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第１節　原発に依存しない地域経済の再生

第１ 　原発依存を招いた補助金政
策

１　補助金政策の概要
（1）電源三法交付金制度の概要
　　電力会社から電源開発促進税を徴収し，
それを発電所周辺の自治体に配るいわゆる
電源三法交付金制度は，1974年に田中角栄
首相により導入された。地元・新潟の東京
電力柏崎刈羽原発計画をはじめとする難航
する原発立地を打開し，ひいては，第一次
石油ショックを機に国家全体として電力の
安定供給を図ることを目的とするものであ
ったとされる。
　　ここで「電源三法」とは，「電源開発促
進税法」，「電源開発促進対策特別会計法
（後に，特別会計に関する法律に統合され
る。）」及び「発電用施設周辺地域整備法」
からなる。いずれも，発電用施設の設置及
び運転の円滑化を図ることを最終的な目的
とするものである。
　　まず，「電源開発促進税法」は，原子力
発電施設，水力発電施設，地熱発電施設等
の設置の促進及び運転の円滑化を図る等の
ための財政上の措置並びにこれらの発電施
設の利用の促進及び安全の確保並びにこれ
らの発電施設による電気の供給の円滑化を
図る等のための措置に要する費用に充てる
ために，一般電気事業者に対し，その販売
する電気の電力量に応じ一定率で税（電源
開発促進税）を課することについて規定す
る。因みに，税率の引上げと販売電気料の
増大によって，2012年度の電源開発促進税
の収入は3300億円にのぼり，1975年の約
296億円と比べ約10倍以上も増加している
（国税庁ホームページ統計情報・統計年
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報・間接税「電源開発促進税課税状況」）。
なお，3300億円のうち3122億円がエネルギ
ー対策特別会計に組み入れられ，うち1479
億円が電源立地地域対策交付金として自治
体に交付されている。

　　次に，「電源開発促進対策特別会計法
（後に，特別会計に関する法律に統合され
る。）」は，電源開発促進税法による収入を
財源として行う①電源立地対策，②電源利
用対策及び③原子力安全規制対策に関する
政府の経理を明確にするための特別会計設
置を規定するものである。

　　さらに，「発電用施設周辺地域整備法」
は，発電用施設周辺の住民の福祉向上を図
り，もって発電用施設の設置及び運転を円
滑にすることを目的とし，発電用施設周辺
地域における公共用の施設の整備その他住
民の生活利便性向上及び産業振興に寄与す
る事業を促進するための交付金（電源立地
地域対策交付金）の交付について規定す
る。なお，電源立地地域対策交付金は，か
つてはその使途を公共用施設の整備に限ら
れていたが，2003年の制度改正以降は，地
場産業振興，福祉サービス提供事業，人材
育成等のソフト事業も可能となり，地域の
自主的な選択が可能となった。

　　このように電源三法制度は，地元住民の
福祉向上を図ることによって地元の理解と
協力を得て電源立地を進めるために，電源
開発のための目的税として電源開発促進税
を導入し，その税収を財源として各種交付
金（（2）で後述）を，電源開発促進対策特
別会計を通じて交付するという制度であ
る。

　　なお，上記各種交付金は，原子力発電施
設及び原子力発電関連施設の他，火力発電
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施設（ただし，沖縄県に限る。）や水力発
電施設の設置地域にも交付されるが，原子
力発電施設及び原子力発電関連施設を設置
した地域のみを対象とする交付金や，交付
限度額の算定式に差異が設けられたりする
ことによって，原発立地自治体に対し，交
付金が重点的に交付される仕組みになって
いる。
（2）各種交付金について
　　電源三法に基づいて交付される各種交付
金は，大別して，①立地自治体に対する交
付金を中心とした電源立地対策と，②発電
用施設の利用の促進等の電源利用対策に分
けられる。前者①には，電源立地地域対策
交付金（公共用施設整備等の住民の利便性
向上のための事業や地域活性化を目的とし
た事業を支援），後者②には，電源立地等
推進対策交付金（原子力やエネルギーに関
する教育・普及啓発事業等を支援），電源
地域産業育成支援補助金（電源地域の長期
的発展のために地域産業の発掘・育成を側
面から支援する事業に対する補助），電源
地域振興促進事業費補助金（原子力発電施
設等の周辺地域における立地企業への割引
措置となる補助及び電源地域の産業関連施
設等の整備事業に対する補助）等がある。
（3）交付金交付のモデルケースについて
　　出力135万 kWの原子力発電所の立地に
伴う財源効果の試算によれば，立地市町
村，隣接市町村，都道府県に交付される各
種交付金の合計額は約1240億円（運転開始
まで10年間（建設期間７年間），運転開始
翌年度から35年間，合計45年間で）にのぼ
る。なお，運転開始の10年間で約449億円
の交付を受ける。
　　そして，原発立地自治体（21自治体）の
歳入に占める電源立地地域対策交付金の割
合は，平均約８％に上る。
（4）原子力事業者への課税特例
　　地方自治体は，原子力発電施設並びに電

気事業者に対し，固定資産税（市町村），
核燃料税等（道県），法人住民税（市町
村），法人事業税（道県）を課税すること
ができる。

　　固定資産税は普通税であり（使途に制限
がない），減価償却（耐用年数を15年とし
て算定）により，税収が５年後に２分の
１，10年後には４分の１に減少するという
問題があると指摘されることがあるが，い
くつかの自治体では，発電設備の実態に合
わせて耐用年数を延長する，償却資産によ
る頭打ち制度を撤廃する，課税期間を解体
までとする等の方法によって，その問題が
解決されている。

　　核燃料税等も普通税であるが，課税標準
や課税客体を何とするかによって名称が
様々である。福島第一原発事故後は各地の
原発の運転が停止されていることから，核
燃料の挿入に課税することができないた
め，使用済核燃料の受け入れや原子炉の熱
出力に課税する自治体も存在する。因み
に，2010年度決算における原子力関係の法
定外税の合計は約405億円であった。

　　なお，2010年度における原発立地自治体
（21自治体）の歳入に占める地方税の割合
は，平均約33％にも上る。
（5）原子力事業者からの寄付
　　原発立地市町村において，電気事業者か
ら多額の寄付が行われることがある。

　　例えば，上関原発（着工準備中）が位置
する山口県上関町の寄付金額の推移を見て
みると，以下のとおり，地方税ないし歳入
総額と比較した寄付金の価額の大きさ，及
び福島第一原発事故の前後で寄付金額に大
きな違いが認められる。

年度 寄付金額 地方税額 歳入総額
2008 2億39万 2億3246万 約34億
2009 8億102万 2億2541万 約45億
2010 6億71万 2億7850万 約44億
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2011 32万 2億3095万 約46億
2012 38万5000 2億3070 約43億

【総務省「市町村別決算状況調」，上関町ホームページ
「財政情報の開示」より作成】

（6）小括
　　以上のとおり，原発立地自治体には，国
からの交付金，電気事業者からの税金ない
し寄付という形で，多額の資金が入ること
になる。
　　以下，多額の資金流入の結果としてのい
くつかの原発立地自治体の現状について述
べる。

　参考文献
・国税庁ホームページ「電源開発促進税課税
状況」（2014年６月27日公表）

・経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
「電源立地制度の概要」（2013年）
・小池拓自「原発立地自治体の財政・経済問
題」（国立国会図書館，調査と情報No.767）
・総務省ホームページ「法定外税の概要」
（2012年４月１日現在）
・総務省「2010年度市町村別決算状況調」
（2010年）
・総務省「市町村別決算状況調」（2008年～
2014年）
・上関町ホームページ「財政情報の開示」
（2008年～2014年）

第２ 　全国各地の立地自治体の現
状

１　青森県東部
（1）青森県内の原子力関連施設
　　青森県東部の下北半島の山々では青森ヒ
バが枝を広げ，海は津軽海峡に海流が流れ
込み，最良の漁場を育んでいる。電源立地
地域交付金交付の対象となる原子力関連施
設の立地自治体（市町村）は，その半島に

所在する「むつ市」，「大間町」，「東通村」，
「六ヶ所村」の４つの自治体である。

【「マガジン９」ホームページ
 （http://www.magazine9.jp/genpatsu/120808/）】

　　まず，むつ市には，使用済燃料の貯蔵施
設が建設されている。この事業は東京電力
株式会社（以下「東京電力」という。）と
日本原子力発電株式会社の両社より設立さ
れたリサイクル燃料貯蔵株式会社（以下
「日本原電」という。）により行われる予定
であるが，現在までに事業は開始されてい
ない。

　　次に，大間町には，電源開発株式会社が
主体となり，2008年５月より大間原発が建
設中である。既に述べたとおり大間原発
は，MOX燃料を100%利用することを念
頭に置いた原発である。

　　そして，東通村には完成済み原発が１基
あり，今後３基の原発の建設が予定されて
いる。完成しているのは東北電力株式会社
（以下「東北電力」という。）が主体となっ
て建設された東通原発１号機で，2005年12
月より運転開始している（東日本大震災に
より停止中）。さらに東北電力は東北電力
東通原発２号機の建設を計画し，東京電力
も，同地に東京電力東通原発１号機，２号
機の建設を計画している。

　　最後に，六ヶ所村には日本原燃が主体と
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なり，ウラン濃縮工場，低レベル放射性廃
棄物埋設センター，高レベル放射性廃棄物
貯蔵管理センター，再処理工場といった核
燃料サイクル施設が建設されている。さら
にはMOX燃料を製造する工場の建設が予
定されている。
（2）電源三法交付金の受交付自治体
　　電源三法交付金を受けることができるの
は，原子力関連施設の立地自治体だけでは
ない。立地自治体の隣接自治体及び隣々接
自治体に対しても「電源立地地域交付金」
が交付される。隣接自治体にも交付される
ことで，隣接自治体においても原発の恩恵
を受けることができ，結果的に原発反対の
声は上がりにくくなる。
　　実際，青森県においては，十和田市，三
沢市，平内町，野辺地町，七戸町，六戸
町，横浜町，東北町，おいらせ町，風間浦
村，佐井村といった下北半島のほとんどの
市町村に電源立地地域対策交付金が交付さ
れており，下北半島の市町村の財政は交付
金の影響が避けられない状況である。
　　上記の青森県内の自治体に対しては，電
源立地地域対策交付金，核燃料サイクル交
付金，原子力発電施設等立地地域特別交付
金といった名目で電源三法交付金が交付さ
れている。
　　中でも特筆すべきは，核燃料サイクル交
付金である。同交付金は，原子力発電にお
いてMOX燃料を使用すること，核燃料サ
イクル施設を設置することに同意した県に
対して交付されるものであり，使用済燃料
の再処理を必要とする核燃料サイクルに伴
う計り知れないリスクを受け入れる見返り
といえよう。
（3）青森県に交付された莫大な交付金
　　では，青森県に対し，これまでどのくらい
の電源三法交付金が交付されてきたのか。
　　この点，青森県の集計によれば，1981年
度から2013年度までの33年間で，青森県及

び県内市町村は合計約2700億円もの巨額の
交付金を受け取っている。

　　市町村でみれば，特に原子力施設が設置
されている六ヶ所村，むつ市，東通村は交
付額が多く，それぞれの自治体はこれまで
300億円以上の交付金を受け取っている。

　　電源三法交付金の交付は，原子力に限ら
れないが，原子力以外の施設の交付金額
は，原子力関連施設の場合と比して10分の
１程度かそれ以下しかない。
（4）県内自治体の原子力依存の状況
　　原子力関連施設を誘致する六ヶ所村は，
財政力指数が県内１位（2012年度）であ
り，地方交付税不交付団体である。この高
い財政力は，原子力関連施設からの固定資
産税等の税収によるところが大きい。そし
て，総務省の調査によれば，2011年度の六
ヶ所村の電源立地地域対策交付金は25.7億
円であり，村民１人あたり22万9300円であ
る。これは村民税の2.73倍という一般の税
収を大きく上回る収入である。

　　六ヶ所村は，この交付金の約４分の３を
道路，水道関連施設，公園，文化施設，社
会福祉施設といった公共施設の建設，整備
に費やしている。しかし，これらの公共施
設は施設維持に多額の費用がかかる。交付
金により建設した公共物の維持費用も電源
三法交付金があるからこそ捻出することが
できるのであり，電源三法交付金無しでは
六ヶ所村の施設を維持することが困難とな
る。

　　また，六ヶ所村の人口は，2013年度で約
１万人程度であるが，同村で雇用される日
本原燃株式会社（核燃料サイクル施設運
営）やその関連企業の社員は約5400人であ
り，その多くが六ヶ所村に居を構え，村民
と関わりが深いため，村民が脱原発の声を
上げることが難しい状況にある。

　　このように，電源三法交付金は，交付金無
しでは自治体の運営が困難になるという自
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治体の交付金依存の体質を醸成していく。
（5）止まらない原発依存
　　東通村は，1990年に東北電力１号機を建
設してから電源三法交付金の交付を受ける
ようになるが，電源立地等初期対策交付金
額が交付されたのは，1990年度から2005年
度までであり，2005年度には交付金が激減
する。しかし，2006年度には，東京電力
１，２号機，東北電力２号機の建設計画に
より再び電源立地等初期対策交付金額の交
付を受け，交付金額を回復させている。
　　交付金は原発の運転開始後確実に減少し
ていくため，交付金を減らしたくない自治
体としては，東通村のように新たに原子力
関連施設を受け入れ，再び交付金を受け取
るしかない。
　　このような原発依存の体質は，東日本大
震災後の六ヶ所村議会が採択した意見書か
らも明らかである。六ヶ所村は，2012年９
月７日の意見書において，国に対し核燃料
サイクル事業の堅持を求め，国が核燃料サ
イクル事業から撤退した場合には，同所が
貯蔵している核廃棄物を全て村外に搬出
し，国に対して，村に損害賠償を支払うよ
うに要求している。
　　核燃料サイクルからの撤退を断固として
認めようとはしない村の姿勢からは，交付
金無しでは，村の財政が成り立たないとい
う村の強い原発依存体質が如実に浮かび上
がる。
（6）根強い反対運動
　　県内自治体が原発に依存していく一方，
県内では原子力関連施設の受け入れに反対
する運動も根強い。1988年にウラン濃縮施
設の事業許可の取り消し訴訟を提起したの
を契機に核燃サイクル阻止１万人訴訟原告
団が25年以上にわたり反対運動を続けてい
る。
　　福島第一原発の事故後は，原発ゼロの世
論の高まりとともに反対運動も活性化す

る。2013年３月には「なくそう原発・核
燃，あおもりネットワーク」主催で「3.11
さようなら原発・核燃青森集会」が開催さ
れ，2014年にも同様の趣旨での反対集会が
開催され県内の反対運動は盛り上がりを見
せている。

　　自治体を原発依存体質から解き放つため
には，上記のような反対運動の継続は不可
欠であろう。

　参考文献
・高寄昇三「原発再稼働と自治体の選択　原
発立地交付金の解剖」（公人の友社，初
版，2014年４月30日）

・小池拓「原発立地自治体の財政・経済問
題」（国立国会図書館，調査と情報第767
号，2013年１月29日）

・青森県ホームページ，東通村ホームペー
ジ，六ヶ所村ホームページ

２　福井県南部
（1）日本一の原発立地

（地図：朝日新聞）

　　福井県嶺南地方（福井県南部。福井県の
うち，敦賀市及び同市以西の地域。）にお
いては，敦賀市（日本原電の敦賀原子力発
電所，及び日本原子力開発機構の高速増殖
炉「もんじゅ」。なお新型転換炉「ふげ
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ん」は2003年に運転を停止して廃炉手続
中），美浜町（関西電力株式会社（以下
「関西電力」という。）の美浜原発），おお
い町（関西電力の大飯原発）及び高浜町
（関西電力の高浜原発）の４自治体に原発
等が立地している。
　　2010年１月８日時点の福井県における原
発は，運転中のものが13基，建設中が１基
の計14基。総発電設備容量では国内の
22.8%，発電量では24.7%を占め，発電所
数，発電量ともに日本一であった。
（2）敦賀市の概要
　　嶺南地方の中心都市である敦賀市は，福
井県のほぼ中央に位置し，北は日本海に面
し，三方は山に囲まれている。人口は約
68000人，面積は約250km2である。敦賀半
島と海岸線が天然の良港を形成しており，
敦賀はきわめて歴史の古い港町である。近
畿地方から最も交通至便な日本海側の港の
ひとつであるため，「古事記」や「日本書
紀」においても，敦賀港を経由した朝鮮半
島との交流の記録があり，古代には渤海な
どの使者を迎える迎賓館が敦賀に設けられ
ていた。
　　1896年には敦賀は国際貿易港に指定さ
れ，1912年には欧亜国際連絡列車が東京・
新橋から敦賀まで運行されるようになり，
敦賀は東京からヨーロッパに至る国際交通
の結節点として繁栄した（敦賀でロシア極
東・ウラジオストック行の船便に接続。た
だし，これらの便は太平洋戦争の激化で消
滅した。）。
　　なお，本稿では資料の比較的多い敦賀市
を中心に取り上げるが，他の立地自治体で
ある美浜町，おおい町，高浜町は，他の産
業基盤がより脆弱なため，原発への依存度
はさらに大きい。
（3）原発誘致の経緯
　　福井県では，1957年に県知事を会長とす
る福井県原子力懇談会が設置され，原発誘

致の検討が進められた。1962年，日本原電
が原発立地として敦賀半島の立石・浦底・
色ケ浜地点と丹生地点を推薦し，これを受
けて県知事が敦賀市長と美浜町長に協力を
要請したところ，双方とも，地域振興への
貢献を期待して賛意を表明した。1970年よ
り敦賀発電所１号炉，1974年に動燃事業団
の「ふげん」がそれぞれ営業運転を開始し
た。

　　原発の誘致前の福井県における中心産業
は，農業，林業，水産業，繊維産業であっ
たが，嶺南地方においては製造業等の蓄積
が少なく，特に一次産業以外に産業基盤の
乏しい美浜町や高浜町においては，原発立
地に地域疲弊化と過疎からの脱却を期待す
る意見が多くあった。敦賀市においては，
港湾等一定の産業基盤があったものの，市
街地から遠い立石地区は，原発建設以前
は，敦賀半島の先端に道がなく，海が荒れ
れば医療を受けることができないこと等か
ら陸の孤島と言われ，同地区でも原発立地
に地域の発展を託す意見が多かった。しか
し，そうした中でも，1971年に美浜町の漁
民と主婦ら300人が集まって「美浜町漁民
総決起大会」を開き，これを受けて結成さ
れた「美浜町を明るくする会」が反対署名
や請願運動に取り組むなど，少なからぬ住
民が原発誘致に反対してきたことを忘れて
はならない。
（4）敦賀市財政と原子力発電所との関係

年度 歳入 歳出 財政力指数
2001 323.16 310.68 1.26
2002 329.24 321.53 1.27
2003 282.64 274.50 1.28
2004 282.37 272.54 1.24
2005 282.13 274.63 1.19
2006 281.02 272.48 1.16
2007 264.66 254.45 1.14

【敦賀市の歳入総額，歳出総額，及び財政力指数（歳
入と歳出は億円単位）】
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　　原発停止後の2012年～2014年において
は，歳入総額や歳出総額は2007年とほぼ同
水準だが，2010年から地方交付税の交付を
受けるようになり，その額は2012年度が４
億円，2013年度が５億円，2014年度が８億
円と増加傾向にある。
　　原発停止以前における敦賀市財政の特徴
は，次の５点に整理できる。
　　第１に歳出総額に対し歳入総額が上回っ
ており，赤字が発生していない。
　　第２に，財政力指数が１を超えており，
地方交付税交付金の不交付団体だった。
　　第３に歳出内訳をみると，目的別では民
生費（人件費など）が圧倒的に大きく，普
通建設事業費は年々減少している。
　　第４に自主財源比率が歳入全体の約７割
を占め，かつ地方税収入のうち固定資産税
収入が極めて大きい。

年度 地方税 地方税／
歳入総額 固定資産税

2001 183.4 56.8% 123.9

2004 153.2 54.3% 103.3

2007 153.0 57.8％  87.6

【敦賀市の地方税収入，地方税収入の歳入総額に占め
る割合，及び固定資産税収入（単位：億円）】

　　地方税に占める固定資産税の多さは，原
発等からの固定資産税収入が多いことによ
る。発電所関係３社からの固定資産税は歳
入総額の約16％（地方税収入の約30％，固
定資産税収入の約半分），電源立地地域対
策交付金は歳入総額の約４％（国庫支出金
の約43%）を占める。
　　第５に，依存財源については，国庫支出
金が歳入総額に占める割合は10～12%，県
支出金が5％程度であり，地方債依存度は
６～７％にとどまる。敦賀市財政は極めて
「健全な」状態にあったが，それは原発に
関する税収や国からの財政支援措置による
財政収入を基礎としていた。

（5）雇用
　　敦賀市の人口は６万8402人（2005年現
在，国勢調査）であり，15歳以上の就業者
数が３万4159人で，第一次産業への従事者
が2.5%，第二次28.7%，第三次68.4%とな
っている。電気・ガス・熱供給・水道業の
従業総数は1017人であるが，日本原電の従
業員数は439人，核燃料サイクル開発機構
においては70人いる。下請け企業等を含む
と，原子力関連の従事者は約１万人いると
いわれており，就業者数の約３分の１を占
めている。

　　敦賀市（2000年当時で人口約6万8000
人）を人口規模の近い福井県内の他都市，
鯖江市（同年当時で人口約６万5000人）や
武生市（同年当時で人口約７万3000人。現
在は越前市）と比較すると，就業者数に対
する建設業の比率は鯖江市8.5％，武生市
9.5％に対し敦賀市は16.9％と際立って高
い。これは，発電所関連の工事が多いこと
による。一方，就業者数に対する製造業の
比率は，鯖江市41.8％，武生市39.2％に対
し，敦賀市は15.3％と著しく低く，敦賀市
においては原発関係以外の産業が育ちにく
かったことを示唆している。
（6）原発停止の自治体経営に与える影響
　　敦賀市の河瀬市長は就任以来「原発との
共存共栄は間違っていない」との認識を表
明して現在に至っている。第１章で述べた
大飯原発差止訴訟の福井地裁判決に対して
も，同市長は「規制委員会やいろいろな専
門家が入った機関が科学的に判断する内容
を一裁判官が判断されるのは非常に不思議
だ」と批判した（2014年６月３日付産経新
聞等）。
　　しかし，福島第一原発事故以降，３年に
わたって敦賀原発が運転を停止し，地域の
他の原発も現在運転を停止しているという
状況を，敦賀市も無視できなくなってい
る。敦賀市は古代から港町として栄えてき
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た一方，同規模の近隣市と比較して製造業
就労人口が少ないが，敦賀市は今年に入
り，敦賀港近くの田結地区に，港湾に近い
地の利を生かして産業団地を造成する方針
を固めた。それに先立つ2013年３月の予算
編成時の市長定例記者会見において河瀬市
長は，港湾活性化への重点的予算投入を強
調した。民間においても，比較的若手の事
業者で構成される敦賀青年会議所（従来は
原発推進の立場に立つことが多かった）が
2014年４月26日，原発に頼らない敦賀の将
来を考えることを目的とした講演会を開催
した。これらの政策を進めるに当たって
は，環境への配慮も含め，検討すべき様々
な課題がある。しかし，原発に依存するこ
となく，地域の資源を活用した地域活性化
を目指すことは，もはや従来における原子
力政策への賛否を超えた，市民共通の目標
となりつつある。

　参考文献
・三好ゆう「原子力発電と自治体財政―福井
県敦賀市の事例」立命館経済学（第58巻・
第４号，2009－2011，627-647頁）

・福井新聞連載記事
　原子力発電に反対する福井県民会議「若狭
湾の原発集中化に抗して」（2011年11－12
月）

・坪田嘉奈弥「日本の科学者〈特集〉原発再
稼動を問い直す『原子力発電所と雇用問
題』」（日本科学者会議，2012年12月号）
・敦賀市ホームページ
・2014年６月23日付福井新聞
・2014年４月28日付中日新聞

３　新潟県柏崎市・刈羽村
（1）概要
　　東京電力の柏崎刈羽原発は新潟県柏崎市
及び新潟県刈羽郡刈羽村にある。

　　柏崎市の人口は約９万人，面積は
442.70km2，新潟県のほぼ中央の日本海側
に位置している。刈羽村は人口約4800人，
面積26.28km2の村である。2005年，柏崎
市は高柳町と西山町と合併したことで，柏
崎市が刈羽村を取り囲むような形となっ
た。

　　柏崎市は県第２の都市長岡市（人口約28
万人），第３の都市上越市（人口約20万人）

（出典：東京電力ホームページ）
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や小千谷市，十日町市などに隣接する。県
の中央に位置しており原発から50km圏内
に新潟市，燕市，三条市なども含まれる。
2012年７月時点で原発から５km圏内の人
口は２万1300人，５km～30km 圏内では
42万6000人，30km～50kmが66万7600人，
50km圏内の合計で111万4900人である。
　　柏崎市には鉄道，国道のほか，北陸自動
車道があり，関越自動車道と接続して首都
圏とつながる。また隣接した長岡市には上
越新幹線が通っている。
　　柏崎市は江戸時代には北前船の寄港地で
あり，海運の物流拠点であった。近隣には
小千谷，十日町といった縮産地があり，こ
れら物産を取り扱う商人が集まる商業地で
あった。明治期になると日本石油を中心に
石油採掘業が発展し，掘削機械を製造する
機械金属工業もおこり，昭和期になると理
研資本が進出し，エンジン部品のピストン
リング製造工場を建設し，大量の農村労働
力を活用した金属加工業が発展した（な
お，理研グループとのつながりで若き田中
角栄氏が土建の仕事を開始することになっ
た。中越沖地震でリケンの工場が被害を受
けて全国の自動車メーカーの生産が停止し
た。）。
（2）誘致の経緯
　　原発のある荒浜地区は「陸の孤島」とい
われるなど，地元政財界や住民から地域開
発を求める声が強かった。特に日本石油の
柏崎からの撤退や1963年に「三八豪雪」と
言われる豪雪による地区の孤立化など，か
ねてから地域開発を求める地元政財界，住
民の声は強く，原発が誘致される前には自
衛隊の誘致も検討されていたという。そん
な中，1963年頃，理研ピストンリング工業
株式会社の会長であり東京電力の顧問でも
あった松根宗一氏（なお同人は通産省・総
合エネルギー調査会原子力部会長も務めて
いる。）が当時の市長の小林治助氏に原発

誘致を働きかけた。これが原発誘致のきっ
かけであった（注１）。

　　1969年３月，柏崎市議会が原発誘致決議
を採択，同年９月，東京電力が進出を決定
した。

　　他方，住民の反対運動が起こり，荒浜地
区では1972年に住民投票が行われ，76％の
住民が反対の意思表示をした。

　　しかし，この反対の声を切り崩す動きが
国会，政府，電力事業者の間で始まった。
いわゆる「電源三法」の制定であった。
1974年７月，電源開発調整審議会で柏崎刈
羽原発1号機の設置が認可された。「タイミ
ングを計ったように，１号機の設置認可は
電源三法公布（1974年６月）からわずか１
か月後」であった（注２）。
　　地域では，巨大な建設投資に伴う地域経
済への波及効果，雇用の増大，電源三法交
付金による地域開発，運転開始後の固定資
産税の大幅な増収による自治体財政への寄
与などが語られた。

　　現実に，原発誘致により，巨額の金が自
治体や地元に流れ込んだ。道路整備，公共
施設の建設…地域住民には具体的な発展が
ありありと目に見え，原発誘致のもたらす
「豊かさ」を実感した。
　　地域住民は言う。「昭和36年，38年豪雪
では柏崎は１週間も雪の中にすっぽり埋ま
ってしまい，出て行くこともできないし，
物資も入ってこない状態が続いて大変だっ
た。」「発電所が来て，やっと柏崎は大切な
ところだと道路整備も始まった。こうし
て，発電所ができる頃から公共事業でも大
切な地域だからと予算が投じられるように
なった。」

　　「公共事業の予算がつぎこまれ，遅れて
いたインフラ整備や公共施設が次々に作ら
れ，『原発景気』で多くの市民が『原発の
おかげで柏崎は良くなった』と実感させら
れる中で，世界一の原発集中立地にまでつ
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き進んできた。」「原発建設に伴う漁業権の
補償金の大きさは，漁師の生産意欲を失わ
せるものだった。汗水たらして家族で一生
懸命働いても生活が厳しい農家や漁師にと
って，想像もできないほどの『補償金』の
提示は，夢のような話であった」（注３）。

　　脱原発を論じる上でも，先祖伝来の漁
場，父祖が開拓した農地を手放した人たち
の思いを忘れてはならない。
（3）原発が自治体にもたらしたもの
　　福島第一原発事故後，原発が地域にもた
らした豊かさとは何であったのか，改めて
問われている。
　　原発が立地した自治体には一般財源，特
定財源ともに驚くような巨額の収入がもた
らされる。財政収入が脆弱な自治体にとっ
て大きな財政収入が得られることは大変な
魅力であり，福島第一原発事故により自治
体の存続が危ぶまれるという破局的事態が
進展しているにもかかわらず，福島県内の
自治体や茨城県東海村を除いては，原発立
地自治体が原発と決別する意思を表明でき
ないでいる。柏崎市，刈羽村も同様であ
る。
　　一般財源としては，固定資産税，住民税
等のほか，県の法定外普通税として核燃料
税がある。また，柏崎市は「使用済燃料
税」を課している。
　　周知のとおり，固定資産税の増収の影響
は大きいが一過性のものである。川瀬光義
教授（京都府立大学公共政策学部）の分析
によると，刈羽村の1989年度から３年間の
固定資産税収入は２億6122万円（村税収の
39.3％），６億557万円（村税収の60.7％），
33億9794万円（村税収の89.5％）となって
おり，1992年度から地方交付税の不交付団
体となり，財政力指数は1999年度から2003
年度まで２を超えた（注４）。
　　柏崎市も原発運転開始により巨額の固定
資産税収入があったことは刈羽村と同様で

あった。しかし，固定資産税収入は減価償
却によって着実に減少する。柏崎市の原発
にかかる固定資産税のピークは1995年度で
127億円，同年度市税収入の半分以上を占
めていたが，2011年度では36億円とピーク
時の３分の１となっている。柏崎市は2001
年度から地方税交付団体となり，財務力指
数も低下して2011年度は0.7となってお
り，原発運転開始前の頃とさほど変わらな
い状況となった。柏崎市は2003年度から
「使用済燃料税」を計上している（注５）。
　　さて，原発のもたらす経済効果を検証す
る上で重要なのは，特定財源である「電源
三法交付金」である。

　　電源三法交付金の概要は既述のとおりで
あるが，かかる制度の存在，必要性それ自
体が原発立地地域の発展に限界があること
示している。

　　電源三法交付金制度は，改正を繰り返し
て拡大し続けているが，特に注意すべきは
2003年の改正である。交付金の使途につい
て地域活性化事業として地場産業支援事
業，福祉サービス提供事業などソフト的事
業も対象に加えられ，さらに施設の維持運
営費にも充当可能となる。しかも交付金で
整備されたもの以外の施設の維持運営費と
いうことについても交付金の対象となり，
一般財源に限りなく近いものとなった。

　　さらに重要な点として，目的について
「発電所の建設」のみならず「運転の円滑
化」が追加されたことである。発電電力量
を加味した交付単価が設けられ，運転開始
後15年以上及び30年以上経過した施設につ
いては単価が加算され，40年を経過した年
度には１億円が交付され，使用済燃料の貯
蔵量に応じて一定額が交付されることとな
る等，発電所が円滑に機能していればいる
ほど，そして長期間運転しているほど多く
の交付金が交付されるいわば「出来高払
い」となった。また，プルサーマルを受け
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入れた自治体への加算措置も設けられた。
川瀬光義教授はこうした「運転の円滑化」
が盛り込まれたことについて，米軍再編交
付金の運用を指摘し，「運転の円滑化を妨
げる」という理由で交付金の支給停止とな
ることがあり得ると危惧している（注６）。
交付金が一般財源のように使い勝手がよく
なった反面，資金の出し手である国の意図
から自由とはならないことを示している。
　　中越沖地震の復興支援策の一環として，
2007年度に限り柏崎市と刈羽村の電源立地
地域対策交付金が３倍に増額された。川瀬
教授は本来復興予算で対応すべきであり，
交付金でまかなうのは「目的外使用」と批
判している。これが原発を危険視する声を
封じる作用として働かなかったといえるだ
ろうか。
　　これら税金，交付金のほか，東京電力か
ら柏崎市，刈羽村は寄付金を受け取ってい
る。
　　このままの状態が続くと自治体行政が政
府，電力事業者に丸抱えにされてしまう危
険性がある。
（4）原発は地域社会に何をもたらしたか
　　原発立地地域の産業構造は立地以前と大
きく変わることは周知のとおりである。
　　原発施設で雇用されると短時間で確実に
収入が入る（短時間なのは被ばく量の制限
があるからである）となれば，農業，漁
業，建設業，製造業などの仕事から離れ，
より賃金が高い労働として原発労働者とな
っていく。
　　柏崎市の産業別就業人口比率について
は，電気・ガス・熱供給・水道業を含む第
三次産業に従事している人が突出して多
い。1980年に２万人だった人口が2010年に
は２万6000人に増加している。他方，1980
年に9500人だった第一次産業の人口は，
2010年には2800人に激減し，第二次産業に
ついても２万1000人から１万5000人に減少

