
「持続可能なエネルギーの選択」 
電力小売自由化で可能となるのか 
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持続可能な暮らし 
  無理がなく将来世代までずっと続く暮らし 
  あらゆる生命をつなぐことができる暮らし 

希望があり、安心できる暮らし	  

!  人や環境に悪い影響を与えないこと 
!  長く使い続けられること 
!  コストが暮らしとバランスしていること 
!  もっと違ったエネルギーもあると期待がもてること	

＜エネルギーに関していえば＞ 
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「商品の一生」を考慮した選択が重要 
であるのに、今は見えにくい 

工業化や 
グローバル化が進展 

過去は地域の中で 
生産も消費も見えた 

原料はどこでど
のように採取さ
れているの 

関わる人に公平
に賃金が支払わ
れているの 

どの様に選べばいいの、
使えばいいの、廃棄す

ればいいの 

どこでどれだけ
エネルギーが使
われているの 
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私たちの購入という選択が 
未来世代の暮らしを決めるという事実 
" 日々の暮らしが、無理なくずっと続く
つまり安心できる暮らしであってほしい 

" しかしそれは、ひとえに自分の選択と
その使い方にかかっている 

" だから私たちは持続可能な暮らしにつ
ながる賢明な選択をしたい 

特にエネルギーは必須であり、 
その持続可能性は極めて重要 
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震災後のエネルギーは 
"  国民は持続可能な暮らしを望んでいる。持続可能

な暮らしとは「いのち」がつながり、希望があり、
故に安心できる暮らし。故に、持続可能な暮らし
が基盤となるエネルギー基本計画でなければなら
ない  

"  これから先、50年、100年、200年と利用し続け
ることができる持続可能なエネルギーの可能性、
方向性を探り、何を優先してお金を使うのか。如
何に国民と双方向のコミュニケーションをし、国
民の信頼と理解を得るのか。まさに叡智が必要 

"  今回の事故は日本だけの問題ではない。新しいエ
ネルギー政策の向かう方向を示すことが、事故を
起こした日本が世界に対し負うべき責任 
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家庭のエネルギー消費 
（エネルギー白書2011から） 

どんどんと家庭のエネルギーは電気に頼る使い方に
変わってきた！ 
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電気の一生を知って、選択をしよう  
" 3.11に遭遇し、電気を購入する者として、まさに「電気
の一生」に考えが至らず、多くの消費者はただ利用して
いるだけであったことがはっきりした。電気を選択でき
なかったためとも考えられる 

" つまり、電気もその一生を考えることが必須 
" ところが「電気」という商品を見たとき、購入者には上
流も下流も見えないままである。エネルギー源は何か。
どこから電源としての資源を調達し、廃棄物はどうなっ
ているのか 

" 電力システム改革の一環としての「電力小売り自由化」
はまさに良い機会となる 

" 主体的に小売事業者を選択したいし、電気料金を納得し
て支払いたい 

" それが需要の削減にもつながる 



原子力発電の一生は電気の使用者と
して絶対に知らなければならない	

"  3.11に遭遇し、いままで潜在していた原子力
発電のさまざまな問題が顕在化した 

" 下流の使用済み核廃棄物の問題が未解決なま
まであること。原子力発電は使えば必ず核廃
棄物である「電気のごみ」が出ること 

" ゼロ・エミッションエネルギーという表現は
まやかしであること 

" 上流のウラン採掘現場の働く人や鉱山の原状
復帰などについては全く説明がないこと　etc. 
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"  はじめに省エネルギーありき 
"  自然が豊かな日本にはエネルギー源は潜在的に多い、

長期的に開発可能性大 
"  再生可能エネルギーはエネルギー自給率を高めるこ

とができる 
"  地域での小規模分散型は送電ロスも少なく、持続可

能性の視点で有効 
"  太陽光発電や燃料電池は家庭で導入することも可能 
"  自然環境などとの調和は何より持続可能性の観点か

ら重要であるが、規制との賢明な調和を期待 
"  そして、安心できない原子力発電を使わない方向に

向かうべき 

これからのエネルギーは 
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"  消費者は、あるいは市民は、エネルギー
を真剣に学ぶ機会がなさすぎた 

