証明されている。価格は、時間・

地域によって変動するし、北欧各国でも、障害や風力発電

量の違いなどによって変動する。しかし、このシステムは

効率的な投資の機会を供給し、消費者が毎時の電力価

格を知ることで自発的に消費を修正できるようにし、発電

者がコストを減らし競争力を得ることにも役立ってきた。北

欧の産業界も、電力コストを減らし国際市場での競争力を

得るために、これを利用している。 

 

改革と電力市場競争という概念が導入されたときは、ス

ウェーデンの電力会社を含む多くの人の間で、「ばかげて

いる」「不可能だ」｢うまく作動しない｣｢停電が起こるだろう｣

｢お金の無駄だ｣「誰の電力を買っているかわからない」と、

技術的なことを含む様々な議論がなされた。しかし、この

システムは非常に素早く導入され、うまく機能することが

分かったのだ。大きな電力会社がいくつか合併し、多くの

新規参入があった。地方自治体がコジェネの発電所を建

設し、地域暖房を供給すると同時に電力を市場に売ったり、

多くの民間電力事業者が風力発電所を作って電力を北欧

電力市場に供給している。 



 

競争は価格を低く抑えるために導入された。ドイツや日

本と違い、スウェーデンには FIT がなく、RPS を用いて、

再生可能エネルギー供給コストを 低限に抑えている。ス

ウェーデンの再生可能エネルギー由来の電力は、過去 15

年間で増加し、1995 年の 55％から、今年の 77％に伸び

た。消費者へのコストはドイツの 10 分の１以下となってい

る。フェリックスが言ったように、一つ大きな違いがある。

スウェーデンではバイオマスのコジェネ発電所と風力発電

所が多い。しかしドイツでは、その PV への買取価格の高

さをもって PV の産業化に成功し、PV のコストを世界の全

ての人々にとって安価にしてくれた。スウェーデンがやっ

たことが必ずしも世界にとってより素晴らしいと言っている

のではない。ただ、スウェーデンにとって経済的に効率的

だったということなのだ。風力発電産業にとっては、スウェ

ーデンの風力発電の所有者間の競争は、世界中で も

低い風力発電事業コストを実現した。スウェーデンの風力

発電投資者は kWh あたり４円の価格を得、それに加えて

kWh あたり２円のグリーン電力証明を得るため、全体で

kWh あたり６円を得て、風力発電所を開発・運用できてい

る。スウェーデンではこの価格で、多くの風力発電開発が

なされている。私がスウェーデンの風力発電事業者に、

「日本では kWh あたり 20 円も得られるよ｣というと、彼ら

は「どうやったらそんなお金が得られるんだ」と笑う。しかし、

これは競争の効果なのだ。今朝、孫氏が言ったように、競

争はコストを下げるのに有効なのだ。日本の電力供給シ

ステムの将来を考える際、長期計画で時間を費やすより

重要なことは、素早くオープンな競争を導入して新規参入

を促し、低コストで質の高いサービスを消費者に提供して

もらい、長い地域独占で効率化を全くしてこなかった大電

力会社に競争で勝ってもらうことだ。 

 

電力市場に関する法律のシンプルさも、スウェーデンで

活用され、再生可能エネルギーの普及に貢献した重要な

要素だ。どんな発電業者でも消費者に電力を供給でき、

様々な条件を付加できる。契約価格も様々だ。消費者の

中には、スポット市場で毎時決まる価格にトレーダーの利

益を加えた価格で購入したい人もいれば、３年間の固定

価格で購入したい人や、風力発電のみを購入したい人も

いて、そのような様々な契約形態が用意されている。再生

可能エネルギーのみの電力購入契約は、ごまかしがない

様に EU がモニターしている。1996 年にはすでに民間で

監視がなされていたが、今は当局の監視になっている。こ

のように、市場を競争にさらすことで、効率が上がり、消費

者が投資・新規参入・競争に影響を与えることが可能にな

ってきたのだ。 

 

○ 飯田 

スウェーデンのプロセスのお話をお聞きした。特に再生

可能エネルギーは非常に安いんだとの話もあった。ドイツ

とスウェーデンと今の日本が共通しているのは、始まる前

はいずれの国も非常に懐疑的であり、うまくいくはずがな

いと言われていたこと。スウェーデンでもそういう議論があ

ったというのは、今の日本の議論にも非常に示唆的では

ないかと思う。では、日本の現状を含め、高橋さんにご報

告をお願いする。 

 

○ 高橋洋 

本日の三つのパネルディスカッションで、パネリストとし

て出ている日本人は私一人だけである。他の人はみんな

海外のかた。欧州はこれだけ再生可能エネルギーが入り、

アジアもすごい可能性を持っているのに対して、日本はダ

メなのかなという印象を持たれた方が多いかと思われる。 

 

この三つめのセッションのテーマが電力システム改革と

いうことで、私が日本人唯一のパネリストだが、残念なが

らこの分野でも日本は遅れている。 

 

日本の電力システムは今後どうなっていくんだというテ

ーマで話すわけだが、 初に答えを示しておきたい。日本

の電力システムはこれから変わる。日本の既存の仕組み

は、（ppt.Ｊ-2）左側にある集中管理型と呼んでいるもので

ある。これが今後５年ぐらいかけて右側の自立分散型の

仕組みに変わると、私は３年前ほどから言っている。左側

の集中管理型では、地域独占の電力会社が、発送電一

貫で、発電から送電まで全て責任を見ますというありがた

い仕組みだった。ユーザー、消費者はじゃんじゃん電気を

使って下さいと。ところがこの仕組みは持たない。今後は

右側の自立分散型へ変わっていきます。 

 

まず上側、発電側、供給側だが、集中型電源（これはも

ちろん今後も必要だが）以外に再生可能エネルギーを中

心とした分散型電源もどんどん入ってくる。いろんなプレー

ヤーがいろんなレベルで発電をする。下の方は消費者だ

が、今までの消費者とは違い、ものすごく能動的、自立的、

積極的になって、需給調整にもいろいろなレベルで参画し

てくる。ユーザーによっては、蓄電池を持ったり、家庭に太

陽光パネルを持ったり、いろんなレベルでシステムのプレ

ーヤーになっていく。これだけ、供給者と消費者、需要家

など、いろんな人がいろんなレベルで加わっていくシステ

ムになると、これまでの発送電一貫のシステムではもたな

い。 

 

必要なものは二つある。一つは、マーケット。パワーマ

ーケットだ。これは日本の電力卸取引市場という意味もあ

るし、もっと広い意味で、電力の取引が競争的に行われる

こと。こういうインフラが必要だ。もう一つは、先ほどから何

度も議論されているネットワーク。先ほどから、トランスミッ

ション・システム・オペレーターと聞き慣れない言葉が出て

いるが、送電網のみを所有し運用する送電会社が TSO

である。これからはそれが IT で武装化されてスマートにな

っていく。そのネットワークがあらゆるプレーヤーに解放さ



れなければ、このような複雑な仕組みはもたない。これが

私の言っている自立分散型の仕組みである。 

 

では、どうしてこんな仕組みが必要になったのか。それ

が、今日のテーマの一つである再生可能エネルギーだ。

日本には再生可能エネルギーはまだあまり入っていない

ので、今までの左側の仕組みで良かった。しかし、変化の

発端になったのは、実は 3.11、すなわち計画停電だ。3.11

以降、原発が 大の関心事となっているが、電力システ

ム改革の点から言うと、計画停電が起きたということが極

めて重要な出発点だった。 

 

ここには、関東地方に住んでいらっしゃる方が多いとは

思うが、3.11 の後、特に翌週、 大 1800 万世帯の方が計

画停電を経験した。これが極めて重要である。東京電力

の歴史は 66 年ほどあるが、これほど大規模な計画停電

は初めてだった。計画的と言いながら、直前まで分からな

い、直前になっても分からないという大変な不便を感じた

わけである。 

 

ではどうして停電が生じたのか。地震が起き、津波が起

き、原発が止まったからか。それ自体は間違っていないが、

もう少し深い分析が必要だ。こちらのグラフ（ppt. Ｊ-4）だ

が、下の方が東京電力の全設備容量である。電源構成、

6400 万 kW ぐらいあるが、当然事故によって福島原発の

１と２が止まった。これはわかりきっているが、それ以外に

も大きな火力発電所が福島県や茨城県などにあり、これ

らが全部止まった。１カ月間も止まったのだ。これら大規

模電源を合わせると、28.4％もの電源が止まってしまった。

いかに東京電力がたくさん発電所を持つとしても、さすが

に３割近くの発電所が突然止まってしまったら、それは供

給力不足に陥ることは明らかだ。すなわち、原発の安全性

という問題はともかく、大規模集中電源に依存しすぎるこ

とは、実は安定供給上まずいということが、この経験から

わかったのだ。再生可能エネルギーのような分散型電源

であれば、確かにいろんな所でいろんなレベルで発電所

を設置しなければならないので、それによってコストがか

かるような印象を受けるかもしれないが、こうした災害など

には極めて強い。一部の風力発電や、太陽光発電は実際

止まったが、それはほんの一部にすぎなかった。もし、全

体の３割が止まるような地震や津波が来れば、それは日

本が崩壊してしまうようなレベルな話である。そこで、やは

り集中型電源より分散型電源の方が、安全面、安定供給

面の観点から、実は強いのではないかという示唆が得ら

れた。 

 

仮に供給力が本当に足りなくなったとしても、東京以外、

特に西日本では、たくさん電気が余っていたという話を聞

いたことがあるのではないか。しかし、今朝から議論され

ているように、日本は地域独占で電力システムを運営して

きたので、地域間の連系線が細い。太い所であっても、実

質的に融通をしないという仕組みでこれまでやってきた。

従って、西日本では余っていたのに、東京電力管内では

十分な電気を送れなかったと。すなわち、ネットワークの

力を使わないシステムがいかに脆弱で、安定供給上、問

題があるかが、明らかになってしまった。 

 

では、供給力も足りなくて、融通もできなくなってしまっ

た場合、どうするか。これは需要を減らすしかない。では、

日本はどうしたのか。電力使用制限令という言葉が知ら

れるようになったわけである。これを英訳すると demand 

restriction（需要制限）なのかなと。DR とう言葉は、この業

界では demand response（需要応答）と通常言われるが、

日本は demand を restrict することによって、去年の夏の

需給逼迫を乗り切ろうとした。そして我々は見事に乗り切

ったのである。 

 

こちらのグラフ（ppt.Ｊ-6）、青い方が去年の夏、2010 年

の夏の各日のピーク需要を表している。赤い方が、去年

2011 年 3.11 後のピーク電力である。一目瞭然で、青い方

に対して、赤い方が下がっている。年間ピークで比べれば、

3.11 前に比べて 2011 年は 17.9％下げた。平均をとってみ

ると、毎日平均して 20％以上、我々は下げたのだ。これに

は理由があるのではないかという話だ。それは、demand 

restriction すなわち電力使用制限令が出されたからだと。

これは、15％の削減を大口需要家に義務付ける、ペナル

ティ付きの厳しいものだった。従って、嫌でもやらなければ

ならない。さらに、去年の夏は少し涼しかった。 高気温

を一昨年と比べれば、－1.7℃だったので、非常に特別な

環境下で、使用制限令まで出して、かつ涼しかったから

20％削減できた。特別な状況だったのだという説明がなさ

れた。 

 

実際に、経済産業省が昨秋に聞き取り調査を行ったと

ころ、本当に日本の企業は涙ぐましい努力をし、その結果、

15％のピークカットに成功したという事例が、ここ（ppt.Ｊ-7）

にいくつか書いてある。例えば、東京のオフィスで電源が

間引きされたとか、エレベーターが半分止まったとか、そう

いう経験をなされた方が多いかと思う。自動車メーカーな

んかは、週末に働いて平日は働かないと。その結果ピー

クカットができるんだと。さらに、少しお金に余裕がある企

業は自家発電や蓄電池を導入したり、そういう涙ぐましい

努力によってできたんだと。なので、大企業によっては、何

十億という追加投資を迫られた場合もあったので、簡単に

demand response なんかできないんですよというような説

明もなされる。でも、本当にそうか。もっと賢い demand 

response ができるのではないのかということを、私は去年

から申し上げてきた。 

 

Demand response ネタが続くが、これ（ppt.Ｊ-8）は今夏

の関西電力である。さんざん今年の春に、関西電力管内

で需給が足りるのか足りないのか、政府、マスメディアを



含めて議論をされてきた。足りないから、国民の生活を守

るために、大飯原発を再稼働するという方もいらっしゃっ

た。明日、節電期間が終わるが、どうだろうか。関西電力

管内、青い方が 2010 年暑かった一昨年の夏、赤い方が９

月２日までプロットをしているが、どれぐらい下がったのか

というと、年間ピークで 11.5％、平均をとると、毎日関西の

方は平均 12％ピークを下げた。2010 年と比べると今年は

まだ涼しかったが、2011 年よりは暑かった。にもかかわら

ず、関西の人も東京の人と同じくらい、十分にピークカット

してみせたわけだ。今年の関西は、電力使用制限令はな

かった。計画停電の準備はあったが、去年の東京と比べ

れば、ややスマートなやり方で節電を行ったということが

言える。関西電力さんも、家庭向けにピークシフト料金を

導入したり、節電キャンペーンを繰り広げるとか、一生懸

命頑張られた。それもあって、関西の方でも 2010 年と比

べて 10％削減することができた。だから、原発の再稼働

があるかどうかは別にしても、十分に関西でも日本全国で

も電力が足りたと。demand response はもの凄いポテンシ

ャルがあるということが、はからずとも計画停電を経て証

明がなされたのである。 

 

ここまでのことから何が言えるのか。二つある。一つは、

電力の安定供給のためには、ネットワークの力を使うべき

だと。地域ごとに関所を設けて、地域の中で電気のバラン

スをとるのではなく、より広い地域で送電網を使って、電力

を融通し合って、ネットワークの力を使った方がより安定

供給に資するし、需給が効率的になる。もう一つが、マー

ケットの力を使うべきだということである。電気料金が上が

れば、皆さん節電するわけだ。今ピークカットすれば報奨

金が貰えると分かれば節電するのだ。それが、大阪と東

京の結果からも出ている。 

 

そういう背景のもと、今年２月から、資源エネルギー庁

で電力システム改革専門委員会という審議会が設けられ、

電力システム改革の議論をしてきた。私もその委員の一

人だった。電力改革や発送電分離などは、震災前までは、

日本では終わった話だ、タブーだ、と言われていたが、半

年間その審議会で議論をし、７月に答申が出された。その

電力改革の基本方針をまとめたのがこちら（ppt.Ｊ-9）にな

る。 

 