している（注７）。原発が建設されると地
域経済が活性化し人口が増えるという展望
が語られていたが，現在の柏崎市に相当す
る地域の人口は1995年には10万人を超えて
いたが，2010年の国勢調査では９万人と１
万人近く減少している。これは県平均を上
回る減少率であり，「原発を建設すれば地
域経済が活性化し，人口も増える」という
のは間違った議論であり，もうひとつの
「原発神話」であった（注８）。
（5）まとめ
　　「東京に造れないものを造る。造ってど
んどん電気を送る。そして，どんどん東京
から金を送らせる。」電源三法の立役者と
言われる田中角栄氏が語ったという有名な
言葉である。

　　「東京に造れない」のは立地基準があり
人口密集地に造れないからであり，つま
り，原発という技術は本来的に「地域振
興」，「共存共栄」と矛盾したものなのであ
る（注９）。
　　自治体の財政面で原発から決別するとい
うのは，ごく当たり前の状況に戻ることに
すぎない。他方，地域住民の多くが上述の
とおり原発に関連した仕事に従事してい
る。これらの人たちの人生，生活にかかわ
る問題は大変重い。

　注釈
（注１）　岡田知弘・川瀬光義・にいがた自治

体研究所編「原発に依存しない地域づ
くりへの展望　柏崎市の地域経済と自
治体財政」（自治体研究社，2013年）
29頁以下

（注２）　前掲35頁
（注３）　前掲76頁以下
（注４）　前掲101頁以下
（注５）　前掲104頁以下
（注６）　前掲126頁以下
（注７）　前掲49頁
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（注８）　前掲55頁
（注９）　清水修二「差別としての原子力」

（リベルタ出版，2011年）200頁

４　鹿児島県薩摩川内市周辺
（1）薩摩川内市の概要
　　2004年10月12日，川内市，樋脇町，入来
町，東郷町，祁答院町，里村，上甑村，下
甑村，鹿島村が合併し，新たに「薩摩川内
市」として誕生した。同市は，鹿児島県の
薩摩半島の西端に位置し，東シナ海に面し
ている。川内平野のほぼ全域を市域として
おり，本土側市域を東西に流れる川内川は
九州で２番目の流域面積を持つ一級河川で
ある。本土から西側約40kmの東シナ海上
に浮かぶ甑島列島も全域が薩摩川内市域で
ある。
　　2011年10月１日末の人口は10万553人，
４万5971世帯が生活している。
（2）原発誘致の経緯
　　旧川内市は明治以降，川内川流域と鹿児
島本線を結ぶ町として発展し，商工業は駅
周辺を中心に栄え，北薩地方の中核都市と
して位置づけられた。東シナ海に面し，好
漁場にも恵まれたことから漁業も盛んであ
った。
　　しかし，第二次世界大戦中に空襲で市街
地の80％を消失したことから戦後の市財政
は困難なスタートを切った。
　　さらに，大型台風と大雨による川内川の
氾濫が，戦後の苦しい財政事情に追い打ち
をかけ，川内市議会が1956年に１月に財政
再建の申出を議決し，財政再建債による
9600万円の借り入れを決定したことから見
ても，企業誘致などによって市の台所事情
を改善することが急務だった。
　　旧川内市において，市議会の原発誘致決
議が行なわれたのは1964年のことである。
当時の通産省が，立地予備調査地全国二十
箇所の一つとして，川内市久見崎・寄田地

区を指定したことに始まる。この通産省の
指定を受けて，川内市議会は，全会一致で
原発誘致を決議した。また1965年７月19日
には，県議会においても原発誘致の陳情が
採択された。

　　当時，九州電力株式会社（以下「九州電
力」という。）は，佐賀県玄海町と川内市
の二箇所の本調査を開始していた。どちら
かが九州初の原発建設地となるため，川内
市においては玄海町に先を越されまいと賛
成派の誘致運動が高揚した。

　　1967年７月には近隣市町村である串木
野，阿久根漁協の500人が漁業への風評被
害を恐れて現地調査の中止を求め，川内に
押し寄せデモを開催するなどの動きがあっ
たが，川内市は広報誌を通じて「各県で誘
致に猛運動。反対が多ければ不利」などと
さらなる市民の協力を求め，反対運動の抑
制を呼びかけるほどであった。

　　1970年には，九州電力によって川内原発
１号機の建設計画が発表されるなどした
が，他方，同年頃には，原発に対する反対
運動が組織化されるようになり，原水禁北
薩地区労が反対派による初めての集会であ
る「原子力発電所問題討論集会」を開いた
り，久見崎町の女性達で構成されている
「久見崎町原発反対母親グループ」が，建
設予定地の久見崎地区有権者の83％にあた
る380人から建設反対の署名を集め，市議
会に提出したりするなどした。

　　しかし，反対運動の盛り上がりの裏で建
設準備は着々と進められ，漁業権補償問題
で，川内市漁協が妥協を決めたことによ
り，闘争は政治の場に移った。反対派市長
が誕生するなどしたが，最終的には，賛成
に強い意向を見せていた当時の鹿児島県知
事が，立地自治体である川内市の慎重姿勢
を黙殺し，川内原発が，電源開発調査審議
会（電調審）へ上程された。

　　その後，1975年に鹿児島県と九州電力に
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よる地質調査において，いわゆる「ボーリ
ングコア差替え事件」が起きた。川内原発
の予定地において地質のサンプルが評価に
耐えられるものではなかったため，サンプ
ルを比較的ましなサンプルと差替え，デー
タを改ざんしたのではないかという疑いが
持たれた。このボーリングコア差替え事件
は，国会でも取り上げられた。建設予定地
の地盤が地震に耐えられないということ
は，それまでの全ての手続を無効にしてし
まう重大な出来事であったはずであるが，
最終的に原子炉安全専門審査会は，1977年
12月に「ボーリング試料のねつ造，差替え
は６，７本について行なわれた疑いがある
が，うち炉心部にかかわる２本について
は，追加ボーリングによって地盤に支障の
ないことが分かった」と問題にしない決断
を下し，その後，県知事が建設のための公
有水面埋立を許可し，着工に至った。
　　原子炉設置許可は１号機が1977年，２号
機が1980年になされた。営業運転は１号機
が1984年７月に開始され，２号機は1985年
11月に開始された。
　　2011年の東日本大震災発生前に，３号機
の増設が計画されていた。
（3）薩摩川内市財政と原発との関係
　　「原発マネー」のうち，自治体財政に影
響を及ぼすものは，①原発関連施設の固定
資産税，②電源三法による交付金，③電力
会社からの寄付金，の三種類が主なもので
ある。
　　川内市の固定資産税は，１号機が運転開
始した次年度の1985年度には前年度に比べ
一挙に５倍の53億円となり，２号機も動き
出した1986年度にはピークの85億円にもな
っていることからも自治体財政に大きな影
響を及ぼしていることが推測できる。この
年度の歳入総額は201億円であり，固定資
産税だけでその42％を占めており，その額
の大きさが分かる。しかし実は，川内市は

1985年度から1988年度まで普通交付税の不
交付団体だったが，原発関連施設の固定資
産税が減価償却で減り続けていくにつれ，
地方税額も減り1989年度からは交付団体に
戻っている。

　　次に電源三法交付金で見ると1977年度が
19億円だったが，川内原発建設工事に着工
した1978年度に28億円，その後36億円，40
億円，42億円，1982年度にはピークの52億
円，その後39億円，32億円となり，1985年
度以降は20数億円台となっている。50億円
は当時の歳入総額の30％弱の金額である。
この金額に飛びつくように，1978年から
1982年にいわゆる「箱物」が次々に作られ
た。

　　川内市の場合，電源立地促進対策交付金
は1990年度で終了したが，その期間に市内
に公共用施設158件が整備されている。こ
れらの「箱物」ラッシュが，原発立地交付
金が地域振興をもたらすという幻想を地域
に与えるとともに，地方財政にとってはそ
の後のゆがみをもたらすことになる。

　　つまり，作った「箱物」の維持費によっ
て，積立金がどんどん食い潰されていくこ
とになる。それを補うために，使用済核燃
料税などを導入するなどし，結局は原発依
存を深めていくことになる。

　　もっとも，建設・開業から約30年弱が経
過した2010年度の薩摩川内市の原発関連収
入を見ると歳入総額570億円のうち，固定
資産税が63億円で11.2％，電源交付金が約
11億円弱で1.9％，寄付金は少なく，約
1200万円で，その３つを併せても13.1％に
留まる。

　　これは例えば，同年度の静岡県御前崎市
（浜岡原発立地地域）の48.1％や，福井県
敦賀市（敦賀原発，もんじゅなどの立地地
域）の39.5％と比較すると，低い度合いで
あるといえる。

　　なお，施設の固定資産税収入はないが，
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隣接自治体としての交付金収入がある隣接
自治体についてみると，阿久根市で歳入総
額121億円のうちの電源交付金及び寄付金
で約7200万円で0.6％，いちき串木野市で
歳入総額150億のうち，電源交付金及び寄
付金で約7600万円の0.5％にとどまり，立
地自治体に比べると，はるかに依存度が低
いということがいえる。

　参考文献
・橋爪健郎編著「九州の原発」（南方新社，
１版，2011年）
・朴勝俊「脱原発で地元経済は破綻しない」
（高文研，2013年）
・総務省地方財政状況調査関係資料ホームペ
ージ
・薩摩川内市ホームページ

５　福島
（1）原発との共生に託した未来
　　福島第一原発のある福島県双葉郡内の大
熊町及び双葉町は，原発誘致以前は，県内
でも特に貧しい地域であった。就業者の約
７割が第一次産業に従事する農村であり，
農閑期である秋から冬にかけては，働く場
所が無くなることから，農家の働き手の多
くは，都会へ出稼ぎに行くしかなかった。
双葉郡の太平洋側の多くは，断崖絶壁であ
り，港として利用できる場所は限られてい
たことから，漁業の発展も見込めなかっ
た。農業も，元々霜害と水稲期の長雨に悩
まされる地域であった。1960年12月の福島
県議会において，当時の佐藤善一郎知事が
「双葉郡は率直に言って，本県の後進部と
申し上げてよろしいと思う。」と答弁し，
原発誘致の方向性を示したことからも分か
るとおり，双葉郡の発展は，県全体の課題
でもあり，誘致できる産業もなかった。福
島第一原発の受け入れに対し，地元でも原
発の反対運動などはほとんど無かった（反

対運動が生じたのは，福島県富岡町と楢葉
町に建設された東京電力福島第二原発の建
設からであった。）。
（2）建設による雇用の確保
　　1963年，原発建設が始まると，東京電力
や関連企業の社員が徐々に増えていった。
それに伴い，新しい商店や飲食店などのサ
ービス産業も数を増していった。農家は出
稼ぎをやめ，福島第一原発の建設現場で働
くようになった。原発関連工事は家から通
える上に，出稼ぎに行っていた東京の工事
現場以上の日当が貰えた。

　　原発の誘致により，地域の産業構造は大
きく変わることとなる。例えば，原発誘致
以前，大熊町の約７割が第一次産業従事者
であったが，福島第一原発事故前において
は，僅か１割以下にまでその割合を減らし
ている。農家は，農地を大規模農家に土地
を貸すなどして，農業から離れていった。

【産業別就業人口　総務省統計局　国勢調査報告】

　　原発の誘致なくして町の産業的な「発
展」は無かったことは否定できない事実で
あり，特に，以前の大熊町や双葉町を知る
世代の住民にとっては，事故後といえども
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原発に対する思いは複雑である。
（3）固定資産税
　　原発の大型設備は，固定資産税などの膨
大な税収を町にもたらした。例えば，「大
熊町史」によれば，大熊町の一般会計当初
予算歳入額は，1955年度が約1700万円であ
ったのに対し，福島第一原発１号機が営業
運転を開始した1971年度は約４億2000万円
と，16年で24倍に膨れ上がった。さらに，
1980年度には30億円を超えた。
（4）交付金への依存
　　固定資産税は年々減価償却が進むと先細
りとなる。原発立地地域の町や村にとって
は，国からの交付金が必要であった。1972
年，木村守江福島県知事は，田中角栄首相
に，原発立地の県や市町村を支援する交付
金の創設を要望した。石油危機の影響か
ら，国としても原発建設を進める必要があ
った。1974年６月，いわゆる電源三法交付
金を設ける法案が国会で可決された。2009
年度までの30年間に福島県には約2694億円
の交付金が交付されてきた。
　　交付金は，当初，公共施設の整備のみに
その使途が限られていたことから，「箱
物」建設ばかりが進み，一見豊かな地域と
なった印象を持てたが，その一方でその維
持費や人件費により，町の一般財政を圧迫
することとなってしまった。その結果，町
の財政の改善のために，原発の増設を要望
するという負の循環をもたらした。
　　2003年度以降，電源三法交付金の用途
は，施設の維持管理や地域振興事業などに
広がった。「箱物」ばかり作られるという
点では歯止めがかかったものの，既に原発
立地地域は，原発中心の町づくりから抜け
出すことができない財政状況となってい
た。東京電力を前提とする潤沢な税収，国
からの交付金などを大前提とする町づくり
であった。
（5）核燃料税

　　電源三法交付金は，使える事業の範囲や
交付される期間も限られており，先細りに
なることが目に見えていた。

　　そこで，新たな財源を確保すべく，福島
県においても先に福井県が導入していた核
燃料税を導入した。使用するウラン燃料の
価格に応じて課税する（後に重量に応じて
課税する）核燃料税は，県が独自に課税で
きる法定外普通課税であり，電源三法交付
金のように使途に制限もなく自由度が高い
歳入であった。核燃料税が増えても，国か
ら地方に回る地方交付税交付金が減らされ
ることもなく，県にとっては，この自由度
の高い税収は無くてはならない税収となっ
ていった。
（6）県全体の依存
　　本来市町村税である固定資産税は，市町
村ごとの基準を超えて得た税収を県の収入
とする仕組みがある。原発の設置や増設
は，地元立地自治体だけの要望ではなく，
県の原発推進への意向なくしてはなし得な
い仕組みが制度上，出来上がっていた。福
島県の歴史をふり返ると，福島県は，明治
時代以来，会津地方の水力に始まり，浜通
りの火力・原子力と，首都圏に電気を送り
続けてきており，電力供給地としての福島
県全体が，電力マネーに依存せざるを得な
い歴史が脈々と続いてきたともいえる。
（7）原発特措法
　　1989年１月，福島第二原発３号機の再循
環ポンプが破損し，金属粉が原子炉内に流
れ込む大事故が起こった。この事故がまた
新たな優遇策を勝ち取ることにつながる。
すなわち，「住民が避難するための道路や
港湾の整備が必要」との大義名分の下，
2000年には，立地地域の道路づくりの補助
金を増やす「原子力発電施設等立地地域の
振興に関する特別措置法（原発特措法）」
が成立した。公共事業に対する国の補助率
50％について，立地地域に限り最大55％に
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引き上げるという程度の優遇措置であった
が，これが福島県内の道路建設を後押しす
ることになった。
（8）法人事業税
　　福島県の県税収入の約３割に当たる600
～700億円が法人事業税である。電力会
社，ガス会社，生保・損保会社には，「所
得」ではなく「収入」を対象とする収入金
課税方式が採られていることから，電力会
社からの納税（東京電力の場合，年間80億
円前後の法人事業税）は，県にとっては景
気に左右されない安定的な収入となってい
た。
（9）寄付と増設
　　1994年，東京電力から福島県に，地域振
興策としてサッカーのナショナル・トレー
ニングセンターを寄付させてもらいたいと
の要望があった。130億円規模の施設であ
る。1993年にＪリーグが発足し，サッカー
の国民的関心が高まりつつある時期であっ
た。同時に中通りにはサッカースタジア
ム，会津地方には美術館を寄贈する予定で
あるとの提案であった。しかし，その背景
としては，福島第一原発と広野火力発電所
を増設するための環境調査に入ることが，
事実上セットとなっていた。1997年７月，
楢葉町・広野町にまたがる場所に「Ｊビレ
ッジ」がオープンした。日本を代表するサ
ッカー施設であった。
　　皮肉なことに，現在，この施設は，福島
第一原発の収束作業のために東京電力が借
り受けている。ピッチの上には砂利が敷か
れ，駐車場などに使用されている状態が続
いている。他方，郡山市に建設，寄付が期
待されたサッカー施設の建設は実現されな
かったが，東京電力は，県青少年教育振興
会に30億円を寄付し，同振興会は郡山市に
スライド式に寄付することで，郡山駅前の
ビックアイの内に「ふれあい科学館」が設
置された。その他，ふくしま未来博やフリ

ースタイルスキー世界選手権など，その運
営費の確保に困ると，福島県は，東京電力
に寄付や協賛金を求め，東京電力もそれに
応じてきた。地元の夏祭りや地域の花火大
会への協賛金など，税金や交付金以外で
も，様々な寄付が繰り返され，町もそれに
頼ってきた。このような経済的依存関係
が，原発の安全対策への批判検討を弱める
効果となってしまったことは否定できな
い。

【ＪＦＡナショナルトレーニングセンター Ｊヴィレッ
ジの概観，同ホームページ】

（10）原子力と地域の発展
　　2011年３月11日，原発を誘致すること
で，地域の経済的発展を期待する福島県や
立地町村の「夢」は消えた。安全神話の上
に成り立つに過ぎなかった原発と共生しな
がらの地域の発展とは，単なる「夢」に過
ぎなかった。現在，避難区域だけでも10万
人以上の避難者が故郷を失い，その中には
生きる希望を失っている人もいる。美しか
った故郷は不毛地帯と化している。

　　原発の誘致は，決して地方の過疎地域を
本当の意味で豊かにするものではないこと
が分かった。貧しい出稼ぎの町は，原発を
誘致したことによりその産業構造も変化し
てしまい，今，元の状態に戻ることは不可
能に近い。電力の供給産業は，遠くに電力
を送電するだけであり，「ものづくり」の
基盤は育たなかった。これは自動車産業の
誘致などと大きく異なるところである。自
動車産業の場合，関連産業が隣接して立地
され，地域的な産業集積が生まれるが，電
力の場合，そのようなことはなく，補助金
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でもなければ，わざわざ過疎地に関連工場
を作る企業はいない。そもそも「核」関連
産業は，地元企業が担えるような規模の事
業ではなく，地元企業は，工事期間中の建
設業の下請けか，メンテナンスの下請け程
度の仕事しかない。地域が恒久的に発展す
るような産業は生まれない。原発を増設し
たりしなければ，徐々に「発展」は先細り
となり，その経済的効果は一過性の効果に
過ぎない。今まで地域発展に貢献してきた
と思っていた原発は，単に，過疎地の環境
に負荷を与え続け，また，次世代に，核廃
棄物という「負の遺産」のツケを回すこと
で維持できる「発展」に過ぎなかった。世
代間倫理の観点からも，倫理上も原発の維
持による地域発展は許されず，我々の世代
で決別しなければならない技術であり，社
会構造と言える。

　参考文献
・福島民報社編集局「福島と原発―誘致から
大震災への50年」（早稲田大学出版部，
2013年）
・清水修二「原発になお地域の未来を託せる
か―福島原発事故 利益誘導システムの破
綻と地域再生への道」（自治体研究社，
2011年）
・開沼博「『フクシマ』論　なぜ原子力ムラ
は生まれたのか」（青土社，2011年）

６ 　原発依存と地域経済のゆがみ，産
業の衰退，民主主義の衰退
（1）地域経済のゆがみ及び産業の衰退
　　元々原発事業を誘致する自治体は，広大
な敷地を確保できる場所でなければなら
ず，一般に，人口（密度）も少なく，一次
産業が主で住民の平均所得も低い。立地自
治体自体，自律的な経済ポテンシャルを持
たない場合も多かった。
　　このような自治体に対し，原発関連資金

が流入し，財政が豊かになると，まず道路
をはじめとする公共施設が整備される。そ
して，原発関連事業及び交付金に基づく公
共事業について雇用が生まれ，住民の平均
所得も少なくとも名目上は増大していく。

　　しかし，このことはメリットばかりでは
なかった。地域経済が国や電力会社からの
資金や仕事を中心に回り始めるということ
は，それまでの経済や生活の中心であった
一次産業や伝統的集落慣習等が衰退するこ
とを意味し，もっぱら原発に依存していく
ようになり，自治体の経済基盤は柔軟性を
失ってしまった。特に漁業は，温排水等に
よる環境の変化などにより，直接的に原発
による影響を受けることになった。宿泊施
設も，これまでの収入源であった観光客か
らの収入よりも，原発工事のため一時的に
地域にやって来る労働者を宿泊させること
が収入の柱となった。

　　しかも，公共施設の整備及び雇用の増大
は永続的なものではない。原発の運転開始
後は，交付金も固定資産税も減少し始め，
かつ同時に交付金によって建設した公共施
設の維持費や借入金の返済等が必要とな
る。また，原発による雇用とは，とりわけ
建設時に生じるものは一時的なものに過ぎ
ず，かつ，原発建設によって得る収入は，
地元業者よりも大都市圏の大手建設業者の
方が圧倒的に大きい。また，発電事業によ
る雇用も，その性質上，地域内の関連産業
への波及効果は限られている。例えば，本
章第２の２における，福井県敦賀市と同県
内同規模市との産業別就労人口の比較に見
られるように，立地地域の製造業の発達が
原発によって促進されることは少ない。そ
の結果，原発の立地によっても，特筆すべ
き雇用の増大がもたらされることはなく，
よりよい雇用を求めての若年層の流出が止
まることはなかった。

　　本章第２で取り上げた原発立地地域の人
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口の推移を検討すると，以下のとおり，福
島県大熊町などわずかな例外を除き，いず
れも人口が顕著に減少している。

1960年 1990年 2010年

青森県六ヶ所村  1.35  1.16 1.09

青森県大間町  0.80  0.73 0.60

福井県敦賀市  5.35  6.55 6.80

福井県美浜町  1.39  1.31 1.06

福井県おおい町（※１）  1.21  0.98 0.89

福井県高浜町  1.18  1.23 1.11

新潟県柏崎市（※２） 10.82  9.82 9.24

新潟県刈羽村  0.66  0.55 0.47

鹿児島県薩摩川内市
（※３） 13.38 10.70 9.96

福島県双葉町  0.78  0.81 0.69

福島県大熊町  0.82  1.01 1.13

福島県富岡町  1.26  1.57 1.58

【原発立地自治体の人口の推移（単位：万）】
※１ 　合併前は，大飯町と名田庄村の合計
※２ 　合併前は，現在の柏崎市を構成する旧市町村の

合計
※３ 　合併前は，現在の薩摩川内市を構成する旧市町

村の合計

　　その結果，元々自律的な経済基盤が必ず
しも確立されていなかった立地自治体の財
政は悪化の一途をたどることになる。立地
自治体はそれを避けるために，原発の増設
や耐久年限を超えた稼働を望まざるを得
ず，ますます原発依存を深めざるを得なく
なる。
　　そして，このことは，原発立地を推進す
る国にとって，極めて都合のよいことであ
った。
（2）民主主義の衰退
①　原発立地における民主主義の衰退
　　こうした現状において，立地自治体の
住民が生活を維持するためには，原発の
増設や耐久年限を超えた稼働を望まざる
を得ない。原発に批判的な住民も，この
ような状況から，積極的に原発に反対の
声を上げることは難しかった。
　　選択肢が分かりやすい形で示されなけ

れば，多数決の前提は存在せず，そこに
民主主義はない。電源三法交付金制度な
どは，まさに，金銭を直接，間接的に交
付することで，立地地域の住民から民主
主義を奪ったのである。

　　電源三法交付金制度を通じた，思想・
良心の自由に対する侵害も見られる。立
地地域においては，一般家庭や企業等に
対し，電源三法交付金を財源として原子
力立地給付金が交付され，電力料金の実
質的な割引が行われている。その額は，
福井県敦賀市内においては，2010年度実
績で一般家庭３億9922万9000円，企業等
で８億5946万4000円となり，自治体が受
け取る交付金の約半分に上る。こうした
交付金が，自治体への交付金と並んで，
立地地域の経済を原発に依存させるのに
重要な役割を果たしているのはもちろん
だが，それだけではない。原子力発電に
批判的な市民は受け取りを辞退する傾向
にあるが，立地給付金を支給する実務は
電力会社が国からの再委託（まず国が財
団法人である「電源地域振興センター」
に委託し，同センターが更に電力会社に
委託する。）を受けて行っていることか
ら，原子力発電に関する市民の見解が間
接的ながら電力会社に知られることにな
る。このような事態は，思想・良心の自
由にとっても，重大な問題である。

　　より直接的な問題として，電力事業者
による地域住民の思想調査が挙げられ
る。例えば，鳥取県東郷町（現・湯梨浜
町）には，ウラン鉱山の一つがあり，大
量の残土が排出されたことから，同町で
は1988～1989年頃，町や動力炉・核燃料
開発事業団（以下「動燃」という。）に
対して，ウラン残土16000㎥の撤去を求
める住民運動が発生した。これに対して
動燃は，撤去運動の弱体化のため自社の
意向に沿う住民を地域において増やそう
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と，地区住民の職業，人脈，家族関係，
動燃に対する理解度を徹底調査し，その
調査結果を膨大なファイルにまとめ上げ
た。他地域でも，各種選挙において，電
力会社の職員等が業務上集めた住民情報
を，自由民主党などの選挙応援に利用し
た事例がある。
　　また，次のようなエピソードもある。
　　福井市にある県立音楽堂（通称「ハー
モニーホールふくい」）は，公益財団法
人である福井県文化振興事業団が運営し
ているが，同事業団の監事２名はいずれ
も，電力会社の役員である。また同財団
には関西電力，北陸電力株式会社に加
え，独立行政法人日本原子力研究開発機
構も同財団に出捐している。
　　一方，県立音楽堂でアート展を開くた
め，同音楽堂を運営する県文化振興事業
団に提出した申請が却下されたとして，
主催者や反原発団体の関係者らが2014年
６月13日，同事業団に公開質問状を提出
するとともに，「表現の自由」「思想信条
の自由」を侵害するとして抗議した。こ
のアート展は2008から２年ごとに音楽堂
のロビーで開催したもので，2012年の開
催時，副題に「核アレバ子供の未来は無
い‼」としたことや，作品の一部が反原
発を訴えているなどの点から，施設利用
者のアンケートで「音楽堂にふさわしく
ない」との意見が２件寄せられており，
これを受け，同事業団は「安らぎを得る
施設本来の目的にそぐわない」として拒
否していた。なお，同施設の利用規約に
おいて利用目的の制限は明記されておら
ず，また，同規約が引用する福井県立音
楽堂の設置および管理に関する条例（平
成９年福井県条例第４号）においても，
著しく長期間にわたる利用となり他の者
の利用を妨げるおそれがある場合の利用
や，施設等を損傷させ，または滅失させ

る行為ないし秩序または風俗を乱す行為
が禁じられているに過ぎない。

　　このように，原発立地においては，直
接・間接的な金銭の交付に加え，思想良
心の自由に抵触しかねない形で，原発に
対する反対意見への抑圧が行われてき
た。福井県立音楽堂の事例においては，
公開質問状の回答期限である2014年６月
27日付けで，申請を拒否した管理会社に
よる申請拒否撤回と謝罪がなされてお
り，また当初の拒否において電力会社の
意向が働いていたかは必ずしも明らかで
ないが，疑わせるに足りる状況だったと
いえる。

　　なお，福井県国際交流会館において
も，2014年７月23日から始まったパネル
展「ヒロシマ・ナガサキ　原爆と人間」
で，反原発を題材にした一枚を会館側が
撤去していた（主催団体の抗議を受け，
会館側は一転，展示を認めた）。同会館
を運営する公益財団法人福井県国際交流
会館は，前福井県知事の栗田幸雄氏が理
事長を務めており，原発推進の姿勢でつ
とに知られている。
②　近隣自治体における民主主義の侵害

　　福島第一原発事故は，一たび重大な原
発事故が起これば，原発が立地する自治
体はもちろん，その近隣自治体にも多大
な被害をもたらすことを明らかにした。

　　ところが，原発が立地する自治体（立
地）と同様の権限を，その近隣自治体は
与えられておらず，同自治体の住民の意
思は，原発の運転等において反映されて
いない。

　　例えば，立地自治体と関西電力が結ぶ
安全協定においては，立地自治体は立ち
入り調査や運転再開協議の権限を有する
が，近隣自治体にはそのような権限がな
い。原発事故のもたらす危険及びその地
理的範囲に鑑みれば，このような差別は
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不合理というほかない。
③　上記によってもたらされる，日本全
体における民主主義の衰退

　　「危険」と分かりながら受け入れてし
まうこと，このことが原発をしばしば
「麻薬」に例えさせるわけだが，原発が
場合によっては国民（しかも，立地地域
の住民に限らず，現在の国民にも限らな
い。）の生命さえ脅かしかねない，極め
て危険な構造物であることが判明した現
在，これを放置しておくことはできな
い。
　　これまで国は，この危険な原発の立地
を，電源三法交付金制度によって誘導し
てきたわけだが，電源三法交付金制度に
よる財政面の「恩典」や，地域経済が原
発への依存を余儀なくさせられたこと
は，立地地域に限らず日本全体の民主主
義をも歪めていたのである。
　　すなわち，福島第一原発事故の影響の
大きさによって，原発をどうするかは，
本来，立地地域住民（ただし，その全部
の意向が反映されているわけでは決して
ない。）という一部の人間によって判断
されるべきことではなく，広く国民全体
によって判断されなければならないこと
が判明した。それにもかかわらず，原発
を促進する電源三法交付金などの制度
は，一部の人間に利益を付与すること
で，周辺地域住民をはじめとした，本来
なら意思決定に関与すべきその他の人々
を排除する機能を有してきた。

（3）小括
　　以上のように，原子力施設に対する電源
三法交付金制度は，国が原発を建設するた
めに，地域経済をゆがめ産業を衰退させ，
立地地域住民が原発に依存せざるを得ない
状態に陥れ，また意思決定の前提を歪めて
民主主義を衰退させるものである。福島第
一原発事故を経た今日，もはや原発の増設

は許されない。電源三法交付金制度のう
ち，とりわけ民主主義を衰退させる性格を
有する原子力施設に関する部分は，即時廃
止されなければならない。

　参考文献
・今西憲之＋週刊朝日編集部「原子力ムラの
陰謀：機密ファイルが暴く闇」（朝日新聞
出版，2013年）

・公益財団法人福井県文化振興事業団ホーム
ページ

・公益財団法人福井県国際交流会館ホームペ
ージ

・2014年６月14日付中日新聞
・2014年７月25日付東京新聞

第３ 　ドイツにおける脱原発後の
原発立地地域再生策と課題
（ドイツ調査報告）

１　はじめに
　日弁連は2014年５月26日～31日にオースト
リア及びドイツで調査を行った。このうち，
ドイツにおいては，脱原発に携わってきた
NGO，脱原発に直面した自治体，廃炉が決
まった原発を訪問した。これらの調査報告を
行い，ドイツにおける脱原発後の原発立地地
域の再生策とその課題を検討する。

２　ドイツの脱原発の経緯
　ドイツでは，2000年６月に，連邦政府と大
手エネルギー企業の間で脱原発のための道筋
として，稼働中の原発19基について，営業運
転の開始日から32年間の稼働を認めるという
ことを基準として合意がなされた。2002年４
月に原子力法が改正され，この脱原発の合意
が法律で定められた。
　しかし，2009年10月にキリスト教民主・社
会同盟（CDU／CSU）と自由民主党（FDP）
の連立政権が誕生すると，原発の稼働延長に
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傾き，2010年10月には，原子力法が改正さ
れ，1970年代に稼働を開始した原発について
は８年分，80年代に稼働を開始した原発につ
いては14年分，許容される発電量が増やされ
た。
　こうして稼働延長がなされたが，ドイツに
おいて再度脱原発が決定付けられたのは，福
島第一原発事故があったからであった。
　2011年３月の福島第一原発事故後，ドイツ
においては「原発はいらない」という声が沸
き上がり，政府も素早く対応した。これから
紹介するビブリス原発の２基も，３月18日に
州政府の操業停止命令を受け稼動を停止し
た。2011年６月，連邦政府は，原子力法や再
生可能エネルギー法の改正などをひとまとめ
にした，「エネルギー転換のための法律」を
閣議決定した。原子力法の改正では，1980年
以前に稼働を開始した古い原発８基（ビブリ
ス原発の２基を含む。）を即時廃炉とし，残
りの９基についても2022年12月末までに順次
廃炉にすることが定められた（千葉恒久「再
生可能エネルギーが社会を変える　市民が起
こしたドイツのエネルギー革命」（現代人文
社，2013年，146頁以下）。

３　ビブリス原子力発電所訪問

【ビブリス原子力発電所】

（1）見学日　2014年６月３日（午後１時～
３時）

　　案内者　RWE社のショル氏（広報担
当・建設担当）

（2）インフォセンター内での概要説明
　　（発電所に隣接するインフォセンター
にて，概要説明を受けた。）

・概要説明
　　ライン河に接する40ha の敷地にＡ号
炉とＢ号炉が設置されている。

　　球形の格納容器内に原子炉が設置され
ており，その脇に２つずつ冷却塔が建っ
ている。

　　Ａ号炉：加圧式軽水炉・1250ＭＷ（＝
125万 kW）・74年稼働開始
　　Ｂ号炉：加圧式軽水炉・1300ＭＷ（＝
130万 kW）・76年稼働開始
　　Ｂ号炉脇には使用済燃料中間貯蔵施設
も設置されている。高レベル廃棄物を格
納するキャスクを貯蔵する施設，低レベ
ル廃棄物を貯蔵する施設からなる。