"  極端な話、電気さえあれば暮らしが成り
立つような方向に向かっていた 

"  成熟社会にあって、これからもどんどん
エネルギーが必要な暮らしに向かうのか 

"  エネルギーの賢明な選択ができるような
自由化に向けた消費者への支援が必要 
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賢明な選択に向けて 



スケジュール 
<日程>　　平成26年7月20日～平成26年7月27日 
<訪問先> 
・デンマーク：MHI Vestas Offshore Wind 　　　　　 
　　　　　　　(MVOW)社 
・スペイン：REE社、産業・エネルギー・観光省、 
　　　　　　CNMC（国家市場・競争委員会）、 
　　　　　　イベルドローラ(Iberdrola)社 
・ドイツ：消費者センター連盟(vzbv)、50Hertz社、　　　 
　　　　　ドイツ産業連盟、再エネ100村(Feldheim)、 
　　　　　Energynautics社 
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デンマーク：MHI Vestas Offshore Wind (MVOW)社  
＜洋上風力発電は、「大規模な装置を如何に効率良く安価に製造
し供給するか」がポイント＞ 

巨大な風力発電機を
最終組立工程だけを
残し船に積んで運び
出す様子。コスト削
減のため洋上での作
業を短縮している。 
 洋上で組み立てるた
めのクレーンが船に
設置されている。 

MVOW社の玄関に
あった洋上風力発
電の写真 

巨大なプロペラの羽根 
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スペイン：REE社 ＆イベルドローラ社 
＜送電系統運用者と大手発電事業者＞ 

再生可能エネルギーのための制御センター（REE社HPから) 

REE社の中央制御センター（REE社HPから) 

ヨーロッパは送電網がつながって
いて、国際連系されているから、
たくさんの再エネ導入が可能だと
いう話も、必ずしもそうではなく、
特にスペインはフランスとの連系
線があるものの、大変細く、日本
と状況は変わらない。また、風力
発電の適地から電力の消費地が遠
いのも日本に似ている。  
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イベルドローラ社では、再生可能エネル
ギー専用のコントロールセンターがある。
再エネ発電に200億ユーロの投資をした
とのこと。スペイン一の発電事業者であ
り、風力発電事業者でもある。	

再生可能エネルギー専用のコントロールセンター(HPより）	

スペイン一の発電事業者イベルドローラ社	
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REE社の再エネの割合の変化 

Renewable	  energy	  in	  demand	  coverage	  (%)	

2010年より年間供給電力の１/３以上を再
エネが占めるようになった。	  
また、2013年は、前年に比べ電力部門から

の	  CO2 排出量が6,100万トン,	  23.1%削減さ
れた。（REE社のHPより）	
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スペインの再エネ導入目標 
（再生可能エネルギー計画2011-2020 設備容量目標） 

2010年（基準年）	 2015年	 2020年	

水力（揚水を除く）	 13,226	 13,548	 13,861	

揚水	 5,347	 6,312	 8,811	

地熱	 0	 0	 50	

太陽光発電	 3,787	 5,416	 7,250	

太陽熱発電	 632	 3,001	 4,800	

潮力発電、波力発電	 0	 0	 100	

陸上風力	 20,744	 27,847	 35,000	

洋上風力	 0	 22	 750	

固形バイオマス	 533	 817	 1,350	

廃棄物	 115	 125	 200	

バイオガス	 177	 220	 400	

合計	 39,214	 50,996	 63,761	

(単位MW)	

出典：再生可能エネルギー計画2011-2020	 16	



ドイツ：50HERTZ社 

５０ヘルツ社のタスク 
・システム調達 
・システム管理 
・エネルギー管理 
・ネットワークの使用 

ドイツには4つの送電会社があり、
50HERTZ社は東部を中心に送電系統の運
用を行っている。 
管内には大きな工場などがないので全ドイ
ツの需要量の２０％位の給電。 
北部に集中する風力発電を需要の多い南部
に供給しなければならない。そのための連
系線強化が課題 