大きく三つの柱がある。一つは小売り全面自由化。よく

知られているように、ご家庭は電力会社を選択する権利を

持っていない独占状態が続いているが、これを 100％自

由化しよう、家庭でも電力会社を選べるようにしよう、とい

うのが一つ目の柱である。二つ目が、今日さんざん議論し

ている発送電分離。先ほどから、オーナーシップ・アンバ

ンドリング、所有権分離という言葉が出ているが、その前

の段階である法的分離、機能分離のいずれかは行ない、

プラス送電網を地域間を超えて広域で運用しようとういう

ことが、この答申に書かれている。三つ目が、市場競争に

ついて。マーケットだけ開き、送電網を開放すれば競争が

起きるのかと言うと、それだけでは不十分である。さっきト

ーマスが reregulation（再規制）という言葉を使ったが、も

っと競争を起こすために非対称的な規制を解消しないと

競争が起きない。なぜなら、電力会社はこれまで 100％独

占だったので、強いのは当たり前であり、新規参入者を優

遇しなければ競争は起きないということで、様々な競争政

策が盛り込まれた。これが、今年の７月の段階である。こ

の秋以降、審議会をもう一度再開して、具体的な策を練っ

ていくというのが政府の段取りだ。ご期待いただきたい。 

 

今日の話をまとめると、 初に古川さんの話にもあった

通り、原発からグリーンへという風に言われているが、単

に原発から新エネに置き換わるという話はないと強調した

い。単に電源が置き換わるだけではなく、これまで供給力、

発電所を増やすことで需給をとってきたが、今後はネット

ワークの力を使うことで需給とバランスをとろうということ。

もう一つは、市場経済にするべきだと。電力会社と政府が

電力構成を話し合って、計画経済で電力システムを決め

るのではなくて、市場メカニズムの力をうまく使って、シス

テムを作るべきでないのか。これとも関連するが、供給者

が全て面倒を見るという丸投げな仕組みではなく、我々需

要家が demand response をすることによって、システムを

維持するような仕組みをつくろうではないかと。 

 

単に電源を変えるだけではなくて、仕組み・システムを、

中央管理型から自立分散型に変えていくと。もうすでに、

欧州はこの方向に動き出している。先ほどのドイツの話で

は、もう次のフェーズに入りつつあるが、日本は今からで

も、やや遅いかもしれないが、ドイツを追い抜かす勢いで

この方向に向かうべきであると。そのためには、国民の皆

さんが consumer-driven（消費者主体）で、ご協力いただく

必要があるというのが、私のメッセージである。 

 

○ 飯田 

震災の経験からも、発送電分離を含む電力市場改革、

ネットワークの力や市場の力を利用する市場改革が必要

だということを、説得的にご報告いただいた。 

日本は再生可能エネルギーの普及が始まったばかりで

市場改革は報告書が出たばかりという２周遅れの段階で

ある。ドイツとスウェーデンが、違った形で再生可能エネル

ギーの普及政策をとりつつ、それぞれフルオープン・完全

自由化したなかで、今、再生可能エネルギーがさらに普及

しようとしている。この過程で、ヨーロッパでいくつか失敗し

た事例も含めて、２周遅れの日本が、これは絶対やらなけ

ればならない、そしてこれは絶対やってはならない、という

ことを、フェリックスさんとトーマスさんからコメントをいただ

き、それに対して高橋さんから少しコメントをいただきたい。 

 

○ コーベリエル 



電力市場の再規制を行おうとする全ての人々への重要

なアドバイスは、不要な複雑さを避けることだ。この国の

電力会社は、大きな発電所に多額の投資をしてきたので、

競争力がなくても特別扱いを受けるべきだとか、核廃棄物

や原子力事故の扱いに対する特権も必要だ、などという

議論を展開することは目に見えている。しかし、その議論

を電力市場改革に持ち込まないことが重要だ。この問題

は、納税者、または可能であれば発電会社の所有者が解

決するべき問題であり、市場競争において、新規参入する

発電業者よりも既存の会社に特権を与えるべきという議

論にはならない。できるだけシンプルで透明性が高く、理

解しやすいルールにすることが重要だ。どのように市場が

運用されているかを理解できないと、投資家は投資をしな

いので、新しい投資家を電力システムに集める意味でも、

シンプルさが必要だ。 

 

○ マテス 

いくつかポイントがある。私の国と日本には類似点が大

変多い。ドイツも日本も、協議に持ち込むことが多い。ドイ

ツでは、半世紀ばかり協議で解決しようとしたが、ひどい

混乱に陥っただけだった。規制側と政策決定者、そして産

業界の間の不均整に加えて、巨大な既得権が存在し、そ

れらが多くの複雑な様相を呈したからだ。役割区分を明確

化し、規制する側とされる側を明確化することが一つの鍵

となる。既得権の混在がある限り、非常に難しいだろう。 

 

第二の点は、信頼感の必要性だ。信頼感を得るには、

「どこに向かうか」という明確なビジョンが必要になる。EU

や他の国で連続して起こった苦い経験からいうと、日本が

この変革を政治的・社会的「運動」として行うならば、初め

の５年間は A についての議論が焦点になり、その後５年

間は B についての議論が焦点になるといった具合に、議

論の連続となる。明確なビジョンが、信頼感を築くために

必要である。 

 

第三の点は、常に既得権益と戦っていかなければなら

ないことだ。これには二つの答えしかない。一つは先ほど

言ったように役割区分の明確化、第二は、独占を破ってい

くために新規参入者を増やすことだ。ディスカッション１で

私の同僚のクリスティーネ・ワシレフさんがドイツの電力イ

ンフラへの投資構造を説明した。1935 年以来 1998 年ま

で、ドイツの電力市場は独占されていた。その 60 年間、

電力セクターの投資は全て伝統的な電力会社が行ってい

た。ここ 20 年間で変化したことは、電力セクターの投資の

50％が、伝統的プレーヤー以外によって行われるようにな

ったことだ。これには二つの側面がある。一つは、コジェネ

プラントなどを建設する企業や個人ビジネスが増えたこと。

二つめは、新しい資金源ができたこと。２-３週間前に、非

常に高価なスーツに身を包んだ大手銀行家たちが私を訪

ねてきたが、彼らはドイツの電力市場の投資構造を非常

に心配していた。50％もの投資が、ゴールドマンサックス

などの大手投資企業ではなく地方銀行から来ていることを

気にしていた。新規の投資家をいかに惹きつけ、ポートフ

ォリオを広げるかということが重要だ。 

 

後のポイントは、問題点ではなく解決策に焦点が当

たるような制度を考えることだ。発送電分離を進める前段

階で送電網運用者がまとめた報告書の数々を見れば、送

電網への風力の統合に関する問題点がたくさん指摘され

ている。私自身も多くの問題点を挙げていた。鍵となるの

は、解決策に関心を持つ企業がいるかどうかだ。私の論

理によると、関心の焦点を問題点から解決策に移行させ

るには、制度の再編が必要で、協議だけでは解決できな

い。 

 

経済活動は、経済的利益のある方向へ進む。私は先ほ

ど、ドイツの大きな南北送電ラインについて紹介した。南

北の需給バランスの悪さは 10 年間も知られていたのに、

なぜ誰もインフラ整備への投資をしてこなかったのか。理

由は非常に明確だ。南部の発電業者が、風力を送電網に

送り込むことで発生する再送電に利益を見出さなかった

からだ。だから誰も南北送電ラインに関心がなかった。し

かし、発送電分離後は、そこに利益が生まれた。企業は、

利益を上げる唯一の方法は、（南北を送電ラインで結ぶと

いう）解決策に投資をすることだと学んだのだ。 

 

このように。制度の再編よって焦点を解決策へと移行さ

せることは重要だ。ドイツは、経済的な利益を避けて協議

や自主協定などで問題解決できると夢を描き、10 年を無

駄にしたのだ。 

 

○ 高橋 

いろいろと学ぶことが日本人としてあったと思う。特に共

通することで、私もかねてから思っていたのは、やはり新

規参入が必要であるということだ。このような独占的、非

競争的な市場を変える際には、新規参入者が入りちゃん

と競争を起こすことが も早いというか、合理的な変化の

起こし方だと思う。 

 

例えば、通信の分野においても、もともとは電電公社の

時代があったが、その後、通信の自由化が行われ、いろ

いろと新規参入者が現れ、別に孫さんがやっているカンフ

ァレンスだから言うわけではないが、新しくソフトバンクや

KDDI などが頑張ったから、これまで通信の分野が花開い

た。コスト的にもサービスのレベルから言っても、非常に国

民のためになったと思う。 

 

電力の分野でも、新規参入業者がどんどん入ってくると、

競争が日本でも起こり、欧州のようにもう少し開かれた仕

組みになっていくのでは、と期待されている。 

 



では、本当にそうなるのか。どうしたらそうなるのか、私

も日本人として常日頃から考えているが、これがなかなか

難しい。再生可能エネルギーについては、固定価格買取

制度が導入されたので、ソフトバンクをはじめとして、これ

まで本当に関係なかったような企業や団体…コンビニ、太

陽光パネルメーカー、農協、自治体など、電力のデの字も

分からなかった人たちが入ってきている。やっぱり、こうい

う環境をどんどん創り、どんどん盛り上げていくことが、電

力システムを変えていく力になり、日本の電力会社も変わ

っていくことを、私としては期待している。 

 

そのために、もう一段落として何が必要か考えると、政

策が変わること、言い方を変えれば、政治家の判断とか

官僚の判断、役人の判断が変わって政策が変わることが

必要なのかと。もう一つは、消費者がそれを求めることだ

と思う。消費者がやっぱり独占っておかしいよね、何で電

源が選べないんだろうと自ら不思議に思って、自らのこと

として電力会社を選びたい、料金メニューを選びたいとい

う声を強く上げると。実際、3.11 後はそういう風になってき

たわけだが、そういう消費者が声を上げれば、当然供給

者の方も応えざるを得なくなるし、応えてくれないのであれ

ば、政治家が動かざるを得ないという連鎖が働いてくるの

ではないかと。そういうことを欧州では地道に何年もかけ

て行ってきたから、ここまで来ているのであって、日本でも

これからは、私も含めて電力の仕組みや供給の在り方に

無関心であった人々が、もっと声を上げて、選択権をくれ

と要求していくことが、これから必要になると改めて感じた。 

 

○ 飯田 

今の話を受け継ぐと、今日本は歴史的なチャンスで、世

界中で日本人ほど電力や原子力に関する知識が上がっ

て、関心が高い国は世界中にないと思う。今ここで政治と

消費者の両面から変われるチャンスだろう。 

 

○ コーベリエル 

改革の勝者・敗者の話が出たが、ヨーロッパの経験か

ら、改革後の世論の動きについて予想を述べたい。すで

に多くの消費者が、再規制や競争導入で便益がもたらさ

れると理解しているだろう。大型独占電力会社は、今は改

革に反対だ。再生可能エネルギーを新規設置する可能性

のある企業は、新しい電力システムを供給する方が既存

の発電所を運用するより収益率が高いと気づき、徐々に

再規制を歓迎するようになる。産業界の電力顧客は、基

本的に低い電力コストに興味があり、電力供給者を選べ

る市場に興味がある。大きな電力消費企業は、大きな電

力会社と密室で会って「安い電力がほしい」と言い、電力

会社側は「政治的に支持してくれるなら安い電力を供給し

よう」と約束する。多くの小口電力消費者は怒り、競争へ

の支持を強める。大口電力消費企業も足並みを揃えるた

めに、そぞろ｢競争はいいことだ｣と言い始める。そして電

力市場再編に反対するのは大手電力会社のみとなってい

く。 

 

このような電力会社に｢競争で敗者になるのは誰だ？｣

と聞くと、「非効率で競争力のなさを自覚している会社だ」

ということになる。この論理でいくと、大手電力会社も電力

市場再編に反対しづらくなる。「自社は、効率よく競争力が

ある」と信じたい会社の重役は、実際には競争力がなくて

も競争に賛成をするようになる。こうして皆が競争に賛成

し、改革が進むことになる。  

スウェーデンでは３年かかった。日本では、前例から学

んでもっと早く進められるかもしれない。 

 

○ 飯田 

フロアから質問を受けたい。 

 

○ 質問者 

電力システムの改革、スウェーデンと日本の話を聞い

て、非常に良いと思った。二つ質問がある。一つは、これ

から電気代が上がるんじゃないかという懸念について。マ

ーケットが変わると言うが、妥当な電気代にするためにど

のようにコントロールしようとしているのか。すなわち顧客

の価格のことだ。政府は電力価格の上昇を懸念している。

電気代は製品、製造、といった様々なところに影響を与え、

いわゆる基本的なコストになる。それをどう考えているの

か。例えばピークが上がったり、需要が危機的に上がった

ときにどうするか。二番目は高橋先生にお願いしたい。い

かに省エネをするかというお話をされたが、例えば工場な

どでピークがだいたい午後になると、そこでやはり生産の

時間をずらさなくてはならない。そうすると、生産を夜や週

末に移す所がでてくる。すると工場としては、人件費など

のコストが上がる。それはだれがカバーするのか。政府が

払ってくれるのか、パワーをシフトするところが払うのか。  

 

○ コーベリエル： 

スウェーデンや北欧の価格調整だが、競争が導入され

たとき、価格は非常に大幅に下がった。平等にもなり、小

口消費者は大口消費者と同レベルの価格で電力を購入

できるようになった。競争では全ての人々が 大限の利

益を得たいからだ。 

 

ノードプールでは、スポット価格が下がったときは kWh 

あたり１円以下になったが、その後上がり、kWh あたり５-

６円になった。以後下がり、ここ１-２年は kWh あたり４円

あたりになる見込みだ。競争で価格が上がることは心配し

ていない。価格は下がる。 

 

干ばつで水力発電量が下がる、原子力のリアクターが

突然止まる、などの非常事態における調整だが、電力価

格が上昇し、消費が抑えられる。これが市場メカニズムの

良いところで、我々は価格規制のシステムを待っていない。



これは非常に重要なことだ。カリフォルニアなど米国では、

以前、半競争状態で供給と価格の規制があったのだが、

このシステムは悪用され、多くのお金が失われた。価格の

規制がないことが、市場がうまく機能するために重要なの

だ。スウェーデンの大臣の一人が、食料市場に関して「私

の経験では、高い食料価格を防ぐ手段は高い食料価格だ」

と発言したことがある。これは電力市場についても言える。

電力価格が高いと、多くの人が発電に投資し、価格は下

がる。それが市場というものだ。どのような価格規制も避

け、市場への自由なアクセスを許すことが重要だ。それに

よって、価格は適正なところで抑えられるはずだ。 

 

○ 高橋 

まず、日本の電気料金について一応コメントしておく。よ

く政府や電力会社から、過去 15 年ほど下がってきている

ので、欧州諸国と比べても全然高くない、安くなった、これ

は日本型の自由化なんだと説明がなされるが、これは事

実ではない。 

 

日本の電気料金に占める税金の割合が極めて低い、

７％ぐらいしかないのに対して、例えばドイツでは 40％以

上が税金である。トータルで見れば日本の電気料金の方

が安いように見えるが、実質的に電気料金で見れば、日

本は今でも世界で一番高い。私は冒頭に孫さんがおっし

ゃったことに賛成で、もっと競争すれば、日本の電気料金

はまだまだ下がると思っている。 

 