・従業員数
　　従業員はかつて1000人程度いたが，現
在は420人である。減少傾向にある。廃
炉作業に入った後どのように従業員数が
推移するかはまだ分からない。どのよう
に廃炉作業を行うか，外注するか否か，
どの程度のテンポで行うか，に左右され
る。

・2011年の脱原発決定についての説明
　　８つの原子炉が即時廃炉になり，残り
の原子炉も操業期限が定められた。操業
期限は，2000年合意に基づく残存発電量
を使い切る時期より先に設定された。こ
れは即時廃炉になった原子炉の残存発電
量を移転することを前提としているため
である。操業期限に達したときに，まだ
残存発電量が残っていたとしても期限が
延長されることはない。

・廃炉方法についての説明
　　２つの廃炉方法が許容されている。安
全にパッキングして例えば50年後から廃
炉作業を行う方法。もうひとつはすぐに
廃炉作業を行う方法。
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　　ビブリス原発はすぐに廃炉作業を行う
ことを選択した。放射能のことを考える
と廃炉作業を先送りして放射能レベルが
落ちたところで作業を行う方が得策であ
る。しかし，廃炉コスト，ノウハウ，作
業員のことを考えるとすぐに廃炉作業に
入った方が得策である。イメージ面でも
「すぐに解体を」という期待にこたえる
必要がある。最新の除染技術を用いれば
すぐに廃炉作業を行うことにも大きな困
難はない。
　　2012年に廃炉許可申請を行った。その
後，環境アセス，異議申立（現在），異
議申述（今年末に予定）などの手続を踏
んでいく。許可が下りて作業に入るのは
2017年頃になるだろう。許可と付帯条件
によっては即時解体という方針を見直す
可能性も残されている。
　　廃炉作業の目標は「緑の草原」に戻す
ことである。いまは，条件整備，使用済
燃料の取り出し（プールからキャスク
へ），インフラの整備を行っている。除
染作業は，高圧水によるものも，化学的
な方法によるものもある。
　　廃炉作業で出るゴミの重量比95％は低
レベル廃棄物。これはコンラード最終処
分施設に搬入する予定。ただし，この施
設が2019年以前に稼働する見通しはな
い。高レベル廃棄物（重量比で５％）は
中間貯蔵施設におく。高レベルの最終貯
蔵施設ができるまではビブリスの中間貯
蔵施設に置いたままになる。
・跡地利用
　　発電所は，送電施設，鉄道引き込み
線，排水施設など産業施設の設置に適し
ている。そのために使用することも将来
には考えることになるだろう。RWEが
この敷地に発電所を建設する計画は現在
のところはない。ガス火力発電所は設置
しても全く採算が合わない。

（3）原子炉施設内の見学
　　（厳重なパスポートチェック，身体検
査を受けて敷地内に入った。）

・中間貯蔵施設
　　施設内は見学できなかった。現在，51
基のキャスクがある。最大135基の設置
容量がある。廃炉作業後は100基程度に
なる見込みである。

・Ｂ号炉のタービン室
　　格納容器の脇にある「機械室」には，
タービンが設置されている。高圧タービ
ン（265°／50バール）と低圧タービンか
らなり，その先に発電機（1300ＭＷ）が
設置されていた。タービン・発電機は全
長65ｍに及ぶ。

　　案内役の社員は，「全て鉄くずになっ
てしまう。まだ25～30年は使えるのに。
福島第一原発事故後の感情的な議論の中
で廃炉が決まった。ドイツでのヒステリ
ーは日本よりずっとひどかった」と語っ
ていた。

　　機械室内のタービンは稼働していない
が，冷却装置が稼働しているため室内に
はかなりの音がしている。

　　残念ながらＢ号炉の原子炉建屋内には
案内されなかった。

・その後，機械室の脇に設置された変圧器
を見学。380kV，220kV の２つの電圧で
送電していたが，いまは発電所の操業の
ために受電している。

・非常用発電機はＡ・Ｂ号炉ともそれぞれ
４機設置されている。発電機は別の場所
に置かなければならないことになってい
る。発電機はライン川の水面より5.5ｍ
高い場所に設置されている（＝原子炉建
屋は水面より４ｍのところにあり，それ
より1.5ｍあげている）。「洪水になって
も大丈夫である」との説明。

・建設後の改修措置で，フィルターつきの
ベント装置と「レコンビナートア」を設
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置した。後者は水素爆発を防止するため
の触媒装置。「ビブリスでは福島原発の
ような水素爆発は起こり得ない」とのこ
とであった。

（4）その他
　　見学後，敷地周辺を見て歩いた。
　　原子炉の周囲は農地であり，人家までの
距離はかなり遠い。（ビブリス町からは４
km程度。）
　　原子炉の敷地の周囲には堀が掘られ，水
が入れられている。高い柵が張り巡らされ
ており，監視カメラが林立していた。

【敷地の外から見たビブリス原子力発電所】

４ 　ドイツの原発立地地域の地域再生
（ビブリス町調査報告）

【ビブリス町役場】

（1）廃炉に直面する原発立地地域
　　ドイツの多くの原発立地地域は，現在あ
るいは近い将来の廃炉に直面している。ビ
ブリス町は，福島第一原発事故後の政策に
より，即時廃炉が決まったビブリス原発の

立地地域である。主要な産業がなく，原発
への依存度が高いとされている地域であ
り，廃炉後の地域再生策の内容は，我が国
においても参考となり得るものである。
（2）ビブリス町の地域振興策立案過程
　　ビブリス町は，フランクフルトから南へ
電車で約１時間の距離にある。ビブリス町
には２基の原子炉を有する原発があり，稼
働期間は1970年代半ばから2011年までであ
った。町の人口は9000人程度で，財政上，
原発からの事業税の存在は大きく，また，
原発が1000人の雇用を生んでいた。このう
ち，直接雇用は約700人であった。その他
は土木，定期検査，宿泊などの間接的な雇
用があった。現在，雇用は減っているが，
原発の解体が実際に始まると，そのための
雇用は一時的ではあるが増加することにな
る。

　　ビブリス町では，廃炉が決まった後，町
の地域再生をどうするか，原発の解体をど
うするかが問題となっている。このうち，
町の地域再生の計画については，コンサル
タント会社に委託され，その費用は，ビブ
リス町が属するヘッセン州が拠出してい
る。

　　コンサルタント会社は，地域振興政策が
専門の会社であり，ビブリス町以外の原発
立地地域でも立案を行っている。その中
で，ビブリスは既に原発が廃炉されること
となっており，現実の問題に直面してい
る。
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【現町長（右）と振興策立案を行ったコンサルタント
会社担当者（左）】

　　2012年６月から，地域振興策の策定がキ
ックオフされた。ビブリス町においては，
最大の収入源であった原発がなくなること
から，今後の町のあり方について，二つの
柱を考えた。それは，①経済の振興，②住
民の誘致である。経済を誘致するために
は，人が住めることも必要であるという考
え方による。
　　ビブリス町では，様々な分析が行われ
た。例えば，どのような企業が立地してい
るのか，それが今後どうなるのか，スポー
ツ施設，学校は何があるか，３歳から６歳
の子どものための施設に何があるか。住居
について，値段，近隣自治体との比較，魅
力があるかないか，産業用の土地があるか
などである。近隣の自治体との比較が大事
であり，近隣のマンハイムなどとも比較し
て分析をしている。2017年にＳバーン（す
でに鉄道はあるが，より高速な鉄道）が通
るので，大都市であるフランクフルトのこ
とも考えることが必要とされた。
　　また，ビブリス町では，2012年８～９月
に全町民にアンケートを行い，意見を聞い
た。このアンケートはこの種のアンケート
では回収率が高く（20％），その結果は町
民のフォーラムで発表されている。アンケ
ートは大きく四つのパートに分かれ，100
項目位であった。その他，ビブリス町に詳

しい専門家にもインタビューをするなど，
全体として約６か月の時間をかけて調査を
行った。

　　その結果を基に，コンサル会社において
ビブリスの町おこしプランが立案された。
プランのコンセプトは，魅力的な居住地
域，経済の立地場所であること，エネルギ
ーを中心としたサービスの提供を行うとい
うコンセプトである。

　　このプランを提示して，町民の意見を聞
き，町民からアイデアを集めた。どのよう
な産業を誘致できるかについて，町民とと
もにアイデアを練った。その結果，住居
（生活のクオリティ）の程度を上げる，サ
ービス業関連の企業を誘致する，町のイメ
ージを変えていこうという取りまとめにな
った。ビブリス原発はよく故障したためビ
ブリスという町名はドイツでは有名であ
り，そのビブリス原発が操業を停止した，
これからは怖いことは起こらないというこ
とをアピールして町おこしをしていこう，
原発の存在を逆手にとろうというアイデア
も出された。
（3）計画内容
　　振興策の内容は，実現可能な六つに絞ら
れた。以下が実際の振興策の具体的内容で
ある。
①　住宅地としての質を高める

　　2023年に，ビブリスがどのような街に
なっているのが望ましいかを想定して，
魅力的な飲食店が揃っていること，市民
が共同で利用できる公園などの施設が整
っているように整備する。マーケット
（露天の市民市場のような）を作りたい
とも考えられている。若い世代の人々が
町の援助を受けて，昔からある建物を買
えるようにする。資金が必要な計画であ
るが，これは今後検討する。なお，ヘッ
セン州にどのような自治体に援助をする
かという順番を定めたリストがあるが，
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ビブリスはリストの上の方に挙がってい
るので期待ができる。
②　小売業を整える
　　2030年までにビブリスの小売業をより
良いものにしていく。ビブリスは三つの
部分からなるが，どこの住民も近くに小
売業があるようにする。ビブリス町には
空き店舗が結構あるが，ここに店を入れ
ていく。パン屋が近くにあることは日常
生活において大事なことである。近くの
農家が持ってきた野菜を買うことができ
るような露店のマーケットを毎週土曜日
にやろうという計画などがある。
③　エネルギー関連のサービス業誘致
　　2023年までに300の雇用を生み出す計
画である。サービス業の中でもエネルギ
ー関連のサービス業の誘致を全面的に進
めていく。この計画を策定するにあたっ
て，エネルギーに関連するサービス業の
現状を調べ，近隣の大学，高等専門学校
でエネルギーに関する講座を持っている
学校を調べた。13の大学が講座を持って
いる。大学と企業を結びつけるマネジャ
ーが必要であり，現在，ネットワークの
構築を地道に進めている。
　　なお，既にある製造業はそのまま事業
を続けてもらう。新しい誘致企業はサー
ビス業に絞るということである。
④　立地場所のマーケティング
　　2023年までに，駅の近くに，エネルギ
ー関連サービス業に立地してもらうこと
を予定している。そのための場所の候補
地として，駅前の2.6ha の土地を確保し
ている。その候補地に企業を誘致するこ
とで，最大500の雇用が生まれることと
なる。ドイツでは緑地はそのまま維持す
る方針なので企業パークの立地を探すの
は難しいため，競争力を有する。

【駅前に確保された用地】

⑤　ビブリスのイメージ向上
　　イメージ向上のマーケティングのター
ゲットはａ町民，ｂ地域に住んでいる家
族，ｃ企業の三つ。

　　ａ町民に対する宣伝文句は，高い生活
の品質。都市へのアクセスも良いこと，
ｂ家族に対しては，子どものための施設
が整っている，家も安いこと，ｃ企業に
対しては，立地のための比較的安い土地
を用意していることと，大都市に近いこ
とである。

　　それぞれのターゲットにはそれぞれに
適したアプローチをとる。ａ町民に対し
ては，インターネット，Facebook，イ
ベントなどで，ｂ地域に住んでいる家族
に対しては，写真，広報活動，アイデア
の競争，子どもに写真を撮ってもらって
展示することなど，ｃ企業に対しては，
パンフレット，イベント，ビデオ，イン
ターネット，インフォメーションパッケ
ージの提供など。
⑥　サービスを意識した自治体の在り方
を

　　企業と自治体の友好関係の構築を目的
とする。自治体職員が効率的に仕事をす
ることが必要である。企業が役場に申請
を出すと速やかに結果を出すことや，市
長が企業に出向き，意見を交換する機会
を設ける。役場に来れば，市民の手続き
は一回で終わるが，企業に対しても同様
にする。苦情処理係を設け，企業に対し
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てオープン，フレンドリーな役所とな
る。

（4）計画の実行
　　計画の実行を司るのは，７人の委員から
なる中央委員会である。委員は，町長のほ
か，自治体当局から３人，地元企業から２
～３人，地方経済の振興から０～１人。委
員の構成は，町長が提案して，議会が決め
る。委員会の下には，統括リーダーが置か
れ，その下に上記の計画の六つの内容をそ
れぞれ担当する６人のプロジェクトリーダ
ーを置く。

【ビブリス町の街並み】

５　BUND調査報告
（1）概要
　　2014年５月30日，BUND（ ド イ ツ 環
境自然保護連盟：Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland）のヘッセン州
のヘッペンハイムに所在する事務所を訪
れた。BUND は，ドイツの代表的な環境
NGOであり，会員数はドイツ最大クラス
である。市民の立場からの脱原発と地域再
生について話を聞いた。対応者は，地域責
任者であるカール氏である。以下は，カー
ル氏による説明と質疑の経過である。
（2）ドイツの脱原発の経緯
　　まず，ドイツの原子力利用について簡単
に歴史をお話しする。
　　BUND は，ドイツの国が認定した自然
保護団体である。原発の廃炉も活動の範

囲。ドイツでは何か制度を変えるときに，
国が認定した環境保護団体の意見を聞くこ
とになっている。ドイツでは，原発の立地
自治体では反対運動がある。それは下から
湧き上がるようなものである。

　　ドイツで原子力発電が始まったのは第二
次大戦後である。政府がメリットを強調し
て始まった。面白いことに，電力業界は，
原発のメリットデメリットを知っていたの
で，反対をしたが，政府が押し切った。

　　原発の稼動は1960年代から始まった。そ
して，1969年が一つのポイントであるが，
この年は，ドイツで学生運動が活発になっ
た年である。1969年の学生運動がそのまま
反原発につながったわけではないが，個人
が政治に参加できるという意識が，1970年
代の反原発の運動の基礎になった。

　　ドイツの最初の反原発運動は左翼の学生
が始めたのではなくて，ワインの農家が放
射性物質の影響を心配して始めたものであ
る。当時，権力側は，警察の力を使って，
反対運動を弾圧した。1970年代にビブリス
の原発は作られたが，反対運動にさらされ
た。BUNDができたのは，1976年である。

　　BUNDが始めたのは，様々な分野の人々
の声を聴いて，つなげていくこと。農家，
専門家，政治家などの声を集めて，大きな
意見にしていった。

　　当時の反原発運動の成功事例として，ヴ
ィール原発をあげることができる。この原
発については，１万人が反対のデモをし
て，計画をストップさせた。もう一つの事
例は，バイエルン州のバッカスドルフの事
例である。ここでは，再処理施設の建設を
巡り，警察とデモ隊が衝突して死者が出る
ような事態となったが，再処理施設の建設
は取り止めになった。

　　この運動で，国民が知ることになったの
は，電力を余計に作ることではなくて，節
約することで，原発を作らなくて済むよう
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になるということである。
　　このような運動の結果，原発の数を少な
くさせることができた。しかし，数が少な
くても使用済燃料は出てくる。ドイツの反
原発運動を盛んにするのに影響があったの
は，スリーマイルの事故やチェルノブイリ
の事故であった。特に，チェルノブイリの
影響は大きかった。ドイツにも放射性物質
はふりかかり，キノコの収穫をしてはいけ
ない等，現実的な動きが生じた。
　　その後，運動だけでは足りないというこ
とから，緑の党（政党）と，エコ研（民間
のシンクタンク），弁護士の結束という三
つのことが生じた。
　　1980年代に議論が起こったのは，原発を
やめるのか，再生可能エネルギーで行くの
か，という選択の問題だが，どちらかを選
ぶというところまではいかなかった。
　　そこで，政治の舞台で反原発の動きが起
こった。緑の党が，電力業界に脱原発を迫
り，ついに2000年に政治と電力業界が脱原
発で合意した。その背後には，ＦＩＴ（再
生可能エネルギーによる電力の固定価格買
取制度）の策定があった。もっとも，他方
で，市民が脱原発はこれでよいという安心
感も生まれてしまった。
　　脱原発の合意がなされたものの，2009年
には脱原発（原発の稼働停止）の期限が延
長されることになった。これは，国民に危
機感を与え，再び運動が活発になった。壁
に掲げられているポスターは，2010年４月
に行われたビブリス原発での反対イベント
のポスターである。この十字架はチェルノ
ブイリ事故で犠牲になった方を忘れないよ
うにと作成したものである。

【カール氏と十字架】

　　しかし，メルケル首相が完全に脱原発を
決意するまでには，福島第一原発事故を要
した。

　　三点必要だったのは，①学生運動，②チ
ェルノブイリ原発事故，③福島第一原発事
故である。また，2000年に策定されたＦＩ
Ｔで，再生可能エネルギーが伸びたこと
も，脱原発につながる要因となった。

　　壁のポスターはドイツの原発立地であ
る。黄色のところが脱原発を果たしたとこ
ろである。

【ドイツの原発立地】
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　　以上の脱原発運動の動きの中からわかっ
たことが何点かある。
　　１番目に大切なのは，感情に訴えるこ
と。チェルノブイリ原発事故から，わかり
やすく感情に訴える活動がなされた。
　　２番目に大切なのは小さな力を結集し
て，大きな力にすることである。
　　ドイツでは，2022年までに全原発を稼働
停止することを決めたが，半分以上はまだ
稼働している。この期限が延長されるので
はないかとの心配はある。過去を振り返る
と，脱原発の道はジグザグの道だった。再
び期限が延長される可能性も十分にある。
　　電力会社が考えているのは，再生可能エ
ネルギーを増やすと電気料金が上がること
をアピールして，脱原発の流れを止めるこ
とである。市民が太陽光，風力を始めてい
るが，大きな電力会社が市民になるべく発
電をさせないようにするという戦いがなさ
れている。
　　弁護士も力を発揮した。チェルノブイリ
原発事故前から運動はあった。ドイツの原
発に反対する住民運動のサポートをしてい
る。具体的には裁判書類などの文書の作成
などを行っている。
　　ドイツでは，最終処分場が見つからない
限り，新設はできないという判決がある。
そのため，原発敷地内に中間処分場が作ら
れている。
（3）原発の廃炉，解体について
　　ドイツでは，原発が操業停止したら，二
つのやり方がある。一つは，停止後すぐに
解体する方法。もう一つは停止後50年程度
そのままにしておき，その後に解体すると
いう方法。
　　ビブリス原発の解体について状況と問題
点をお話ししたい。
　　ビブリス原発の事業主体は，RWEであ
る。2011年８月，同社は，ビブリス原発を
すぐに解体することを決めた。

　　2014年の５月に，解体計画書が公開され
た。２か月の間，州政府の管轄部署に異議
を申し立てることができる。2011年８月に
解体を決めてから計画書の策定に長期間を
かけたのに，市民が異議を述べられる期間
は短く，不公平であり，これは重大な問題
である。

　　不公平の緩和のために，州政府に審議会
を設けるという意見を述べたが，拒絶され
た。その代わりに，州政府はインフォメー
ションフォーラムを作った。色々な意見を
述べさせる場とされている。

　　しかし，インフォメーションフォーラム
には疑問がある。反原発の立場の人間を参
加させているが，「意見を聞いた」という
事実を作り上げるだけのためであり，それ
を隠れ蓑にしようとしているのではないか
と感じる。第１回の会合が開催されたの
は，２か月の異議申立期間の終盤であり，
遅すぎる。

　　BUND としては，2014年の秋に，解体
計画書の疑問点を集約する大きなイベント
の開催を考えている。

　　解体計画書は，解体に関する一般的なこ
とは書いてあるが，具体的なことは，事業
者と監督官庁が話し合って決めるというこ
とになっている。そこが問題である。

　　解体計画書のもう一つの問題は，原発の
解体はいくつかのステップを踏むのに，最
初のステップのことしか書いていない。

　　さらにおかしいと思うのは，放射能の値
を計測して，しきい値を超えない場合に
は，ゼロとして扱うように書いてあること
である。これを使えば，放射能があるもの
とないものを混ぜて，しきい値を下回るよ
うにすれば，一般の廃棄物としてコストを
かけないようにすることができてしまう。
例えば銅などでそのようなことが行われれ
ば，原発で使われていた銅が世の中に出回
り，私がかけているメガネも，原発で使わ
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れていた銅が含まれるなどということがあ
り得ることになる。
　　使用済燃料は，水で数年冷却する必要が
ある。高レベルの廃棄物は，その後キャス
クに収め，中間貯蔵施設に運ぶことにな
る。原発の使用済燃料の最終処分場が決ま
っていないので，各原発の敷地内の中間処
分場に運ばれている。
　　ビブリス原発の解体に必要な期間は，15
年から20年と言われているが，運転をして
いた時は650人必要だったが，現在は450人
である。解体が始まると，300人に減るこ
とになる。
　　解体計画の対象は，原子炉など放射能に
関係する部分についてであり，建屋などは
対象外となっている。よって，建屋は別の
事業者が使うことができるようにもなる。
これにも疑問を感じている。
　　中間貯蔵施設は40年間の期限で認可され
たが，最終処分場が見つからなければ，さ
らに延長されることも考えられる。これも
問題である。
　　ビブリスの住民は，原発稼働中は，事業
税というメリットがあったという意識があ
ったが，今は核のゴミだけがある状態なの
で，冷たい態度をとっている。
（4）ビブリスの町役場の態度
　　５年前は，ビブリス町のＨＰには，原発
のメリットが書かれていたが，現在は，事
業者がいたことすら書かれていない。
　　現在のＨＰには，ビブリス町の良さ（産
業の用地があること，子育ての施設が充実
していること，大学が近隣にあることな
ど）がたくさん書いてある。誘致のための
いいことばかり書いてある。
　　これがそのとおりうまくいくかは別問
題。人口は9000人程度であり，産業の中心
は農家。一朝一夕に魅力的な町になること
は想像しづらい。どの町も同じように苦労
している。

　　ビブリスが提供するような環境を持つ町
はたくさんある。
（5）ビブリス町の地域振興策について
　　ビブリス町の話は，理想論のように感じ
られる。今あるものを使うことを考える必
要がある。豊かな自然，今ある商業施設，
周辺の利点を使う必要があるのではない
か。

　　中間貯蔵施設が，恒久化するという不安
がないかとの質問があるが，その可能性は
十分にある。ドイツでは，最終処分場を決
めるための法律ができて，とりかかったと
ころである。その法律に従って委員会を設
けて，探し始めたが，話がまとまらず，中
間貯蔵施設が事実上最終処分場になること
はあり得る。

　　中間貯蔵施設がずっとビブリスに残るこ
とで，ビブリスの発展，再生にとって妨げ
になることも考えられる。
（6）使用済燃料の処分について
　　使用済燃料の処分として，海外にお金を
払って引き取ってもらうという現状が他国
にある。フランスはロシアにお金を払って
引き取ってもらっている。

　　海外にお金を払って引き取ってもらうの
は倫理違反である。原発をやめて，これ以
上廃棄物を出さないという状況になってか
ら，他国に引き取ってもらうのはどうかと
いう観点があるが，賛成しかねる。やって
いる，やめたに関わらず，第三の国に運ん
で最終処分してもらうということはいけな
いことという意見である。核のゴミを人口
密度の低い国に運んでも，長期間の間に何
が起こるかわからない。ロシアでは，広い
ところにおかれているが，そこに雷が落ち
ればどうなるかわからない。

　　それでは，最終処分はどうすればよいと
思うかという問いになると思うが，核のゴ
ミを作らないのが正解と思うが，現実にで
きてしまっているものについては，専門家
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の間でも意見が分かれている。BUND に
も科学者がいて，議論しているが，意見は
様々である。非常に難しい問題である。地
層処分がいいという意見もあれば，取り出
せる状態にしておいて，新しい技術が生ま
れるのを待つという意見もある。個人的に
は一か所に集めるのがよいのではないか。
（7）新技術
　　水を電気で分解して水素にしてエネルギ
ーを貯蔵するという方法がある。水素と二
酸化炭素を合わせてメタンガスにするとい
う技術が開発されており，その方法はいい
のではないか。
（8）人の感情に訴える
　　チェルノブイリからドイツは距離は離れ
ているが，ドイツでも放射能が測定され
た。放射能は子どもにとっては影響のある
数値だった。子どもの身に影響があるとい
うことを聞けば実感がある。ウランを採掘
するのは，環境破壊と労働者の健康被害が
あることも，感情に訴えかけることにな
る。
　　ドイツで影響があったのは，原発周辺で
は，子どもに影響があるという研究結果が
発表されたとき。人間は，危険にさらされ
て生き続けることはできない。

６ 　小括（原子力発電依存からの脱却
と地域再生への課題）
（1）ドイツの原発立地地域
　　ド イ ツ の 原 発 は，Mülheim-Kärlich
（ミュルハイム・ケアリッヒ）原発，
Philippsburg（フィリップスブルグ）原
発，Neckarwestheim（ネッカーヴェスト
ハイム）原発，Gundremmingen（グンド
レミンゲン）原発，Isar（イザール）原
発，Obrigheim（オブリックハイム）原発
などがある。これらの原発を抱えるそれぞ
れの立地地域がある。もっとも，これらの
原発は，稼働期間が極端に短かったり，あ

るいは現在も稼働中であるところが多く，
脱原発後の地域再生という観点からは，あ
まり参考にならないものである。

　　Obrigheim（オブリックハイム）原発
は，稼働期間が1968年から2005年であり，
解体が2008年から2020年にかけて行われる
こととされており，脱原発後の立地地域の
在り方を考える上で注目に値する。

　　この点，Obrigheim（オブリックハイ
ム）は，中小中堅企業を中心に多様な経済
構造を有しており，工業団地に企業を誘致
することに成功しており，測定技術・セン
サー技術の企業が存在する。相対的に原発
への依存度は低く，廃炉後の地域経済の再
生への不安は少ない地域である。

　　一般的に，ドイツは連邦制の下で，自治
体の自立性が高く，中央政府や原発からの
依存度は比較的に低い。また，原発の立地
地域は，ミュンヘンやフランクフルトなど
の強い経済圏に近く，健全な経済構造をも
つ立地は多いとの指摘がなされている（ラ
ウパッハ・スミヤ ヨーク立命館大学経営
学部教授，「エネルギー・シフトと地域経
済―脱原発の実現に向かっているドイツ自
治体の実態―」2013年４月28日開催の脱原
発をめざす首長会議　勉強会及び年次総会
における講演）。
（2）ビブリスの地域振興策の課題
　　これに対し，ビブリス町は，上記の通
り，ドイツ国内においては原発への依存が
高かった地域であり，福島第一原発事故
後，即時廃炉となって，地域振興策の検討
を迫られている地域である。廃炉作業が始
まったら，その関連の雇用が大きく発生す
ることはビブリス町としても織り込んでい
るものの，一時的であることに変わらない
ため，恒久的な地域振興，再生策が必要で
ある。このような状況は，日本における各
立地地域においても原発を廃炉とする過程
で当てはまることとなるため，日本におけ
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る原発立地地域の経済再生を考える上で参
考となるものである。
　　ビブリス町の地域振興策の策定過程，内
容は，上記の通りである。これらの内容か
らすると，いまだ抽象的な内容に留まって
おり，かつ，その内容自体も，一般的に他
の自治体においても地域振興のために検討
がなされているような内容に留まっている
とも思われ，他の自治体と比較した場合の
優位性がどこまであるのかは未知数であ
る。
　　そして，企業の誘致のための優遇策の是
非については，EUの規制により，そのよ
うな優遇策は禁止されているとのことであ
る。また，EUの規制にかからないような
短期的な補助についても，ビブリス町とし
ては，効果が短期間に限られることから消
極的である。また，原発や中間貯蔵施設が
町の中心部から至近距離にあることによる
負のイメージも懸念されるところである
（これに対してはビブリス町としてはマイ
ナスとは考えておらず，住民にインタビュ
ーした際も不安の声は上がらなかったとの
ことである。）。
　　また，ビブリス町においては，電力需要
の問題から，他の立地自治体で計画されて
いるような天然ガスなどのプラントを作る
計画もない。
　　このように，ビブリス町においては，現
在のところ，原発に代わる具体的な産業が
あるわけではなく，企業と人を誘致すると
いう抽象的な地域振興策が定められている
に過ぎない段階である。
　　しかしながら，地域振興策の策定にコン
サルタント会社が全面的に関わり，全住民
にアンケートをとり，フォーラムを開催す
るという手法は，参考になると思われる。
また，コンサルタント会社は，立案のみに
留まらず，実行のフォローまで行うことを
言明している。今後のビブリス町の地域振

興策の実行過程を注視していく必要があ
る。

第４ 　国内における廃坑後の産炭
地域の現状

１　総論
　（1）脱原発後の地域経済の再生を考える上
で廃炉後の原発立地自治体への経済的支援
は不可欠である。ここで参考になり得るの
が，かつて国策として推し進められてきた
石炭産業における廃坑後の産炭地域である
と思われる。

　（2）石炭産業は，戦前から戦後復興期に至
るまで我が国の基幹エネルギー産業を牽引
してきた。主な産炭地は，北海道，本州東
部（常盤），本州西部（宇部）及び九州の
４地域であったが，北海道と九州だけで出
炭量の約４分の３を占めていた。

　　石炭産業は国の石炭政策により大きく翻
弄された。エネルギーが石炭から石油にシ
フトしていく中で次々に全国各地の炭鉱が
閉山に追い込まれ，2002年１月末の太平洋
炭礦（北海道釧路市）の閉山を最後に，石
炭産業は基本的に終焉を迎えるに至った。
多くの産炭地域では，炭鉱会社が炭鉱周辺
地域を整備し，共同住宅を抱え，また，関
係者らが安心して生活することができるよ
うに水道，電気等のインフラ工事を実施
し，炭鉱労働者らのための浴場や病院を所
有するなど一つの独自の経済圏が形成され
るため，炭鉱の閉山それに伴う石炭業の撤
退は，下請業者を含め大量の失業者を生む
とともに人口を激減させ，地域経済を大き
く疲弊させることになる。そこで，1961年
に産炭地域における鉱工業等の急速かつ計
画的な発展と石炭需要の安定的拡大を図る
ことを目的として「産炭地域振興臨時措置
法」が制定され，これに基づき産炭地域振
興対策が実施されてきたが，同法も2001年
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11月に失効した。
　　ここでは，廃坑後の産炭地域，とりわけ
北海道地域（夕張，釧路）及び九州（筑
豊）について概括してみることにする。

２　北海道夕張市
　（1）夕張の歴史は明治時代まで遡る。その
後，北海道炭礦汽船株式会社（後に三井財
閥傘下に入る。）（以下「北炭」という。）
と三菱財閥の二大資本により夕張の地域社
会が形成された。炭鉱最盛期には24もの炭
鉱を抱え，最多労働者数は16000人，年間
最多生産量は約420万ｔを誇っていた夕張
だったが，1982年に北炭夕張新炭鉱が閉山
し，1990年に夕張の三菱南大夕張炭鉱が閉
山したことにより，全ての炭鉱が閉山され
た。夕張市は旧産炭地の中でも石炭業への
依存度が高く，他の旧産炭地と比較しても
炭鉱閉山に伴う影響が強かったといえる。
それは，ピーク時の1960年代には11万人の
人口を擁していたのが2014年５月末現在で
はわずか１万人弱と人口が激減しているこ
とからも，うかがえる。
　（2）全国的に炭鉱が次々に閉山されていく
中で，夕張市は，将来を見据え「炭鉱から
観光へ」とのスローガンの下，北炭から引
き継いだ夕張のシホロカベツ川の両岸一帯
を，石炭産業の歴史を軸にした歴史公園
「石炭の歴史村」として造成し，その拠点
施設に「石炭博物館」を位置付けた。石炭
博物館は，鉱員住宅が並んでいた斜面を整
地し，公園造成を行った上で建設され，炭
鉱そのものの概観を学ぶことのできるスペ
ースの他，地下の坑道展示では実際に使用
されていた当時の斜坑道の中を通過し，最
盛期の坑内労働の現場を目の当たりに体験
することができる世界でも有数の博物館と
いえる。ところが，その後も市長による強
力なリーダーシップの下，国の石炭政策に
より旧産炭地である夕張が窮状に追い込ま

れたことを訴え，国や道から多額な援助を
引き出しては，「ＳＬ館」，「炭鉱生活館」
「ゆうばり化石館」「グリーン大劇場」「ロ
ボット大科学館」「知られざる世界の動物
館」等の箱物やジェットコースターや大観
覧車等の遊園施設を擁する遊園地「アドベ
ンチュアー・ファミリー」を設置し，更な
る産炭地域の活性化を図った。これが功を
奏し，1990年には約230万人の観光客が訪
れるまでに至ったが，観光事業への過大投
資や炭鉱閉山後の後処理対策事業に多額の
出費を要したことで，2006年４月，夕張市
は財政再建団体入りを余儀なくされた。

　（3）また，同年11月，石炭の歴史村観光を
運営していた第三セクター株式会社「石炭
の歴史村観光」は負債総額75億円を抱えた
まま自己破産を申請した。当初，夕張市の
財政再建策のなかで閉鎖が予定されていた
博物館であったが，夕張を支えた炭鉱産業
に触れることのできる歴史的意義を有し，
資料的価値も高いとの声で存続を求める声
があり，2007年に指定管理者となった道内
の大手業者は，2009年，石炭博物館を含む
石炭歴史村の12の観光施設が再開した。そ
して，現在，「石炭博物館」を中心とする
「石炭の歴史村」の各施設は，我が国の近
代化を支えた石炭産業の貴重な歴史と地域
文化を後世に継承する施設として多くの市
民に支えられている。しかし，廃坑による
影響を軽減することを目的として行われた
国の産炭地域振興事業は，結果的に夕張市
における石炭産業依存をさらに深める結果
になったといえる。