High-‐voltage	  grid	  of	  50Hertz	  Transmission	  GmbH	

50HERTZ社HPより	
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ドイツの再エネ導入目標 
（国内法制化） 

分野 2000年 
実績 

2012年 
実績 
(暫定) 

2020年 
目標 

2050年 
目標 

温室効果ガス
排出量 
(1990年対比) 

ー 24.7% 
削減 

少なくと
も 

40％削減 

少なくとも 
80-9５％ 

削減 

再生可能エネ
ルギー 
最終エネル
ギー消費 

3.8% 12.7% 18.0% ー 

再生可能電力 
6.3% 23.6% 

少なくと
も 

35.0% 
80.0% 

再生可能熱 3.9% 10.0% 14.0% ー 

バイオ燃料 0.4% 5.8% 約12.0% ー 
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出典：ドイツ連邦経済・エネルギー省資料 
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ドイツ：消費者センター(vzbv) 
・賦課金単価は、過去数年の間に急激に大き
くなった。産業界が免除されているため賦課
金を負担する人が限られている。消費者が年
間1世帯当たり50ユーロ程度を余計に負担。減
免対象企業が多く、不公平であり反対。 
・産業界のロビイングが大きな影響を与えてい
る。  
・家庭の電気料金が2000年には13,9ユーロセ
ント/kWhだったのが、2014年には29,1ユー
ロセント/kWhとなった(日本円で300kWh/月
として、5,920円が 12,400円位に）。 
・しかし、アンケートからは、再エネの拡大
や2050年80％目標に、80％の人が賛成。消
費者としては、再エネ拡大、脱原発に賛成であ
るが、高い電気料金には反対だが、重要なの
は、金額の多寡ではなく、合理的な水準と比
べ高いかどうかである。 
・産業界の免除分の消費者負担は合理的では
ないので反対する。 
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再生可能エネルギー100％の村 
<Feldheim(フェルトハイム）村＞ 

42機の風力発電機が並ぶ原野 住まいの外観 

安倍昭恵さんの署名のあるゲストブック 

家畜の糞尿がバイオガス用に運搬されてきた 
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視察を終えて 
•  なんと日本は再エネ導入が遅れているのか、情け
ない！！ 

・日本ではあの３・１１を経験してもまだ原子力に
頼ろうとしているのかという質問をうけて、エネ
庁が国としてのエネ基の方針と答えた時の不甲斐
ない気持ちは忘れられない 

・気象予測と今の再エネの実データでの発電予測を
大至急始めるべき、などなど 

がっかりすると同時に一方では可能性が大きいこと
を知り、勇気も満ちてきました 
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最後に 
・まず、固定価格買取制度は素晴らしい制度です。短期間に再エネ導
入に成果があったことを評価すべし 

・再エネ導入に水を指すような系統接続問題は早急に解決する必要が
ある 

・原子力発電が過去のように30％も電力供給することはエネ基の方針
からもあり得ない。火力依存脱却のため早急に風力や地熱などの再
エネを増やす方策が必要 

・欧州では風力に力をいれていたが、日本でももっと入れられないか 
・接続保留をしている電力会社の説明は、原子力に重きをおいたまま
の再エネ導入の検討であり、根本的に違うのではないか 

・一般電気事業者が新エネ接続の決定権を持つことについては、公正
な取り扱いであることを見せる必要がある 

・再エネ発電事業者の振り分けは必要 
・賦課金は見えることに意義がある。原子力のコストが見えないとい
うあやまちを繰り返さないことが消費者が望むこと 
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サスティナブルな「もの選び」 
 毎日の暮らしは選択の積み重ね　その基準は? 
# 公平、公正な分配 
水、食料、空気、土地、その他の資源、生産・消費
のあり方 

# 削減 
過剰な消費、化石燃料など限りある資源 

# 永続性のある循環 
再生可能なエネルギーや資源、リユース、リサイクル 

# 価値の再評価 
生活の質、創造性、文化・芸術・精神性 

# 自然・命への畏敬の念 
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