質問のメインの方で、私はピークシフトを demand 

response と呼んだが、そういう行動のコストは誰が払って

いるのかということについて。基本的には需要家だ。企業

が、例えば電球を LED に変えると、コストは企業が払う。

週末に工場の労働形態をシフトする際にも、当然事務コス

トもかかるし、場合によっては週末の勤務にもなるので、

超過的な労働コストもかかる。これは企業が払うことにな

っている。去年の夏の電力使用制限令は、電気事業法と

いう法律に基づいた政府の命令で行われ、必ず従わなけ

ればならないことになっていたので、そのコストは原則とし

て需要家が負うということになっていた。一部コジェネに対

する補助金などは政府がお金を出したが、基本的には需

要家の努力として節電をやっていくと。それはひどいじゃ

ないかと思われるかもしれない。特に去年の夏は、ペナル

ティ付きで 15％削減義務付きだったので、確かにひどい

のではないかと。 

 

今夏のやり方というのは、需要家や消費者が、あまり無

理せずに節電をやった結果、電気料金が下がったじゃな

いかと実感してきている。東京なんかは、去年は強制だっ

たが、今夏は強制でもなく、需要制限令、使用制限令もな

く節電目標すらなく、しかも去年より暑かったのに、去年よ

りもちょっと多い位の量で済んだと。企業にしろ個人にしろ、

kWh が 10％も減ったら電気料金もそれと同じくらい減るん

だなと。これでも普通に楽しく生活やっていけるんだなと、

あるいはスーパーやレストランも、多少電気を暗くしてもお

客さんは怒ったりしないとわかったのは、極めて大きい。

去年の夏はかなり不満が多かったが、今夏はあるいはそ

れ以降、日本は極めて節電の意識が高くなっている。今

後も、無理に節電するのではなく、需要減という方向で当

面うまく制度が回っていけば、持続的に進んでいくものと

私は思っている。 

 

○ マテス 

価格について二つのコメントがある。一つは公明正大さ

が必要なこと。もう一つは、自分の選択肢を知るべきだと

いうこと。選択肢とは、規定価格か、競争で決まる変動価

格だ。規定価格は、常に折衝で出された価格だ。経済環

境がダイナミックであればあるほど、折衝は難しくなる。ヨ

ーロッパ大陸グリッドでの価格は、石炭価格、ガス価格、

二酸化炭素価格に影響される。これらの価格は非常に変

動が大きい価格だ。 

 

折衝には二つの結果が考えられる。産業界が折衝に勝

ち、彼らが余剰利益を得、消費者が払うパターンだ。もう

一つは政府が勝ち、電力会社が投資に関する問題などに

直面し、折衝の後、投資に対する補助金を政府に願い出

るパターンだ。この場合も納税者が払うことになる。消費

者が電力供給者を選べるオプションが、ダイナミックな経

済環境下では も健全に価格上昇を抑えるオプションな

のだ。 

 

これにはもう一つ、政治的側面がある。消費者つまり家

庭や企業が電力供給者を選ぼうとするとき、供給者の行

動を見ることにつながる。例を挙げよう。ベルリンでは、独

占的供給者だったスウェーデンの Vattenfall 社が、ドイツ

でも管理状態の悪さで１-２位を争う原子力発電所を２カ

所所有していた。毎年事故を起こしていたのだ。自由化後

３年目に事故を起こした後、原子力発電所の管理状態が

悪すぎるという理由で、20％の顧客が、ベルリンとハンブ

ルクにある Vattenfall 社から、他の電力供給者に乗り換え

たのだ。このことは、ドイツが原子力を徐々になくす決断を

した背景にもなっている。有権者、納税者、消費者が、自

分自身の選択をし、この供給者はいらないと決断し、代替

の供給者を選んだのだ。 

 

この選択の自由は、価格に反映される。競争が常に低

価格をもたらすと限らないが、ダイナミックな環境では、可

能な限り低価格をもたらす。一方、供給者である企業の行

動も注目されるようになり、企業は、自社の行動が消費者

の選択に影響することを意識することになるのである。 

 

○ 飯田 

2030 年とさらにその先の姿まではなかなか見えなかっ

たが、高橋さんのプレゼンテーションにあったように、去年



の 3.11 の経験からしても、これから起きる変化を考えても、

日本でも市場とネットワークをもっと活用するシステムに

代わることが避けられないということだったと思う。 

 

そして、スウェーデンの経験もドイツの経験も、プロセス

をできるだけシンプルにし、出来上がった市場の姿もでき

るだけシンプルである方がいいという教訓だったと思う。そ

の変化を起こす力とは、高橋さんがコメントされていたよう

に、政策・政治を変えていく力と消費者の力。正に私たち

自身の力によってできるだけ透明な市場とネットワークが

使えるようになれば、価格ももちろん下がる。そして、再生

可能エネルギーもその様々なシステムの中に吸収してい

けるような次の新しい市場の姿が見えてくるだろうというこ

とが、少し感じ取れたのではないかと思う。 

 

ありがとうございました。 
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座談会 

今こそ 電力市場に適切な競争を！ 
 

 

 

 

 

 

 

○ 末吉 竹二郎 

今日は朝早くから数多くの方にお集まりいただき、本当

にありがとうございました。いよいよ今日の 後のスケジ

ュールとなりました。皆様もよくご存知の、東京都の猪瀬

副知事においでいただいております。それから、冒頭です

ばらしい基調演説をいただきました孫会長にもう一度お出

ましいただいております。皆さんと一緒に大きな議論をし

ていきたいと思います。 

 

今日のテーマは、「今こそ電力市場に適切な競争を！」

です。猪瀬副知事が、スライドとスピーチをご用意いただ

いております。まず初めにお願いします。 

 

○ 猪瀬 直樹 

「電力市場に競争を」というテーマで少し初めの問題提

起をします。問題提起というか、現実に今何をして、どうな

っているのかということを含めてお話させていただきます。 

 

これ（ppt.K-1）は、代々木体育館における東電の株主

総会です。1 万人収容の広いところです。その株主総会で、

この問題（ppt.Ｋ-2）を追及いたしました。東電の資産の売

却リストを全部チェックして洗い直すと、東京電力病院が

入っていない。おかしいじゃないか。ちょっと皆さん、あの

病院を見て、何かが欠けていると思いませんか？そう、普

通だったらある看板が無い。病院らしくない。窓が小さい。

だいたい怪しいんだ、窓が小さいと。 

 

売却リストになぜ載っていないかと確かめたら、被災し

ている福島に医師を送り込んでいるから売却リストに入れ

なかったと。東京都は 2.5％の株主です。筆頭株主といっ

てもあまり権限が無いのですが、病院の立ち入り検査権

があります。だから、立ち入り検査すれば本当のことが分

かる。そこで、来週の水曜日が株主総会だという前の週

の金曜日に、立ち入り検査をすることにしました。東京都

の福祉保健局が担当で、厚生省の医療法に基づいて、各

病院の検査を 3 年に 1 回ずつするのです。ところが、福

祉保健局は、「いやあ、2 週間前に通告しなければいけな

いのです」と言うわけです。「来週の水曜日だよ。今日は

金曜日だから 2 週間ないよ。今すぐ通告すれば、週をま

たぐから 1 週間になる。で、１日前の火曜日にギリギリ立

ち入り検査が間に合いました。113 あるベッドが 20 しか稼

動していない。しかも、福島に医療援助に行っているとい

うのは嘘だとわかりました。土･日に一人だけお医者さん

が行く。そういうことで、売却リストに載せなかった理由は

嘘だったと。このように、具体的に指摘することが大事で

す。 

 

競争環境にないということが一番問題なのです。テレビ

でもやりましたが、この（ppt.Ｋ-3）東京リビングサービスは、

六本木駅から徒歩 2 分のところにある、福利厚生施設の

ための子会社です。連結子会社で、有価証券報告書を見

ると、40 社名前が書いてある。さらによく見ると、小さい字

で「その他 128 社」と書いてある。あれ？168 社じゃないか。

という風に、表に見せるところと隠すところをうまくやるわ

けですね。これなんかは、渋谷でレストランを経営して、そ

こで東電幹部がフランス料理を食べたら東京リビングサー

ビスの売り上げになって、連結決算ですから、その全体が

電力料金になると。これが総括原価方式です。このように

具体的に示すことが必要です。 

 

その上にあるのは、堂々と看板を出している「東電同窓

電気」です。桜木町の駅前で、隠しもしないで堂々とやっ

ています。独占会社だから平気なんです。これは連結せ

ず、仕事だけ発注し、随意契約を結びます。これをゼロ連

結というのですが、これがまた無数にある。という風な具

体的事実を突きつけながら東電改革をしていくわけです

が、これは競争環境を作るためです。 

 

こちら（ppt.Ｋ-4）は、東電に公認会計士を送り込んだ様

子です。また、右側は、枝野経済産業大臣に新電力のシ

ェアを 30％にしろ、と申し出ているところです。９つの独占

電力会社じゃない新電力会社のシェアがたった 3.5％しか

ないところを、30％にあげる数値目標を示すように、と申し

出たのです。 どういうことかというと、例えば NTT ドコモ

のシェアは 50％で、あとは au やソフトバンクなど。つまり、

50％は「その他」が入っているわけです。ですから、9 電力

の独占体制を崩して「その他」を 30％にするべきです。 

 

9 電力同士も競争させようと。これ（ppt.K-10）は、中部

電力の専務が副知事室に来たときの写真です。僕は中部

電力東京支社に電話したんです。「なんでお宅は東京に

営業所があるのですか？東京で営業していただけません

か？東京都庁の建物と中部電力が契約してもいいわけで

すから」と言ったら、本社から中部電力の専務が慌てて来

 

孫 正義            （自然エネルギー財団会長） 

猪瀬 直樹           （東京都副知事） 

モデレーター：末吉 竹二郎（自然エネルギー財団副理事長） 
 



ました。面白いんです。記者に公開したのですが、「東電

市場管内を魅力的な市場だと思いますか？」と聞いたら、

中部電力専務が「とても魅力的市場だと思います」と。とい

うことで、9 電力同士が競争する。さらに、新電力が、現在

の 3.5％から 30％までシェアを広げる。という風になること

によって、健全な電力供給体制を含めた競争環境ができ

るだろう。まずは、それが一つ。 

 

もう一つは、天然ガス発電所リプレースプロジェクトを、

新しく立ち上げました。東京電力の老朽火力発電所、こち

ら（ppt.K-8）の黄色とピンクですが、35 年から 40 年超のも

のが 1660 万 kW あります。これはいつか壊れます。そこ

で、これをリプレースするときに、東電の分社化を今要求

していますから、その分社する東電の発電所と新電力の

発電所とが対等に並び立つような形でリプレースする。そ

の際、民間のファンドを入れながら、そういう資金を供給す

る。東電には資金余力がありませんので。これが出来て

いくと、少しずつ変わっていくだろう。これは具体的なプロ

ジェクトです。 

 

そして、今、福島から 900 万 kW、柏崎刈羽からは 800

万 kW、原発による電力供給が止まっています。ですから、

この 1660 万 kW が壊れたら大変なことになるので、そうい

う供給の不安を解消するだけではなくて、競争をそこに導

入する。東電の改革を、9 電力全体の改革につなげてい

きたいです。 

 

後にもう一つ、水力発電について(ppt.Ｋ-11)。奥多摩

に 36000kW の水力発電所がありますが、これを東電と契

約解除して、競争入札にしようとしています。そうしたら東

電が契約違反だと言っているので、今、喧嘩しているとこ

ろです。こういう水力発電所が全国にあります。なぜかと

いうと、水力発電が作られた昭和 30 年ごろは、９つの電

力会社も資金力がなく、しょっちゅう停電が起きていた貧し

い時代でした。そこに公営の水力発電所ができ、それを９

つの電力会社に売るという形で、なんとか供給を安定させ

ようとしたのです。それを安い料金でずっと売り続けてい

た。だからここで契約を解除して新電力に競争入札で適

正な価格で売りましょうというものです。 

 

○ 末吉 

ありがとうございました。大変いいキックオフをしていた

だいたわけですが、我々が知らなかった事実が、東京都

あるいは猪瀬副知事の活動で、いろいろと出て来ました。

全ては、新しく本当の競争の場を作るための準備なんだと

いうご趣旨でしたが、孫さんはどのようなご感想をお持ち

でしょうか？ 

 

○ 孫 正義 

今朝私は、原発が 0％でも、15％でも、25％でも、ちゃ

んと原発の廃炉コストとか事故処理コストを含めれば、実

は発電コストはたいして変わらないと述べさせていただき

ました。むしろそれよりも、電気代を安くする、あるいは高く

なるのを止めるという意味では、競争環境を作るのが一

番大切だと。競争環境を作ることによって、おそらく電気代

は、今現在であれば 2 割は削減できると、直感的な思い

があります。独占企業であれば、どこの国でもどんな業界

でも、今の猪瀬さんのお話のように、不要な、あまり稼動し

ていないベッドの病院の経費なども、料金に乗せることが

できてしまう。NTT も同じことです。もともと 100 年間独占

していたので、電話代も高止まりでした。で、競争が入った

瞬間に、基本料がドンと下がったんですね。急激に、2 割

どころじゃないくらい下がった。東電だって、関電だって、

今まで完全に地域独占でした。実質 97％くらい独占して

いるわけですから、まさに独占状態です。これが、競争が

始まったというだけで、恐らく 2 割くらい、要らないコストが

ギュッと圧縮されるのではないか。 

 

 日本は世界で も電気代が高い国の一つだと思われま

す。世界はもはや、電力においても競争市場にするため

に発送電分離がなされて、きちっと競争の条件が整ってい

るわけですが、猪瀬さんがおっしゃるように、明確に 30％

とか、あるいは将来的には 50％とか、新電力が入ってくる

目標値を具体的に作って、その実現を妨げている今の枠

組みを変えなくてはいけないと思うんですね。人為的に作

られた独占のしくみが取り払われ、フェアな競争環境にな

ったときに、それでも尚かつ 50％のシェアを握り締めると

いうことがどれほど難しいか。他の業界を見て下さい。他

の業界を見て、独占のために人為的に作られた策を取り

払って尚かつ、7 割以上のマーケットシェアを握り締めて

いる業界なんてほとんど無いわけですね。今言いましたよ

うに、100 年間独占の権利を持っていた NTT グループで

すら、新しいモバイルということで変わってきたわけですけ

れども、マーケットシェアには新規参入組がどんどん入っ

て来ました。やっぱり、そういう競争の枠組みを作って、結

果、外部から指摘されなくても自らが無駄を排除していく

ような構造になるのが、本来あるべき姿だと思うんですね。

今は独占しているから、喧嘩強いこういう方（猪瀬副知事）

がガーッとけんか腰で乗り込んでいくわけです。まあ、適

任だと思いますけどね。そういうことをしないと自ら動かな

いという事自体が、すでに不健全ですよね。 

 

○ 末吉 

独占のもとでの高いマーケットシェアは、実は仮の姿、

嘘のマーケットシェアであるわけですね。 

 

○ 孫 

完全な嘘ですよ。だって、独占していれば、安くする理

由はどこにも無くて、まさに総括原価方式といって、「電気

を使うのをなるべくやめましょう」というテレビ宣伝をしてい

るわけですね。他の産業で、「うちの車は夏は買わないよ

うにしましょう」なんていう宣伝をしている自動車メーカー



は１社もないです。独占しているがゆえに言える贅沢な宣

伝ですよね。そして、「私の製品を買わないようにしましょ

う」という宣伝まで含めて、総括原価の中に入っている。こ

んなバカな話はないですね。 

 