３　北海道釧路市
　（1）2002年１月30日，国内最後の坑内掘り
の太平洋炭礦が閉山した。太平洋炭礦の歴
史も夕張と同様明治時代に遡る。第一次世
界大戦終了後の1920年４月，木村組釧路炭
鉱と三井鉱山が合併して太平洋炭礦株式会
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社（本社は後に釧路から東京に移転。以下
「太平洋炭礦」という。）が誕生した。「太
平洋」という社名は，初代社長が「大き
い，伸びる」という意味と「炭層が海中に
向かって進んでいる。将来太平洋の底に発
展する」との意味を込めて命名された。陸
上部分の炭層を掘り尽くした後，海底部分
の炭層にも開坑し，同社の坑道は文字どお
り太平洋に向かって伸びていき，ピーク時
の年間出炭量は269万9632ｔを記録した。
平成に入っても年間200万ｔ台の出炭量を
維持していたが2001年１月，海面下550ｍ
の坑道で坑内の自然発火が原因とみられる
一酸化炭素濃度が基準値を超える事故が発
生し，25日間の操業停止を余儀なくされた
ことが直接の引き金となったものの我が国
の石炭政策が2001年度をもって終了するこ
とから，閉山は時間の問題でもあった。
　（2）釧路市の場合，夕張とは異なり石炭業
のほか水産と紙・パルプという二大産業を
抱えていたため，釧路地域経済が炭鉱に全
面的に依存していたわけではないが，多く
の釧路市民にとっては心の拠り所であった
ことは間違いない。特に，1969年に太平洋
炭礦の福利厚生施設として誕生した「スカ
イランド」（後にヒルトップと名称が変
更）は，従業員以外の一般人にも開放さ
れ，ホテル，温水プール，ボーリング場，
ゲームセンター，ファミリーレストラン，
研修施設等多くの施設を擁し，総合レジャ
ーランドとして多くの市民に利用されてい
たが，2002年の閉山に伴い，炭鉱展示館を
除き閉鎖された。1983年には約23万人を擁
していた人口も20万人を下回るに至った。
　（3）しかし，大量の失業者を生み出す閉山
による地域経済への影響を懸念した地元釧
路の財界関係者が中心となり，また，太平
洋炭礦が有する優れた炭鉱技術を継承させ
たいとの思いで，閉山後の同炭鉱事業を受
け継ぐ新会社（釧路コールマイン株式会

社。以下「釧路コールマイン」という。）
が設立された。

　　そして，新会社は，太平洋炭礦の従業員
の半分の約500人，年間生産量も2001年度
計画（約180万ｔ）の約４割に縮小する形
で，炭鉱業を引き継ぐ形となり，太平洋炭
礦閉山後の2002年４月から操業が開始され
現在に至っている。炭鉱の閉山がすぐに地
域経済の崩壊につながってきたというそれ
までの道内産炭地でみられたのとは少し異
なる図式となった。釧路コールマインは，
①採掘及び販売事業（生産量＝年間約55万
ｔ），②研修事業（産炭国石炭産業高度化
事業），③国からの業務委託（NEDO），④
廃棄物中間処理事業，⑤新規事業分野の開
発を事業内容としている。国の石炭政策は
2001年度で終了したものの，我が国の海外
炭安定供給確保のため，ベトナム，中国・
インドネシア等のアジア産炭国を対象にし
て2002年から2006年にかけ「炭鉱技術海外
移転事業」が実施され，釧路コールマイン
はこの事業に従い，ベトナム（合計482
人）及び中国（合計481人）からの研修生
を受け入れた。この技術移転事業は「５ヵ
年計画」とされていため釧路コールマイン
が設立された当初，会社としての存続期間
が５年間猶予されたにすぎないのではない
かと心配する声があったが，「産炭技術海
外移転事業」終了後もこの事業を発展的に
継続した「産炭国石炭産業高度化事業」が
2007年度から2011年度まで継続されたた
め，引き続き釧路コールマインではベトナ
ム（合計509人）及び中国（合計414人）か
らの研修を受け入れている。

　　2011年以降についてもアジア産炭国での
国内石炭消費が大幅に増えることが予想さ
れ，特に，中国，ベトナム等の炭鉱では坑
内掘りの採炭箇所の深部化が更に進行して
いることもあり，安全な坑内掘りを確立さ
せるためにも我が国の石炭採掘・保安技術
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を継承しアジア諸国の現場に即した技術指
導・研修を行うことが必要であるとして，
経済産業省から補助金を受けた独立行政法
人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）により「産炭国石炭採掘・保
安技術高度化事業」（2011-2014）が実施さ
れ，釧路コールマインが海外からの研修生
を受け入れている。
　（4）このように釧路では，太平洋炭礦が保
有していた海底部での炭鉱技術が太平洋炭
礦閉山も形を変えて引き継がれており，
2014年度３月期決算によれば売上高は前年
比0.7％減の84億6100万円と２年連続の減
収だったが経常利益は１億円弱と回復し，
２期ぶりに黒字転換している。これは釧路
市が夕張と異なり，石炭業のほか，紙・パ
ルプや水産業を擁していたために産炭地域
振興事業への依存度が夕張ほど強くはなか
ったこと及び石炭政策が終焉を迎えるにあ
たり，太平洋炭礦閉山後を見据え，財界関
係者が中心となって新会社を設立し，太平
洋炭礦が有する優れた炭鉱技術を継承させ
るなどして努力してきた結果によるといえ
る。

４　福岡県飯塚市
（1）飯塚市概要
　　飯塚市は，福岡県のほぼ中央内陸部に位
置し，筑豊地域の要にあり，大都市圏であ
る福岡市，北九州市からも30～40kmしか
離れていない。
　　飯塚市は2006年に，頴田町・庄内町・穂
波町・筑穂町と合併し，新飯塚市が誕生と
なり，合併後の飯塚市の人口は県内４番目
である。
（2）飯塚と炭鉱
　　飯塚市を流れる遠賀川周辺には古代遺跡
が発見されており，稲作発祥の地であると
もいわれている。また，中世以降宿場町が
形成されたといわれる。

　　そのような飯塚市では明治時代に入り，
遠賀川沿いで石炭の採掘が行われるように
なり石炭鉱業が盛んになる。1883年，直
方・飯塚間の鉄道開通に伴い本格的な開鉱
が進んだ。1901年に八幡製鉄所が操業し，
日本の産業の重工業化が，さらに石炭需要
を高めることとなった。八幡製鉄所（後の
日鉄鉱業）において利用される石炭は福岡
県飯塚市及びその周辺の炭鉱より採掘され
たものであり，重工業の発展とともに，飯
塚市の石炭は市に莫大な富をもたらした。

　　太平洋戦争中及び戦後しばらくの時期も
依然として石炭は重要な化石燃料であり，
飯塚市を中心とする筑豊炭田は，大量の石
炭を産出し続けていた。しかし，1960年代
にエネルギーが石炭から石油に移行したこ
とにより，炭鉱は衰退し始めた。飯塚市及
び嘉穂郡の出炭量は1964年には159.9万ｔ
と過去最高の数字を記録したが，翌1965年
には59.3万ｔと出炭量が３分の１近くまで
落ち込み，以降の出炭量は減少の一途を辿
った。閉休山が相次ぎ，1976年には全ての
筑豊地域の炭鉱は閉鎖となった。

　　このような産炭地域の財政悪化に歯止め
をかけるため1961年に産炭地域振興臨時措
置法が成立した。筑豊地域においても同法
に基づく出資金，補助金等の援助を受け，
産炭地域振興事業団が発足し，筑豊の再開
発事業が進められた。
（3）脱炭鉱後の飯塚市
　　1965年の出炭量の急激な落ち込みを受け
て，石炭跡地の再開発をどうするかが問題
となっていた。飯塚市は，工業団地だけで
はなく，大学，研究機関の誘致を積極的に
行うこととなる。

　　まず，市議会議員が近畿大学に働きかけ
を行い，1966年近畿大学第２工学部，近畿
大学女子短期大学を誘致した。さらに，
1986年には九州工業大学情報工学部の誘致
にも成功した。
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　　大学を誘致した結果，大学の附属高校，
附属幼稚園などが設置され，学生を中心に
人口が増加することにつながった。
　　大学の誘致を成功させた飯塚市は，1989
年，「飯塚学園都市基本計画」を策定し，
学園都市としての街づくりを進めていっ
た。九州工業大学飯塚キャンパスには，
「地域共同研究センター」がおかれ，民間
企業との交流も図られた。現在では，産学
連携のコーディネートを行う福岡県立飯塚
研究開発センターや，高度情報処理技術者
の育成を行う株式会社福岡ソフトウェアセ
ンターが設立されており，高い技術力によ
る新産業の振興に力を入れている。2003年
２月からは，アクション・プランである
「飯塚市新産業創出ビジョン」を策定し，
産学官連携の推進，起業家の育成，ベンチ
ャー企業支援，研究開発型企業の誘致等の
施策を現在に至るまで展開し続けている。
　　また，大学を誘致した結果，さらに大学
の研究成果を基としたベンチャービジネス
が興り，飯塚市も積極的にベンチャービジ
ネスを保護する政策を進めた。
（4）飯塚市再生の力となった市民運動
　　飯塚市が，上記のように産業構造の転換
を図ることができたのは，行政の政策のみ
によるものではない。飯塚市の現在の発展
は市民活動無しでは語ることができない。
　　1971年に，福岡県や総理府（現・内閣
府）が実施していた「青年の船」と呼ばれ
る交流プロジェクトに参加した市民が，
「船の会」と言う団体を作り，飯塚市独自
の「青年の船」プロジェクトを発足させ
た。この会は飯塚市内の地域社会交流の土
台の一つとなった。
　　さらに，1988年には飯塚市の「青年の
船」ＯＢを含めた市民約10人が中心とな
り，近畿大学の援助の下，市民が筑豊のよ
りよい地域づくりを考えるための「筑豊ゼ
ミナール」が発足した。さらに1992年には

同ゼミが基盤となり住民と大学の共同機構
である「筑豊地域づくりセンター」が設立
された。「同センター」は歴史，風土，産
業，暮らしと教育，住民自治，イベントの
各分野で明日の筑豊を考えることを前提
に，参加し学習するための組織であり，　
現在でも，同センターは市民の相互学習，
意見交換といった交流の場であり続けてお
り，市民間のネットワークの構築に重要な
役割を果たしている。
（4）小括
　　以上のように，飯塚市が財政破綻をする
ことなく，現在の発展を築き上げたのは，
産炭地域振興の補助金，交付金に依存せ
ず，早い段階で産業構造をうまく転換した
ことや，強い連帯による市民主導の街づく
りができていたからではないかと推認され
る。

参考文献
・「炭鉱　盛衰の記憶」（北海道新聞社，2003
年10月10日）

・田巻松雄「夕張は何を語るか　炭鉱の歴史
と人々の暮らし」（吉田書店，2013年11月
11日）

・杉山伸也・牛島利明「『日本石炭産業の衰
退』戦後北海道における企業と地域」（慶
應義塾大学出版会，2012年12月28日）

第５ 　補助金政策の改革と自立的
な原発立地地域再生策の構築
の必要性

　原発立地自治体を原発依存の不健全な財政
から解放し，自立した地方経済を回復するた
めには，電源三法を廃止することが不可欠で
ある。
　しかしながら，立地地域の収入の大部分を
担ってきた電源三法交付金が廃止されれば，
地域の経済の急激な疲弊と，自治体による地
域住民に対するサービスの急激な低下，更な
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る人口の流出などをもたらすことが懸念され
る。このため，国は地域が自立した健全な財
政を創出するまでの暫定的な支援策を講じる
べきである。
　その一つとして立地地域住民らから唱えら
れているのが「廃炉交付金」という構想であ
る。
　2011年10月21日付け朝日新聞は，こう報じ
ている。
　「東京電力福島第一，第二原発周辺の８町
村と各議会でつくる『双葉地方電源地域政策
協議会』が，21日に国に『廃炉交付金』を創
設するよう要望することがわかった。第一原
発の廃炉が決定的な中，廃炉後も交付金の配
分を受け，急激な歳入減を避ける狙いがあ
る。 
　双葉町，富岡町，川内村など８町村の首長
や議長らが21日に首相官邸や経済産業省など
を訪問。『廃炉後も地域の自立的発展が図ら
れるよう，新たな交付金制度を創設するこ
と』などを求める要望書を提出する予定だ。
　原発周辺自治体には立地を促す目的の電源
立地地域対策交付金などが支払われている。
だが，原発の運転終了で配分がなくなるた
め，各地の原発立地自治体でつくる『全国原
子力発電所所在市町村協議会』（全原協）は
1995年以降，廃炉後の交付金制度の創設を継
続的に求めてきた。 
　全原協の事務局を務める福井県敦賀市の担
当者は『現行制度では，稼働停止後の交付金
が考慮されていない。原子炉が完全に撤去さ
れるまで配慮してほしい』と話す。」
　廃炉交付金は，旧式・高経年炉その他の原
子炉を廃炉にした場合，廃炉後数十年間，一
定の交付金を支給するというものであるが，
地域が脱原発に向けて舵を切るための地域支
援策として，このような期限を区切った交付
金制度は必要であろう。
　産炭地域の場合は廃坑後，産炭地域振興臨
時措置法に基づき地方自治体に対して産炭地

域振興臨時交付金が交付されているが，廃炉
交付金の考え方も，それに倣ったものである
といえる。
　しかし，旧産炭地の現状は，本章の第４で
述べたとおり，様々である。
　福岡県飯塚市のように産炭地振興として大
学等の研究機関の誘致を行い，産業構造をう
まく転換させた例も存在する。
　その一方で，北海道夕張市は，産炭地域振
興臨時交付金を1967年から2001年にかけて合
計67億円を受給し，観光産業育成の名目で多
くの大規模な観光施設を建設したが，建設し
た施設の管理維持費，人件費，借入金の返済
が市の財政を圧迫するようになり，産炭地域
振興交付金が2001年で打ち切られてから数年
を経て，財政再建団体へと転落した。
　この夕張市の財政破綻は，交付金を頼りに
財政規模に見合わない過大な投資を行ったこ
とが原因であるが，交付金の支給には常にこ
うした危険がはらむことに留意しなければな
らない。
　国による経済的支援は地方独自の健全な財
政を創出するまでの一時的なものでなければ
ならないのである。
　確かに廃炉後の原発立地自治体の支援策と
して経済的支援は不可欠であるが，長期にわ
たる交付金の支出が自治体の交付金依存につ
ながらないよう，一律に原発が廃炉となる自
治体に，廃炉が完了するまで交付金を与える
のではなく，別のコア産業創出を目指す自治
体のみを対象とし，使途を地域経済の再生に
つながる事業の経費に限定するのが適切では
ないだろうか。
　新たなコア産業としては，特に既存の産業
資源（例：福井県敦賀市の港湾施設など）の
活用や，再生可能エネルギー資源の活用など
が考えられる。
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第６ 　人口減少と地方自治体の消
滅の予想

１　相次ぐ人口減少予測
　総務省が2014年４月15日に公表した人口推
計（2013年10月１日現在）によると，日本の
総人口は，１億2729万人であり，前年に比べ
21万7000人の減少（減少率0.17%）と，３年
連続で大きく減少している。自然増減は７年
連続の自然減少となっており，65歳以上の老
年人口の割合が1950年以降，初めて25%を超
えるなど少子高齢化に拍車がかかっている。
　そして，日本の人口が減ると，全国の地方
自治体の維持が難しくなるとの長期推計が相
次いでいる。
　国土交通省は2014年３月28日，2050年にな
ると，人口減少で日本の国土の約６割が無人
になるという試算を発表した。日本の面積約
38万 km2を１km2ごとに約38万ブロックに分
け，それぞれの人口推移を計算した。その結
果，今は約18万 km2に人が住んでいるが，
2050年にはその２割で人がいなくなり，６割
で人口が半分に減るとしている。無人の地域
は全体の約53%から62%に広がる計算であ
る。
　また，日本創成会議・人口減少問題検討分
科会（長期の人口動態を見据えた国のあり
方，国家戦略を検討することを目的として設
置された民間組織。元総務相で東京大学の増
田寛也客員教授ら大学教授や企業経営者から
なる。）は2014年５月８日，2040年には全国
1800市区町村の半分の存続が難しくなるとの
予測を発表した。

【出典：日本経済新聞2014年５月８日付記事】

　さらに，日本政策投資銀行の人口減少問題
研究会（将来の人口減少が地域経済，産業，
都市構造などに与える影響を分析するととも
に，人口減少に対応した地域の企業経営や自
治体経営の方向性，地域金融に期待される役
割を考えることを目的として設置，委員長は
樋口美雄慶応義塾大学教授）が2014年６月に
発表した最終報告書では，日本全体の過疎地
域は1970年代以降増加しており，社会的共同
生活の維持が困難になっている限界集落問題
が日本各地に広がっているとしている。

２　地方の人口減少の要因
　我が国は，若年層を中心に地方から大都市
（東京圏）への人口移動が激しく，戦後３度
にわたって地方から大都市圏に大量に人口が
移動した。日本創成会議は，このことが地方
の人口減少の最大要因であるとしている。こ
の人口移動は，累積すると1147万人（1954年
～2009年）もの膨大な数に上る。その特徴
は，移動した対象が一貫して若年層中心であ
ったことである。将来子どもを産む若年層を
「人口再生産力」とするならば，地方は単な
る人口減少にとどまらず，「人口再生産力」
そのものを大都市圏に大幅に流出させること
となったのである。その結果，地方は，加速
度的に人口減少が生じる事態となった。
　日本創成会議が着目したのは，出産に適し
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た年齢といえる「20～39歳」の女性の人口動
態である。2040年には全国の49.8％にあたる
896の市区町村で20～39歳の女性が5割以上減
り，このうち523市区町村は人口が1万人未満
になる。若年女性が高い割合で流出し急激に
減少するような地域では，いくら出生率が上
がっても将来的には消滅するおそれが高く，
「消滅するおそれがある」とされている。
　地方から大都市への人の流れを変えるため
には，地方において人口流出を食い止める機
能を強化すると同時に，一旦大都市に出た若
者を地方に呼び込む・呼び戻す機能の強化を
図ることが重要になっている。地方の持続可
能性は，「若者にとって魅力のある地域かど
うか」にかかっていると言える。

３　魅力ある地域づくりのための方策
　国土交通省は，行政や商業施設を一部地域
に集約して効率を高める「コンパクトシティ
ー」が必要になるとの方向性を強調してい
る。人が減る離島や山間地では，公共交通に
比較的お金がかからないバスを活用するなど
の施策を検討すべきだと考えているようであ
る。
　しかし，最低限の生活基盤にとどまらず，
「若者にとって魅力ある地域」をつくるに当
たっては，過疎化が進んでいる農山村にある
資源の活用が鍵の一つを握る。地方において
は，農林水産業を地域産業の一つとして位置
付け，その立て直しを図る必要がある。とり
わけ林業に関しては，世界の森林が減少して

いく中で，日本においては戦後営々と植林し
た森林資源がまさに使いごろになっていると
ともに，使うことによる手入れを進めること
で国土保全上も大きな効果が出る状況となっ
ている。このため，住宅や公共建築物への地
域材利用の推進，中高層ビルを木造で建築で
き る 素 材 で あ る 国 産 材 CLT（Cross 
Laminated Timber）の利用拡大，木材の輸
出促進に取り組むとともに，木質バイオマス
等のエネルギー利用を推進するなど，木の
様々な部位をもれなく活用し，地域資源に立
脚した，山村地域に雇用を生み出す政策を推
進していく必要がある。
　後述するように，各地域に存在する再生可
能エネルギー資源を活用することは，脱原発
後の原発立地地域を含む過疎化に悩む全ての
地域にとって，地域再生を図る上で重要な鍵
を握るのである。

　参考文献
・2014年３月29日付朝日新聞，同日の国土交
通省発表について

・2014年３月29日付ハフィントンポスト記
事，同日の国交省発表について

・2014年５月８日付日経新聞記事，同日の日
本創成会議発表について

・日本創成会議・人口減少問題検討分科会ホ
ームページ（2014年５月８日）

・日本政策投資銀行ホームページ・人口減少
問題研究会最終報告書（2014年６月）
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第１ 　遍在する再生可能エネルギ
ーと地域再生

１　遍在する再生可能エネルギー
（1）再生可能エネルギーとは
　　再生可能エネルギーとは，一度利用して
も比較的短期間で再生が可能であるため，
持続的に利用できるエネルギーをいう。
　　再生可能エネルギーとしては，次のよう
なものがある。
①　太陽熱・太陽光
②　風力
③　水力
④　地熱（温泉，地中熱）
　⑤ 　大気中の熱その他自然界に存在する
熱

　⑥ 　バイオマス（動植物に由来する有機
物であってエネルギー源として利用で
きるもの。例として，木質バイオマ
ス，家畜排泄物，農業系有機廃棄物，
生ごみ，海洋バイオマス）

　⑦ 　海洋（波力，潮汐力，温度差，濃度
差）

　　（ただし，「エネルギー供給事業者によ
る非化石エネルギー源の利用及び化石エ
ネルギー原料の有効利用の促進に関する
法律」上の定義には，⑦は含まれていな
い。）

（2）遍在する再生エネルギー
　　これらの再生可能エネルギー源は，その
種類や量に地域ごとの特色があるとはい
え，全国に遍く存在している。
　　問題は，これらを，地域の再生可能エネ
ルギー源であるときちんと認識して，地域
の資源として活用していくのか否かであ
る。
　　たとえば，後述するとおり，オーストリ
アよりも日本の方が，国土に対する森林の

被緑率が高いにもかかわらず，オーストリ
アでは，木質バイオマスの熱利用が盛んに
なされているのに対し，日本では，あまり
利用されていないという現実がある。
（3）電力だけでない再生可能エネルギー
　　再生可能エネルギーの利用というと，
往々にして「発電」の代替エネルギー源と
してのみ想起しがちである。日本の再生可
能エネルギー政策も電力偏重の側面が否め
ない。そのような政策の中で，再生可能エ
ネルギーによる発電の不安定さのみが強調
されて批判の的となり，それが再生可能エ
ネルギーの利用を妨げる要因と認識されて
いる。

　　しかし，発電利用のみに着目して批判す
るのは誤りである。再生可能エネルギーの
利用は，熱としての利用が重要である。

　　一般消費者用のエネルギー利用は，熱の
需要が大きく，特に，家庭用エネルギー
は，全国平均で約６割が，暖房・給湯など
の熱利用であり，かつ，低温熱の利用であ
る。

　　ところが，近年，オール電化などと銘打
って，熱の電化が急速に進められてきた。
大量の廃熱を捨てて発電された電気を，ま
た熱に戻して使うことは，きわめて非効率
的なエネルギー利用であり，熱の非電化が
求められている。

　　この点，太陽熱，地熱，バイオマスなど
は，熱としての利用に優れた再生可能エネ
ルギーである。

　　再生可能エネルギーを熱として利用する
ことにより，熱の非化石化，非電化を促進
することが可能となる。再生可能エネルギ
ーの熱としての利用は，まさしく，エネル
ギーの地産地消であり，エネルギーの特性
に応じた効率の良い，持続可能な利用にも
資するものである。

第２節　地域再生の手段の一つとしての再生可能エネルギーの利用
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　　後述するオーストリアや北海道の下川町
では，木質バイオマスによる地域熱供給が
行われている。都市部でも，東京都環境局
は，「熱は熱で」のキャッチフレーズの
下，太陽熱利用を推奨している。

２ 　地域再生の手段の一つとしての再
生可能エネルギー―その利用効果

　この再生可能エネルギーの利用が，地域再
生の手段として着目され，オーストリア，ド
イツなどの欧州各国で実践されており，国内
の各地でも取り組まれている。
　では，再生可能エネルギーの利用が，どの
ようにして地域の再生と結びつくのであろう
か。
（1）地域内循環型経済の構築
　　石油など化石燃料の購入代金は，地域外
に出て行き，最終的には，国外すなわち産
油国等へと渡る。
　　また，原子力発電など地域外の大企業が
運営する大型発電施設を誘致しても，発電
による事業利益は，地域外の企業が得る。
　　これに対し，地域で産出される再生可能
エネルギーを利用する場合，高額な化石燃
料の購入費用を節約するだけではなく，再
生可能エネルギー資源の購入費用が，地域
のエネルギー生産者に支払われることで，
地域内に利益が残る。こうして，地域内で
お金が循環し，地域の経済的自立が促進さ
れる。
　　再生可能エネルギーの利用は，理念やボ
ランティアとしてでも，単なる象徴として
でもなく，経済的利益と結びつくことによ
って，地域に根付いた持続的な利用として
結実する。
　　オーストリアのシュタイヤーマルク州の
農業林業会議所は，経済的利益獲得手段と
しての木質バイオマス利用を打ち出し，実
践してきた。
　　そして，経済的効果が現実に，目に見え

る形で現れることで，バイオマス利用が促
進されてきた。

　　また，再生可能エネルギーの利用を促進
するについては，地域の金融機関の役割が
期待されている。
（2）地域内での雇用を促す
　　再生可能エネルギーは，地域でエネルギ
ー源を生み出し，それを地域内で利用する
ものであり，これらに関連した産業基盤
が，地域内で作られることになる。

　　すなわち，エネルギーの生産，加工（た
とえば，木質チップやペレット），設備の
開発，設置（インストール），エネルギー
供給インフラの整備，メンテナンス等の産
業が地域で育成され，雇用の創出につなが
ることが期待される。

　　交付金による箱物行政が，建設時の一時
的な効果しか及ぼさないばかりか，その維
持費で地方財政を疲弊させる例がみられる
のと異なり，再生可能エネルギーの利用
は，地域での産業基盤そのものの確立と雇
用の創出に資する。そして，地域に働く場
ができることは，人口の流出・減少をくい
止める力になる。
（3）地域が主体になることによる効用
　　再生可能エネルギーの利用は，地域の主
体が施設を所有し，担い手となることで，
その利益が地域に循環する。地域外の大企
業がメガソーラーや大規模ウィンドファー
ムを設置しても，発電による利益は，大企
業に全て吸収されてしまい，地域に残らな
い。地域が所有してこそ，利益が地域に残
るのである。

　　また，地域が主体になることは，地域の
エネルギー政策を地域住民の手で選択して
いくこととなる。このことは，街づくりな
ど地域のビジョンを主体的に決定していく
ことにも資する。

　　また，地域が主体となってこそ，再生可
能エネルギーの利用が，地域の自然と調和
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した，循環型の，持続的なものとして行わ
れることが可能となる。
　　さらには，建物の断熱化・低エネルギー
住宅の普及やエネルギーの効率的利用など
需要側のマネジメントも，地域の特性に応
じて行うことも可能となろう。

３ 　再生可能エネルギーの持続的利用
のために
（1）生態系との調和
　　再生可能エネルギーの利用は，地域の自
然や生態系と調和するものでなければなら
ない。また，そうであってこそ，持続的な
利用が可能となる。
　　例えば，木質バイオマス資源を得るため
に，成長量以上の大量伐採を行ったり，生
物多様性や生態系保護のために保全すべき
森林の伐採を行ったりすることがあっては
ならない。太陽光発電施設のために森林や
農地が破壊されることは回避すべきであ
り，小水力，地熱・温泉，風力などの利用
も収奪型ではなく，自然と調和するもので
なければならない。
　　そのためには，事前の環境アセスメント
や稼動中のモニタリングなどが必要であ
る。
（2）電力に偏重した再生可能エネルギー政
策の問題点

　　日本でも再生可能エネルギーで発電され
た電力の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）
の運用開始とともに，これによる利益を見
込んだ地域が，地域外企業によるメガソー
ラーなどの大規模施設を誘致したり，発電
のみを行う木質バイオマス発電所を建設し
たりする動きがみられる。
　　確かに，ＦＩＴは，再生可能エネルギー
の発電利用を促進する側面はあるものの，
それ故に過渡的なものとの側面もある。
　　また，ＦＩＴの利益のために，発電のみ
の非効率的な再生可能エネルギー利用が行

われたり，地域の自然と調和しない大規模
な施設が作られたりすることは，地域の資
源や自然を破壊し，地域における循環型社
会の確立を阻害することにもなりかねな
い。

　　地域外企業のメガソーラー等の大規模施
設の誘致は，地域外に利益が出て行く結果
をもたらし，地域の産業基盤が育成されな
いという弊害を招く結果ともなりかねな
い。

４　結語
　地域にある再生可能エネルギー資源を地域
が主体となって利用していくことに，これか
らの地域再生の鍵がある。
　そして，そのことは，循環型社会の実現に
も資するものである。
　しかし，前記のとおり，再生可能エネルギ
ーの利用は資源の特性に応じた持続可能な形
態で行わなければ，地域の資源を奪い環境を
破壊することとなり得る点には注意が必要で
ある。

　参考文献
・小澤祥司「エネルギーを選びなおす」（岩
波書店，2013年）

・三浦秀一「足元の豊富な資源，森林バイオ
マスを見直す」（室田武ほか「コミュニテ
ィ・エネルギー」（農文協，2013年，209頁
以下）所収）

・大友詔雄「自然エネルギーが生み出す地域
の雇用」（自治体研究社，初版，2012年）

第２ 　海外における地域循環型再
生可能エネルギーの活用例
（オーストリア調査報告）

　2014年５月26日から30日まで，実行委員会
メンバー10名はオーストリアを訪問した。原
発を国民投票で排除し，独自の森林資源によ
るバイオマス再生可能エネルギーを活用する
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現場を見聞することで，脱原発後の地域再生
を考えるヒントを得るためである。

　一行の視察日程は次のとおりである。
５月26日（月）　ウィーン及び近郊
午前　オーストリア農業・林業・環境・
水経済省（略称「生命省」）
午後　ツヴェンテンドルフ原発跡
５月27日（火）　シュタイアーマルク州及び
ケルンテン州
午前　グラーツのシュタイアーマルク州
農業林業会議所
午後　オフナー社（製材会社）
　　　 コンラッド社（林業機械製造会

社）のタワーヤーダー使用現場
　　　 RZ 社の木質バイオマスペレット

工場
５月28日（水）　シュタイアーマルク州（グ
ラーツなど）
午前　ハインツ・コーペッツ氏（世界バ
イオエネルギー協会代表）インタビュ
ー
午後　バイオマスホフ（バイオマス燃料
スタンド）
　　　州立林業研修所
５月29日（木）　シュタイアーマルク州
午前　地域熱供給システムの見学

午後　フベルト・クラムラー氏（地元の
林業家）訪問

５月30日（金）　シュタイアーマルク州及び
ブルゲンラント州
午前　KWB社（バイオマス暖房のボイ
ラーを製造・販売）

　　　ROTH社（ボイラー設置業者）
午後　木質バイオガス発電施設

１ 　オーストリア農業・林業・環境・
水経済省（略称「生命省」）

　ウィーン市内にある同省において，エネル
ギーの統計担当（特に再生可能エネルギー関
係）であるシュテファン・ウエズリー氏
（STEFAN WESSELY），及び，原子力部門
に在籍するトーマス・アウグスティン氏
（THOMAS AUGUSTIN）と会見し，オース
トリアのエネルギー事情について質疑応答を
行った。
　その内容は以下のとおりである。
（1）シュテファン・ウエズリー氏
≪説明≫
①　オーストリアのエネルギー供給につ
いて

　　エネルギーミックスに占める再エネは
23％。その７割は水力とバイオマスだ。
2002年にエコ電力法が施行され，近時，
太陽光と風力が伸びている。2020年まで
に再エネ割合を34％に引き上げる義務を
負っている。
②　エネルギー消費について

　　家庭で４分の１を消費している。化石
燃料は減少。ヒートポンプと省エネ（断
熱）が拡大している。
③　再エネが伸びた３つの原因

　　化石燃料の価格高騰。エネルギー効率
の向上。経済力の変化。
④　再エネ増加の効果について

　　経済効果は60億ユーロと算定されてい
る。３万9000人の雇用を生んでいる
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（2014年）。雇用効果の半分はバイオマス
分野におけるもの。1600万ｔの CO₂ 削
減につながっている。
⑤　国の補助金・助成金制度
　　気候エネルギーファンドで８億5000万
ユーロ（2007－2013年）を助成。３万
5500か所の太陽光発電施設を建設した。
　　環境保護補助プログラムでは企業だけ
ではなく，個人にも補助している。
⑥　エコ電力法
　　2002年に固定価格買取制度を導入し
た。年間予算は現在5000万ユーロ。
　　電力の66％は再エネで発電されてい
る。これをEUの20／20／20目標に基づ
き，20年までに85％に上る目標を立てて
いる。
⑦　グリーンジョブ
　　４年前に「グリーンジョブ・マスター
プラン」を作成した。再エネ分野の雇用
は伸びている。バイオマスは可能性が大
きい。環境保護を主目的とする職業を
「グリーンジョブ」と EUで定義してい
る。
≪質疑≫
①　いずれ再エネ100％にすることはで
きるか？