真冬は電気が足りないということであれば、むしろ、価

格をちゃんと、シーズンとか一日の中でも一番ピークの時

間とかで、自らが需要に対して供給の価格の弾力性を持

たせて対処するべきです。今朝、新原部長が事例を示し

ましたけれど、ピークは高い、ピークじゃないときは安い、

これは当たり前の話ですね。そういうことが提案されるだ

けで、一瞬で 3 割くらいの節電がピークのときになされる

と。ピークのときに３割節電したら、しかも強制的ではなく、

お客さんの側が自発的に 3 割節電するとなると、世の中

の景色は完全に変わりますね。 

 

○ 猪瀬 

今の話につなげて言うと、電力メーター、これは昔から

見たことあるでしょ、虫が動いているようにグルグル回って

いる。あれは水の流れを表しているのと同じですから。ア

ナログのメーターですが、そのメーターがこれから新しく変

わるわけですね。そうすると、そのメーターの仕様をどうす

るかという問題があります。実は、東日本大震災の前から

9 電力会社は、このメーターをそれぞれ独自の独占企業

でなければ使えない仕様・発注をするという形になりかけ

ていました。 

 

メーターはデジタル化されると、電話と一緒ですから、ど

の電力会社を使うか選べるようになります。つまり、競争

環境というのは、供給側の競争環境と、我々利用する側

の競争環境があります。利用する側は売る側を、このメー

ターで選べるようになると。しかし、東電の独占仕様のメー

ターでは、それは選べない。そこで今、東電の改革本部が

できましたから、東電仕様ではないものを、競争入札で決

定する予定です。今、これからどういう形にするかというこ

とを公表して、パブリックコメントを求めています。もう決ま

っていたメーカーではなく、新しいメーカーが入ってくること

で違ってくるでしょう。で、東電以外の電気も選べるような

仕様にしなければいけないが、東電を突破口にしてその

改革をすると、関西電力や他の電力会社もそうなってきま

す。 

 

 今のところ東電は事故を起こした当事者ですから東電改

革を始めていますが、他の電力会社は独自仕様のままに

なっています。だから東電管内で選べるメーターにするこ

とが今は鍵。一番大事です。東電の改革本部と東京都で、

この 9 月から、定期会合を持とうとしているところです。 

 

○ 末吉 

今お二人から競争の有用性のお話が出たわけですけ

れども、孫さんはこれまでのビジネスの経験から、ビジネ

スの視点からこの問題をお話になっているわけです。そし

て、猪瀬さんは地方自治体、行政の立場からこの問題に

アプローチされているわけです。適切でフェアな競争という

場合に、例えば東京都の立場から見るフェアな競争で何

を実現したいと思っていらっしゃるのか。その競争はビジ

ネスから見ると、ビジネスにとってどういう意味があるのか。

逆に言うと、ビジネスが望んでいる競争の場になっていく

んだろうか。その辺はいかがでしょうか？ 

 

○ 猪瀬 

今行政の立場とおっしゃいましたが、行政の立場ではな

いんです。ここは大事なところです。アメリカは United 

States of America つまり、それぞれのエリアの連合体と

いう意味の名前です。日本は United Ministries of Japan 

です。省の連合体なのです。すると、エリアを代表する

State（州）がない。東京はたまたま国からあまりお金をも

らっていないので、エリアを代表する State という立場を

貫くことによって、Ministries of Japan の問題を解決しよう

という考え方です。エリアというのは、もちろんそこに行政

もあるし、消費者もいて、産業もある。この産業を守らなけ

ればならない。中小零細企業は、電気料金が上がったら

潰れちゃうんです。だから、それを守るために、単なる行

政主体としてではなくて、エリアとしての立場をどう代表す

るかを考えて、Ministries of Japan とやっているわけです。

後でまた言いますが、問題はこの縦割りが問題解決能力

を持っていない、あるいは無責任体制になっている、そこ

を何とか解決することを考えているわけですね。 

 

 先ほど言いましたように、株主としては 2.7％で、実はた

いした権限は無いのですが、行政としては、立ち入り検査

権とか、探すと何かある。そういう物を使いながら、大事な

のは、こういう場を含めて、メディアにちゃんと情報をプレ

ゼンテーションしながら、どういうビジョンが必要なのかを

示す企画力が必要なんです。 

 

○ 末吉 

大変ホリスティックと言いますか、非常に社会のステー

クホルダーの多くの方々のベネフィットのため、というもの

が伝わってきますが、孫さんいかがでしょうか？ 

 

○ 孫 

まさにおっしゃる通りです。電力は、我々ソフトバンクの

立場から見ると全く本業ではなくて、我々は情報通信の世

界に本業として一生懸命やっています。 

 でも、今回の東日本大震災で認識したのは、電気が止

まると通信も止まるということです。我々は電気通信事業

だということを初めて認識しました、「電気」という 初の二

文字をいつも忘れた状態だったのですが、「電気」がない

と、本当に「通信」が止まるんだなと。端末の電池だけでは

なくて、基地局の供給電力が止まると、その地域全部バ

サッとまとめて止まるということを、今回嫌と言うほど思い



知らされました。ですから、電気問題は我々通信事業者に

とって他人事ではなくて、自らのこととして考えなきゃいけ

ないというのは一つあります。 

 

 もう一つ僕にとっては、やはり原発がどれほど危険なこ

とかを認識して、何とかしなければならないと思ったわけ

です。 

 

 我々は、毎日、創業したときから競争環境があって当た

り前の産業にいて、「敵が安くしたから」「敵が新しい製品

を出した」「敵が無茶なサービスやっちゃったから」とか文

句を言いながら、それでも歯を食いしばってお互いに頑張

っています。だから新しい技術も生まれるし、新しい価格

競争も生まれる。それが当たり前の業界にいるわけです

が、この電気においてはちっとも競争がなくて、いつも偉そ

うですよね。電力会社の人って、今まで地域の経済界の

お殿様のようにして。各地域の経済団体のトップは、だい

たい電力会社の社長や会長がなっています。そんなことっ

て、やっぱりおかしいと思うわけです。 

 

 ですから、競争環境を作ることによって、電気代がちゃん

と健全に下がるということが、今回の中小企業、大企業、

一般家庭全て含めて、電気代が上がると言うことに対する

恐怖心、あるいは迷惑だと感じる怒りがいっぱいあるわけ

ですけれども、それの解決は、競争政策しかない。 

 

 そこに自然エネルギーが全国にいろんな形で起きてくる

と、本当の競争政策が生まれてくる。今までは電力会社に

競争を仕掛けると言っても、それは何兆円も設備投資しな

ければそもそも競争を仕掛けられないという産業だと思い

込んでいたわけですよね。ところが、もう街の横丁で発電

できる、自分の屋根の上でも発電できるという状況になっ

たわけですから、日本中いたるところに、新電力、つまり

競争を仕掛ける新規事業者がたくさん生まれる環境がで

きた。これが大事なことだと思うんですよね。 

 

 唯一妨げになるのが送電網です。ここだけは、街の新規

の発電屋さんでは無理なので、これだけは、どうしても発

送電の分離が鍵になるということだと思うんですね。 

 

 今、猪瀬さんが、行政という立場だけではなくて、地域の

いろんな企業やお客さんの問題を解決する立場という話

をされました。我々から見ても、本業ではないけれども、や

っぱり、直接・間接的にいろいろと関わりがあるし、ぜひ、

当たり前の業界になってほしいと思います。当たり前の普

通の業界になるためには、精神論では無理ですから、構

造的転換を図る必要があります。その鍵は発送電分離だ

と僕は思います。 

 

○ 猪瀬 

チャンスは１回しかありません。東電の電力は 6000 万

kW です。関西電力は、3500 万 kW くらい。中部電力は

3200 万 kW くらい。あと、東北電力などは、1000 万 kW と

か、そういう単位ですね。ということは、東電は横綱白鵬で、

あとは大関以下なんです。東の横綱が東電で西の横綱が

関電ではなく、東電が一人横綱なんです。圧倒的に強い。

その東電が、全体の 9 電力体制を作っている。そこが原

子力発電所の事故を起こした。つまり、白鵬が怪我で休

場するようなものですね。そんなの、１回しかない。 

 

 今、孫さんがおっしゃっていたのはその通りで、全国のそ

れぞれの財界、そして原子力村を含めた政治家は、全部

東電からお金をもらっていたり、東電や電力会社の方を向

いていたりします。メディアにしても、新聞社もテレビ局も

東電の広告宣伝費がものすごかったわけで、つまり東電

はタブーだったのです。そのタブーは今、一瞬倒れている。 

 

  「水に落ちた犬は打て（打落水狗）」という魯迅の言葉

がある。「犬」というより「猛獣」なんです。水に落ちた瞬間

しか勝てない。それが今なんだ。だから、この裂け目に勝

負ができなければ、たぶん永遠に変わりません。だから今

ここで勝負を仕掛けなきゃいけないんです。 

 

孫さんはこの電話の事業をやってこられて、いろいろと

独占の弊害をよくわかっていらっしゃる。僕は民間人で、

たまたま副知事になっているわけだから、意味が分かる。 

問題は思想なんです。今必要なのは、「今がチャンスな

んだ」「ここで変えない限り、独占体制は変わらない」という

認識です。 

 

東電の福島の事故がなぜ起きたかというと、国会事故

調でいい言葉を使っているのですが、失敗の原因は「単

線路線のエリートだ」と。一本レールのエリートが問題だと。

「規制の虜」とも言います。規制される側が規制する側より

いばっている、例えて言えば、おまわりさんが泥棒を捕ま

えたのに、泥棒に腕力で押さえ込まれているということで

す。単線路線のエリートという指摘は正しいと思っていて、

一本レールと言うのは自分の人生のコースで、小さなリス

クをとりながら定年までいくという発想です。本来なら、福

島の原発のレイアウトがおかしいですよと、誰かが途中で

言っても良かったわけですね。それがものすごく大きなリ

スクを未然に防ぐことになったかもしれない。ところが、単

線路線のエリートは、自分の小さなリスクをずっととるだけ

で、大きなリスクをとらないんです。 

 

 東北電力の女川原発は、海抜 15 メートルくらいのところ

にある。後から作って、そうなっているんです。だったら、

40 年前のものもそれに合わせて直すべきだったのでしょ

うが、それを単線路線のエリートはやらなかった。そういう

体制、つまり、原発だけに限らず、我々自身の危機管理

能力というか、ガバナンスというか･･･。競争がないという



ことがどういう大きな被害をもたらしたかを見直すことが今

必要なんです。 

 

○ 末吉 

チャンスは１回とおっしゃいました。１回かどうかはわか

りませんが、少なくても、3.11 以降の今のこのタイミングは、

日本にとって歴史的なチャンスであるというのは、恐らく間

違いないだろうと思います。 

 

○ 猪瀬 

これだけの犠牲を払って、その犠牲を払った分に対して

具体的にソリューションを持っていないとなれば、これは大

変なことです。そこで、今言ったように、「水に落ちた犬は

打て」と。それを打たなければ、この競争環境は二度と作

ることはできないのです。 

 

○ 孫 

おっしゃる通りですね。まさに強大な力を持った東電が

今こういう状態にあって、政府が資本を入れたわけですね。

ですから、今、具体的に発送電の分離をやろうとしたとき

に、これが元気いっぱいのときだったら抵抗だらけででき

ないと思うんですけれど･･･ 

 

○ 猪瀬 

まずメディアが全部東電側になっちゃいます。今は、メ

ディアもさすがに東電から広告もらっていませんから。雑

誌だって全部入っていましたから。文藝春秋の表４だって

東電だったんですから。週刊誌も東電だったんですから。

テレビだけでなく、新聞も。朝日新聞も東電の広告。それ

が今、一瞬消えてるんですね。要するに、今はパーッと霧

が晴れているときなんです。その瞬間しか勝負はできませ

ん。 

 

○ 孫 

今の東電は、事故の賠償金すら払うお金が無くて、国

に、国民の税金に頼っているわけです。「あんた賠償金を

払えないんでしょ。国が立て替えてるんだよね。じゃあ、ち

ゃんと言うことを聞くんだよね」という状態です。普通リスト

ラするときには、グッドアセットとバッドアセットを分社化し

て、グッドアセットはもう一回改善して強くしていき、バッド

アセットについては一回バサッと償却するというようなこと

をするのが、一般的に当たり前なわけです。送電網は莫

大な価値があるわけですね。これを売れば、莫大な現金

になるんです。その莫大な現金が得られれば、もう片方の

傷だらけの賠償金を払ったりすることが、本来可能なわけ

ですよね。これをいっしょくたにするから、賠償金も払えな

い、何々も払えない、新規投資もできない、と言うことにな

っているわけです。 

 

僕はやっぱり、莫大な価値のある送電網カンパニーを、

普通の民間企業に売るなり、あるいは、他の電力会社に

売るなり、分離して売るなり何なりして、それで得たお金で

賠償すべきです。除染なり、福島の住民への賠償なり･･･。

自分が事故を起こしたのに、「私は知りません」「国の方針

で作れと言われたから私は知りません」などと言う話は無

いと思います。 

 

普通、飛行機会社でも、飛行機が落ちて事故を起こした

ら、その会社が自ら責任をとるのが当たり前です。私はあ

なたが作れと言ったから作った、事故が起きた、私は知り

ません･･･。こんな話はあり得ないと思うんですね。 

 

○ 猪瀬 

送配電網は、非常に公共性が高いんですね。だから、

公共性を高められる形をまず考えると。そして、各電力会

社は、その公共性の高い送配電網に、それぞれ競争しな

がらアクセスするという形が一番経営の透明性が高まると

いうことなんです。 

 

○ 孫 

すでに、世界各国はそうなっていますね。 

 

○ 猪瀬 

東電の改革の中で、具体的に言うと、発電部門と送配

電部門とで分社化しようと。そして、その送配電網と各発

電所の接続のところで、各社の単価がいくらなのかという

ことが分かるようにしようというのが、今の改革の柱です

ね。新電力も、公共性の高い同じ送電網にアクセスできる

ようにして、公平性を作っていくということなんですね。 

 

 ところが、今までどの発電所がいくらのコストでやってて、

それぞれいくらで送配電網にアクセスしていたかというの

はわからなかった。どんぶり勘定の総括原価なので見え

なかった。それを見えるようにしていくということで、今回、

公認会計士の樫谷さんを、社外取締役として送り込みまし

た。どこまで透明化できるかということがポイントですね。 

 

（ppt.K-13）この間、宗谷岬に行ってきたんですけど、こ

の風力発電を北海道から送ることができるかというと、宗

谷岬から札幌までの線が細くて、いくら生産しても、これ以

上送れない。高速道路と似ていて、都会に近い高速道路

は 3 車線くらいあるけど、田舎の方に行けば行くほど車の

数が少ないので、国道片側一車線になっていく。送配電

網も、国道片側一車線みたいな世界ですから、宗谷岬に

60-70 本の風力発電機があるんですが、ここで生産した

電力を送る送電線がいっぱいでこれ以上送れないという

のが現状です。そうすると、どういう送電網を作るかという

あたりのきちんとしたプログラムが必要になる。 

 

 今度は、東京がこれを買う場合には、北海道と本州の間

に北本連系線というのがあるんですが、これをどのくらい

の太さにするかということが、また必要になってくる。それ



からさらには、東日本と西日本を分けている、ちょうど伊豆

辺りに 50kHz と 60kHz の境目があるんだが、これが今、

100 万 kW 分だけしか変換できない。これを 200 万 kW、

300 万 kW 分くらいにする必要があるだろうと。そういう形

で全国の送配電網をある程度公共性を持たせた物にして、

各電力会社がそこにアクセスするという形が、まず一つの

想定イメージですよね。 

 

もう一つそこに、古い発電所をどうリプレースして、東電

の発電所の敷地に新電力も作っていくか。ここで、問題に

なるのが、さっきの United Ministries of Japan の部分です。

環境アセスメントというのがある。環境アセスメントにかか

る期間を短縮しないと、新しい発電所は作れない。緊急性

があるのに。風力は…メガソーラーは孫さんもやってらっ

しゃるけど、まだ間に合わないんです。そうしたら、今ある、

古くて壊れそうな火力発電所を、急いでリプレースしなくて

はならない。それなのに、環境アセスメントを始めたら 3

年かかる。今、発電所があるところに作るんだから、すで

に環境アセスメントは済んでいるはずだ。そこで稼動して

たんだから。今からまた「用意ドン」で、オオワシがどこに

いるかとか、それを 3 年やっていたら間に合わない。 

 

午前中にお話された古川国家戦略担当大臣に言いまし

たけど、本当に縦割りでわからない。経済産業大臣にも言

いました。細野環境大臣にも言いました。そうしたら、環境

省は、3 年を 2 年に、技術的に、事務的にちょっと縮める

と言いますが、ほとんど意味が無い。 

 

事故が起きた直後の 1 年間は、災害対策基本法という

のがあって、経済産業省と環境省で話し合って、1 年間は

環境アセスがいらないと決めたんです。たった 1 年です。

でも、もう１年半経ちました。これから壊れそうな老朽火力

発電所があって、福島が動いてなくて、新潟が動くかどう

か分かんない状況の中で、それをすぐに決定する意志

力・調整力がなく、縦割りの壁でそれぞれ皆違うことを言う。

じゃあ、縦割りを超えるのは国家戦略担当大臣なんだか

ら早くしろと言って、防災大臣にも言って、でも、まとまんな

いんです。だんだん腹が立ってくるね。どうすんだ？ 

 

だってね、今言ってたように、携帯だって電気がなきゃ

動かないし、お風呂だって電気がなきゃ沸かせない。だか

ら、電力の供給は基本ですから、基本をきちんと守らなき

ゃいけないわけで、そして、競争することによって、電源を

たくさん作っていくわけですね。でも、役所の決めた「環境

アセスメント３年」という決めごとがある。今までの 短記

録でも、３年ちょっと弱なんですね。これが日本記録です。

オリンピック標準記録くらいにしないと。 

 

○ 孫 

今は火力の話でしたが、今ここに写っている風力だって、

この間も、いろいろな風力のメーカーの人に聞いたんです

よ。いくらでできるんだ？と。すると、けっこう高いわけです。

「なんでそんなに高いの？」と聞くと、「いやいや、実はもう

ちょっと安くできるんですが、『ジャパン価格』というのがあ

るんです」と。「何それ？」と言ったら、「日本だけ、同じ風

力でも特殊設計で作らないと納品できないんです」と。「え、

何それ？」と言ったら、「日本だけ、風のポールが高度建

築物としての設計基準を満たす必要があると。設計基準

は高さで決まると。羽根の高さまで含めると 50 メートルく

らいあるんで、50 メートルの高度建築物と同じ基準をはめ

られた」と。 

 

倒れても民家があるわけじゃない。民家があるところに

は作れないわけですから。人が歩いているようなところに

は、そもそも作れないわけですから。だから、世界中でそ

れなりに実績のある、大量生産されている、一番安全・安

心な、一番コスト効率も性能もいいものがあるにもかかわ

らず、日本だけ特殊設計で作り直さなければいけない、と。

だから日本は高いんです、と。「何だそれは？」と。「日本

だけ特殊な風が吹いてるのか？」と。おかしな話ですよね。 

 

それも役所の決め事なんですよね。地熱だって、世界

で 3 番目くらいに、地震だらけでマグマもあちこちにあって、

地熱はバンバンあるわけですよね。せっかくあるんだから、

それをせめて使わなきゃならないんだけど、地熱の井戸を

掘るのに、環境アセスで 10 年かかると。これはあまりにも

長い。 

 

僕は地熱のところにも見に行って来ましたけれど、実に

簡単単純な設計なんですね。ただ単に、井戸をピュッと掘

る。温泉の井戸を掘るのと一緒ですね。温泉よりちょっと

長いだけです。井戸を掘って、そこで水蒸気が上がってき

て、水蒸気でタービンを回す。中学校の理科で習う程度の

話です。何も難しいことは無い。その井戸を掘るのに、な

んで環境アセスが 10 年いるの？と。これも日本だけの特

殊な、やたら厳しい話だということです。 

 

で、大半は自然公園にあるわけですよ。自然公園という

からには、よほど公園になっているかと思えば、全然活用

されていない、ただの山です。今は原発問題で、自然が著

しく痛められているわけです。魚だって、ひょっとしたらい

ろいろ入っているかもしれないと騒いでいるわけです。そ

れほど自然環境を痛めているという状況の中で、一刻も

早く代替エネルギーを作らなきゃいけないというときに、自

然公園の中の１％未満のところに、ストローのような井戸

ををピュッと差し込むだけです。自然公園と言っても、誰も

遊びに行っていない公園です。そこに井戸を掘るだけで、

何ら自然を妨げるわけではないと。むしろ、自然を守るた

めに今こそ規制緩和をして、あちこちで自然エネルギーを

作って、それを競争状態でお客様に安く電力を提供すると

いうことが、一番必要だと思いますね。 

 



 自然エネルギーを使うと電気代が高くなるというのはと

んでもない誤解で、独占を崩すことが一番電気代を安くす

る近道だと。ここのところを、ぜひぜひ、多くのメディアの人

にも識者の人にも理解してほしい。現実はそこの方が、価

格に与える影響が大きいということですよね。 

 

○ 末吉 

今、お二人の話を伺っていると、いわゆる地域独占の

電力システムが過去数十年あった結果、日本のあらゆる

隅々まで･･･ビジネスもそうですし、ひょっとすると我々の

頭の中までも、ある種の固定観念を作ってしまったと。で、

その殻をなかなか破れていないのだと。一部の方は、す

でに先を走っているわけですけれども、その殻を破ってい

ただくために、今日みたいなシンポジウムを開いて、例え

ばヨーロッパでは同じような悩みを議論の上で既にこのよ

うに解決していますよ、という事例を、今日のオーディエン

スの皆さんはすでに学んでいただいたわけです。 

 

○ 孫 

電力の提供会社を選べるようになっていて、電気代の

請求書の中でどの電力会社からどれだけの電力を買った

かが分かるようになっていて、どの電力会社は CO2 に関

わるような電力をどのくらい使っているとか、原発に頼って

いるのは何％あるとか、ということが全部明確になってい

て、消費者は、若干だけ高いけれども自然に優しいものを

作っている電気を選ぶとか、いやいや、やっぱりただ安い

方がいいとか、もう地球が汚れてもいいんだとか、いろい

ろとそれを消費者の思想で選べるという状況が日本にも

必要だと思うんです。それがレピュテーショナル・リスクとし

て、「あの会社は儲かるんだけど、社会にいささか迷惑を

かける会社なんだよね」とかいうことが、その企業として身

を改めるようなインセンティブにつながるような開示の仕

方と選択の場を提供することが非常に大事だと思います。 

 

また、自然エネルギーを使うと高いという話が今よく出

ますが、固定価格買取制度が制度として先進諸国で全く

ないのは日本くらいだったので、固定価格買取制度が日

本でできるということがまず大切でした。今年の 7 月から

その制度が動き出しました。しかし、技術革新が毎年急激

に起きていますから、事業に参加する会社も、今の買取

価格のままでいてほしいと願うことはいけないことだと私

は思うんです。やはり、自然エネルギーに自分たちが参入

して頑張ろうという所は、価格買取制度の価格はこれから

確実に健全に値段を下げていくということを喜んで受け入

れようじゃないかという風に、自然エネルギーに参画する

事業者の皆さんに心の中で受け留めて欲しいと。私も積

極的にそういうのを、自然エネルギーに参加している事業

の一社として、受け留めていきたいと思います。 

 

○ 猪瀬 

これは、非常に大切なことですね。 

 

○ 孫 

ええ。これが、自然エネルギーに参画する事業者の皆

さんに心得て欲しいと思うことの一点です。 

 

二点目は、よく考えてみると、20 年間の買取制度なん

ですね。で、自然エネルギーの事業者は、20 年たったら、

基本的に設備投資やその他を回収できるという形で計算

がなされているわけです。では、20 年たった後はどうなる

んだろう。20 年たった後も、風車は回り続けているのです。

ちゃんとメンテさえすれば、風車は回り続けているわけで

す。20 年たった後も、太陽電池は発電し続けているわけ

です。私は実際にメガソーラーの事業に参入してはっきり

と確信を持って分かったことがあります。メーカーやエンジ

ニアにいろいろ聞いたのですが、20 年たった後に、このメ

ガソーラーのパネルはいったい何割くらいの効率で発電し

続けるのですか、と聞いたら、みんな言っているのは 80％

以上なんです。つまり、今 100kW 発電するとしたら、85kW

とか、88kW とか、発電効率は徐々に落ちる。でも 20 年た

った後は、30 年目も 40 年目もほぼそのまま保ち続けると。 

 

そもそも火力発電所も何でも、鉄で作ってますね。太陽

光発電のパネルは、中の液晶のところは基本的に石の結

晶です。結晶というのは、純粋化された石ですから。石と

いうのは、1000 年たっても石ですから。つまり、発電し続

けるわけですね。周りのフレームさえ壊れなければ。ガラ

スが曇ったら、ガラスだけ変えりゃいいじゃないかというこ

とですね。つまり、20 年たった後は、実質的な発電コスト

がゼロになる発電設備だと。20 年たった後は回収し終わ

っているわけですね。メンテコスト以外は…。メンテコスト

なんて、ほとんどかからない。メンテコスト以外は発電コス

トがゼロな、 も安い発電施設が自然エネルギーの設備

だと。これに異論があるやつがいたら、言って来てくれ。理

論的に跳ね返してやる。どの火力設備よりも、どの原発よ

りも、一番安いのが自然エネルギー発電だということです

ね。 

 

この事実を間違って解釈して、自然エネルギーが高い

と思い込んでいる人がいる。原発だって 40 年平均でコス

トを見ているわけです。火力の設備だって、40 年で減価償

却するわけですね。じゃあ、自然エネルギーを減価償却す

るんじゃなくて、40 年に換算してみて、 初の 20 年はちょ

っと高い、残りの 20 年、残りの 40 年、残りの 50 年は、発

電コストゼロの設備だと、その期間で平均してコストを考え

てみて下さい。これに勝る安いコストはありますか？ 

 

だから、物事を短期的にしか見られない人と、長期的に

見ることができる人と、 後はどっちが勝つか。それで尚

かつクリーンで、安全で安心で、自然との調和が取れてい

る。それを僕は、ぜひぜひ、多くの人に理解していただき、

日本中あちこちで様々な自然エネルギーを起こしていく人



が出てきて、その人たちが競争を仕掛けて、「見ていて下

さい。20 年後は、私が一番安いよ。だって発電コストゼロ

だもん。後は発電コストの高いその他のいろいろな電力と

戦って見せる」という人が、日本中で生まれてくるといい。

僕はそのためにも競争環境を作るべきだと思うし、今は一

時的にそういう事業者がたくさん入ってもらわないと困る

から、固定価格買取制度の若干高いものにして、みんな

に意欲を持って入って来てもらうのを促すのが肝要だと思

うわけですね。 

 

○ 末吉 

孫さん、ありがとうございました。孫さんからこのようなコ

メントをいただいたわけですが、猪瀬さん、東京都を突き

動かしている裏にあるパワー、ドライビングフォースは、い

ったい何なんでしょうか？私は、今の話を伺っていて、自

然エネルギーとか電力システムにフェアな競争をもたらす

ということは、単に安くて安定的なエネルギーを手に入れ

るということではなくて、日本の社会全体にとって必要なこ

となのではないかと。あるいは、もっと言えば、産業界にと

っても非常に重要な変革であると。ですから、エネルギー

で見る話ではなくて、日本の国の在り方、あるいは我々の

将来の人生の在り方・価値観まで含めて、非常に大きな、

物の考え方の変化を要求するような気がするんですよね。

そういった点で、何かお話いただけませんか？ 

 

○ 猪瀬 

あらゆる電源にリスク分散していくとして、メガソーラー

つまり太陽光はその一つですね。あとは、LNG（液化天然

ガス）が…シェールガスってアメリカでできましたが、価格

が違ってくる可能性があるんで、とりあえず、今すぐ間に

合わせなければいけないものを考えていかなきゃいけな

い。先ほど、送配電網の話がありましたが、本当は、サハ

リンからガスのパイプラインを新潟まで引く予定だったん

ですね。それを誰が潰したかと言うと、東電なんです。東

京ガスの人にこの間聞きましたら、「うちも一緒に潰しまし

た」と言うんですよ。 

 

つまり、我々が電気を得るのに、燃料コストはどうでも

良かったわけです。で、今では取り返しのつかないことに

なってしまった。今度は大陸の方から回すようになって来

ちゃった。いろんな形でとにかく安定供給･･･今度は、原料

価格を国策でいかに安くするかも考えなければならない。

その中に風力もあれば太陽光もある。太陽光の場合には、

大型蓄電池の技術開発を世界一で出さなきゃいけない。

原発もそうですが、廃炉まで 40 年かかる。その中で、日

本は世界一の廃炉先進国になれる。世界で 400 いくつ原

発がありますから、福島で世界一のロボットを作り、40 年

かけて技術を磨いて、世界中の廃炉事業を請け負うくらい

のことでないといけません。自らの技術を持たないと。この

間、フランスのアレバ社に結構お金取られたのに、やたら

に除染の性能が悪かったとかね。そんなこともあったりす

るわけです。 先端の技術が必要です。 

 

後にちょっと言わせていただきたいのが、ロンドンオリ

ンピックで日本選手頑張りましたよね。パレードに 50 万人

も来た。でも日本人は実は…。今年の 2 月に IOC がグロ

ーバルスタンダードで我々に質問して、オリンピックやりま

すか、やりませんかと聞いたんです。答えは、「やる」「どち

らでもない」「やらない」の 3 つでした。そうすると、「やる」

が 47％しかなかった。普通、オリンピックやる国で聞くと、

70％になるんです。なのに、日本では 47％しかなかった。

で、「どちらでもない」が 30％あった。 

 