　　「『100％再エネ』というビジョンは存
在する。現実的なものではない。島国で
はないため，隣接国の電気が安ければ他
国から入ってくる。」
②　熱利用の現状と目標は？
　　「産業や家庭などカテゴリーがたくさ
んあって，統計を取るのが難しい。」
③　太陽熱の利用の伸びが落ちたのはな
ぜか？

　　「太陽光が急伸しており熱利用と競合
している。太陽光技術はどんどん進化し
ているのに対し，熱利用技術はそれほど
進展していない。」
④　森林バイオマスの将来的な利用の可

能性は？
　　「石炭や石油の価格に左右される。現
状は，価格は安くなっている。木質ガス
化はギュッシング村（同国南東部）の研
究開発センターがある。まだ研究途上で
ある。」
⑤　エコ電力法の予算は誰が決めている
のか？

　　「経済大臣が環境大臣の同意のもとで
決めている。実情は経済大臣の声の方が
大きい。」
⑥　森林バイオマス利用のポテンシャル
は？

　　「生命省にはバイオマス部署がある。
自分は，その専門ではない。ただし，オ
ーストリアはまだポテンシャルはある。
連邦森林経済法の伝統が長い。」
⑦　ヒートポンプとは？

　　「環境中の熱を利用する技術。地域熱
供給網の45％は木質バイオマスを熱源と
している。黒液は製紙工程で出る廃液。
これでコージェネ発電をおこなってい
る。」
⑧　オーストリアがEUに政策的な働き
かけを行っている例は？

　　「いま EUは2030年目標の設定に向け
て取り組んでいる。そこに貢献してい
る。」

ウエズリー氏（右）とアウグスティン氏

（2）トーマス・アウグスティン氏
（THOMAS AUGUSTIN）
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　　2000年から原子力部門に勤務。法学部
卒。
≪説明≫
①　オーストリアの原子力政策
　　オーストリアは，脱原発というよりは
「反原子力」（Anti-Atom）である。反原
子力は，技術の問題ではなく，政治の問
題である。オーストリア国民は国民投票
で原子力発電所を使わないと決めた。
1999年には憲法に反原子力を明記した。
原子力を使おうという政治家はいない。
しかし，周辺国では原子力を使っている
ので，他との行き来は続けている。
②　チェルノブイリ原発事故後
　　近隣諸国と原発の事故情報と政策情報
について２国間協定を結んでいる。施設
建設，法律などが対象になる。１年に１
回，会議を行う。専門家間のパイプもあ
る。地理的に近い国，安全面で疑わしい
原発を保有している国とは年に１回以
上，安全に関するダイアローグを行って
いる。他国の環境アセスにも参加し，環
境影響についての分析を行っている。ト
ルコの原発建設の環境アセスにも参加。
　　エスポー条約に基づいてコンタクトを
とり，情報の公開を求める。専門家の意
見を聞き分析結果を発表。
　　市民も意見を述べる。
③　エネルギーパートナー制度
　　EUの新加盟国に対し，原子力ではな
く再エネを使うためのアドバイスを行っ
ている。これはオーストリア企業の進出
にもつながる。チェコ，ハンガリー，ベ
ラルーシ，ウクライナ，ブルガリアなど
EU各加盟国は，様々なエネルギー計画
を有している。オーストリアは，原発保
有国に対して，安全対策，環境対策で働
きかけをおこなっている。
④　透明化と参加
　　昔は，原発の情報は一切出回らなかっ

たが，現在は透明化がはかられた。
　　国民への情報提供は肯定的な結果，す
なわち合意をもたらすことを示した。
⑤　福島第一原発事故後　

　　オーストリアは福島第一原発事故の影
響を受けていない。もともと反原子力で
あった。

　　原発を使っている国々では３年経過
し，冷めてきた面がある。原発推進国が
最近力を増している。これらの国々は自
国の原発は安全，気候保護のために必
要，と主張。

　　ある研究では脱原発でも2030年の気候
保護は達成可能としている。

　　EUでは，新しい原発の建設計画は進
んでいない。エネルギー市場において原
発は建設コストが高すぎる。投資リスク
を負うことはできない。

　　EUに原発向けの補助金を要求した国
があるが，オーストリアは激しく反対し
た。実現しなかった。
⑥　原子力賠償責任法

　　オーストリアの原子力責任法は責任額
に上限はない。国も責任を負う。これは
モデルになるはずだ。原発事故の補償や
責任についてEUで議論をおこなってい
る。オーストリアの立場は，しっかり伝
えていく。
⑦　原発由来電力の輸入について

　　オーストリアは，外国から原発由来の
電気を輸入している。オーストリアで
は，自由に電力の購入先を選べる。料金
の安さから，原発由来の電気を選ぶ人が
いる。

≪質疑≫
①　オーストリアには原発はない。原子
力専門家の人材育成はどうしている
か？

　　「必要に応じて，全世界から専門家の
協力を要請している。専門家を雇うこと
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もある。」
②　原発由来の電気の輸入量の統計はあ
るか？

　　「『グレーの電気』と呼ばれる電力に原
発電力が入っている（20％）。統計上は
原発の割合はわかる。はっきりとした数
字は，持ち合わせがない。」
③　発電源表示法は原発電力の排除につ
ながるのか？

　　「今度の法律で，どこの由来の電気か
表示することが義務付けられた。『グレ
ーな電気』ではなく，『黒い電気』であ
ることが明らかになる。しかし，原発電
力の買い付けは禁止されていない。産業
界では安い電力を選ぶことも多い。が，
割合は少ない。」
④　隣接国との協定ではオーストリアに
拒否権はあるのか？

　　「情報を受け取って意見を言う。しか
し拒否権まではない。」
⑤　まずい情報が隠されるのでは？
　　「各国に原子力安全機関がある。原子
力安全機関は，事業者からは独立してい
る。情報を隠していた場合には，事業者
を罰する条項もある。福島第一原発事故
の結果，厳しい『ストレステスト』が実
施された。」

２ 　ツヴェンテンドルフ原子力発電所
跡

　26日午後，ウィーンの西北西約40km，ド
ナウ川のほとりに位置するツヴェンテンドル
フ原発跡を訪問した。
　オーストリアでも，日本と同様，石油，石
炭，天然ガスの埋蔵量は少なく，化石エネル
ギーの輸入に頼らざるを得なかった。1970年
当時，水力発電の開発は既に限界となってお
り，エネルギーの輸入依存度を減らすため，
1970年当初から，原発の計画が進められた。
ツヴェンテンドルフ原発は，オーストリアで

最初の原発として計画され，実際に完成に至
ったが，結局，後述のように一度も使われな
かった原発である。
　1972年４月に建設が開始され，1977年秋に
建設が完了した。沸騰水型原子炉（BWR）
であった。計画されていた６か所の原発の最
初の一つとして建設が始まった。当初コスト
はおおよそ140億オーストリア・シリング，
現在価格ではおおよそ10億ユーロであった。
　ところが，完成直前に，放射性廃棄物の処
理や安全性など原子力発電に対する懸念が，
議会や国民の間で高まり，1978年11月，原子
力発電の是非をめぐって国民投票が行なわれ
た。国民投票では50.47%が原発の運転に反
対し，49.53%が賛成に投じた。その差，わ
ずか1％であった。国民投票の結果，この原
子力発電所は運転に入らないまま，廃止され
ることになった。
　その後，再利用の期待もあったが，チェル
ノブイリ事故の影響を受けて，オーストリア
政府は1986年９月23日，この原発の解体を指
示し，核燃料と幾つかの制御装置は売却され
た。1987年にはオーストリアで原子力禁止法
が制定され，以降これを保持しているとい
う。
　現在，この発電所跡は，オーストリアの電
力会社 EVNグループが保有しており，原子
力の教育施設，観光，エコフェスティバル，
映画の撮影等に利用されている。また，外に
は太陽光パネルが設置されている。
　オーストリアは，現在，脱原発を中核的な
外交政策に掲げ，EUのみならず世界に働き
かけている。
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　ツヴェンテンドルフ原子力発電所跡外観

　正門の脇の表示板で太陽光発電の発電量が
表示されている。

 　一度も稼働しなかった原子力発電所の敷
地で，太陽光発電を行っている。

　原子力発電所の構造が分かる断面図。原子
炉は１基のみである。

　原子炉圧力容器の周りをサプレッションチ
ェンバー（圧力抑制室）が取り囲む構造とな
っている。

　建屋構内への入り口部分。放射線測定器が
あり，防護服に着替えるスペースとなってい
るが，これは原発稼働時の想定である。現在
の見学の際にはヘルメットをかぶるのみでよ
い。
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　格納容器の上の部分である。上部にクレー
ンがあり，奥の燃料プールと原子炉の間の燃
料棒の移し替えを行う。

　燃料棒の集合体の模型。この施設は，本物
の原発施設であり，かつ，稼働しておらず放
射線の危険がないため，原子力発電所のメン
テナンスの研修などが行われている。

　核燃料プール。

　圧力容器が収まる空間を上部から撮影した
もの。本来であれば，蓋がされることにな
る。

　サプレッションチェンバーの内部。本来で
あれば，水がある空間である。

　圧力容器の下部の空間。制御棒を上下させ
るためのポンプが設置されるところであり，
無数の配管がある。
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　タービン建屋。タービンは３基あったが，
内１基は売却したとのことである。

　タービン。蒸気はこのタービンを通り，復
水器に至る。

　指令室内部。1970年代の当時のままであ
り，年代を感じさせる。

　指令室内部

３ 　シュタイアーマルク州農業林業会
議所

　オーストリア南部，シュタイアーマルク州
の州都で，オーストリア第２の都市であるグ
ラーツに移動した一行は，ここを拠点に，オ
ーストリアの林業及びバイオマスによる地域
循環型再生可能エネルギー活用の現場を視察
した。
　まず，全体像を把握すべく訪れたのが，シ
ュタイアーマルク州農林会議所である。
（1）シュタイアーマルク州農業林業会議所
の概要

　　シュタイアーマルク（Steiermark）州
は，オーストリア共和国を構成する９つの
連邦州の１つである。州都はグラーツ
（Graz），州の人口は118万人，面積は１万
6392km2である。

シュタイアーマルク州の位置

　　オーストリアにおいて，農地及び山林の
所有者は，農業林業会議所への所属が法律
上義務付けられている。農業林業会議所で
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はバイオマスの普及促進のようなことを行
っている。農業団体がバイオマスを利用す
るというコンセプトを立ち上げたのはここ
である。
　　一行は世界遺産にも指定されているグラ
ーツ旧市街の一角にある同所を訪れ，クリ
ス テ ィ ア ン・ メ ッ シ ー ナ（Christian 
Metschina）氏の話を聞いた。

会議所が入る建物の外観

（2）近年のシュタイアーマルク州における
バイオマス利用の状況
①　オーストリアの再生可能エネルギー
利用の状況

　　シュタイアーマルク州の森林割合は
61.4％であり，オーストリアで一番高
い。この森林割合は日本とほぼ同じであ
る。
　　オーストリアの再生可能エネルギーの
割合は31％である。日本は電力となる資
源の96％を外国から輸入している化石燃
料に依存しているが，25年前まではオー
ストリアも同じように輸入に依存してい
た。しかし，オーストリアでは輸入への
依存をやめるために再生可能エネルギー
の普及に力を入れている。
②　原子力発電に関して
　　オーストリアはツヴェンテンドルフ原
発を建設した後に国民投票で脱原発を決
定した国であり，原発の話題にはとても
敏感な国民性を持っている。福島第一原

発事故に関しては，オーストリアでも大
きな話題となった。福島第一原発事故
後，EUでの福島第一原発事故に関する
インターネット検索の80％はドイツとオ
ーストリアでされていたくらいである。

販売していたジュース。自然のみずみずしい味がし
た。

③　農業林業会議所について
　　森林所有者及び農地所有者は，法律上
会議所への加入を強制されている。運営
資金は，会員の納める会費，国や州から
の助成金，及び事業収入の三つである。

　　会議所では，エネルギーの事業を行っ
て収入を得ている。シュタイアーマルク
州で作られた農産物の販売促進や，再生
可能エネルギー利用の普及促進，農業体
験のプログラムも行う。私の部署は森林
部だが，バイオマスや森林の管理も担当
している。バイオマスや風力，太陽光の
施設を作る際は設計計画の段階から当会
議所が関与し活躍する。

　　バイオマスエネルギーの資源は森林で
ある。森林所有者との関係が築けなけれ
ば，バイオマスは普及できない。
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メッシーナ氏

④　農業林業会議所の会員と職員
　　当会議所の職員は約400人おり，会員
は約４万5000人いる。
　　400人の職員のうちの100人は本部にい
る。残りの300人はこの建物の中で働い
ているのではなく，林業家や農家の現場
に行ってコンサルティングを行ってい
る。ペレットストーブや薪ストーブを使
った場合に価格変動があるかという点や
技術面等に関してのアドバイスをする。
費用対効果の説明が必要である。バイオ
マスのことが分からなければこれを使う
気持ちにもならないのであるから，資料
を持参して分かりやすく説明し，再生可
能エネルギーを利用したいという気持ち
にさせる。このように農家林業家の意識
を高めなければ，再生可能エネルギーを
普及させることはできない。
　　会議所は，森林の現場の訓練・教育の
場でもある。林道の建設も行う。若い人
が学べる場がなければ，再生可能エネル
ギーの将来性は見込めない。
⑤　林道
　　シュタイアーマルク州の森林は100万
ha あるが，林道がなければ何もできな
い。林道を作る際は農家と話をして作
る。林道建設費の50％は国が負担し，50
％は農家が負担する。１ha の森林に55
ｍの林道が作られる。
　　シュタイアーマルク州の林道は全部で

３万 kmある。林道の幅は様々だが，最
低でもトラックが走れる幅である４ｍは
ある。
⑥　山林組合

　　会議所がバイオマスの普及を促進する
上でのパートナーとなっているのは山林
組合（Waldverband）である。山林組合
は法律上強制加入となっておらず，森林
所有者のうち森林を実際に伐採する人
（40079人中12190人，約25％）しか加入
していない。山林組合はシュタイアーマ
ルク州の郡別にあり，本部はグラーツに
ある。

　　山林組合は製材会社から木材の買付け
を受け付けている。製材会社にとって
は，山林組合を通した方が買取価格が５
～10％高くなるものの，個々の林業家に
連絡をしなくとも大量の製材を安定して
購入することができるという利点があ
る。また，林業家にとっても，直接製材
会社に売るよりも山林組合を介して売る
方が高額かつ安定した価格で製材を売る
ことができるという利点がある。

フロア案内。本日の予定として「日本から弁護士代
表団来訪」とドイツ語で記載されていた。

⑦　オーストリアにおける林業
　　オーストリア850万人の人口のうちの
30万人が木材関連業界で働いている。シ
ュタイアーマルク州では，観光業の次に
大きい産業が木材関連であり，全体の１
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割を占める。観光業や建設業がなければ
オーストリアはやっていけないと考えて
いる一般人が多いが，木材関連業はオー
ストリアの経済的な柱の一つである。
　　２週間後にグラーツの広場で森林に関
するフェスティバルが行われる予定であ
り，テレビやラジオの中継も行われる予
定である。
⑧　日本との共通点
　　オーストリアの森林の樹種はモミの木
とトウヒの木がメインである。オースト
リアの特徴は森林のほとんどが山，斜面
にあることであり，これが日本との共通
点でもある。したがって，我々はスウェ
ーデン等に行っても平地ばかりなので勉
強にならない。オーストリアで林業をす
ることはスウェーデンでするのとはわけ
が違う。架線技術が多用されている。
⑨　バイオマス普及のための制度
　　EU とオーストリアで導入されてい
る，地方の経済を発展させるプロジェク
トがあり，このプロジェクトの費用の30
％は国が負担している。そのため，政治
家の理解を得ること，予算の確保が重要
である。2014年から2020年までが次の助
成金の期間となる。助成金を申請する際
は，何に対して助成金が欲しいのか報告
をすることが必要となる（例えば林道の
インフラ整備，木材の伐採や搬出，木質
バイオマスの提供，森林の情報提供，訓
練・教育等）。

　　シュタイアーマルク州の森林所有者の
中の大多数を占める小規模森林所有者の
中には，森林の価値を分かっておらず，
森林を十分に利用できていない人が多
い。このような森林所有者には，所有す
る森林の航空写真を撮影して見せ，木の
経済的価値を教えて，利用を勧めてい
る。
　　こうすることで，所有者は必要とされ

る対策が分かり，自分でできないことで
あれば誰に依頼すればよいのかが分かる
ようになる。このようにして，毎年約
350人の所有者を訪問している。その際
には，資料を見せるだけではなく，一緒
に森に入って一日見てくると，所有者の
意識が変わる。この相談料にも国の補助
（70％）があり，所有者の相談料の負担
は１ha あたり20ユーロである。
⑩　オーストリアのエネルギー自給率

　　このような取組みを行い，再生可能エ
ネルギーの割合が35％となっているにも
かかわらず，なおオーストリアは外国に
エネルギーを依存しており，そのために
年間130億ユーロを外国に支払ってい
る。オーストリアの人口で割ると，一人
あたり2000ユーロの負担となる。地方に
行って住民に一人当たり2000ユーロを支
出しているのだと説明すると，「おかし
いな」と実感を持ってもらえる。

　　しかし，バイオマスをきちんと利用す
れば依存率はもっと低くなるはずであ
る。

会議室の様子

⑪　バイオマス燃料
　　木質チップは，2000年頃は天然ガスや
石油とほとんど同じ価格だったが，現在
は石油の価格が激しく上昇している。し
かし，現在においてもオーストリアで
100万世帯は灯油ボイラーを使用してい
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る。
　　1960～1970年代の一般家庭における灯
油代は年間3000ユーロであったが，現在
同じ一般家庭でペレットボイラーを使用
すると年間1500ユーロくらいと半額です
む。ペレットボイラーは設備費用が高く
15000～17000ユーロかかる。これに対し
て，灯油ボイラーは5000ユーロ。バイオ
マスボイラーは高価なので，政府が25％
を補助している。
⑫　大規模伐採のおそれ
　　使える資源を知ることが重要である。
木材資源は，ある。木材資源の所有者は
４万5000人おり，そのうちの48％は５
ha 以下の森林の所有者である。50ha 以
上の所有者は既に理解できているので説
明は不要である。48％の所有者に話をし
てバイオマス利用に関して納得をさせる
のが大変な作業である。
　　バイオマス利用はいいが，そこまで森
林資源はあるのか？という疑問を持たれ
ることがある。しかし，年間の伐採量は
2500万 ha であり，伐採率よりも成長率
の方がまだずっと大きい。成長率が大き
いのは，連邦森林法の条件が非常に厳し
いからである。伐採量と成長量を厳しく
管理し，伐採量の方が上回ることがない
ように，大企業の大規模伐採が行われな
いようにしている。
　　森林を伐採せず全部保護しろ，と主張
するNGOもあるが，それはおかしい。
木を切らなければ，ジャングルのように
なるだけであり，持続可能ではない。保
護林がより CO₂ を吸収するということ
でもない。
⑬　家庭におけるバイオマス利用
　　一般家庭で人気があるのは薪ストーブ
である。低エネルギーの家が多く，薪ス
トーブとヒートポンプを使用している。
ヒートポンプはエネルギー消費の多い家

ではあまり意味がない。
⑭　地域熱供給システム

　　地域熱供給システムは，20年前は誰も
何のことか分からなかったが，現在は浸
透してきている。バイオマスの燃焼技術
の進展は著しい。

　　例えば，３人の農家が投資して実施し
ている地域熱供給システムは，顧客の中
に教会や居酒屋，学校があり，500kW
を供給している。その費用は熱供給の配
管も含めて25万～28万ユーロである（日
本で同じことを行おうとすると１億円以
上かかる。2005年の山形県最上町の例）。
30％は国が補助し，競争もあるので，価
格はこれくらいに抑えられる。８年間使
用したら投資額を回収できる計算だが，
これは成功例であり，もちろん失敗例も
ある。農家は，自分の森林から木材を切
り出して持ってきて利用している。
⑮　バイオマス活用の意義

　　地元のエネルギーをできるだけ使う。
輸入するとしても，必要最小限にする。
地域でやれば，お金を外に出さずに，地
域の中で循環させられる。

４　オフナー社（製材会社）
　同日午後は，シュタイアーマルク州からお
隣のケルンテン（Kernten）州のウォルフス
ベルク（Wolfsberg）市に移動し，製材会社
オフナー社（Johann・Off ner 社）の広大な
敷地と丸太の選別ライン，製材ライン等を視
察した。
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広大なオフナー社の敷地

（1）会社の概要
　　オフナー社は，元々は金属機械の製造業
者で250年の歴史を有しており，現在の経
営者は９代目となる。130年前に製材業に
進出したが，オーストリアでも１番大きな
製材会社である。１年間で80万本の丸太を
製材している。ただ，最近はオーストリア
の景気がそれ程よくないので，今年は65万
本を見込んでいる。2007年に新工場を建設
し，新工法を導入して効率よく運営してい
る。工場の敷地は15ha で，従業員は115人
おり，８時間労働の２交代制で作業に従事
している。
　　製材される原木の丸太は，工場周辺
60kmの地域から購入して搬入している。
材木の搬入はトラックと列車で行い，敷地
内には列車専用のレールが設置されてい
る。モミとトウヒの木だけを扱っている。
　　製材した材木の40％を国内で建設用に販
売し，30％はアラブ，中近東，北アフリカ
へ輸出し，20％はイタリア，フランスなど
隣接国へ輸出している。日本へも５～６％
くらいの材木を輸出し，主に北海道で建設
用のパネル材として使用されている。
（2）工場内の様子
　　敷地内には大量の原木（丸太）があちこ
ちに高く積み上げてあり，そこへ丸太を積
み込んだ大型の連結トラックが入ってく
る。搬入される丸太の70％はトラックで，

残りの30％は列車で運び込まれる。敷地内
に搬入された丸太は，フォークリフトのよ
うな大型の機械で掴み挙げられて，選別ラ
インに運ばれる。

搬入される原木

大口径の丸太

原木丸太の選別

　　選別ラインに乗せられた丸太が次から次
へと運ばれてきて，表皮を剥ぎ，両端の一
部を削って製材に適した材質か否かをチェ
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ックする。オペレーターが，この過程をモ
ニター室で監視している。丸太の値段は上
端と下端の真ん中部分の太さによって決ま
り，その価格を林家に支払う。そして，丸
太の１本ごとに両端の写真を撮り，品質の
確認資料として保存する。
　　丸太は，品質の善し悪しに分類され，ま
た太さによって選別されるシステムとなっ
ており，２台のレールに乗って運ばれ，ス
トックヤードに落とされる。丸太の太さは
20cmから１cm単位で選別され，その後，
同じ太さの丸太の山に積まれる。
　　太さによって選別された丸太は，少し離
れた製材ラインに運ばれて，そこで製材さ
れる。製材ラインも全自動で，注文者の要
求に合わせて大きさや，長さ，厚さなどを
決めて効率よく様々な板にカットすること
ができる。

丸太の裁断はオートメーション

角材への加工も全自動化

　　搬入された丸太は太さ，長さなどが測定

され，長さなどを検品する。木の中に金属
（例えば，狩猟用の銃弾）があるかないか
もチェックし，不適当な丸太を選別する。
その後，丸太を三次元で測定したデーター
に基づき，効率よくカットするための図面
を設定し，その設定に従って次々に丸太を
カットして行く。製材ラインで使用してい
る機械は，ドイツ製で Linck という会社の
作ったものを導入している。丸太のカット
は全て機械が行い，人は監視するだけ。製
材過程で出た木くずなどは，コンベヤーで
運ばれて集められ，近くに隣接している製
紙会社などに販売している。

木屑・チップも売却する

　　丸太のカット前には，乾燥はしない。
　　製材された板やボードは，その後，乾燥
室に搬送されて乾燥する。乾燥室は全部で
25あり，40万㎥の材木を乾燥することがで
きる。ここで４日間かかけて含水率12％ま
で乾燥する。乾燥には，隣接している製紙
工場から送られてくる温水を利用して行っ
ている。送られてくる温水の温度は120℃
だが，乾燥室内では75℃で乾燥させる。

　　そして，乾燥された材木は，もう一度検
品し，含水率を計測して，合格したものを
梱包して，国の内外に搬出されて行く。
（3）日本では最大級以上の事業所か　
　　オフナー社の規模には目を見張るものが
あった。日本の製材会社の視察をしたこと
はないからその比較をすることはできない
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が，思うに，日本の製材業関係の方が見た
としても，おおいに驚かれることであろ
う。当然に日本では最大級以上の規模の事
業所となるのではないか。
　　敷地内には，まるで要塞の塀のように，
大量の丸太が積み上げられており，大型の
運搬機械が何本もの丸太を掴んで運搬して
いる。また，敷地内には運搬用列車の専用
軌道も敷設されており，普通１日に１回，
原木の丸太を運び込み，製品となった材木
を運び出すための列車が運行しているとい
う。
　　丸太の選別も，また製材の過程も全て自
動化されており，オペレーターは１人くら
いしかいないという省力化されたシステム
となっていた。
　　世界的規模の製材工場とは，こういうも
のかと実感させられた視察であった。

５ 　「タワーヤーダー」による木材伐
採現場

　続いて一行は高性能林業機械を製造してい
るコンラッド社（Konrad 社）が機械で樹木
を伐採している現場へ向かい，伐採の実際を
視察した。その概要は，以下のとおり。
（1）作業現場の様子
　　昼食後，コンラッド社の担当者が運転す
る車に先導されて，伐採現場に向かう。舗
装された道路から未舗装の林道へ入る。対
向車とのすれ違いができないほどの幅の林
道を走ること数 kmで現場に到着する。
　　林道上には，タワーヤーダーと呼ばれる
高性能機械が台座の枠組みの上に設置され
ている。これは斜面での作業に適応できる
よう開発された機械である。クレーン車と
同様な形をした本体はオペレーション室と
長い腕があり，その腕の先に丸太を掴む３
本の爪とプロセッサーが付いていて，自由
自在に動かすことができる。

タワーヤーダーの現場

運転席・運転手

自由自在のプロセッサー
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タワーヤーダーの前面

　　本体はマウンティ40，プロセッサーはウ
ッディ60という名称で，いずれもオースト
リア製である。
　　伐採予定地には，タワーヤーダーを設置
した林道から下に向けてワイヤーが張って
あり，このワイヤー（架線）を使って林道
下の斜面で伐採した丸太を林道上に引き上
げる。ワイヤーには２本の金属製ロープが
付いたキャリッジが設置されており，１本
のロープで１本の丸太を縛り，１回に２本
の丸太を引き上げる。

斜面下から丸太を引き上げる

丸太を短く裁断する

 

　　２本のロープが絡まないようにするの
が，この作業のポイントだそうである。下
の斜面で伐採している人（２人）とオペレ
ーターが無線で連絡を取り合いながら，こ
の作業を行う。ワイヤーの設置には，３人
で２時間くらいかかり，取り払うのは１時
間くらいでできる。ワイヤーの有効範囲
は，長さ（奥行き）600ｍ，幅50～60ｍで
ある。我々が行ったときは，皆伐ではな
く，間伐の作業中であった。

　　ワイヤーで林道上に引き上げられロープ
を外された２本の丸太は，タワーヤーダー
の先に付いたプロセッサーで枝払い，表皮
剥きが瞬時に行われ，また一定の長さに玉
切りされる。

　　プロセッサーは，直径60cm までの丸太
を処理できる。切断された丸太は，製材
用，製紙用あるいはバイオマス燃料用に分
けられて林道脇に積み上げられ，また，枝
切りされた端材などもバイオマス燃料用と
して道端に集められる。

　　バイオマス燃料用木材の問題は，価格が
安定していないことである。今年は雪が多
く，多くの木が倒れてバイオマス燃料用の
木材が大量に出たため，価格が安くなって
いる。

　　製材用，製紙用に分けられた丸太は，１
か月くらいその場におかれて自然乾燥して
から，トラックで目的地に運ばれて行く。
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　　以上の作業が，実にテンポよく行われて
いた。
（2）タワーヤーダー
　　タワーヤーダーは，斜面での伐採用に開
発された機械で，作業コストの低減を目的
としている。年間1500時間作動させてい
る。組み立ては１時間くらいででき，機動
性があるので簡単に移動できる。オペレー
ターとなるには１年くらいかかり，クレー
ンの経験者なら早い。このシステムで大切
なのは，どこにロープを張りどのように伐
採するかの判断である。
　　機械の重量は24ｔで，ヨーロッパでは林
道で使用することができるが，日本では法
律上の制限があり20ｔまでしか山地には入
れない点が問題となる。　　　
　　この機械１台の値段は，40万ユーロ（約
5600万円）。違う種類の機械だが，昨年１
年間で日本に６台を販売した。高知県，宮
崎県などで，機械の操作について講習会を
開いた。故障については，日本の代理店が
対応するという。
　　現在，新しい機械を設計中でもっと燃費
のよいものを作りたい，と説明に当たって
くれた担当者は力をこめた。
（3）日本への導入が増える可能性も
　　今から10年前，関弁連の里山シンポジウ
ムの調査で，スウェーデンの林業を調査し
たことがある。スウェーデンでも樹木の伐
採には高性能林業機械が導入され，瞬時に
立木を伐採し，枝払い，玉切りを行ってい
た。しかし，オーストリアと違うのは，ス
ウェーデンの林業は平坦地で行われてお
り，高性能林業機械も大きなタイヤを備え
て自由に林地内を動き回るものであった。
したがって，斜面を利用する日本の林業に
は向かない機械であった。
　　今回視察したオーストリアの高性能機械
タワーヤーダーは，日本と同様な傾斜地で
の作業向けということで，日本にも導入の

可能性があると思われる。ただ，そのため
には，林道の整備や機械のコストをカバー
できる収益性が見込めるかなどの問題が横
たわっている。６台の輸入品の成果が注目
されるところである。

６ 　木質バイオマスペレット工場（RZ
ペレット社）

　タワーヤーダーの見学を終えた一行は，再
びウォルフスベルク市内に戻り，５月27日の
最後の目的地であるペレット工場に向かう。
　ペレットとは，製材の際に発生したおが粉
やかんな屑などを圧縮成型した小粒の固形燃
料で，木質バイオマスペレットとも呼ばれ
る。

出荷用に袋詰めにされたペレット

　ペレットストーブ，ペレットボイラー，吸
収式冷凍機の燃料として用いられる。燃焼の
際には CO₂ を発生するが，化石燃料と異な
り炭素循環の枠内でその総量を増加させるも
のでないため，統計上は CO₂ を排出しない
ものとして取り扱うことができる。
　このような CO₂ 排出量削減の観点にとど
まらず，木材を最後まで無駄にせず使い尽く
すというエコ思想，そして，近年の原油価格
高騰に対抗するコスト削減の観点から，欧米
では急速に注目を浴びている。
　視察先の「RZペレット」社は，元々製材
会社であったが，2010年から製材で出るおが
くずを利用してペレット製造を始めた。現在
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は自社の製材工場だけでなく，他の製材工場
からのおがくずも受け入れて，ペレットを製
造している。
　工場の敷地内に入ると，おがくずを貯蔵す
るサイロが目に入る。高さ12～13ｍほど，貯
蔵量は1800㎡で，毎日トラックで22台分のお
がくずが搬入されるという。
　ペレットの質は含水量で決まる。元々のお
がくずの含水率は50％程度のものが多いの
で，製造工程ではそれを12％程度にまで落と
す作業が必要となる。おがくずを乾燥させる
蒸気を作るためには7000kWの熱が必要とな
るが，必要な熱は，全て同じ工場内にあるチ
ップボイラーによって供給されている。自前
の木材による自給自足が徹底されている。
　乾燥させたおがくずを固めるために，トウ
モロコシのデンプンを１％ほど混ぜる。混ぜ
て固めるための機械が３台設置されている
が，このあたりに独自のノウハウがあるのだ
ろう，説明してくれた従業員氏から「写真は
撮らないで」と注意された。
　乾燥され，固められたおがくずが成型器に
かけられると，直径４mm～６mm程度，長
さ１cm～２cm程度の円筒形のペレットがコ
ンベアに乗せられて続々と出てきた。１時間
あたり４ｔほど製造できるという。
　出来上がったペレットは，原料のおがくず
に樹皮があまり含まれていないため，白い色
をしたものが多い。触ってみるとかなり堅
い。表面の手触りはつるつるしていて，ワッ
クスをかけたような光沢がある。
　同工場で製造されたペレットの小売り価格
は，15kg あたり3.8ユーロ（約530円）。お隣
のイタリアにも輸出されているが，ほとんど
がオーストリア国内で消費されており，ここ
でも地産地消が徹底されている。
　販売方法は店頭での小売よりも，契約家庭
に専用トラックで注文に応じて配達する販売
方法が主流だそうだ。
　工場構内では，RZ社のロゴをつけたトラ

ックが何台も出入りしていた。

専用トラックにペレットを積み込む様子

　オーストリア国内では，購入したペレット
を貯蔵しておく「ペレットタンク」を備えた
家庭も増えているそうで，説明してくれた従
業員氏は「24時間操業している。とても忙し
い。今後も需要は増えると思うよ。」と胸を
張る。
　従業員氏によると，同社は現在，地元ウォ
ルフベルクにあるプロサッカーチーム
Wolfsberger AC のユニフォームスポンサー
を務めているという。
　早速ネットで調べてみると，何とユニフォ
ームどころか，同チームのエンブレムにまで
RZ社のロゴ（社章）があしらわれていた。

Wolfsberger AC のエンブレム

　企業ロゴがあしらわれたエンブレムなど，
ドイツ・ブンデスリーガの強豪レヴァークー
ゼンと薬剤大手のバイエルの例くらいしか思
いつかない。オーストリアにおけるペレット
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林業会社の経済力，そして社会的ステイタス
の高さを実感した次第である。