日本の新聞社やテレビ局が世論調査するときは、「やる」

「やややる」「どちらでもない」「やややらない」「やらない」と

いう選択肢で、「やややる」にみんな丸するんです。つまり、

グローバルスタンダードの「やる」「わからない」「やらない」

だと、「わからない」に丸しちゃう。だから、やるかやらない

かということを常に先送りしてしまうということがありますね。 

 

ここで申し上げたいのは、北京のオリンピックはちょっと

暑苦しくて、日本の選手は振るわなかった。今回は 38 個

もメダルが取れて、団体でも頑張って 70 人くらいのメダリ

ストが出ました。先ほど単線路線のエリートという話をしま

したが、甲子園かサッカーかという単線路線ではなくて、ア

ーチェリーもあればフェンシングもあれば、いろんなものが

街のクラブで市場化されていくといい。中学の部活で決め

られた選択じゃなくて、いろんな選択肢がある多様な市場

になっていけばいいと思うんです。スポーツは文化ですか

ら、そういう市場で豊かさをどう作るかということが一番求

められています。 

 

我々がどういうビジョンを作るかということが必要です。

イギリスは金メダル 29 個でした。8 年間かけてきちっと多

様なスポーツ競技に、自分たちの成熟した文化を重ねて

行ったわけですね。毎年総理大臣が変わるのは仕方が無

い。でも、8 年後の 2020 年にどういう多様性を作るか。こ

ういうことに賭けたいんですね。それで、グローバルスタン

ダードの質問に対して「やる」に丸をするような、そういう気

持ちを持っていただきたいなと思います。 

 

皆さんの収入が 1000 万あったら、税金は 200 万円で、

永田町はその 200 万円の分配の話をやっているだけです。

あとの 800 万円でどういう豊かさを作るかというのは、

我々の課題なんですね。つまり、政治というのは生活の一

部に過ぎないわけで、残りの世界をどう作るかというのは

孫さんや僕…今はたまたま副知事ですが…など、民間の

課題で、自分の意志でどういう方向をめざしていくか、3.11

があった今、考え直さないと。そこからメガソーラーの話な

んかも出て来ている。このときに考え直さないといつ考え

るんだと言うことになる。そこですね。 



 

○ 孫 

猪瀬さんがおっしゃる通りで、今、国民の、全くデモに参

加した経験の無い人たちが原発問題でたくさんデモをした

り、主婦など多くの一般の人々が原発問題に関心を持っ

ています。いやいや原発は必要だと言う意見を持っておら

れる方々も、なぜ必要だと言っておられるかと言うと、一つ

は、原発がないと電気が足りなくなると思い込んでいる人

がたくさんいる。もう一つは、原発がないと、電気代が値上

がりして生活が苦しくなるという思いの人がいる。「原発が

好きでたまらないんだ」とか、「ウランの匂い嗅ぎたい！」と

か、そういう人はあまりいないと思うんですよね。 

 

要するに、原発が必要だと言っている人の理由は、ただ

単に二つだけ。電気が足りなくなるのが困るというのと、電

気代の値上げが困ると。ほんの一部に、猪瀬さんもおっし

ゃっていましたが、技術者を残しておかないと、いざという

ときに困るんじゃないかという部分があります。技術者と

いうのは、世界一の廃炉先進国になればいいんじゃない

かという意味で、技術者をきちっと確保していくということ

は立派にできると思うし、それはそれでやるべきことで、原

発を動かし続けないと廃炉技術者が育たないと言うわけ

でもないと思います。基本的に二つだけメインの理由があ

って、それは電気の量が足りなくなる、ボリュームが足りな

くなると言う心配と、電気の値上げが心配です。 

 

ボリューム問題について言えば、今まさに猪瀬さんがお

っしゃったように、これからあまり CO2 をバーンと撒き散ら

さないようなシェールガスで、かつコ－ジェネとか、 近の

新式のやつでいくと、石炭火力でやっているやつを、

新式のコージェネの天然ガスのやつに変えるだけで、CO2

の量が極端に減るということもあるわけです。石炭火力を

天然ガス、しかもコージェネに変えるというだけで、同じ火

力のボリュームだって、CO2 が激減する。しかもこれから

はシェールガスとかでガスのコストも下がるかもしれないと

いう話があるわけで、そういうことで、短期的にはボリュー

ムを稼ぐこともできるでしょう。 

 

中長期的に見れば、自然エネルギーは余るほどこの日

本で作れるようになる。しかも、サハリンだとか、将来的に

はモンゴルだとか、いろんな所まで含めて国際的な電力

網をグリッドとして作っていくという時代が、必ず来る。これ

も時間の問題で、ヨーロッパでできているわけですから。ヨ

ーロッパでできていることがアジアでできないということは

ありえないと思いますので、それはそれで、ボリューム的

には短期的な解決策と中長期的な解決策がある。 

 

コスト的には、午前中に言いましたように、実は原発と

いうのは高いんだ、あるいはほぼ変わらないんだ、という

ことが現実で、 近の調査で分かってきた。むしろ価格に

ついては、原発を焚き続けることで安くなるんではなくて、

独占を排除して競争を仕掛けることによって電気代は安く

なる。だから、原発が大好きでたまらないと主張しておら

れる方の二つのポイントは、二つとも明確な反論がありま

すよ、ということをぜひ僕は認識していただきたいと思う。

なぜそれを言っているかというと、我々は、我々の今日の

生活だけではなくて、将来のことも考える必要がある。猪

瀬さん、先ほど見せてもらった、地下 330 メートルですか、

ちょっとその話をして下さい。 

 

○ 猪瀬 

これですね（ppt.K-16）。稚内から１時間くらい南に、幌

延という所があります。幌延の役場を過ぎて、森をいくつも

いくつも抜けたところに、この幌延センターがあります。こ

こは、（高レベル放射性廃棄物の）地層処分の実験をして

います。地下 330 メートルまで工事用のエレベーターがあ

ります。東京タワーを逆さにしたようなものですね。そこか

らさらに 20 メートル、350 メートル地点まで僕が降りていき

ます。防弾チョッキのようなものを背中につけて、つなぎの

服を着て、背中にバックプロテクトというものをつけてある。

ロッククライミングのように命綱をつけて、降りていきます。

あと 20 メートル、電柱二本分です。降りながら、帰りどうし

ようかな、と。僕が包み隠さず全部見せろって言ったもん

ですから、途中で帰るわけにいかなくなりました。で、下ま

で行く。200 万年前の地層です。岩盤です。これはあくまで

も実験です。つまり岩盤がどこまであって、その 100 万年

から 200 万年の間の水ですね、もちろん化石があります。

まあ、難しいことはともかく、原発はトイレのないマンション

と言われているわけですね。で、原発を今すぐ止めても続

けても、どっちにしても今あるゴミはどうやって片づけるの

かという問題を議論しなければいけない、という時期にな

ってきてますね。それで、その議論を抱え込みながらどう

するか、ということは非常に重要な課題で、我々も背負っ

ちゃってるんですね。どうにかしなければならない。で、た

ぶん、これ各論＝反対、総論＝賛成になる。このゴミを片

づけなければならない、でも自分のところは嫌だ、とこうい

うことになるんで、何にも決められない日本人ということに

なったらいけない。どこかで解決しなければならない。 

 

○ 孫 

10 万年くらい、地下に埋めとかなければいけないわけ

でしょう。 

 

○ 末吉 

フィンランドではそういう考えです。 

 

○ 猪瀬 

猿の惑星になってるかもしれないから、10 万年後はね。 

 

○ 孫 

10 万年埋めとかないと、自然に同化しないと。つまり、

いざ、壊れたりすると、毒を巻き散らかす。この 10 万年未



満のときにここで地震が起きた、と。これから核廃棄物の

放射性物質が地下水の中に蔓延する、と。地下水に蔓延

すると大変なことになりますよね。水飲めなくなるわけです

から。それによってあらゆるものが影響を受けるわけです

から。ですから、我々が、このあと自然エネルギーが立ち

上がるまでの間に、あと数十年間、15％なのか 0％なの

かという議論がありますが、これ以上廃棄物を増やし続け

ていって、そのあとに 10 万年間埋めといて、地震だらけ

のこの国で、この埋めた設備が壊れない、という保証はな

かなかないわけですよね。難しい問題ですよ。難しい問題

をさらにこれ以上増やすのか、ということですよね。 

 

○ 猪瀬 

ただね、増やさないにしても解決しなければならない。

もう抱えちゃってるから。そこをね、逃げちゃだめなんであ

って。 

 

○ 末吉 

誠に申しわけないんですけれども、時間が来ましたので、

このままですと、お二人とも 10 万年話を続けられるんじゃ

ないかと。本当にお二人ともありがとうございました。 

 

実は、この座談会が今日のカンファレンスの 後なもの

ですから、私、若干、皆様方へのご参加のお礼かたがた、

私自身が今日一日お話を聞いて感じたこと、少しだけキー

ワードを使ってお話をして、終わりにしたいと思っておりま

す。 

 

まず、将来に向けて、我々日本がとるべき道は明らか

にもう決まってしまった、と。非常に明確になったということ

ではないでしょうか。よく英語で言う prediction ではなくて、

そこにある reality だということだと思います。いくつかのキ

ーワードですけれども、まず私が第一に申し上げたいの

は、革命が始まったということであります。古川大臣もグリ

ーンエネルギー革命という言葉を使われました。今日のプ

レゼンテーションの中で言えば、今まさにパラダイムシフト

が始まって偉大なる移行期にあるんだということでありま

す。 

 

次に私が思いましたのは、競争と協調の二面性が非常

に重要になってきたと。 あらゆることで、競争が始まった。

この競争に負ければ日本はダメになってしまう。でも競争

に勝つためにも、我々は隣国を含む世界と協調していか

なければいけない。お互いに学び合うことも含めてであり

ます。競争と協調が非常に重要な二つの側面になってき

たと思います。 

 

それから、もう一つは私自身の考えですけれども、エネ

ルギー問題を考えることは実は社会全体のことを考えるこ

となんだと。日本の国の将来がどうなるんだ、もっと個人レ

ベルでいけば、皆様方の人生がこれからどうなるのか。お

子さんがどうなるのか、お孫さんの人生がどうなるのか、

これを考えることなんだと思います。その流れで申し上げ

れば、 後のキーワードは、やはり「未来世代」です。これ

は、冒頭、孫会長も２万年後の子供たちという言葉を確か

使われたと思いますけれども、いずれにしてもこの会場に

いる我々現代世代が未来世代に何を感じて、特にどういう

倫理的義務を感じて責任を感じて、この問題を現代世代と

して解決していくのか、こういうようなことだろうと思います。

いずれにしましても、私自身、このエネルギー問題を通じ

て、日本という国に真の民主主義を定着させたい、そうい

う動きではないかと思っております。 

 

改めまして、今朝早くからこのカンファレンスに参加いただ

いた会場の皆様、それから遠い国から馳せ参じていただ

いたスピーカーの方々、もちろん今日のお二人を含めてで

ありますけれども、この会を実現するために支援していた

だいた皆様方にあらためてお礼申し上げます。我々自然

エネルギー財団は、まだ生まれて一年有余でありますけ

れども、大きな大きな役割を果たしたいと、強い責任感を

感じておりますので、引き続き、ぜひ、我々自然エネルギ

ー財団を様々な形でご支援いただけたらと思います。今

日はどうもありがとうございました。 



猪瀬 直樹 / Naoki Inose
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5.登壇者プロフィール            *In the order of apparance on the program / プログラム出演順 

 

 

 

 

 
Motohisa Furukawa 
Minister of State for National Policy 

1965 Born in Nagoya city, Aichi prefecture  
1988 Graduated from the University of Tokyo and Joined the 

Ministry of Finance 
1994 Resigned from the Ministry of Finance 
1996 Elected as a Member of the House of Representatives 

(1st) 
2009 Elected as a Member of the House of Representatives 

(5th), The Secretary-General of the National Policy Unit 
and the Senior Vice Minister of the Cabinet Office 

2010.6 Deputy Chief Cabinet Secretary 
2011.9-  Minister of State for National Policy, Economic and Fiscal 

Policy, Science and Technology Policy, and Space Policy 
2011.6- The Chairman of The Energy and Environment Council 

古川 元久 

国家戦略担当大臣 

1965 年生まれ。愛知県名古屋市出身。88 年
東京大学卒業、大蔵省入省後、94 年退官。96

年衆議院議員選挙初当選。2009 年五選。同年
9 月内閣官房国家戦略室長、内閣府副大臣。
10 年 6 月内閣官房副長官。11 年 9 月国務大
臣就任、国家戦略担当、内閣府特命担当大臣
（経済財政・科学技術政策）、宇宙開発担当、同年 6 月エネルギー・環
境会議議長  

 

 
Ichiro Takahara 
Director-General,  
Agency for Natural Resources and Energy  

Ichiro Takahara graduated in law from The University of Tokyo and 
entered the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) in 1979. 
His career path has included service as the Director of the Promotion 
Division, Policy Planning Department, Small and Medium Enterprise 
Agency; Director of the Research Division, Industrial Policy Bureau; 
Counsellor in the Administrative Reform Promotion Bureau of the 
Cabinet Secretariat; Director of the Regional Economic and Industrial 
Policy Division, Regional Economic and Industrial Policy Group; and 
Director of the Budget and Accounts Division in the METI Minister’s 
Secretariat. In 2005, he was appointed Director-General of the Energy 
Conservation and Renewable Energy Department, Agency for Natural 
Resources and Energy (ANRE). Before taking up his present position 
in 2011, Takahara successively held the positions of Vice President of 
the Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI); 
Director-General of the Business Environment Department, Small and 
Medium Enterprise Agency; Director-General for Small and Medium 
Enterprise Policy; Director-General of the Kanto Bureau of Economy, 
Trade and Industry; and Director-General of the Small and Medium 
Enterprise Agency. 

髙原 一郎 

資源エネルギー庁長官 

東京大学法学部卒業。1979 年通商産業省入
省。94 年同省中小企業庁計画部振興課長と
なり、以後同省政策局調査課長、内閣参事官、
経済産業省地域経済産業グループ地域経済
産業政策課長、同省大臣官房会計課長を経て
2005 年資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長に就任。そ
の後独立行政法人経済産業研究所副所長、中小企業庁事業環境部長、中
小企業庁次長、関東経済産業局長、中小企業庁長官を務めた後、2011

年より現職。 

 
Christine Wassilew 
Embassy of Germany in Japan  

Christine Wassilew is Counselor of Nuclear Safety and 
Radioprotection Issues, Renewable Energies and Environmental 
Policies at the Embassy of the Federal Republic of Germany, Tokyo; 
dispatched from the Asse Mine; Federal Supervision of the 
Decommissioning of Nuclear Installations Division, Nuclear Fuel Cycle 
Directorate, Federal Ministry for the Environment Nature 
Conservation and Nuclear Safety, Germany 

クリスティーネ・ワシレフ 

在日本ドイツ大使館 

安全・放射線防護問題、再生エネルギー・環
境政策を担当する在東京ドイツ連邦共和国大
使館の参事官。ドイツのドイツ連邦環境自然
保護原子力安全省核燃料サイクル局核施設廃
止監督部、Asse Mine より出向。 

 



 

 

 
Li Junfeng 
Director General,  
National Center of Climate Change Strategy and International 
Cooperation (NCCS) 
President, Chinese Renewable Energy Industries Association 
(CREIA) 

Li Junfeng is currently serving as the Director General of NCSC. He 
also is a member of National Energy Advisory Council, a member of 
Expert-committee of National High-tech Program, a member of 
National Environmental Scientific Committee, a board member of 
Global Wind Energy Council, Vice-Chairman of the Renewable Energy 
Policy Network (REN21), etc. He facilitated the implementation of the 
national high technology program for Wind and Solar PV within the 
tenth five-year plan. Meanwhile, he is also the chief leader author for 
the development of Chinese Renewable Energy Law and the IPCC 
Second, Third and Forth Assessment Reports. 
Li has serviced has served as the Deputy Director General of Energy 
Research Institute, National Development and Reform Commission 
and the Chair of the Academic Committee of ERI for more than 10 
years 
 

リー・ジュンファン 

国家気候変動戦略センター所長 

中国再生可能エネルギー産業協会会長 

 

現在、国家気候変動戦略センター（NCCS）
所長を務めるかたわら、国家エネルギー諮問
委員会委員、国家先端技術プログラム専門委
員会委員、国家環境科学委員会委員、世界風
力エネルギー委員会理事、21 世紀のための再生可能エネルギー政策ネッ
トワーク（REN21）副会長等を務める。第十次風力・太陽光発電五カ年
計画において国家先端技術プログラムの推進に貢献。中国再生エネルギ
ー法草案の起草およびＩＰＣＣ第二、三、四次評価報告書の執筆を主導。
国家開発・改革委員会エネルギー研究所副所長、同研究所学術委員会会
長を過去 10 年以上にわたって務める。 

 

 

 
Lars Georg Jensen 
Chief Advisor, International Affairs, Danish Energy Agency  

Lars Georg Jensen is Denmark’s alternate member of the Governing 
Board of the International Energy Agency in Paris, and also a member 
of the IEA’s Standing Group on Long-Term Co-operation (SLT). He 
recently served as team leader of the IEA In-depth Review of 
Switzerland’s energy policy. From 2008 to 2010, Lars Georg Jensen 
was Deputy Director of the secretariat of the Danish Commission on 
Climate Change Policy. Prior to this, he held various posts in the 
Danish Energy Agency.  
Jensen is a long-standing international expert on the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto 
Protocol. From 1991 to 2009, he participated in 14 Conferences of 
the Parties (COPs) to the UNFCCC, and more than 35 UN conferences, 
including the landmark COP3 in Kyoto, in 1997. Lars Georg Jensen 
holds an MA in Political Science from the University of Copenhagen, 
and a Professional Bachelor's Degree in Social Work from the 
National School for Social Work, Denmark. 

ラルス・ゲオルグ・ヤンセン 

デンマークエネルギー庁国際部 チーフアドバイザー 

パリに本部を持つ国際エネルギー機関（IEA）
の代理理事を務めるとともに、IEA の長期協
力問題常設作業部会（SLT）のメンバー。近年
はスイスのエネルギー政策に関する IEA IDR

のチームリーダーとして活動。デンマークエ
ネルギー庁でさまざまな役職を歴任し、2008

～2010 年にかけてデンマーク気候変動政策委員会事務局次長を務める。 

長年国際的専門家として国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）および京
都議定書に関わっており、1997 年に京都で開催された歴史的な意義をも
つ COP3 を含め、1991 年から 2009 年にかけて UNFCCC 締約国会議（COP）
に 14 回、また 35 回を超える国連会議に参加。コペンハーゲン大学で政
治学の修士号を、またデンマークのソーシャルワーク国立学校で学士号
を取得。 

Osgonbaatar Jambaljamts 
Director, National Renewable Energy Center 

Osgonbaatar Jambaljamts is Director of the Mongolia National 
Renewable Energy Center (NREC). The Center’s main activities 
include surveying and optimizing the use of renewable energy 
resources in Mongolia; and coordinating and implementing 
state-owned renewable energy projects. 

オスゴンバター・ジャンバルジャムツ  

国立再生エネルギーセンター所長 

モンゴル国立再生エネルギーセンター（NREC）
所長。センターの主な活動には、モンゴルの再
生可能エネルギー資源の調査およびその利用
の最適化、国有の再生可能エネルギー事業の調
整・実施などがあげられる。 



 

 

 

Olga Ulasevich 
Head of International Cooperation Division, FSBO Russian 
Energy Agency, Ministry of the Russian Federation 

In February 2011, Olga Ulasevich was appointed Head of the 
International Cooperation Division, Federal State Budget Organization 
“Russian Energy Agency” of the Ministry of Energy of the Russian 
Federation (REA). 
REA was established in December 2009 under the auspices of the 
Ministry of Energy. The Agency’s main function is to implement 
Russian Federation policies on energy saving, energy efficiency 
development, and renewable energy sources. REA is responsible for 
operational management of the State Program on “Energy Saving and 
Energy Efficiency Improvement Until 2020”, approved on December 
27, 2010. 
REA is a center for information exchange, analytical research, 
promotion, and project-support related to energy efficiency and 
renewable energy in Russia. REA is based in Moscow, with a further 
73 branches in the Russian Regions, and has a staff of approximately 
2000. 
From September 2008 to February 2011, Ulasevich was Leading 
Specialist at the Department of Marketing and 
Business-Development for JSC Atomstroyexport. JSC Atomstroyexport 
is part of the State Atomic Energy Corporation “Rosatom”, and 
performed the function of a general contractor for construction of 
NPP and other nuclear power facilities abroad. 

オリガ・ウラセビッチ  

ロシアエネルギー庁国際協力部長 

2011 年 2 月よりロシア連邦エネルギー省国
家予算機関（FSBO）「ロシアエネルギー庁」
（REA）国際協力部長を務める。 

2009 年 12 月にエネルギー省の指揮下で設立
された REA の主な役割としては、省エネ、エネルギー効率の向上、およ
び再生可能エネルギー源に関するロシア連邦の政策の実施があげられ、
2010 年 12 月 27 日に承認された「2020 年までの省エネおよびエネルギ
ー効率向上」に関する国家計画の運営管理を担当。 

REA はロシアにおけるエネルギー効率と再生可能エネルギーに関する情
報交換、分析研究、推進、および事業支援の中心的立場にある。モスク
ワに本部を置き、ロシア諸地域に 73 の支部と約 2000 人の職員を擁して
いる。 

2008 年 9 月から 2011 年 2 月にかけて、JSC Atomstroyexport のマーケテ
ィング・事業開発部で主任スペシャリストを務める。JSC Atomstroyexport

はロシア原子力公社「ロスアトム」の一部であり、NPP およびその他の
海外原子力施設の総合建設に従事。 

Huh Jeung-Soo 
Chief Director, Korea Energy Management Corporation  

Jeung-Soo Huh is a specialist in material science and engineering, 
with a PhD from Massachusetts Institute of Technology (MIT), and 
has played an active role in implementing Korea’s green growth 
energy policy. As president and CEO of KEMCO, he leads the 
government agency in implementing national policies on energy 
efficiency, climate change, renewable energy, and promotion of green 
culture. 

ハー・ジェンスー  

韓国エネルギー管理公団理事長 

マサチューセッツ工科大学（MIT）にて博士号
を取得。材料科学・工学の専門家であり、韓
国のグリーン成長エネルギー政策の推進に積
極的に従事。KEMCO 理事長兼 CEO として、エ
ネルギー効率、気候変動、再生エネルギー、グリーン文化の推進に関する
国家政策の推進において政府機関に助言・指導する立場にある。 

Hiroshi Takahashi 
Research Fellow, Fujitsu Research Institute 

Hiroshi Takahashi is the Research Fellow at the Fujitsu Research 
Institute. He specializes in electric power policy with focus on market 
liberalization, grid unbundling, renewable energy and smart grid, 
actively participating in policy formation as a member of Energy Basic 
Policy Committee as well as Power System Reform Committee of the 
Japanese Government and Special advisor to the Cabinet Office. 
He has obtained doctoral degree from the University of Tokyo and 
master’s degree from the Fletcher School of Law and Diplomacy. His 
former career includes a product planner at Sony Corporation, 
Deputy Director at IT Policy Office of Cabinet Secretariat of the 
Government, and Assistant Professor at the University of Tokyo. He is 
the author of “Market Liberalization of Electric Utilities” published by 
Nihon Keizai Shinbun Shuppan-sha. 

高橋 洋 

富士通総研 経済研究所  主任研究員 
 

1993 年東京大学法学部卒。同年ソニー株式
会社入社。1999 年タフツ大学フレッチャー
大学院修了（法律外交修士）。2000 年内閣官
房ＩＴ担当室主幹。2007 年 東京大学大学院
工学系研究科博士課程修了（学術博士）。同
年東京大学先端科学技術研究センター特任
助教を経て、2009 年より現職。 

経済産業省総合資源エネルギー調査会基本問題委員会委員、 

同電力システム改革専門委員会委員、内閣府本府参与、大阪府市特別参
与（エネルギー戦略会議委員）。 

著書に『電力自由化―発送電分離から始まる日本の再生』（日本経済新
聞出版社、2011 年）など 



 

 

 

Matthes Christian Felix 

Research Coordinator, Institute for Applied Ecology 

Matthes Christian Felix graduated as an electrical engineer from 
Leipzig University of Technology, and holds a PhD in political sciences 
from the Free University, Berlin. After five years professional 
experience in the industry, he joined Öko-Institut in 1991, where he 
contributed to numerous studies and published extensively on 
German and international policies on energy and climate. From 2000 
to 2002, he served as a Scientific Member of the German Bundestag’s 
Study Commission on Sustainable Energy, and in 2001 was a member 
of the Advisory Group to the European Commission’s Energy 
Roadmap 2050. In 2007 and 2008, he was a visiting scientist at 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
His recent work focuses on energy- and greenhouse gas emission 
scenarios, long-term climate- and energy policy strategies, and 
market instruments (emissions trading, energy market structure). He 
is closely involved in the design and implementation of the German 
Energiewende. 

 
フェリックス・マテス  

応用生態学研究所研究コーディネーター 

ライプチヒ工科大学を電気技師として卒業。
ベルリンのフリー大学で政治学の博士号を取
得。産業界で 5 年間専門家として経験を積ん
だ後、1991 年にはエコ研究所（Öko-Institute）
に入所。数々の研究に貢献するとともに、エネルギーと気候に関するド
イツの政策や国際的な政策について幅広い論文を発表。2000～2002 年
にはドイツ連邦議会持続可能エネルギー研究委員会の科学委員を務め、
2001 年には欧州委員会「エネルギーロードマップ 2050」諮問グループ
のメンバーとなる。2007 年から 2008 年にかけて、マサチューセッツ工
科大学（MIT）で客員研究員として研究活動に従事。 

最近の研究ではエネルギー・温室効果ガス排出シナリオ、長期的な気
候・エネルギー政策戦略、および市場手段（排出権取引、エネルギー市
場構造）に焦点を当てており、ドイツのエネルギー転換策の設計と実施
に深く関わっている。 

Tetsunari Iida 
Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP) 
 

Tetsunori Iida is the top opinion leaders in the field of sustainable 
enegy policy, well-known in Japan and 
internationally through many of academic 
publishing and through mass media as an 
independent and non-profit intellectual.  
He started his career from nuclear 
engineering, and shifted to sustainable 
energy policy including renewable energy 
and energy efficiency (’83 Neclear Science 
Studies, Kyoto University, Master 

degree; ’92-’06 Division Leader of Energy & Environmental Studies, 
Japan Research Institute; ‘96-’98 Visiting researcher at Lund 
University (Sweden); ’98 Advanced Science & Technology Studies, 
Tokyo University, PhD course).  Having long been working as a 
“social innovator”, many of movements and results are achieved, 
among them, the development of “green power scheme” and 
“community financing scheme of renewable energy project” have 
significant social impact on the sustainable energy in Japan.  He 
organized “the Supra-coalition of Member of Parliaments (MPs) for 
renewable promotion”, consisting of 1/3 of total MPs, then resulting 
in new legislation of “Renewable Promotion Law”. 
He is very much familiar with Nordic energy & environmental policy, 
and well-known through the book of “Energy Democracy in Nordic 
Countries” and creative networking activities. 

飯田 哲也 

環境エネルギー政策研究所（ISEP） 

 
1959 年、山口県生まれ。京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻修
了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。  

原子力産業や原子力安全規制などに従事後、「原子力ムラ」を脱出して
北欧での研究活動や非営利活動を経て ISEP を設立し現職。自然エネルギ
ー政策では国内外で第一人者として知られ、先進的かつ現実的な政策提
言と積極的な活動や発言により、日本政府や東京都など地方自治体のエ
ネルギー政策に大きな影響力を与えている。国際的にも豊富なネットワ
ークを持ち、21 世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク（REN21）
理事、世界バイオエネルギー協会理事、世界風力エネルギー協会理事な
ども務める。また日本を代表する社会イノベータとして知られ、自然エ
ネルギーの市民出資やグリーン電力のスキームなど、研究と実践と創造
を手がけた。政権交代後に、中期目標達成タスクフォース委員、および
行政刷新会議の事業仕分け人、環境省中長期ロードマップ委員、規制改
革会議グリーンイノベーション分科会委員、環境未来都市委員などを歴
任。3.11 後にいち早く「戦略的エネルギーシフト」を提言して公論をリ
ードしてきた。孫正義氏に付託されて、「自然エネルギー財団」設立の
中心を担い、現在、同財団の業務執行理事を務める。 

2011 年 10 月より経済産業省資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調
査会基本問題委員会委員、及び内閣官房原子力事故再発防止顧問会議委
員に就任。 

主著に『北欧のエネルギーデモクラシー』（新評論）、『エネルギー進化
論』（ちくま新書）、『エネルギー政策のイノベーション』（学芸出版社）、
共著に『「原子力ムラ」を超えて～ポスト福島のエネルギー政策』（NHK

出版）、『原発社会からの離脱―自然エネルギーと共同体自治にむけて』 

(講談社現代新書)、『今こそ、エネルギーシフト』（岩波ブックレット）、
訳書に『エネルギーと私たちの社会』など多数。 



 

 
Naoki Inose 
Vice Governor of Tokyo Metropolitan Government 

Born in Nagano prefecture in 1946, Naoki Inose is a well-known 
writer in Japan 
He was awarded the prestigious Ōya Prize for non-fiction in 1987 for 
his book detailing the portrayal of the Emperor’s image, The Mikado’s 
Portrait. Writing on a wide range of topics from literature to 
economics, he has become a specialist in fact-finding studies with the 
question of Japan’s modernity as his central theme.  
He served as a member of the tax commission, and, in June 2002, 
was appointed by the Prime Minister at that time, Koizumi Junichirō, 
to serve as one of the principal members of the Promotion 
Committee for the Privatization of the Public Corporations.  
Since October 2010, he is a research professor at the Institute of 
Technology. In June 2007, he was appointed Vice Governor of Tokyo. 
His current publications include; “Defeated in War in the Summer of 
1941 (Sekai Bunkasya),” “Becoming Vice Governor of Tokyo 
(Shogakkan Shinsho)” and others.  