７ 　ハインツ・コーペッツ（Heinz 
Kopetz）世界バイオエネルギー協会
会長との会見
（1）はじめに
　　コーペッツ氏は，世界バイオエネルギー
協会の会長を務める人である。日本にも再
生可能エネルギーの組織があるが，そのメ
ンバーでもある。日本においても，オース
トリアのバイオマスの成功についての論文
や講演がある。
（2）オーストリアにおけるバイオマス利用
の展開

　　1978年，オーストリアでは国民投票で，
原子力を使わないと決定した。この国民投
票の結果に政治家は一様に驚いた。原子力
を使わないという方針が，再生可能エネル
ギーの利用への扉を大きく開くことになっ
た。
　　1978年の国民投票の後，バイオマスの利
用率が増加している。1985年にオイルの価
格が上がり，バイオマスの利用がさらに増
加した。その後は徐々に増加して，10年前
から急激に増加している。これは，EUが
バイオエネルギーとバイオ燃料の利用を決
めたからである。また，石油価格の上昇
も，バイオマスの利用増加の理由の一つで
もある。

コーペッツ氏

（3）オーストリアにおけるバイオマス利用
の実際と重要性

　　世界中で再生可能エネルギーの中でバイ
オマスは重要な位置を占める。バイオマス
は，電気，熱だけでなく，交通の燃料とし
ても利用できる。その中でも，バイオマス
の有効な利用は熱エネルギーとしての利用
である。この（グラーツの）農業林業会議
所では，熱のためのバイオマス利用の促進
を決めた。

　　まず，地域熱供給システムとしてのバイ
オマスの利用が重要である。大きなボイラ
ーから温水を各家庭に送るシステムを構築
することである。地域熱供給システムのた
めには初期投資が必要であるが，連邦政府
から助成金が出ることとなった。また，法
律上も，個人宅へ熱パイプを敷設する制度
も必要であり制定された。1978年は地域熱
供給システムが既にいくつかあったが，現
在は，2000か所の地域熱供給システムがあ
る。地域熱供給システムの利用が進めば，
地域の中でお金が回るようになる。これは
地域熱供給システムを導入するための説得
材料となる。石油や石炭では，お金が外国
に流れ，地域は貧しくなるが，オーストリ
アにある森林資源を使えば，地域内でお金
が回るようになる。

　　地域熱供給システムに接続できない家も
あるが，そのような家では，石油ストーブ
に代わって，ペレットストーブを使うよう
推進している。

　　バイオエネルギー協会の目標としては，
これから50年の間に，石油をすべてバイオ
マスに置き換えることである。それは，シ
ュタイアーマルク州だけの目標ではなく，
オーストリア全体の目標である。

　　地域熱供給システムの導入には，市長や
村長の理解が必要であり，作る技術者と運
営する技術者も必要である。トレーニン
グ，コンサルティングも必要である。農家
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や市民が投資し，地域熱供給システムを構
築している。
　　温水パイプを地下に埋めることを可能に
するために，道路に温水パイプを作ること
を可能にする法律がある。パイプは１ｍの
深さに掘ることとなっている。
　　地域熱供給システムがある地域におい
て，そのシステムに加入することを強制す
るかどうかは大きな議論があるが，現在
は，強制とはなっていない。強制的にやる
と独占の危険があるからである。
　　接続する数を増やすためにいい方法は，
ガスやオイルより安くすることである。15
年前にオイルが安い時は，接続率は30％。
この当時は，接続する人は，環境保護の気
持ちからであった。オーストリアは，オイ
ルやガスに税金をかけた。その後，地域熱
供給への接続が増えた。
　　接続の義務がないと，加入するための説
得が必要となるが，オーストリアにおいて
は，まずは，企業と農家が活躍した。地域
熱供給システムを使いたい気持ちになった
先頭の人は，林業の人だろう。木材を売る
ルートができることになる。それぞれの地
域で，会議所が説明会を開くなどした。勿
論その時は，環境や空気がきれいになるこ
となどをアピールした。一番納得がいくの
は，先行の事例を見せることである。
　　オーストリアでは，バイオマスによるエ
ネルギー供給事業が始まる前は，木材が安
くて，販売先が乏しかった。製紙会社に売
るしかなかった。バイオマス利用は，新た
な販売先と受け止められた。農家からもバ
イオガスにチャンスがあると受け止められ
た。シュタイアーマルク州で，バイオディ
ーゼル燃料を作ることに成功した。普通の
燃料に混ぜて使える。バイオエタノール
は，ガソリンに混ぜて使える。EU指令と
して，燃料の７％はバイオ燃料にしなけれ
ばならないというものが出され，さらに期

待が膨らんだ。
　　具体的な数字であるが，オーストリアの
350万世帯のうち，160万世帯は，石油を使
っている。90万世帯は遠隔熱供給システム
あるいは地域熱供給システムに接続してい
る。12万世帯はペレットを利用し，70万世
帯はまき，チップボイラーを利用してい
る。残りは電気とヒートポンプである。

　　これまでダメになった熱供給システムは
ない。運営会社が破産したようなことはあ
るが，システム自体は引き継がれている。

　　コストの点については，接続のために
は，1000～1500ユーロの投資が必要であ
る。１MWのシステム（大体１世帯は
20kW。50世帯。学校などは50kW など）
のためには，100万ユーロの投資が必要で
ある。このうちの10％は，自己負担。15％
は各家庭からの接続費。40％は国からの助
成金（今は30％）。残り35％は銀行ローン
で賄われるのが一般的である。費用の内訳
は，50％はボイラーであり，50％は配管で
ある。

　　システムの経営をしているのは，組合な
どであるが，小さいシステムなら農家など
が経営主体となっている。

　　最初のシステムの導入の際は，ホテルの
熱供給システムを作るのと同じことであ
り，技術者，建築家らとともに検討，勉強
をした。そして，計画の段取りを行い，熱
の量などを算定した。そして，村の中で，
農家や政治家などの中から牽引役となって
くれる人が出てくることが必要である。特
に，市長を味方に付けることが必要であっ
た。次に，見積を採る。これには１万ユー
ロがかかるが，政府の助成金が出た。次
に，市民を集めて，接続するかどうかを決
めてもらう。ゴーサインが出ると設計の段
階に至り，資金計画を作ることになる。オ
ーストリアでは設計企業も出てきており，
中にはスロバキアやスロベニアなど外国で
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活躍しているところもある。
（4）オーストリアにおけるバイオマスによ
る燃料の供給

　　燃料となるペレット工場は40か所ある。
2012年は，80万ｔの消費量に対し，90万ｔ
が生産された。生産能力は120万ｔであ
る。ペレットボイラーは120万基存在し，
一つのペレットボイラーで７～８ｔを年間
消費している。中小企業もペレットボイラ
ーを使用しており，50～70ｔ程度を中小企
業が使っている。さらに，年間10万ｔのペ
レットが必要であると見込まれている。
　　オーストリア西部で作っているペレット
は，イタリアに輸出している。イタリアの
方が20％高く販売できる。ルーマニアやド
イツ，スロバキアからペレットを輸入して
いる。オーストリアでは，10年後に200万
ｔのペレットが必要であると算定されてい
る。
（5）オーストリアにおける再生可能エネル
ギーの利用

　　EUの方針で，電気の70％は，再生可能
エネルギーによることになった。オースト
リアでは，ＦＩＴ（電力の固定価格買取制
度）のシステムが導入された。売電をする
という仕組み。ＦＩＴの価格はそれぞれの
発電方法で決まっている。バイオマスによ
る電力は，１kWあたり10～14（ユーロ）
セント（C），バイオガスの場合は，12～
17Ｃ，風力は９Ｃ。ＦＩＴの場合は，価格
が15年間保証されている。市場価格は，１
kWあたり５Ｃ。市場価格（売電価格）よ
りも買取価格の方が高い。差額は，電力会
社が負担する。
　　製紙会社，製材会社が，使えない木材部
分（木材の先端の方の細い部分）を発電の
ために売るようになった。それで，バイオ
マス発電が広がった。なお，300MWを発
電するためには，300万㎥が必要となる。
　　2005年～2006年には，国会で買取価格が

高いという議論が出た。市場価格と買い取
り価格の差額を電力会社が負担し，電気料
金に転嫁されるため，電力価格が高くな
る。

　　2006年から2011年までは，再生可能エネ
ルギーによる発電はあまり増えなかった。
最近は，風力と太陽光が増えてきた。もっ
とも，ＦＩＴの制度が変わると，採算が合
わなくなり，伸びなくなる。

　　バイオマスによる熱供給システムの場合
は，一度システムを作れば，制度の影響は
少ないが，バイオマス発電の場合は，法律
に影響される。買い取り価格が下がると，
採算がとれなくなり，倒産のおそれが出て
くる。農業林業会議所の意見としては，バ
イオマスは発電ではなく，熱のために使う
べきという意見を持っている。

　　オーストリアは，外国からエネルギーを
輸入している。外国からの化石燃料の輸入
のには，130億ユーロを要している。天然
ガスのパイプは，必要ではないという考え
方がある。新しいガスパイプを作ると，費
用がかかるし，CO₂ も増えるという考え
である。
（6）スウェーデンの実例
　　スウェーデンでは，石油の価格が下がっ
てきたときに，高い税金を石油にかけた。
1980年は，遠隔熱供給システムは石油を使
っていた。社会福祉の税金を下げて，オイ
ルに税金をかけた。そのおかげで，バイオ
マスの利用が増えた。2010年はバイオマス
の利用はかなり増え，化石燃料はとても減
った。このように，化石燃料に高い税金を
かけるのもバイオマスの利用の普及のため
の一つの方法である。
（7）世界でのバイオマス利用
　　2000年から2011年の傾向を示す。世界の
人口は11％（７億人）増えた。エネルギー
の利用は30％増えた。石炭は60％増えた。
エネルギー増加分の40％は石炭による。
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　　風力，ソーラーも増えたが，全体の３％
程度。バイオマスは，27％増えた。水力，
太陽光，風力の３倍程度。
　　バイオマスは，エネルギーの上昇と同様
に増えてきた。バイオマスの利用は，ほと
んどが熱のためであり，残りは電力，燃料
として利用されている。
　　次に国別の利用をみていく。
　　アジア，アフリカは薪での利用が多い。
アメリカも多い。中国一国でヨーロッパよ
り多く使っている。増加率でいえば，ヨー
ロッパは，70％を超える増加率であり，他
の地域よりも圧倒的に高い。
　　バイオマスはどこから調達しているかに
ついてであるが，91％は森林からである。
１％は農業からであり，８％はゴミからで
ある。
　　バイオマス発電は，アフリカ，ヨーロッ
パ，アジアで３分の１ずつ行われている。
バイオディーゼルは，菜の花と大豆を原料
としており，ブラジルと米国では，トウモ
ロコシからも製造している。
　　アフリカとアジアは，バイオマスを熱の
ために使っていると言え，ヨーロッパとア
メリカでは電気のために多く使っている。
　　最近は稲わら，トウモロコシの芯も使う
ようになっている。１ha のトウモロコシ
は，600～700ℓの石油に相当する。
　　エネルギーのためにバイオマスを利用す
ることについて，木材が足りないのではな
いかという議論もあるが，成長量よりも消
費量の方が少ないので大丈夫である。ポプ
ラの木は成長が早い。２，３年後に伐採で
きる。エネルギーの供給の安定と CO₂ の
ために，バイオマスを使う必要がある。
　　IPCC の発表では，温暖化を防ぐために
は，2035年に CO₂ を半分に減らさないと
いけない。20年後にはそれを半分にしない
といけない。半分に減らすために，太陽
光，風力，バイオマスの利用を増やないと

いけない。

コーペッツ氏によるプレゼンテーションの様子

（8）大都市におけるバイオエネルギー利用
の課題

　　大型の町ではごみをエネルギーのために
使うことが必要。ウィーンでは，遠隔熱供
給があり，ゴミを利用している。東京でで
きるかわからないけど，まずはパイプライ
ンを作ることが必要である。日本では，ガ
スとオイルを使った発電で，熱を捨ててい
る。ウィーンではゴミによる熱を利用して
いる。日本でも熱を利用できないか。バイ
オマスによる熱供給は規模の小さい町がふ
さわしい。長い距離を運ぶのは大変であ
る。

　　オーストラリアでは，藁をエネルギーに
使っている，この点も日本でもできるので
はないか。
（9）バイオマス利用と，森林・林業との関
係について

　　森林の面では，製紙会社が不満を持って
いる。木材はエネルギーに行ってしまい，
また，デジタル化で紙の利用が減ってい
る。まず，柱や板として使える部分は，用
材として使うのが当然である。エネルギー
には残りの部分を使うべきである。リサイ
クルも必要。古い家具などの廃材もエネル
ギーに利用することができる。全世界で，
森林を２億 ha 増やす計画がある。全世界
で見ると，今の３倍に増やす必要がある。
政治家の考えが変われば達成ができる。バ
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イオ燃料の普及も必要である。
（10）日本がカナダからペレットを輸入
し，発電に利用していること

　　バイオエネルギー協会の立場としては，
ペレットを熱のために使わないのはおかし
いという立場。輸入自体はある程度仕方が
ないが，まずは，自国の資源を使うことが
必要ではないか。

８　バイオマスホフ・レオーベン
　続いて私たちは，シュタイアーマルク州レ
オーベン（Leoben）にあるバイオマスホフ
を訪ねた。
　バイオマスホフは，山林組合が運営する，
木質バイオマスの取引・流通・販売の拠点で
ある。
　初めに，近くのホテルの会議室で，マクシ
ミリアン・ハンスロフ氏（山林組合の社員・
バイオマスホフの取締役・バイオマス協会国
際部で国際的なプロジェクトにも従事）か
ら，講義を受け，その後，実際にバイオマス
ホフを見学した。
　（1）ハンスロフ氏による講義―バイオマス
ホフの役割，なぜバイオマスホフを作った
のか

ハンスロフ氏による講義の様子

①　山林組合について
　　シュタイアーマルク州は，州の総面積
の64.1％が森林で，伐採量は年500万
㎥，成長率は年780万㎡である。州に

は，４万1000人の山林の所有者がおり，
林業のため，５万5000人が働いている。
林業は，観光業界の次に，大きな業界で
ある。

　　山林組合は，1955年に設立された。山
林組合は，強制加入ではなく，加入する
か否かは選択できる。小規模の山林所有
者の33％（１万3000人）が山林組合に加
入しており，会費を納めている。

　　各郡に山林組合があり，小規模な山林
所有者のためにさまざまな協力活動をし
ている。

　　全ての作業を自分で行う農家もあれ
ば，森林を持っていても何もしないで，
伐採を委託したり，チップを委託したり
する農家もある。

　　たとえば，アッパーシュタイアーマル
クでは，農家は平均30ha の森林を所有
している。この規模の農家は，全部自分
で作業を行う。

　　伐採を委託したり，搬送業者を委託し
たりする場合があるが，それを紹介する
のが組合である。

　　山林組合が持つ情報を提供し，各農家
がどのようなことをやったらいいか，コ
ンサルティングもする。

　　たとえば，南シュタイアーマルクで
は，南の方に行くにつれ，農家の所有す
る森林の広さは，どんどん，小さくなっ
ていく。一人当たり平均2.5ha である。
このような場合，山林組合の職員である
森林アシスタント（森林ヘルパー）が，
伐採を管理する。業者に伐採を頼んだ
り，いつ伐採したらいいか，搬送を頼ん
だりなど，管理やアドバイスを行い，作
業の工程を全て管理する。

　　そのほか，農家は，直接，企業に売る
のではなく，その間に，山林組合が入っ
ている。組合は，大体一年間に，100万
㎥を販売している。
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　　小規模の森林持ち主だけではなく，大
規模の森林の持ち主も入っている。とい
うのは，100万㎥も販売するので，いい
値段で買いつけしているからである。
　　このように，山林組合は，全ての規模
の農家に対応している。全部の工程を行
う大規模の農家と，何も自分ではしない
小さな農家にも，両方に対応している。
全部のサービスを提供している。木を植
える，森林を整備するということもやっ
ている。
②　なぜバイオマスホフを作ったのか
　　バイオマスホフは，山林組合によって
発案された。
　　近年，ガス，オイルの価格が上がった
とき，皆さんが，家の中で薪ストーブを
使用するようになった。そのため，エネ
ルギー木材（燃焼用の木材）の需要が増
加した。
　　各森林所有者は，昔から燃料のための
木材を生産していたが，組織的に販売せ
ず，個々に販売していた。そのため，消
費者にとっては，安定供給が保証されな
い上，品質もばらばらであった。販売方
法も様々で，㎥当たりで販売したり，含
水率で販売したり，重量で販売したり
と，単位がばらばらであった。消費者
は，比較するのに，大変苦労した。
　　その上，2000年以降，嵐，雪，氷など
の自然災害で倒木が発生したり，虫害に
遇ったりして，品質の悪い木材が，急
に，大量に出回るようになった。
　　一方，木材を購入していたのは，オー
ストリアの製紙企業であった。20～
60km圏内にある多くの製紙会社が集ま
って，「パピエホルツ・オーストリア」
という名称で，一カ所で木材の買いつけ
を始めた。そして，一カ所で木材の値段
を決めるようになり，力を持つようにな
った。たとえば，品質が悪い製紙用の木

材は，１㎥当たり，20～25ユーロで買い
たたかれていた。

　　以上のような背景から，ロジスティッ
ク（品質の保証されたものを確保する）
だけではなく，販売戦略（公正な取引を
行う）のためにも，木質バイオマス燃料
のひとつの取引所（Biomass Trade & 
Logistic Center）として，バイオマスホ
フを作ったのである。

　　バイオマスホフには，個人のみなら
ず，大規模な企業や地域熱供給システム
の方も買いつけに来る。ガソリンスタン
ドと同じように，木質バイオマスが必要
なときは，バイオマスホフに行って，チ
ップか，ペレットか，薪を買いに来るの
である。
③　バイオマスホフの役割

　　シュタイアーマルク州には，現在，８
か所のバイオマスホフがある。最初にで
きたのは，Waldstein で，その後，2006
年以降，次々と設立されていった。

　（品質保証）
　　「バイオマスホフ・シュタイアーマル
ク」という品質認証がある。これは，
BMWと同じようなブランドになってお
り，この認証があれば，品質が良いとわ
かる。認証ラベルをもらうためには，一
定の品質を達成しなければならない。

　　品質管理の中には，木材がどこから来
たか，外国ではなく，国内の地域から来
たということを，資料をもって追及する
こと（トレーサビリティ）が含まれてい
る。

　　含水率も保証されている。含水率が高
いと，エネルギーが低い，ほとんど水し
か買わないということになってしまう。
含水率は，搬入した木材のサンプルを取
り，一度小さなトレーの上に載せて重さ
を量り，その後，トレーごと小さな窯の
中に入れ，窯を24時間103～104℃に加温
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して，その後，また，取り出して重さを
量るという方法で計測する。

含水率を計る小さな窯

　　全国規模のホームセンターが大量仕入
れをして，計画販売するというのと競合
しないのか，という質問については，
「ホームセンターでは，ルーマニア，ス
ロベニア，スロバキアから，安いペレッ
トを買い付けして，販売するため，値段
的には，競争になるが，これらは，品質
が悪い。バイオマスホフは，品質が保証
されていることを，消費者はわかってい
る。また，品質だけでなく，消費者は，
地域の人たちで，地域のものを買う。地
域の価値観がある。多少高くても，自分
の地域のものであったら，価値があると
して買う。」とのことであった。消費者
の購入先としては，農家からの直接購入
が80％，10％はバイオマスホフで，10％
はホームセンターである。
　（宣伝・情報提供・教育訓練）
　　バイオマスホフでは，カタログを作成
するなど，宣伝媒体を使って宣伝した
り，情報提供を行ったりしている。訓練
教育も行っている。
　（設備条件等）
　　バイオマスホフの条件として，次のよ
うなものがある。
　　供給を保証するために，少なくとも，
500㎥を保管するための場所（倉庫な

ど）がなければならない。品質管理のた
めの設備も必要である。製品を搬入時
に，トラックごと重量を量ることができ
る設備も必要である。熟練した社員も必
要である。

トラックごと重量を量る機械

④　ポリシーは地産地消
　　バイオマスホフのポリシーは，地域の
資源を使って，加工して，この地域20～
30km の範囲で販売するやり方（from 
the region to the region）。

　　我々は，CO₂ ニュートラルを約束し
ており，環境保護も考えなければならな
い。そのため，木材を運ぶ距離は短く，
搬入・販売を短い範囲でおこなうのであ
る。
⑤　様々な形態のバイオマスホフ

　　各バイオマスホフは，バイオマフホ
フ・シュタイアーマルクの組織に入会し
なければならない。

　　これは，各バイオマスホフが品質管
理・保証された木材を販売していること
をバイオマスホフ・シュタイアーマルク
が監査するためにも，必要である。

　　バイオマスホフでは，木材を買って，
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保管し，チップか薪に加工して販売す
る。これら全てをおこなうバイオマスホ
フと，木材を買って，加工は，他の会社
に委託し，販売だけをおこなうバイオマ
スホフもある。
　　自分の地域で地域熱供給システムを持
っているバイオマスホフもある。
　　St.Lambrecht のバイオマスホフで
は，４MWの地域熱供給システムを持
ち，南部の村に村全体をまかなう温水を
供給している。
　　HochschwabSüd のバイオマスホフで
は，15～20の小さなプラントを持ってい
る。２～３世帯のみが接続されている小
さなプラントである。このようなプラン
トが多いのは，ここでは，一カ所に家が
あるのではなく，家が山の中に点在して
いるからである。
　　販売だけを管理する役割のバイオマス
ホフもある。直接森林に入って，チップ
にして売るような場合をいう。
　　Hochschwab がその例であるが，15の
企業に委託して，チップにして，商品を
運んでもらう。Fürstenfeld も同じシス
テムである。
⑥　販売されている木質バイオマスの種
類

　　バイオマスホフがあるから，消費者も
安心する。薪ストーブを買えば，絶対に
薪が手に入る，品質も保証されている。
　　販売されている木質バイオマスは，次
のとおりである。
ア　丸太を切って作る木材チップ（さ
まざまな大きさと含水率がある）
イ　枝などから作るチップ（これもさ
まざまな大きさと含水率がある）

　　シュタイアーマルクの場合，森林の
75％がトウヒである。チップに使われ
ているのは，ほとんど柔らかいトウヒ
である。

　ウ　薪（長さは，１ｍ，50cm，33cm，
25cm）など。薪の長さは，全オース
トリア，全ヨーロッパ規格で，１ｍな
ら，お客さんが自分で切る。50cm な
ら，わりと小さいボイラー，25cm な
ら，家の中にあるストーブで使う。

　　薪には，いろいろな木を使っている
が，シュタイアーマルクの場合，ほと
んどが固いブナの木である。薪は，小
さなバッグに入れて販売もしている。

　　シュタイアーマルクでは，今，新し
い建物を建てたり，古い家を修理した
りすると，ほとんど断熱層を入れ，低
エネルギー住宅になる。昔は，家の中
の暖房に必要なエネルギーは，20～
25kW だったが，今は，3.5kW で十
分。20～25kW必要だったころは，チ
ップボイラーが売れやすかった。
3.5kWになると，家庭で使うのは，
チップボイラーではなく，ペレットス
トーブか，薪ストーブ。昔の20～
25kWのチップボイラーは，売れなく
なり，メーカーが開発に力を入れなく
なったため，昔から，技術は発展して
いない。メーカーとしては，チップボ
イラーなら，50kW以上を開発する。
エ　まとめ―バイオマスホフの意義

　　まとめると，バイオマスホフの意
義・役割は，次のとおりである。
ア　地域へ貢献する―地域の森林所
有者・地域の消費者のために

イ　安定供給と品質管理―消費者も
安心

ウ　透明性の保障―購入した木質バ
イオマスのトレーサビリティ

エ　公正な値段で売買
オ　マーケティングの役割
カ　知識を高める役割

　　まさに，地域の山林所有者と地域の
消費者の利益のために，両者を結び，
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木質バイオマスの地産地消を戦略的に
行う組織が，バイオマスホフなのであ
る。

（2）バイオマスホフ見学
　　講義の後，実際にバイオマスホフを見学
した。
　　バイオマスホフは，小売店というより，
まるで，ヘビーデューティな資材置き場
だ。
　　広いストックヤードに，これからチップ
になる木材が積み上げられている。7000～
8000㎥のストックがあるとのことである。

ストックヤード

　　６～７か月置いて，乾燥させる。雨に濡
れても，芯は乾く。

丸太状の木材

製材したときに出た端材

　　定期的にチップ化する。チップ化は業者
に委託している。

チップ倉庫の写真

９　ピッヒュル林業研修所
　一行は，レオーベンのバイオマスホフを後
にして，ピッヒュル（Pichl）市の林業研修
所に向かう。
　オーストリア国内に４か所ある林業研修所
の一つで，シュタイアーマルク州では唯一の
林業研修所だ。
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　研修所というので，味気ないビルを想像し
ていたら，案内された場所は，甲冑を着た幽
霊が似合いそうな古いお城だった。1555年建
造というから，ああ，アウグスブルクの和議
の（ドイツにおいてルター派プロテスタント
を容認する決議がされた）年だなあ，とすっ
かり学生気分になって講義ならぬ聴き取りに
臨む。

研修所の入った古城

　説明をしてくれたのは，同研修所に３人い
る森林官（フォレスター）の１人，エルヴィン・
プステルホーファー（Ervin Pusterhofer）
さん。
　同研修所は，二日連続で訪れたばかりの州
農業林業会議所が運営している。第二次世界
大戦直後の1947年，戦後の木材不足を解消す
る目的で，木材の収穫・伐採法等を教える目
的で設立されたが，現在は，林業従事者だけ
でなく，広く森や林業に興味を持つ人向け
に，森にまつわるありとあらゆる研修を提供
している。

プステルホーファーさん

　例えば，林業関係者向けのオーソドックス
なものとしては，チェンソーやタワーヤーダ
ーなど林業機械の使い方，伐採の仕方などが
ある。最近では，バイオマスをテーマにした
講習会も増えており，バイオマスボイラーの
管理者に教える資格試験などを実施している
という。資格は400時間の講習でもらえると
のことだが，日本でバイオマスを普及させる
には，同様の教育・研修制度の充実が課題に
なりそうだ。
　その他，木材のマーケティングといった経
営ハウツーものや，森林法に関する講座，林
業での女性パワーという講習会もある。もら
ったパンフレットを見ると，ログハウスの作
り方や狩りの仕方といった素人でも楽しめそ
うなものもある。斑点のある赤いキノコの写
真が載っている。毒キノコの見分け方の講習
だろうか。
　このような多種多様のプログラムを校長以
下６人の教師（３人のフォレスター＝実務家
＝と２人のフォレスターアカデミカ＝研究
者）ら合計16人のスタッフでまかなう。2013
年には半日から７週間までのコースを合計
177回開催，のべ3555人が参加した。計画し
た講習の75％を実施するのが目標（定員に達
しないと中止になる）であるところ，この目
標は毎年クリアし，2013年は91％を開催した
というから，研修所は十分にその役割を果た
しているのだろう。
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　バイオマスのさらなる普及に伴い，その重
要性はさらに増していくことと思われる。
　「お城」で説明を聞いた後，一行は研修所
が所有する森に出向き，フォレスターによる
木材の伐採作業を見学した。
　州農業林業会議所が所有する山は約
350ha。うち320ha が森林で，残る30ha が林
道だという。
　研修所から車で10分ほど林道を登ると，樅
の木がうっそうと茂る森にたどり着いた。
　作業服に着替えたピュステルホーファーさ
んら２人のフォレスターが，チェンソーを使
いながら，伐採した木材を手際よく切りそろ
えていく。
　印象に残ったのは，木々の伐採や運搬にト
ラクターが使われていたことだ。
　トラクターに取り付けることができ，リモ
コン操作で動かすことのできるウィンチや，
斜面で重い木材を運ぶ際にトラクターの転倒
を防止する装置が活用されている。

トラクターを使った伐採の様子

　この前日に見学したタワーヤーダーは効率
的に伐採作業が行える一方，設備だけでも数
千万円の初期投資が必要だ。
　これに対し，トラクターであれば，大概の
農家はすでに所有している。トラクターにウ
ィンチを取り付けて，１人または２人で伐採
や運搬を行う手法は，オーストリアの個人林
業家の間でも広く行われていると言う。
　小規模林業家が多い日本の林業において

も，十分活用可能のように思えた。

10　地域熱供給施設視察
　５月29日は，２か所の地域熱供給施設の視
察を行った。その概要は，以下のとおり。
　（1） 午 前 中 は， ブ ラ ン ド ル ッ ケ ン
（Brandlucken）という場所にある小規模
施設のボイラー室とチップ小屋を見学し
た。場所は，我々が泊まっているホテルの
すぐ目の前で，広場の中の野外ステージの
南にある。案内者は，施設の運営主体であ
る山林組合の役員をしているフランツ・ベ
ルガーさん。

　　ここの施設は，50人の林業家が組合を作
って出資した。出資口数は450で，１口は
700ユーロ（約10万円）である。各山林家
が最低３口の投資をし，１人最大の投資者
は50口を有している。

　　出資者は１口について10srm（シュラト
ンメーター。詳細は後述）のチップを毎年
この施設に納入することができるようにな
っている。チップの価格は１srmあたり20
から30ユーロで，50人から搬入されるチッ
プで足りないときには，別の所から購入す
る。

　 　この施設は，熱エネルギーの供給だけ
で，電気の供給はしていない。当初は，
我々が宿泊した同地のホテルを含めて６か
所に温水を提供していたが，現在は13か所
に増えている。

小規模な地域熱供給事業
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配給規模は13戸

　　ホテルへの供給量が半分を占めている。
　　配管の長さは当初510ｍだったが，現在
は１番遠いところは810ｍくらいになって
いる。65mm位の太さの配管の中には断熱
材で包まれた１本の管が入っており，温水
を送り出すものと戻ってくるものの２本を
一緒に道路下に埋めて敷設する。温水の漏
れがわかるように工夫されていて，その部
分だけを掘り出し修理できるようになって
いる。

地下に埋設される配管

　　施設設置当初のコストは，100万ユーロ
（約１億4000万円）だった。そのうち，３
割は出資者の林業家が負担し，４割は補助
金，残りの３割は銀行からの借り入れでま
かなった。
　　１年で毎時100万 kWの熱エネルギーを
供給しているが，そのうちの２割は配管な
どを通じて逃げてしまい，実際に使われる
のは８割のエネルギーである。
　　必要なチップは，１年間で1400～
1500srm となっている。１㎥の丸太から
は，約2.6srm のチップができる。毎時１

kWあたり６Ｃの値段で，利用者に販売し
ている。

　　ここでは，トネリコ，ブナなどの広葉樹
のチップを主に使用しているが，トウヒ，
カラマツなどの針葉樹も使っている。広葉
樹の含水率は20％まで下がる。

　　ここのボイラーは，乾燥したチップ向け
のものを使用しており，含水率が40％にな
ると壊れてしまうので，チップの含水率が
55％と高い日本向けではないかもしれな
い。ボイラー会社は，いろいろなチップに
応じたボイラーを製作しているので，使用
するチップによって選択しないといけな
い。

　　一番乾燥しやすいのは，丸太を薪割り機
で４つに割り，山の中で２年間置いてお
く。トウヒなら１年間置いておくだけでも
乾燥できるが，広葉樹は２年間置いてお
く。現在，チップ小屋に置かれているの
は，25から30％の含水率のもの。小屋の壁
は，通風をよくするため隙間を空けてあ
る。

　　小屋には600srmのチップを貯蔵できる。

燃料となる木質のチップ

　　ボイラー室には，200kWと300kWの２
つのボイラーが設置されている。ボイラー
は，クーブ社製。

　　真冬は２台のボイラーを使用するが，そ
れ以外は１台で13か所へ熱エネルギーを供
給できる。

　　ここには10㎥のバッファータンク（蓄熱
槽）が設置されている。バッファータンク



― 235 ―

第２節　地域再生の手段の一つとしての再生可能エネルギーの利用

を設置することは必要。バイオマスボイラ
ーは，いったん止めてしまうと再稼働まで
に時間がかかるので，完全にオフにするこ
とはしない。まず，ボイラーを100％燃焼
させて，タンクにエネルギーを貯めると，
それ以後は最低限のレベルで燃やし続け，
タンク内のエネルギーが低くなってきた
ら，またボイラーを100％燃焼させてエネ
ルギーをタンクの中に貯めるようにしてい
る。ここでは，タンクの温度が80℃以下に
なると，ボイラーが自動的に100％稼働す
るような効率的なシステムとなっている。

管理センター

　　ボイラーのメンテナンスは，年に２回，
夏の間とクリスマスの時期に行う。ボイラ
ーの運転は１か月交替で行い，休んでいる
ボイラーは月に１回煙突屋さんが来て掃除
する。燃焼によって生じる灰は配管を通じ
て外のコンテナーに集められ，年に３回く
らいコンテナーを交換する。何を燃やすか
によって灰の量は異なり，チップ，ペレッ
ト，バークの順に多くなる。
　（2）中規模地域熱供給施設の概要
　　次に，パッサイル（Passail）にある中
規模の地域熱供給施設を見学した。案内者
は，第11項で後述する地元林業家のフベル
ト・クラムラー氏で，この施設を運営する
企業の理事長をしている。施設は，村の中
心部から少し離れたところにあり，周囲に
はゴルフ場（オーストリアで初めて見
た。），サッカー場，テニスコート，プール
などの運動施設があった。