 
猪瀬 直樹 

東京都副知事 

作家。1946 年、長野県生まれ。87 年『ミカ
ドの肖像』で第１８回大宅壮一ノンフィクシ
ョン賞を受賞。『日本国の研究』で９６年度文
藝春秋読者賞受賞。 

以降、特殊法人等の廃止・民営化に取り組み、
2002 年 6 月末、小泉首相より道路公団民営化委員に任命される。その
戦いを描いた『道路の権力』（文春文庫）に続き『道路の決着』（文春文
庫）が刊行された。 

06 年 10 月、東京工業大学特任教授、07 年 6 月、東京都副知事に任命さ
れる。近著に『昭和 16 年夏の敗戦』（中公文庫） 『東京の副知事にな
ってみたら』（小学館新書）、『言葉の力』（中公新書ラクレ）、『決断する
力』（PHP ビジネス新書）などがある。 



 

■Members of the Foundation /財団構成員プロフィール 

 

 

Masayoshi Son 
Founder and Chairperson 
Japan Renewable Energy Foundation (JREF) 

Masayoshi Son was born in 1957 in Tosu City of Saga Prefecture, 
Kyushu, Japan. A year after graduating from the Economics 
Department of UC Berkeley, Son founded and became the president 
and CEO of Japan Softbank, the predecessor of current Softbank Corp 
in 1981. Softbank Corp went public in 1994, and two years later in 
1996, he launched Yahoo Japan Corporation as a joint venture with 
Yahoo! Inc. US, running the enterprise as the president and CEO, then 
as the chairman and CEO. In 2001, Son started to provide an ADSL 
service “Yahoo! BB” in partnership with Yahoo Japan Corporation, 
and made a high profile acquisition of Vodafone KK (predecessor of 
Softbank Mobile KK) in April of 2006.  

Currently he retains multiple positions including the president and 
CEO of Softbank Corp, the chairman and CEO of Softbank Mobile KK, 
Softbank BB KK, and Softbank Telecom KK. 
Son is also known as the owner of the Fukuoka Softbank HAWKS (a 
Japanese professional baseball team based in Kyushu.) 

After the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011, he 
founded and assumed office of the chairman of the Japan Renewable 
Energy Foundation to promote the use of renewable energy 
resources. 

孫 正義 

自然エネルギー財団 会長・設立者 

1957 年佐賀県鳥栖市生まれ。 

80 年米国カリフォルニア大学バークレー校
経済学部卒業後、81年株式会社日本ソフ
トバンク（現ソフトバンク株式会社）設立
とともに代表取締役社長に就任。 

94 年にソフトバンク株式会社の株式を店頭公開。96 年米国 Yahoo! Inc.

との合弁でヤフー株式会社を設立し、代表取締役社長を経て、同社の取
締役会長に就任。 

2001 年に、ヤフー株式会社と共同で ADSL 接続サービスの Yahoo! BB の
提供を開始。06 年 4 月にはボーダフォン株式会社（現ソフトバンクモ
バイル株式会社）を買収。 

現在、ソフトバンク株式会社代表取締役社長、ソフトバンクモバイル株式
会社、ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社)の代表取
締役社長兼 CEO を務め、福岡ソフトバンクホークスのオーナーを務める。 

自然エネルギー分野では、11 年に発生した東日本大震災を機に、自然エ
ネルギー財団を設立し、会長を務める。 

Tomas Kåberger 
Executive Board of Chair 
Japan Renewable Energy Foundation (JREF) 
Professor, Chalmers University, Sweden 

Currently Tomas Kåberger spends a quarter of his time in Japan as 
Executive Board Chairman of the Japan Renewable Energy 
Foundation.  

Academically, he got an MSc in Engineering Physics, a PhD in Physical 
Resource Theory, and Docent in Environmental Science at Chalmers. 
He has been professor in International Sustainable Energy Systems at 
the International Institute for Industrial Environmental Economics at 
Lund University, and he is currently Professor of Industrial Energy 
Policy at Chalmers University of Technology and serves as 
Distinguished Visiting Expert of bio-energy technology at Zhejiang 
University in Hangzhou.  

Industrially, he has had leading roles in companies providing fuels 
and technology in the bio---energy industry, another company 
developing sustainable energy solutions for the automotive industry, 
and a company operating wind power plants. He currently serves on 
the board if Industrifonden, an industrial investment foundation.  
Politically, he has served on board of Swedish and European 
Environmental Citizen’s organizations, several Swedish Government 
Committees developing energy and environmental legislation, and 
China Council for International Cooperation on Environment and 
Development as a member of a task force on Low---Carbon 
Industrialization Strategies. From 2008 until 2011 he was Director 
General of the National Swedish Energy Agency. 
 

トーマス・コーべリエル 

自然エネルギー財団 理事長・代表理事 

スウェーデン・チャルマース工科大学教授 

自然エネルギー財団の理事長として一年の四
分の一を日本で過ごす。 

工学物理の理学修士号、物理資源理論の博士号
を取得し、チャルマース工科大学で環境科学の
講師、その後ルンド大学の産業環境経済国際研究所の教授（専門は国際
的に持続可能なエネルギーシステム）を歴任。現在はチャルマース工科
産業エネルギー政策の教授として教鞭をふるう傍ら、杭州の浙江大学で
バイオエネルギー技術の名誉客員専門官を兼任。 

産業界の経験もあり、バイオマス・エネルギーで燃料や技術を提供する企
業や、自動車業界向け持続可能なエネルギーソリューション開発会社、
風力発電所運営会社などの企業で、主導的な役割を果たしてきた。現在、
スウェーデン財団法人産業開発基金「Industrifonden」の役員を務める。

政治面では、スウェーデンおよび欧州の環境市民組織やエネルギー・環境関
連法案を策定するスウェーデン政府委員会のメンバーとして活動する傍ら、
中国の環境と開発に関する国際協力委員会（China Council for International 

Cooperation on Environment and Development）では低炭素産業化戦略対策委
員会委員を兼任している。また、2008年から2011年までスウェーデンエネルギ
ー庁長官を務めた。任期半ばで、自然エネルギー財団理事長就任のため退職。



 
 

 

 

Takejiro Sueyoshi 
Executive Board Vice-Chair 
Japan Renewable Energy Foundation (JREF)  
 
Takejiro Sueyoshi was born on January 3, 1945 in Kagoshima, Japan. 

After graduating from Tokyo University, he joined the Mitsubishi Bank 
(the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) in 1967 and worked for the bank 
until 1998. 

He is Special Advisor to UNEP FI and PRI in the Asia Pacific region. 
During his years with Nikko Asset Management as Deputy President, 
he was appointed as a member of the UNEP FI Steering Committee. 
In addition to the involvement in the UNEP FI activities, he is giving 
many educational speeches about environmental problems and 
CSR/SRI in various government councils, seminars, universities and 
TV programs. He is the advisor to mayors of local governments and 
outside director of corporations in Japan. He is a Trustee member of 
Carbon Disclosure Project. He was a member of the Council for 
Japan’s Prime Minister on Climate Change Policy. 

His publications includes “Ondanka Kogi (A lecture on Global 
Warming)” (Toyo Keizai), “Yugai Rensa (Chain of 
Harmfulness)”(Gentousha), “Green New Deal” (Editor,Kankyou 
Shinbun), “Saishin CSR Jijyo( The Newest Book on CSR)”(Hokuseido). 

末吉 竹二郎 

自然エネルギー財団 副理事長 

 

東京大学を卒業後、1967 年に三菱銀行
（現 三菱東京 UFJ 銀行）に入行。1998

年まで勤務した。 

日興アセットマネジメントに勤務中、UNEP 金融イニシアチブの運営委
員メンバーに任命された。 

現在、アジア太平洋地区の特別顧問として UNEP 金融イニシアチブの活
動を支援する傍ら政府や地方自治体の審議会委員などを務める。 この
他、セミナーや講演会、大学での授業などを通じて環境問題や社会的責
任（CSR）、社会的責任 投資（SRI）についての講演等を行う。 

主な著書に「ビジネスに役立つ!末吉竹二郎の 地球温暖化講義」（東洋
経済新聞社）、「有害連鎖」（幻冬舎）、「最新 CSR 事情」（北星堂書店）、
「グリー ン経済最前線」（岩波新書、共著）がある。 
 

Yoshihisa Murasawa 
Director for Technology Business Development Division 
Japan Renewable Energy Foundation (JREF) 
 

An Executive Director and Director for Technology & Business 
Development at the Japan Renewable Energy Foundation. Also holds 
a position of Advisor for the Office of the President at the University 
of Tokyo, where he served as a project professor of the Integrated 
Research System for Sustainability Science (IR3S) from 2005 to 2010. 
Focuses on formulating and implementing solutions for global 
warming and has proposed the establishment of the 
“Combustion-Free Civilization,” which features the use of large-scale 
solar power generation and electric vehicles.  
Prior to joining the University of Tokyo, served as managing director 
at Booz, Allen & Hamilton and Monitor Company after working as a 
consultant for Bain & Company. Also worked as a Vice President of 
Merger and Acquisition for Goldman Sachs Company.  
Holds an MBA degree from Stanford University and Master’s and 
Bachelor’s degrees from the University of Tokyo, both in Engineering. 
Has written a number of books and articles including, “The Electric 
Vehicle—A Major Shift to the Combustion-Free Society (2010)”, “How 
Japanese Economy can win—The Solar Energy Evolution (2009)”, 
“Introduction to Global Warming” (2008), and “Global Standard 
Management” (1997). 
 

村沢 義久 

自然エネルギー財団 テクノロジービジネス事業部 ディレクター 

• 東京大学大学院工学系研究科修了。スタンフォード大学経営大学院
修了（MBA）。 

• コンサルティング会社代表、ゴールドマンサックス証券 M&A 担当バ
イス・プレジデントなどを歴任。 

• 2005 年から東京大学特任教授。
2010 年 4 月から総長室アドバイザ
ー。2011 年 9 月から自然エネルギ
ー財団執行理事。 

• 著書に「電気自動車－市場を制する
小企業群」、「日本経済の勝ち方 太
陽エネルギー革命」、「手にとるよう
に地球温暖化がわかる本」など。 



 

 
 

 
 

■JREF Executive Members /財団 役員一覧 
As of September 6, 2012 | 2012 年 9 月６日現在 

Position / 職位 Name / 名前 Affiliation / 所属 

Founder 

設立者・会長 

Masayoshi Son 

孫 正義 

Chairman & CEO SOFTBANKCORP.

ソフトバンク株式会社 代表取締役社長 

Council Members 

評議員 

Ryuichi Sakamoto 

坂本 龍一 

Chairman of the Board, more trees Intermediary Organization 

一般社団法人モア・トゥリーズ 代表 

Naohiko Jinno 

神野 直彦 

Professor Emeritus, University of Tokyo

東京大学 名誉教授 

Jitsuro Terashima 

寺島 実郎 

President, the Japan Research Institute

財団法人日本総合研究所 理事長 

Executive Board Chair 

代表理事 理事長 

Tomas Kåberger 

トーマス コーベリエル 

Professor of Industrial Energy Policy, Chalmers University of Technology 
Former Director General, Swedish Energy Agency 

チャルマース工科大学産業エネルギー政策 教授 / スウェーデンエネルギー庁 元長官 

Executive Board Vice-Chair 

代表理事 副理事長 

Takejiro Sueyoshi 

末吉 竹二郎 

Executive Directors, Special Advisor, UNEP Sustainable Energy Finance Initiative

国連環境計画 SEFI 特別顧問 

Executive Directors 

業務執行理事 

Yoshihisa Murasawa 

村沢 義久 

Advisor, University of Tokyo President's Office

東京大学総長室 アドバイザー 

Executive Board Members 

理事 

Takeshi Kobayashi 

小林 武史 

Chief Executive, ap bank

ap bank 代表理事 

Satoshi Shima 

嶋 聡 

General Manager & President's Office SOFTBANKCORP.

ソフトバンク株式会社 社長室 室長 

David Suzuki 

デヴィッド・スズキ 

Emeritus Professor of Zoology, University of British Columbia 
Co-Founder, David Suzuki Foundation 

ブリティッシュコロンビア大学動物学 名誉教授 / デヴィッド・スズキ基金 共同設立者 

Auditor 

監事 

Kiyoshi Matsuo 

松尾 清 

Partner, Deloitte Touche Tohmatsu

有限責任監査法人トーマツパートナー 

Mika Ohbayashi 
Director for Advocacy and Grant Programme 
Japan Renewable Energy Foundation (JREF) 
 

Mika Ohbayashi is Director for Advocacy and Grant Programme at 
Japan Renewable Energy Foundation. Before joining the foundation, 
Ms. Ohbayashi worked for International Renewable Energy Agency 
(IRENA) as Policy and Project Regional Manager for Asia Oceania, 
which HQ is based in Abu Dhabi, UAE, from May 2010 to Aug 2011. 
She is one of two founders of Institute for Sustainable Energy Policies 
(ISEP), and served as Deputy Director for 8 years since its 
establishment in 2000. She also worked for UKFCO at the British 
Embassy to Japan, as Advisor for Climate Change Projects and Policies 
after leaving ISEP and before joining IRENA. She started her carrier in 
the energy fields by joining Citizens' Nuclear Information Center in 
1992, after some years work experience. She coordinates many 
scientific study projects, takes leadership to team up various 
networks including national parliamentarians and local authorities, 
domestically and internationally to improve sustainable energy 
society. She also served as SC member for REN21 and World Council 
for Renewable Energy for about three years before joining the UK 
government in 2008. 

大林 ミカ 

自然エネルギー財団  

ディレクター 
 

大分県中津市生まれ、福岡 県小倉出身。
公益財団法人 自然エネルギー財団ディ
レクター。2011 年 8 月から財団の設立に
参加。財団参加前は、2010 年から 2011 年
まで「国際再生可能エネル ギー機関
（IRENA）」（本部：アラブ首長国連合ア ブダビ）でアジア太平洋地域政策・
プロジェクトマネー ジャー。英会話塾講師などを務めた後、1992 年から
1999 年末まで特定非営利活動法人 原子力資料情報室にてエネルギーやア
ジアの原子力問題を担当。2000 年に環境エネルギー政策研究所の設立に参
加、2000 年から 2008 年まで副所長。その後、駐日英国大使館にて気候変
動政策アドバイザーを務める。共著に「自然エネルギー市場」 （飯田哲也
編著、築地書館、2005）、「環境と開発のためのグローバル秩序」（毛利勝彦
編著、東信堂、2008）、「地球を救う仕事６・温暖化をくい止めたい２」（草
場よしみ編著、汐文社、2009）など。 
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自然エネルギー財団 国際シンポジウム 「2030 年とその先の未来へ」 

報告書 

 

International Symposium “Towards YR2030 and Beyond” 

REPORT 

 

2013 年 1 月末日発行 

 

 

公益財団法人 自然エネルギー財団 
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電話 03-6895-1020  URL:http://jref.or.jp/ 

 