　　クラムラー氏の説明の概要は，以下のと
おり。

　　この施設は，1996年に作られた。運営主
体は，バイオマス地域熱供給パッサイルと
いう企業である。出資者は，林業家50人と
１つの会社（グーベルという家具やガラス
製品の製造業）からなっている。

　　この施設も熱エネルギーの供給だけで，
電気の供給は行っていない。パッサイル村
の住宅や隣接するゴルフ場のレストラン，
施設から１kmほど離れた村の中心部にあ
る銀行などに提供している。村には2000人
の住民がおり，村の中心部に住んでいる住
民（約70％の住民）を中心に供給してい
る。

　　設立時の費用は，ボイラー室などの施設
と送水管などを含めて8500万ユーロ（約
119億円）である。

　　最初に，チップの倉庫を見学した。
　　ここのボイラーの出力は5400kWあり，
１年に１万3000srmのチップを使用する。
そのうちの80％のチップは出資者の林業家
や製材所，家具製造業者などからチップと
して持ち込まれたものを購入している。こ
このボイラーも乾燥用なので，チップの含
水率は25％から45％の間のものを使用して
おり，持ち込まれるチップの含水率は問わ
ないが，含水率が低いとチップの値段が高
くなる。残りの20％は，山林組合などから
丸太のまま購入した木や製材所から出た端
切れの部分などを購入して，それを業者に
頼んでチップにしてもらって燃料として使
用している。

　　注意を要するのは，チップと材木とでは
立方メートルの基本単位が違っていること
で，それはチップの場合には空気の隙間が
存在することから来ている。チップの場合
はシュトランメーター（srm）で表し，丸
太の場合はテストメーターという単位で表
す。両者の関係は，丸太１㎥×2.6＝１
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srmとなっている。
　　このチップ倉庫には，7000㎥のチップを
保管できる。

チップの倉庫

　　材質としては，ブナ，ナラなどの広葉樹
とトウヒなどの針葉樹があり，これらを混
ぜて使用している。
　　その後，資材置き場に行き，送水管を見
た。
　　基本的構造は，午前中に見た物と同じだ
が，ここには温水が通過する真ん中の管が
一番小さい20mmのものを含めて４種類の
大きさのものが置かれていた。

口径の大きな地下配管

　　送水部分の管の中は錆びないようになっ
ており，道路の中に敷設するため管と管を
繫ぐときも特殊な方法で溶接する。
　　送水の計画を立てるときは，一番距離の
遠いところから送水管の敷設を計画し，一
番径の細い20mmの管を使用する。管には
プラスチック製と鉄製のものがあり，必要
とする熱量によって使い分ける。すなわ
ち，500kWまでならばプラスチック管を
使用し，1500kW以上ならば鉄製を使用す

るが，500～1500kW の間の場合にはケー
スバイケースで選択する。

　　配管にかかる費用は，１ｍあたり少なく
て150ユーロから高くて500ユーロで，ボイ
ラー等の設備費よりも，配管工事にかかる
費用の方が高い。したがって，大きな工
場，ホテル等に供給した方が経費的にはペ
イする。送水管の総延長は15km。地域的
には長さ２km，幅１kmで２km2くらいの
広さになる。

　　その後，ボイラー室の見学をした。
　　燃やされるチップが送り込まれる過程を
見学した。チップは色々な含水率のもの，
形態も粉のような細かいものから大きな木
片のものなど様々なので，燃料が燃やされ
るストーブに入るまで７回くらいチップが
混ぜられて含水率や木材の構成が平均かど
うかをモニターする。冬期には材料に水分
が凍って付着していることもあり，その調
整が難しい。

　　ボイラーは２つあり，ひとつは1400
kW，もうひとつは4000kWの出力があり，
マデーラ社製である。

　　ボイラーに送られた熱い空気は水の入っ
た熱交換器を通して水を沸騰させることに
よって熱エネルギーに変換される。沸騰し
た水は圧力ポンプで送水するが，圧力ポン
プは電気で作動している。そのため，もし
停電した場合ポンプが停止すると，熱の逃
げ場を失ってタンクが爆発するのを防ぐた
め，水道水でボイラーを冷やす装置が必要
である。
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中規模地域熱供給事業

ボイラー室内部

　　排気ガスの中の有害物質を除去するた
め，電気集じん装置が備えられている。設
立当時は１㎥あたり500mg の粉じん規制
だったが，その後規制が厳しくなり，現在
は１㎥あたり125mg となったが，ここの
施設では１㎥あたり５～15mg にとどまっ
ている。
　　利用者には，冬期は95℃，それ以外の時
期には85℃の温水を供給している。冬期95
℃でここから送った温水は最も遠い利用者
のところでも92℃の温水を提供できる。利
用者から戻ってくる温度は45～50℃くらい
になる。戻ってきた温水が45℃くらいだと
温度が低すぎてボイラー内に結露が生じ錆
びるので，ボイラー内に戻す前に温度を上
げて70℃以上にする。
　　施設から送った温水は，各利用者側の個
人住宅等に備えられている熱交換器で熱交
換されて利用される。施設から送った温水
のエネルギーが熱交換器内で各利用者の水
道水に伝わり，利用者の水道水が温められ
て暖房や炊事，シャワーなどに利用される

のである。熱交換器の内部での「熱交換」
とはどういうことかと言うと，施設から送
られてきた高温の温水と，住宅内等の配管
で回っている水道水とが，熱交換器内でそ
れぞれ毛細管のような管の中を通過する仕
組みが採られており，それら２種の毛細管
が緻密に接して組み込んであるため，そこ
を通過する際に施設からの温水の熱が家の
中の配水管の水道水に伝わるという仕組み
になっている。二つの配管の回路は交わる
ことはなく，施設からの配管の温水は熱伝
導の役目を終わると施設へ戻るのである。

　　各利用者から戻ってきた温水は，施設の
浄化装置で水中の石灰質や酸素を除去して
管が錆びないようにした上で，循環して使
用している。

　　最後にモニター室での説明を受けた。
　　上記の過程を施設案内のモニター室でコ
ントロールしているばかりでなく，各利用
者の利用状況もモニターしている。

温水配給の監視盤

　　各利用者の利用量も把握できるので，以
前のように数か月ごとに各利用者の所に行
ってメーターをチェックする必要はなくな
った。利用者からの要望に応じて，温水の
温度や室内の暖房などの時間，時期などに
も対応できる。現在は，ピーク時の10分の
１くらいの熱エネルギーを供給しているだ
けで，この状態は４か月間続く。

　　モニター室に各利用者が備える熱交換器
のモデルが展示されており，この熱交換器
の値段は3000ユーロ（約42万円）だが，最
近は小型化し色々な値段のものが出ている
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という。当初，「熱交換器」と聞いても，
イメージがつかめず，大そうな機器なの
か，あるいは改めて加熱を行うのかなどと
考えたが，展示されている熱交換器は，安
価なものではなかったが，写真のとおり，
大掛かりな取付け工事が必要となるもので
はなかった。

家庭用熱交換機

　　オーストリアでは2000年当時で全国に約
1000か所のバイオマス熱エネルギー供給施
設があったが，現在の数は地図に表示でき
ないほど増えているという。
　　ここで働いている人は，クラムラー氏を
含めて３人で，毎日30分くらいここに来て
モニターをチェックするだけで，常駐して
いない。平日の夜間，土曜と日曜は誰もい
なくなる。何かエラーが発生すると，携帯
に連絡が来るので，駆けつける。
　　現在，各地でバイオマスの発電が言われ
ているが，電気だけ供給するのは無駄にな
るので，熱エネルギーの供給と併せて行う
必要があるというのが，クラムラー氏の意
見だった。したがって，オーストリアでは
熱エネルギーの供給を中心に考えており，
発電は今のところ考えていないそうだ。

11 　フベルト・クラムラー氏の森林管
理
（1）はじめに
　　第10項で，中規模地域熱供給施設を案内
してくれたフベルト・クラムラー氏は林業
と酪農業を営む一方，アルメンランド地区
のエネルギー担当として，パッサイルの地

域熱供給システムを管理する。
　　本項は，同氏からの聴取のうち，森林管
理に関わるところのものである。

クラムラー氏（右）

　　クラムラー氏は14歳からマイスター制度
により農業及び林業の勉強をした。

　　山林として36ha，農業用として29ha の
面積の所有者である。ところで，オースト
リアでは同氏のような農家林家が一般的で
ある。すなわち，日本のように農業者と林
業者が分かれておらず，森林所有者がその
一部を皆伐して牧草地とし，林業経営と酪
農経営を同時に行うのである。
（2）森林管理の実際
①　風害への対策

　　クラムラー氏の山林は標高780ｍ，主
にトウヒ，それ以外はカラマツモミとブ
ナがある。皆伐は行わないのが，現在の
林業の流れである。

　　この一年の間に３回の風害があった。
直近は今年の５月15日で，森林の端の方
は倒木が目立つ。これは，隣接地の所有
者が端にあった木を皆伐してしまい，隣
接地の木に保護されていた氏の森の木が
倒れてしまったことによる。森の端の木
が内側の木を保護する役目を持つので，
森林管理の技術は，まずいかに端の大き
な安定した木を育てるか，である。氏の
父親は端の木を切ってしまい風害に遭っ
たので，端の木を残す重要性を知った。

　　風害で倒れた木は４ｍごとに切る。残
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った切り株は根を立てて元の位置に戻す
ことで，土を保護する（ただし，これに
より倒れた木が再生するわけではな
い。）。
②　価格について
　　収穫した木材のうち，直径12cm 以上
のものは製材所に，それ以下の直径のも
のは製紙会社に売らずにバイオマスの燃
料として売却する。製紙会社に売るより
も高値の取引となる。
　　木材の価格は，枝（節）のない良いも
のとそうでないものとでは50％の差がで
る。よって枝打ちは，一概にはいえない
がおおむね早めにする。枝打ちした枝
は，以前は全てバイオマスの燃料として
売却していたが，それでは土が痩せてし
まうので，最近は土の栄養源とするため
にそのままにしている。
③　間伐
　　10ｍ以上に成長した木が間伐の対象と
なる（それ以下でも必要があれば伐採す
る）。20000ha÷木の高さで残す木の数
を計算する。例えば，木の高さが全て10
ｍだとすると，20000÷10で，１ha あた
り2000本の木を残すことになる。
　　間伐の要否は３年～６年スパンで見回
りして決める。広葉樹が山の５％～20％
となるのが良い。「どれを切るか」では
なく，「どれを残すか」を考えて間伐を
する。樹齢様々な森の場合，天然更新が
期待できるから植林の必要がなく収穫の
みしていればよい。
　　間伐は，トラクターとウィンチを使い
自分とアシスタントの二人一組で行う。
天然更新では20種類程度の木が生える
が，シカが食べるので残るのは５種類程
度。ヨーロッパでは狩猟が盛んであるか
ら，それによりバランスがとれている。
　　お金を取るか，それとも上手な林業を
するか。氏は，「お金はないけれども，

森を守る責任がある」と言う。
④　天然更新

　　氏の父親はあまり上手く森林管理をし
なかったため，結果的に皆伐をした。ラ
ズベリー自生の時期を経てトウヒ（植
林），白樺（天然更新），トネリコ（天然
更新）の森に。白樺を伐採し，トネリコ
がキノコ菌にやられほとんどなくなっ
た。後はトウヒを中心とした天然更新に
任せる。

　　しかし，天然更新に任せっきりでは上
手くいかないのは常識。主伐も間伐も，
光のことをよく考えてやらないと次の天
然更新はない。

12　KWB社（ボイラー製造会社）
　翌５月30日の最初の目的地は，バイオマス
暖房のボイラーを製造・販売するKWB社。
同社の展示室と工場を約１時間視察した。
（1）会社の概要
　　KWB社の設立は1994年で，グラーツ工
科大学のラガン教授と現社長のエルビン氏
の２名によって設立された。ラガン教授
は，1970年代から大学でバイオマスボイラ
ーの研究を行ってきたが，1994年に会社設
立に至った。

KWB社の玄関

　　1994年の設立時，従業員は４人，１年で
11台のボイラーを製作していた。現在は，
350人の従業員があり，年間6000台のボイ
ラーを製作している。年間売上高は7800万
ユーロであり，その売上資金の中から10％
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を拠出し，この展示場のすぐ隣にヨーロッ
パでも最大の民間研究開発機関を設立し，
30人が新しい商品の開発研究を行ってい
る。研究の具体的内容としては，商品の燃
焼効率の効率化や木質以外の各種燃料に対
応したボイラーの開発などを行っている。
　　ボイラーの部品は自分のところでは製造
せず他社から仕入れて，それを組み立てて
製作し販売している。
　　現在，ドイツ，フランス，スロベニア，
イタリアの４か国に子会社があり，チリ，
イギリス，アイルランド，スペイン，ベル
ギー，オランダ，スイスに代理店を置いて
いる。
　　アイルランドは山岳地が少なく，燃料と
しては成長の早いヤナギの木などを使用し
ている。スペインは，オリーブの種の周り
の果肉部分を燃料として使用したい。この
ように各国の要望に応じたボイラーを研究
開発し，製作している。
　　1994年の設立時には，木材チップ用のボ
イラーの製作から開始した。その後，ペレ
ットが流行してきたので，これにあわせて
ペレット用のボイラーを製作するようにな
り，最近では藁などの新しい燃料にも対応
できるようにボイラーの研究開発と製作を
行っている。
　　ボイラーの輸出にとって重要なのは，き
ちんとした代理店が存在すること。そのた
め，きちんとした研修を行い，ボイラーの
設置，補修などが行えることを確認して初
めて輸出する。
　　オーストリアでは，水道屋がバイオマス
ボイラーを顧客に販売するシステムとなっ
ている。国外でもヨーロッパでは同様で，
子会社ないしは代理店が販売するわけでは
なく，水道屋を通して顧客に販売するシス
テムとなっている。
（2）製品の概要
　　現在，国内で販売しているボイラーは，

ペレット用，チップ用，そして蒔用の３種
類がある。
①　「イージーファイヤー」（ペレット用
ボイラー）

　　戸建用のボイラーで，ヨーロッパの規
格にあったペレットを燃料として使用す
る。

イージーファイアー

　　ボイラーの規模は，８～34kWまであ
る。トラックが運んできたペレットを地
下室などに貯蔵し，必要に応じて燃料と
して使用する。ボイラーは，各部品が梱
包されており，各家庭に持ち込まれると
水道屋が組み立てて設置する。

　　貯蔵したペレットをボイラーに投入す
る方式には，吸収式，スクリュー式があ
り，各家庭の事情で採用できる。ペレッ
トを格納するサイロがなければ，サイロ
も付属品として用意されている。
②　「マルチファイヤー」（チップ用）

　　これは，チップ用のボイラーで，世界
でも効率のいいボイラーとなっている。
現在，改良を加えて第二世代の機械を開
発し，今年の３月からこれを売り出して
いるところである。
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マルチファイアー

　　日本向けの輸出機として，この第二世
代機を考えている。というのは，日本で
は無圧式に変えることもあるのが，この
新しいボイラーはそれにも対応可能とな
っている。ヨーロッパでは廃棄物に関す
る規制が厳しくなってきているので，そ
れに対応するためにも第二世代機を開発
した。排気ガスの中に粉じんなどが含ま
れているが，チップの燃焼を穏やかにし
完全燃焼を実現することによって，それ
をできるだけ抑えることにした。また，
第二世代機は様々な燃料にも対応できる
よう改良しており，例えば，オーストリ
アではトウモロコシの茎などを燃料とし
て使用したい要望があるが，これにも対
応できるものとなっている。さらに，バ
イオマスボイラーでは燃焼後の灰のかた
まり（グリンカ）が問題となったが，こ
の第二世代機ではこれもうまく処理する
よう改善した。
　　本機の設置面積は６㎡で，その他に燃
料のチップを入れるサイロ用地が必要と
なる。また，バッファータンクの設置は
必要。その理由は，石油タンクなどと違
い，バイオマスボイラーは，すぐには動
かすことができず，暖かくなるまで40分
くらいかかる。バッファータンク（蓄熱
槽）があれば，すぐに暖気を取ることが
できるので，タンクの設置は必要であ
る。
　　ボイラーの規模は，普通20～50kWで

あるが，最大100kWのものもある。値
段は，本体と付属設備一式で１万8000ユ
ーロ～２万5000ユーロ（252万円～350万
円）する。

　　オーストリアでは，建物全体の温度を
23℃に保つため１年（９月から翌年５月
まで）について20kW のボイラーで６
ｔ，50kWのボイラーで８ｔのチップを
使用する。また，建物には地下室が備え
られており，断熱材の使用も普通行われ
ており無暖房でも室温は18℃くらいに保
たれている。この点は日本とは異なって
いるから，日本での導入についてはボイ
ラーの規模，使用燃料の種類，量などに
ついては考慮を要する。
③　「クラッシックフャイヤー」（薪用ボ
イラー）

　　このボイラーは，長さ50cm の薪を燃
料として用いるボイラーで，朝１回，夜
１回薪を投入すれば，一日中使用するこ
とができる。このタイプのボイラーは日
本にも輸出しており，日本からの問い合
わせも多い。１日１回の掃除が必要。

クラシックファイアー

　　ボイラーの規模は，20～50kW であ
る。値段は，配管などを除き，ボイラー
本体のみで１台6000～8000ユーロ（84万
円～112万円）である。

（3）工場の様子
　　その後，工場内を見たが，現在，マルチ
ファイヤーの第二世代機との入れ替え時期
で，商品の在庫は少ない。イージーファイ
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ヤーの梱包が行われているのみであった。
　　工場内には研修室が備えられており，こ
こで年間120回の短期・長期研修が行われ
ている。製品を実際に設置する水道屋をこ
こに集めて，組み立て，設置などについて
実地の研修を行う。

13 　ROTH社（バイオマスボイラー設
置業者）
（1）ROTH社の概要
　　ROTH 社の店舗は広々としており，浴
槽や蛇口等が大量にディスプレイされてい
る。通訳のモニカ氏によると，日本でいう
ところの工務店のようなものらしい。この
ような店舗の玄関先に，バイオマスボイラ
ーが数点置かれており，バイオマスボイラ
ーメーカー各社のパンフレットも数種類置
かれている。

店舗外観

（2）ROTH社担当者からの聴き取り
①　取扱い商品
　　Windhager 社，Vaillant 社，Riesman
社等の，薪，チップ，ペレット各種ボイ
ラーを扱っている。ROTH 社に来店す
る客は，展示会で既にボイラーを見て購
入する物を決めた上で来ることが多い。

店舗内の様子

②　Windhager 社とのプレミアムパー
トナー契約

　　ROTH 社は，Windhager 社とプレミ
アムパートナー契約を締結しており，同
社のボイラーをメインに販売している。
従業員も同社で研修を受け，同社のボイ
ラーに関してはアフターサービス・メン
テナンスを施すことができ，スペアパー
ツの在庫もあるので，同社のボイラーを
勧めている。

　　同社はザルツブルク州にあり，遠い
（自動車で約３時間）ので，同社のボイ
ラーを購入した客はここでパーツを注文
し受け取ることができる。

　　メンテナンスは２年に１回，メーカー
保証を保つために行う（メンテナンスを
受けなければメーカー保証はしてもらえ
ない）。購入時から２年間はサービス契
約を客との間に締結する（300ユーロ）
と，パーツ代以外の修理費用はかからな
い。

　　薪ボイラーには自動点火システムがあ
り，外出先から iPhone で点火すること
も可能である。

　　ラジエーターは１ｍ45ユーロで配管で
きる。
③　暖房プランニング

　　当社では客の暖房プランニングの相談
にものっている。その際に，客にまず聞
くのは新築か否かである。その上で，床
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暖房をするか否か，暖房負荷はどれだけ
か，何部屋あり何時間何度に保ちたい
か，全自動がいいか手動でいいか等を聞
き，何 kWのボイラーが必要か，暖房
コストがいくらになるか，等を計算して
客に示す。当社は電気屋も兼ねているの
で，設置も当社で行う。例えば，150㎡
の家全体を暖房する必要がある場合で，
断熱がきちんと行われている場合であれ
ば13～15kWが必要となる。

14　木質バイオガス発電施設訪問
　５月30日午後，今回の最終目的地であるブ
ルゲンラント（Burgenland）州オーバーヴ
ァート（Oberwart）の木質バイオマス熱電
併給施設（Biomass CHP Oberwart）を訪問
した。

木質ガス化発電施設全体

　（1）この施設は，ブルゲンラント州熱供給
公社（Energie Burgenland）が運営してい
る。2008年に運転開始されたこの施設で
は，木質バイオマスをガス化して，ガスタ
ービンで発電を行うとともに，その過程で
発生する熱を利用して，発電と地域熱供給
を行っている。同様の技術を使用する施設
としては，ブルゲンラント州ギュッシング
の木質バイオマス発電所がある。
　　施設では，Klaus Bosch 博士から説明を
受けた（以下の記述は，現場での説明とパ
ンフレット，博士らの論文等に基づくもの

である。）。
（2）工程の概要は，次のとおりである。
　①　木質チップを流動床ガス化炉で高温
にして，ガス化する。

　　この炉は，水蒸気を用いて流動媒体
（熱媒体）（触媒作用の強いオリバインと
いう砂を使用）を流動化させ木質チップ
を水蒸気噴霧器の中でガス化させるガス
化室と，空気を用いて流動媒体を流動化
しかつガスを燃焼させる燃焼室からな
る。燃焼室で作られた熱は，ガス化室に
送られ，ガス化室を高温に保つための熱
源となる。

　②　ガス化室からは，水素40％・一酸化
炭素25％・メタン10％などを含む可燃性
のガスが生成される（Product gas ／生
成ガス）。

　　それ自体高温の生成ガスからは，まず
熱交換機で熱が取り出され，冷却され
る。

　　その後，生成ガスは，フィルターで粉
塵を取り除き，バイオディーゼルと混ぜ
てタールなどを除去する洗浄過程を経た
のち，２機のガスタービンで燃焼され，
発電が行われる。ガスタービン１機によ
る発電出力は，1200kWである。

　　ガスタービンによる発電を経た排ガス
もなお，高温であるため，ここからも熱
交換機で熱が取り出され，冷却される。

　　最終的に，ガスは，排気塔から排出さ
れる。
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木質ガス化発電ガスタービン

　③　燃焼室からは，高温の燃焼ガス
（fl ue gas）が発生する。燃焼ガスから
も，熱交換機で，熱が取り出される。そ
の後，燃焼ガスは，フィルターで粉塵が
取り除かれた後，排気塔から排出され
る。
　④　①～③の工程で，生成ガス，燃焼ガ
ス，からそれぞれ取り出された熱は，オ
ーガニック・ランキン・サイクル
（ORC）による発電に使用される。ORC
とは，通常，水蒸気でタービンを回して
発電するところを，水よりも沸点の低い
有機油（サーモオイル）を熱媒として使
用し，タービンを回す発電方法である。
　　この施設では，ORCで400kWの発電
をしている。ORC で発電した電気は，
木質チップ（搬入時含水率40％）を，サ
イロで含水率20％まで乾燥させるために
用いられる。乾燥に使用されるエネルギ
ーは，600kWである。
　⑤　また，取り出された熱は，地域熱供
給にも使用される。
　　病院やショッピングセンターなどの大
きな三つの施設に，１年中熱供給してい
る。

　（3）施設は，年間7500時間運転し，５人の
従業員が交代で１人ずつ働いている。
　　制御室において，生成ガスの中に含まれ
る成分の種類と量，全ての回路の温度や圧

力などパラメーターを監視し，最適な運転
となるよう，制御する。

　（4）発電を主とした施設であるが，発電だ
けであると，エネルギー効率は，30％にと
どまる。ここでは，熱をうまく利用して，
トータルの効率を70％にまでしている。

　　このシステムの欠点は，設備コストが高
いことである。

　　オーストリアでは，ＦＩＴでの買い取り
の条件があまり良くないため，経済性があ
わない。買い取り価格が高ければ，見合う
が，タイやモンゴル，日本からの問い合わ
せはある（実際に，私達の見学の直後に
は，海外からとおぼしき次の見学者が訪れ
ていた。）。

　参考文献
・The Oberwart Biomass Gasifi cation Plant 
energie BURGENLAND April 2014

　（Klaus Bosch ほか）
・Ef f i c i en t  B i omass  Ut i l i z a t i on  by 
Polygeneration Processes-Production of 
Hydrogen，electricity and Heat

・http://www.bioenergy2020.eu/files/
publicatoins/pdf/ICPS10_Paper_Effi  cient_
Biomass_Utilization_by_Polygeneration_P
rocesses_fi nal.pdf

15　まとめにかえて
（1）はじめに
　　今回の現地調査では，オーストリアの首
都ウィーンと，その南約200km にある同
国第二の都市グラーツとその周辺で，国の
行政機関や関係機関において，原子力発電
に頼らない同国の電力確保の理念や方針，
現在の電力事情や将来の再生可能エネルギ
ー政策について話を聞いた。

　　そして，両都市の間に位置していた各関
係施設を駆け足で巡った５泊６日の日程で
あった。移動距離は数百 kmに及んだので
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はないか。
　　毎日，移動のバスの車窓から目に入る田
園風景は，丘陵の裾野から頂まで樹林と牧
草地に覆われ，平地の農地には休耕地とか
耕作放棄地のような光景は目に入らなかっ
た。国土はどこまでも濃い緑と“まき場”
色に尽くされ，歴史に語られているかつて
の森林破壊や森林喪失が嘘のように思える
ほどの情景であった。
（2）日本とオーストリアの被緑率，そして
伐採現場，製材所

　　数字で見るオーストリアは国土も森林面
積も，そして人口も意外に小さい。オース
トリアの国土面積は，日本の約23％。北海
道と変わらない。人口は日本の１億2570万
人に対して846万人。国土に対する森林被
緑率は，日本が69％であるのに対して47
％。その上，アジア・モンスーン地帯に属
する日本と比べると寒冷で雨の少ない土地
であり，森林の成育は遅いはずである。し
かし，現地の林業は極めて活発に見えた。
　　2009年の「世界森林白書」によると，木
材燃料・産業用材・製材の三用途の国内生
産量から輸入量を差引いた生産量は，日本
が1018万㎥であるのに，オーストリアでは
1833万㎥と計算される（同書，240～243頁
の表から）。オーストリアの森林作業従事
者はは17万5700人（「オーストリアの森林
教育，森林技術者の育成と支援」によ
る。），日本では2005年には４万7000人まで
低下し，少し持ち直した近年でも７～８万
人とされている（2009年，2013年「森林・
林業白書」より）。木材の自給率に至って
は，日本は約27％，オーストリアは100％
だ（林野庁「木材需給表」より）。

　　丸太などはかさ張る上に単価が低いから
遠隔地からの輸送に不向きであるはずなの
に，あり余る国内資源を目の前に輸入が需
要の70％以上というのは誰が見ても異常な
ことだ。この原因を解明する能力はまった

く持たないが，今回の現地調査での見分だ
けからも問題点は見える。

　　オーストリアの林道網は日本よりはるか
に整備されているようだが，路面は砂利を
押し固めただけの簡易舗装だ。これで十分
なのであろう。

　　間伐の伐採作業では，タワーヤーダーが
ロボットのように活躍していた。斜面の下
方で伐り出され，ワイヤーに結ばれて引き
上げられてきた樹木を短く切り，瞬時に枝
を払って路傍に積み上げてゆく。間伐材は
もとより，切り落とした枝葉までバイオマ
ス資源として換金回収する。

　　本家のお株を奪う「もったいない精神」
の徹底が見られた。

　　材質までは分からないが，現場で丸太の
用材として伐採する際の樹齢を尋ねたとこ
ろ，80～130年ということであった。足元
にころがる切り株の年輪も密で，100をは
るかに超えていた。この丸太も恐らくどこ
かで家の丈夫な柱になるのだろう。製材所
の規模と工場内の自働作業の流れは，目を
見張るばかりだ。
（3）地域熱供給システム，各戸への燃料供
給
①　地域熱供給システムによる温水の供
給

　　集住地域における各戸への熱供給事業
について，木材ペレットを熱源としてボ
イラーで温水をつくるというシステムの
構築は，技術的にそれほど難しい作業で
はないようであるが，地下埋設管が敷設
されていない地域では，この事業の初期
投資が大きな負担となる。オーストリア
でも，新規事業の場合，事業費の４割は
公的補助で，３割は銀行融資でまかなわ
れているという。
②　灯油に代わる木質ペレットの供給

　　現地では，間伐材等でペレットを製造
し，燃料として各家庭へ供給する事業も
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盛んのようだ。
　　灯油ではなく，燃料として木質ペレッ
トを各戸へ供給しているのである。この
ペレットを燃料にして，ボイラーで温水
をつくり家中へ回しているのである。
③　日本でも木質ペレットの普及を図れ
ないか

　　ヨーロッパでは，世帯当たりのエネル
ギー消費の40％以上が暖冷房，特に暖房
に使われているという。日本では，それ
が10％であるという。今回オーストリア
でみた地域熱供給の例は，こうした事情
と符合しているのだろう。
　　日本の国でも，木質ペレットのボイラ
ーでの使用やペレットストーブの普及が
図れないものであろうか。間伐材や端材
を原材料とするペレットによる熱エネル
ギー供給は，林業の採算性向上に寄与し
て持続可能な森林育成につながるだろう
し，この事業が地域の山林地主ら住民に
よって担われるのならば，エネルギーの
地産地消が成立し，地域経済の活性化や
地域の自立に好影響を与えることができ
るのではないか。

（4）地域に根ざした再生可能エネルギーの
利用

　　1978年の国民投票で原発と決別した当時
のオーストリアは，日本と同様，化石燃料
に深く依存していた。しかし，今や，オー
ストリアは，有数の木質バイオマス利用大
国である。
　　この約30年の間に，オーストリアの再生
可能エネルギー利用が，地域から始まり，
地域の風土や経済に適した形で進められ，
そして拡大していった過程から，いくつか
の重要なことがらを学ぶべきである。
　　第一に，オーストリアが，地域に豊富に
存在し，身近な資源である森林を，再生可
能エネルギー資源＝木質バイオマスとして
着目し，その利用を推進したことである。

　　それぞれの地域で産出する，身近な資源
を利用することが出発点なのである。

　　第二に，オーストリアが，木質バイオマ
スを，最も適した形である「熱」源として
利用することを促進したことである。

　　このことは，再生可能エネルギーそれぞ
れの特質に適した利用方法が重要であるこ
とを示すと同時に，電力だけを，再生可能
エネルギーで置き換えるという発想の誤り
を示している。「熱」は「熱」で，「熱源」
は「熱源」でまかなう，ということが重要
である。

　　そして，第三に，この「地域の木質バイ
オマスを熱として利用する」という形態
が，まさに，エネルギーの地産地消という
本質を持っていたことである。

　　第四に，オーストリアの木質バイオマス
利用が，中央から，集権的に進められてい
ったのではなく，分散的に地域から始まっ
たことである。

　　隣の家に熱を供給するコントラクティン
グや２～３世帯で管理運営する熱供給施設
から，農家が共同で，ホテルやショッピン
グセンターを主たる供給先としながら個人
の家にも供給する施設，そして，中規模，
大規模な施設まで，地域の実情と需要に合
わせて，さまざまに形態を取りながら，
「点」として，熱供給システムが増え，今
や，その「点」は，オーストリア全土を覆
うに至っている。

　　第五に，再生可能エネルギーの利用の担
い手が，地域の農家・住民達であり，ある
いは，地域の木材会社であることである。

　　地域の農家が，バイオマス資源を産出
し，あるいは，農家が集まって地域熱供給
施設を管理している。外部の大資本のみが
エネルギー供給を担うというパラダイム
は，そこにはない。

　　第六に，一方で，これらの農家が最初か
ら，自発的に，または，一気に，再生可能
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エネルギー利用を始めたわけではなく，農
業林業会議所が積極的な推進役として，関
与してきたことである。日本と同じく，オ
ーストリアの農家も木質バイオマス利用を
知らないかまたはこれに懐疑的であった。
農業林業会議所は，繰り返し繰り返し，農
家に，また森林の現場に足を運び，情報提
供や提案を行ってきた。そうして，ひとつ
ひとつ成功の実例が示されていくことが，
担い手として参入する農家を増やすことに
つながっていった。
　　第七に，農業林業会議所が，木質バイオ
マス利用を進めた目的が，環境保護の理念
のみに留まらず，地域の経済活性化に重点
が置かれていたことである。成功の実例
は，農家に経済的利益をもたらすことを示
したのである。林業学校を運営して，担い
手の指導にあたったり，山林組合と共同し
て，バイオマスホフという流通販売戦略拠
点を作ったりもした。
　　第八に，熱供給システムの整備に関する
補助など，国がこれを支えてきたことが挙
げられる。
　　第九に，かくして，再生可能エネルギー
利用が，地域の農業林業や木材産業と密接
にかかわる形で，営まれるに至ったことで
ある。
　　そして，第十に，ボイラーメーカー，イ
ンストーラー（設置者）など，周辺の産業
も成長し，地域の消費者にとっても，使い
勝手の良い仕組みが整っていったことであ
る。
　　このように，徹頭徹尾，現場から，地域
から，分散的に，オーストリアの再生可能
エネルギーが拡大していったことは，忘れ
てはならない。
（5）電力会社や社会を動かす市民の力
　　今回は訪れることができなかったが，オ
ーストリア東部，ハンガリーとの国境に近
い小さな街，ギュッシング市（人口は4000

人）では森林活用のエコ発電による街再生
の物語があるという。

　　同市が，周辺の森林からもたらされるチ
ップや端材などで安定した発電を始める
と，企業が集まり，それまで流出する一方
であったお金の流れが逆転した。雇用は増
え，税収は跳ね上がる。エネルギーの自給
率は70％，地域熱供給の総延長は35kmに
及び（角川書店「里山資本主義」藻谷浩
介・ＮＨＫ広島取材班著），今や関係者の
訪問は引きも切らずだということである。

　　今回調査した各地でも，現場の事業の担
い手は皆，現地に根付いて暮らす人々であ
った。

　　それにしても，彼らはどうしてこのよう
な活動・行動をとることができるのか。農
家としても，林業家としても，地域で共同
体としての機能が保持されており，自分た
ちの地域や町の在り方は，自分たちで決め
るという自律と責任を伴う自己決定が当た
り前になっているのではないか。これが本
来の民主主義なのであろう。

　　ここから勉強を始めなければならないの
かも知れない。

第３ 　国内における地域循環型再
生可能エネルギーの活用例

１　岡山県真庭市
（1）真庭市の概要
　　岡山県真庭市は，岡山県の北部，中国山
地のほぼ中央に位置する内陸の市である
（面積約829km2，人口約５万人）。



― 248 ―

第３章　原子力発電依存からの脱却と地域再生

【真庭市ホームページより】

　　全面積の79％に当たる653km2が森林で，
森林蓄積量は約1200万㎥にのぼる。うち人
工林が６割を占める（内訳はヒノキ72％，
スギ22％）。明治以降，ヒノキの植林を行
い，ヒノキの産地として発展し，市内に３
か所ある丸太市場では年間約12万㎥の丸太
が取り扱われている。市内には製材所も約
30社あり，中部地方の木材産業の中心地に
なっている。また，市北部の蒜山高原で
は，国内で最大頭数のジャージー牛が飼育
されており，畜産業も盛んである。
（2）「真庭市バイオマスタウン構想」
　　真庭市におけるバイオマス利用は，自治
体が主導するのではなく，民間企業の有志
が中心になってきた点に特徴がある。1993
年，高速道の建設とともに地域の産業が衰
退していくのではないか，との危機感を抱
いた地元の若手経営者などが集まり「21世
紀の真庭塾」というグループが結成され
た。このグループは，「あるものを利用し
て行こう」をモットーに，市内のバイオマ
ス資源の利用を進めて行くための活動の中
心になった。2000年を過ぎたころから，自
治体もこうした動きをバックアップするよ
うになり，2006年には「バイオマスタウン
構想」が策定された。真庭市は「バイオマ

スタウン真庭」を名乗り，バイオマス利用
を自治体の政策の柱として掲げている。
（3）バイオマスの利活用方法
　　真庭市におけるバイオマス利用の中心に
なっているのは，地元の製材所から出る木
質副産物の利用である。市内の製材所で
は，毎年約50万㎥の丸太が製材される（地
元森林から12万㎥，その他の国産材８㎥，
輸入材30万㎥）が，そこから出る年間７万
8000ｔの製材屑や廃材などを地元で利用す
ることで，木材資源を循環させることを目
指している。このために，バイオマス発電
施設やペレット工場のなどの設置を進める
とともに，新しい木質製品の開発にも乗り
出している。現在の課題は，生産されるペ
レットの地元での消費の促進であり，ペレ
ットによる暖房施設を住宅やハウス農家な
どで利用する取組に力を入れている。ま
た，地元の森林内で伐採時に山に残置され
る曲がった材や木の先端部分などの未利用
材（年間約６万ｔと推定）の利用促進も大
きな課題になっている。2009年にはこれら
の未利用材や製材所の端材を集積するため
のバイオマス集積基地（敷地面積約１万
㎡）を新設し，集積基地を地域内の関係者
が連携する起点とする構想を実行に移して
いる。こうした集積基地は，安定的なバイ
オマス原料の供給を実現する意味もある。
基地に持ち込まれた未利用材をチップ化し
て，製糸会社などに売っている。

　　真庭市では，消費エネルギーの11.6％を
バイオマスエネルギーで自給しているが
（2012年），市はこれを20％に引き上げるこ
とを目標に掲げている。市の試算によれ
ば，バイオマス利用による経済効果は年間
５億円であり，石油を代替したことによる
経済効果を含めると年間19億円にのぼる。
環境面では，バイオマス利用により年間４
万1000ｔのCO₂ 排出削減を実現している。

　　真庭市におけるバイオマス利用の今後の
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展開が注目される。

２　広島県庄原市
（1）概況
　　広島県庄原市は，中国山地の中央部に位
置している。2005年には旧庄原市と周辺の
７町が合併し，新庄原市となった。合併に
よって市の総面積は1246.60km2となり，
広島県の総面積の約15％を占める地理的に
規模の大きい自治体となった。

【庄原市ホームページより】

　　しかし，一方で，その広大な面積の８割
以上を森林が占めており，都市部への人口
流出も進んでいる。2005年の合併当時約４
万3000人いた人口も2014年には４万人を下
回っており，過疎化及び少子高齢化の進展
が著しい。
（2）市民運動の展開
　　2002年６月に庄原市にキャンパスを置く
県立広島大学，庄原市内の林業・木材産業
の関係者，庄原の市民環境団体等が中心と
なり，庄原市に大量に存在する森林から生
み出される木質バイオマスを有効活用する
方法を研究し，その成果を普及させること
を目的に「庄原森のバイオマス研究会」が
設立された。同研究会は翌年にはNPO法
人に認証されている。
　　同研究会は，林業と環境保全を考える一
環として「里山ワークキャンプ in 庄原」
を企画した。これは市外さらには国外の若

者を庄原に集め，集まった若者に間伐，下
草刈り，枝打ちといった林業の基本作業を
体験してもらうとともに，参加者と庄原市
民とで環境保全問題について座学も行うと
いう画期的な取組であった。広島県立大学
の協力もあり，2002年９月には，フラン
ス，スペイン，デンマーク等の学生10人程
度も加わったグローバルなワーキングキャ
ンプが実施された。

　　さらに研究会は，ペレットストーブを庄
原市内に普及させる活動に力を入れる。研
究会は海外からペレットストーブを購入
し，道の駅など市内の主要４か所に設置し
た。また，ペレットストーブの国内生産を
目指し，2005年には国内産ペレットストー
ブの販売を開始し，その後，家庭用の小型
化したペレットストーブの開発にも成功し
ている。加えて，ペレットストーブの燃料
となるペレットについても製造するように
なった。

　　このような研究会の活動は次第に注目を
浴び，2005年には，「ＳＡＲＵプロジェク
ト会議」が発足した。これは，研究会，大
学，企業，行政の参加する連絡会議であ
り，今後の木質バイオマスの活用方法につ
いて話し合われた。同会議の発足により庄
原市の官・民・学が一体となって木質バイ
オマスに取り組む下地が完成したようにも
思われた。
（3）庄原バイオマスタウン構想の策定
　　研究会の草の根の木質バイオマス普及活
動が大きな成果を上げだしたころと時期を
同じくして，国も木質バイオマス事業の推
進に力を入れ始める。農林水産省は2006年
３月バイオマス・ニッポン総合戦略を策定
し，その戦略の一つが「バイオマスタウン
構想」であった。

　　バイオマスタウンとは，「域内におい
て，広く地域の関係者の連携の下，バイオ
マスの発生から利用までが効率的なプロセ
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スで結ばれた総合的利活用システムが構築
され，安定的かつ適正なバイオマス利活用
が行われているか，あるいは今後行われる
ことが見込まれる地域」と定義され，農林
水産省は，2010年までに300市町村を目標
に，全国の市町村に対しバイオマスタウン
構想を募集した。
　　農林水産省が，バイオマスタウン構想採
用市町村の拡大のための呼び水として用い
たのが，2007年に正式に導入された「地域
バイオマス利活用交付金」である。これ
は，バイオマス推進事業について交付され
る国からの交付金であるが，同交付金につ
いては市町村等によるバイオマスタウン構
想に基づく企画（ソフト事業）や市町村や
事業者による木質バイオマスに関する事業
の施設整備（ハード事業）に対して支給さ
れると定められていた。
　　庄原市にとって，有する豊富な森林資源
を活用することにより新産業を創出し，林
業を振興していくことが地域活性の方策で
あった。国家事業としてのバイオマスタウ
ン構想の推進及び地域バイオマス利活用交
付金制度の導入は庄原市の木質バイオマス
政策を後押しするものとなった。
　　庄原市は，2006年12月，庄原市バイオマ
スタウン構想を策定するとともに，「庄原
森のバイオマス産業団地（クラスター）構
想」を打ち出した。これらの構想は，ペレ
ットストーブやペレットボイラーの有効活
用に留まるものではなく，木材からバイオ
エタノールを精製し，それを実用，量産化
し，庄原市に新産業の産業団地を誕生させ
るといった非常に規模の大きな大胆な計画
であった。
（4）庄原市バイオマスタウン構想の失敗
　　庄原市バイオマスタウン構想の目玉であ
るバイオエタノールの実用・量産化を担当
したのは庄原市ではなく民間企業である株
式会社ジュオン（以下「ジュオン」とい

う。）であった。庄原市は，2007年には同
社と協定書を締結し，以後，庄原市とジュ
オンは，木質チップボイラー整備，エタノ
ール実証実験，プラント整備の３事業につ
いて事業を推進した。庄原市は，前記「地
域バイオマス利活用交付金」を利用し，５
億円もの事業費をジュオンに投入した。

　　しかし，結果は散々なものであり，2010
年11月に同社はエタノールの精製について
成果を上げることができないまま営業停止
し，2014年７月現在においても事業承継も
困難な状況である。さらに，ジュオンの子
会社が補助金を不正に受給していた疑いが
あるとして刑事事件に発展した。
（5）今後の課題
　　庄原市は，上記失敗をふまえ，庄原市木
質バイオマス関連事業検証委員会を立ち上
げ，2013年３月に報告書をまとめている。

　　同報告書によれば，事業失敗の要因の一
つとして庄原市のリスクマネジメント能力
の欠如があげられている。

　　すなわち，庄原市には木質バイオマスに
対する専門的知識は乏しく，バイオエタノ
ールの精製が非常にハイリスクな事業であ
ったにもかかわらず，そのリスクを洗い出
し分析を行うことができなかったことが，
事業失敗の要因であったとされている。

　　バイオ燃料を精製することはエネルギー
利得率が低く，コスト高となり採算にあわ
ないと言われている。また，原料の収穫運
搬のエネルギーコストを考えると，割に合
わないとも言われており，庄原市のバイオ
エタノール実用化の構想は非現実的であっ
たと言わざるを得ないだろう。

　　庄原市のバイオマスタウン構想の失敗
は，木質バイオマスという資源について，
その特性にあった利用をしなければ事業と
して成り立たないことについての負の先例
として大きな意味があるといえる。
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　参考文献
・小沢祥司，浦上健司「バイオマスエネルギ
ー・ビジネス」（七つ森書館，2013年）

・「庄原市木質バイオマス関連事業検証委員
会報告書」（庄原市ホームページ）

３　長野県飯田市
（1） 飯田市の概要
　　長野県飯田市は，長野県南部に位置し，
東西に3000ｍ級の南アルプスと中央アルプ
ス，中央に天竜川が流れる，人口約10万
5000人（2014年７月現在）の内陸の市であ
る。

【飯田市ホームページより】

　　総面積658.73km2の84.6%が森林であ
り，日照時間は年間2100時間を超えるな
ど，バイオマスや太陽光などの再生可能エ
ネルギーが豊富な特性を活かし，低炭素型
の地域社会経済システムの構築を目指す取
組を進め，これを通じて，都市・中山間地
域における持続可能な地域社会モデルを提
案している。1996年には目指すべき都市像
として「環境文化都市」を掲げ，2008年に

は国の「環境モデル都市」にも指定されて
いる。
（2）「２１’いいだ環境プラン」
　　飯田市は，1996年に市の環境政策を総合
的・計画的に推進するための計画である
「２１’いいだ環境プラン」を策定し，そ
のなかで，再生可能エネルギーの導入促進
による地域発展の仕組みづくりを施策とし
て進めていくことを掲げている。
（3）太陽光・太陽熱の活用事業
　　飯田市は，上記計画に基づき，豊富な太
陽光・太陽熱の利用を促進する取組を積極
的に行ってきた。

　　例えば，1997年から，住宅用太陽光発電
の導入に際し，市から補助金を交付する制
度を開始した。現在では，太陽光発電設備
が約1900件（全世帯の約５%）に普及し，
今後は，2030年までに全世帯の40%の普及
率を目指している。また，公共施設約90か
所に太陽光発電パネルを設置し，1997年か
らは住宅用太陽熱温水器設置補助制度も開
始した。

　　以上のような市自らの取組だけではな
く，民間会社との協働も積極的に進めてい
る。地域のエネルギー会社として設立した
「おひさま進歩エネルギー株式会社」が行
う市民ファンドを原資とした太陽光発電に
よる電力供給事業について，飯田市は，こ
の太陽光発電設備によって発電される電気
を，１kW/h 当たり29円で買い取る売買契
約を締結している。また，市有施設の屋根
に20年間にわたる行政財産の目的外使用許
可を実施した上で，太陽光発電パネルを設
置させるなどの支援を行っている。同事業
では，太陽光発電パネルを市有施設や幼稚
園などに287か所，設置容量合計2678.14 
kW（2013年９月現在）を設置するに至っ
ている。

　　また，中部電力株式会社（以下「中部電
力」という。）との協働事業も展開し，市
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有土地を含めた敷地面積約1.8万㎡に中部
電力管内初のメガソーラーを設置し，年間
発電量約100万 kW/h，一般家庭300世帯分
相当の発電を行い，地域の家庭へ供給して
いる。
（4）木質バイオマスエネルギーの活用
　　豊富な森林資源による木質バイオマスエ
ネルギーの活用も盛んである。ペレットの
原料や薪は，木材から作るものであるた
め，ペレットや薪の使用が増えれば，地域
産材が流通し，山林所有者や林業関係者に
利益が発生することにより，地域経済が活
性化することにつながることから，バイオ
マスエネルギー事業は地域経済にとって大
きな利益となる。
　　2006年に民間事業者５社が設立した「南
信バイオマス協同組合」が，林業から発生
する大量の間伐材等を原料にした木質ペレ
ットの利用推進のために，ペレットストー
ブ・ボイラーの導入推進に取り組んでい
る。
　　例えば，住宅でペレットストーブを設置
する際に補助金を支給する制度を導入した
り，公共施設へのペレットストーブ・ボイ
ラーの積極的な導入を進めている。
　　ペレットストーブ・ボイラーの導入例と
しては，市内にある温泉施設「かぐらの
湯」や温泉施設・温水プールを備えた施設
「ほっ湯アップル」の温水の再加熱を行う
ボイラーにペレットボイラーを導入してい
る。
　　また，小中学校や民生（家庭）部門にお
いても，上記の補助金制度を利用し，ペレ
ットストーブは約150件，薪ストーブは約
200件導入されている。
（5）地域内における小水力発電事業
　　飯田市では，地域内の小水力発電の事業
化を支援している。
　　2009年から市内での小水力発電に関する
河川調査を実施し，2011年からは，山間部

の上村地区・小沢川において小水力発電の
可能性調査を実施している。同地区では，
地域の自治復興センターが協力し，認可地
縁団体（地方自治法第260条の２）を主体
として，設置容量150万 kW規模の小水力
発電設備の設置を検討している。現在は，
地域住民における協議が進められていると
ころであるが，その中で，売電収入は，地
域の保育園への助成や独居老人への支援費
用などに充てられることが検討されてい
る。
（6）再エネ支援条例
　　このように，再生可能エネルギーの導入
促進について積極的に支援を行ってきた飯
田市は，2013年４月，再生可能エネルギー
の利用について市の支援を定めた「飯田市
再生可能エネルギーの導入による持続可能
な地域づくりに関する条例」を制定した。

　　同条例は，地域における再生可能エネル
ギー資源の恩恵は，地域の住民全体が調和
的に享受すべきであるとの観点から，飯田
市民は，「自然環境及び地域住民の暮らし
と調和する方法により，再生可能エネルギ
ー資源を再生可能エネルギーとして利用
し，当該利用による調和的な生活環境のも
とに生存する権利（地域環境権）」を有す
ると規定した（第３条）。

　　その上で，同条例は，飯田市民が「地域
環境権」を，次世代へと受け継ぐことが可
能な方法で行使すること，また，公共の利
益の増進に資するように行使すること，一
定の要件を満たす団体が共同で行使する場
合に，市は支援することを規定している
（第４条，第８条）。
　　具体的には，上記の条件を充足する事業
を，「地域公共再生可能エネルギー活用事
業」として，事業に関して継続性，安定性
のある実施計画の策定や事業運営に必要な
助言のサービスを提供する，金融機関や投
資家からの投融資資金を促すための信用力
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を付与する，補助金の交付，市の基金から
の初期調査費用の無利子貸付，また，市有
財産の利用権限の付与などを行うこととさ
れている（第10条）。

　　以上のように，飯田市では，地域に存す
る再生可能エネルギー資源は，地域住民が
持続可能で調和的な方法により享受すべき
であるという観点から，再生可能エネルギ
ー導入促進の支援を進めており，他地域に
おいても，大いに参考になる事例である。

４　北海道津別町
（1）津別町の概要　
　　北海道網走郡津別町は，北海道東部オホ
ーツク圏の内陸部に位置する。扇状に広が
る河川流域の平地と，森林豊かな山地に大
別される。2014年３月末の人口は5284人，
2511世帯が生活している。

【津別町ホームページより】

（2）バイオマス利用の取組み
　　津別町は，2004年から資源の有効利用や
再生可能エネルギーの利用を始めた。現在
は，木質バイオマスと廃棄物系バイオマス
が中心である。
①　木質バイオマスについて
　　津別町は網走川の上流に位置するが，
伐採後の残材が山に放置されたままの状
態で，大雨などで残材が流され下流域に
迷惑をかけることがあった。その是正と
資源の有効利用を目指し，2007年に「津

別町バイオマスタウン構想」を策定。木
質ペレット製造施設建設と，木質ペレッ
トボイラー導入を主な事業計画とした。

　　ペレット生産は，町内事業所15社で設
立した「津別町ペレット協同組合」が運
営し，従業員３人を雇用した。2012年度
は858ｔ，2013年度は996ｔの生産を行っ
ている。生産が多くなればペレットの販
売単価も安くなり，購入者にも便利にな
るが，消費が増えなければ増産の必要が
なく，採算のためには消費の増加が課題
である。また，残材の収集・運搬の費用
を抑えられないかも課題である。ペレッ
トの消費は，主に町内公共施設のペレッ
トボイラー３台とペレットストーブ７
台，それに町民の家庭用ペレットストー
ブ16台（町から補助を受けた台数）で行
っており，2013年度の公共施設での消費
が562ｔ，家庭や町外での消費が411ｔと
なっている。町内公共施設では，それま
での重油ボイラーを残しつつ，ペレット
ボイラーを導入し，重油の燃料費は2007
年の28529千円から2010年の7118千円ま
で削減されたが，ペレットのコストが
2010年度で26121千円となり，重油の削
減額を上回っているため，総コストは必
ずしも削減できていない。家庭用ペレッ
トストーブは，購入費用の３分の２（上
限25万円）を町が補助しているが，まだ
伸び悩んでいる。灯油ストーブより高額
であることや，現在使用しているストー
ブの交換時期にならないと購入意欲がわ
かないことが大きい。
②　廃棄物系バイオマスについて

　　生ゴミの削減や，酪農家から出る家畜
ふん尿の処理が課題だったことから，こ
れらを堆肥にする堆肥センターを建設
し，2004年10月から一般（家庭）生ゴミ
の処理を始め，2007年２月から事業系生
ゴミ（食品加工会社ほか）を受け入れ
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た。運用は農業協同組合に委託し，生ご
み処理費として2014年は17928円／ｔを
支払っている。一般生ごみは週2回専用
車で収集するほか，隣接する大空町から
も引き受けている（2010年から。逆に津
別町は，町内のごみ焼却施設が老朽化し
ていることから，町内の燃えるごみを大
空町に引き取ってもらい，焼却してもら
っている。広域協力の一例である。）。家
畜ふん尿は，年２回収集する。

【たい肥センターの様子】

　　これらにより，生ゴミの減量化が図ら
れ，また堆肥を一般家庭や農家へ販売す
ることで僅かながら収入となっている。
③　一般企業との協同取組
　　津別町では，1999年，北海道の植林木
であるカラマツ・トドマツを活用し，町
内の木板製造企業である丸玉産業株式会
社と共に，地産地消の針葉樹合板を製造
するために，津別単板協同組合が設立さ
れた。組合は，丸玉産業合板工場に合板
原料の単板を供給するとともに，合板製
造過程で出る端材を燃焼させ木質系バイ
オマスコージェネレーションで熱と電気
のエネルギーを工場に供給する仕事を担
っている。発電と廃熱蒸気により工場稼
働の必要エネルギーのほぼ全量を供給し
ている。2007年度実績での試算では，そ
れまでの重油使用料約24000kl（約27億
円）の節減につながった。

５　北海道下川町
（1）下川町の概要
　　北海道上川郡下川町は，北海道北部の内
陸部で，天塩川の支流の名寄川上流に位置
し，森林豊かな北見山地の斜面が大部分を
占める。かつて町は金山・銅山と林業で栄
えたが，鉱山は全て閉山し，２か所あった
営林署はいずれも撤退し，最盛期に１万
5555人あった人口は，2014年６月１日現在
で3537名（1822世帯）となっている。

【下川町観光協会ＨＰより】

（2）バイオマス利用の取組み
　　下川町は，町の面積の約９割を森林が占
めており，基幹産業は林業，次いで農業と
なっている。かつての鉱業や林業が収奪型
かつ外部資本型だったことを反省し，町が
主体となり，町民雇用の整備を図ってい
る。町では1953年よりドイツの循環型森林
経営を参考にして持続可能な森林を確保す
ることとし，町で国有林の取得を進めた。
これは，3000ha の町有林を確保し，毎年
50ha ずつ木を伐採して60年のサイクルで
持続可能な利用をするためである。現在，
町有林は4500ha であるが，これは町の森
林面積の７%を占める（国有林が85%，私
有林が８%）。国有林を活用するには，国
と「共同施業」を設定する方法があるが，
町外の業者が安価で落札してしまったり，
現場事業所の意向が大きい等の事情があ
り，下川町では共同施業を推進してはいな
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い。
　　下川町では，町民の平均所得が約250万
円と大きくないことから，生活費の中で大
きな負担となってきたエネルギーへの支出
を下げるべく，木質バイオマスを活用した
熱の完全自給を目指している。2001年には
NEDOの新エネルギービジョン構想に応
募し，木質バイオマスエネルギーの推進に
動き出した。当時，町の施設の中で燃料コ
ストが一番高かったのが，町内にある五味
温泉の重油ボイラーであった。五味温泉は
冷泉で加温の必要があり，それまでは重油
ボイラーを利用していたが，この代わりに
2004年から木質バイオマス（チップ）ボイ
ラー（スイスのシュミット社製，定格出力
180kW）を導入した。そうしたところ，
直後に重油価格が高騰したため，重油使用
を継続していた場合との比較で，2005年か
ら2011年までの７年間で合計約2500万円，
年平均約350万円の経費削減につながっ
た。以後，年１回程度のペースで町営施設
に次々とチップボイラーを導入してきた。
チップは町内の集成材工場等で生産されて
おり，町直営時には臨時で２名の雇用を創
出した（現在は協同組合に業務委託）。原
材料のうち，６割程度の量は町が無償で譲
り受けた河川の支障木（本来は産業廃棄物
となるもの）が占めている。その他は，地
元建設業者が収集した残材である。また，
チップボイラー設備の管理は，町内のガソ
リンスタンドの組合が指定管理者となって
行っている。
　　チップの燃焼後にできる灰は，肥料とし
て林地や農地に還元するなど，資源を無駄
なく利用する（ゼロエミッション）ことを
目指している。後述の一の橋バイオヴィレ
ッジのボイラーも含め，燃料のチップから
は85%という高い燃焼率で熱エネルギーを
得ている。ボイラーの耐用年数は少なくと
も10年以上で，20～30年は問題なく使える

耐久性があるという。オイルボイラーと違
い，硫黄酸化物などの化学反応による劣化
がないことが理由である。なお，木質バイ
オマスでの発電も検討しているが，コージ
ェネレーション機器自体の性能上の限界
や，送電ロス，需要・供給バランスの問題
で，エネルギー効率が15～30%まで落ちて
しまうことから，現状では効率のよい熱利
用が推進されている。

　　チップボイラーを導入したことで，下川
町では燃料費を年間1600万円コストカット
できたが，このうち800万円を今後のボイ
ラー購入や修繕のために積立て，残り800
万円は子供の医療費補助等に利用してい
る。また，町民が木質バイオマス（チッ
プ，ペレット）ストーブを購入する際，金
額に応じて一定の補助を行っている。た
だ，ペレットは町内で生産できていないこ
とから，値段が灯油と同程度にとどまって
おり，各家庭への普及はあまり進んでいな
い。

　　下川町では，財団法人下川町ふるさと開
発振興公社が設立され，自主的・自律的な
産業づくりと地域産業の発展のために研究
や活動が行われている。これまでに，ＦＳ
Ｃ森林認証の普及に向けた取組みや，町内
産木材活用住宅プランの作成などを行って
きている。また，木質バイオマスの活用，
環境共生型モデル住宅などの取組につい
て，視察・研修の受け入れを有料で行って
いる。2010年には，町内産木材を使用し，
高断熱・高気密，地中熱ヒートポンプ，太
陽光発電，ペレットボイラーなど様々な再
生可能エネルギーを利用した下川町環境共
生型モデル住宅（エコハウス）「美桑の
家」が完成した。美桑の家は五味温泉に隣
接立地しており町内外を問わず有料で宿泊
利用することができる。
（3）一の橋バイオヴィレッジ
　　一の橋地区は，中心部から東に約10km
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離れた地区であり，かつては営林署も所在
し，木材の搬出で賑わった地区である。し
かし，木材需要の減少や営林署の撤退など
で，人口減少と高齢化が進んでいた。高齢
者にとっては，日常の買い物や通院のため
に，１日数便しかないバスを利用して中心
部に行かなくてはならず，特に冬季は大変
な負担となっていた。
　　そこで，下川町は，この一の橋地区に，
集中暖房システムによる集合住宅を建設す
ることを計画し，2013年に完成した。住宅
は概ね平屋造りで，各戸の玄関は屋内廊下
でつながっており，その終点は郵便局とな
っているため，年金を受け取りに行くのに
も，近所への訪問も，屋外に出ずにできる
ようになっている。地区の中心にある集中
暖房施設には，チップボイラー（定格出力
550kw）が２機設置されており，夏は片方
ずつ，冬は２機同時という方法で，通年稼
働している。通常，木質バイオマスボイラ
ーが故障等のため稼働できなくなることを
想定し，オイルボイラーを予備的に設置し
ておくが，このバイオヴィレッジは下川町
で初めてオイルボイラーを置かなかった施
設である。各戸では熱供給を受けてその対
価を負担することになるが，灯油ストーブ
を用いていたときよりも負担は軽減され
た。

【一の橋バイオヴィレッジにある住民センター】

（4）下川町森林組合
　　下川町では，1981年の雪害で，500ha に
わたって樹木が折れたり曲がったりすると
いった被害を受け，およそ３億5000万円も
の被害額となった。この事態を受け，建築
用木材として利用できなくなった被害木を
何とか有効利用しようと考え，森林組合は
木炭の製造を始めた。特に火持ちの悪さか
ら従来木炭に利用されていなかったカラマ
ツを家庭向けにバーベキュー用で発売した
ところ好評を博したが，現在では海外産の
木を使った安価な炭が大量販売されてお
り，価格競争で後塵を拝している。その
後，建築用木材の端材も木炭にする，木炭
製造過程で出る木酢液や燻煙を利用して建
築用木材を防虫・防腐加工する，木炭にも
利用できない木くずは農業用の炭として加
工販売する，というゼロエミッションに向
けた取組を行っている。
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　化石燃料や核燃料は，一度利用してしまえ
ば再生することはない。
　これに対して，再生可能エネルギー資源
は，まさに「再生可能」な点で，全く異なる
エネルギー資源である。
　ただし，再生可能エネルギー資源は，再生
が「可能」だということであって，放ってお
いても自然にそれが実現できることを意味し
ない。また，再生可能エネルギー資源の利用
は，地域の資源を利用するために地域経済に
も資する可能性があるが，これもそれが「可
能」だということであって，手法によって
は，従来と変わらず，地域資源が収奪される
可能性もある。
　再生可能エネルギー資源の「再生」を実現
するためには，知恵と努力が必要なのであ
る。
　本項では，この観点から，①先行するドイ
ツの事例と制度を確認し，②我が国の法制度
とその問題点を述べる。

第１　海外の実例～ドイツ

１ 　発電源としての再生可能エネルギ
ー

　再生可能エネルギーを発電源として活用す
る動きが多くの国で爆発的に進んでいる。そ
の原動力になっているのが固定価格買取制度
（ＦＩＴ）である。この制度によって，再生
可能エネルギーでつくられた電力はその発電
原価に見合う価格による買い取りが保証され
る。これによって，事業者は投資を回収する
だけでなく，適正な利益を得ることも可能と
なる。投資リスクは大幅に軽減され，再生可
能エネルギーは魅力的な投資先に生まれ変わ
る。現実に発電をしなければ投資を回収でき
ないから，立派な施設は完成したものの使わ
れないまま放置される，という補助金対象事

業では起こりがちな事態も回避できる。
　しかし，再生可能エネルギーへの転換を実
現するためには，再生可能エネルギー施設の
設置が長期間持続していかなければならな
い。そのためには，施設の設置がもたらす環
境面，社会面で及ぼすマイナスの影響を出来
る限り取り除き，設置のためのコストも継続
的に引き下げて行くことが必要である。ドイ
ツにおける再生可能エネルギーの躍進は，こ
うした買取制度上の数々の工夫によるところ
が大きい。

２　ドイツの固定価格買取制度
　ドイツの固定価格買取制度は，2000年４月
に施行された再生可能エネルギー法に基づい
ている。法律の正式名称は「再生可能エネル
ギーの優先のための法律」である。当初は全
13条にすぎなかったが，数度にわたる大改正
を経て，現在は全88条の法律に発展してい
る。
　この法律の柱は，20年間にわたり発電原価
に見合った固定価格で再生可能エネルギーに
よる電力の買い取りを保証する点にあるが，
法律では再生可能エネルギーの持続的な普及
を図るため以下に紹介するような数々の工夫
を凝らしている。
（1）再生可能エネルギーの優先原則
　　ドイツなど多くのEU諸国は，経済成長
とエネルギー需要との切り離しを実現しよ
うとしており，電力需要も抑制していく方
針をたてている。そのなかで再生可能エネ
ルギーを増やしていくということは，とり
もなおさず，化石燃料や原子力による発電
から再生可能エネルギーによる発電への転
換を進めて行くことにほかならない。しか
し，この置き換えは自然には進んで行かな
い。既存の発電事業者にとって発電源の転
換は死活問題となるためである。

第３節　再生可能エネルギーの効率的かつ持続可能な利用のための制度
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　　このため，ドイツの再生可能エネルギー
法では再生可能エネルギーの優先原則が明
確に定められている。送配電網の操業者
は，たとえ原子力や化石燃料による電源に
よって受け入れ可能容量に余裕がない場合
でも，再生可能エネルギー発電施設から送
配電網への接続を求められた場合，これを
拒否することができない。また，需給の変
動に応じて発電施設からの電力の受入量を
調整する際にも，原子力と化石燃料による
電力の受入れを最大限制限した後でなけれ
ば再生可能エネルギーによる電力を制限す
ることが許されない。
　　この再生可能エネルギー優先の原則は，
電力市場も大きく変容させた。取引市場に
は，太陽光発電による電力が取引市場に大
量に流れ込むようになり，昼間の時間帯の
電力取引価格が大きく下落した。風力発電
の増加は，機敏な出力変更が難しい原子力
と石炭火力発電所の採算性を低下させ，こ
れらの発電施設の新設を困難にさせてい
る。こうした市場の変化はマイナスの側面
もはらむが，エネルギー転換をダイナミッ
クに推し進めていく原動力となっている。
（2）送配電網の拡充義務
　　再生可能エネルギーによる発電の多く
は，辺境地などこれまで発電施設がほとん
ど存在しなかった地域でおこなわれる。こ
のため，再生可能エネルギーによる発電を
拡大していくためには送配電網の拡充も同
時に進めて行くことが不可欠である。
　　このため，ドイツの再生可能エネルギー
法は，送配電網操業者に対して電力買取義
務だけでなく，送配電網の拡充義務も課し
ている。送配電網操業者は，遅滞なく送配
電網を拡充して行かなければならず，義務
に違反した場合は損害賠償責任を負う。た
だし，送配電網の拡充によって経済的に過
酷な状況が引き起こされる場合は例外的に
拡充義務を負わないとされている。

（3）発電コストの引き下げ
　　再生可能エネルギーによる発電を持続的
に普及していくためには，発電コストの引
き下げが不可欠となる。このため，ドイツ
の再生可能エネルギー法は毎年，買取価格
を一定率引き下げて行くことをあらかじめ
決めている。買取価格は発電施設が最初に
通常操業を開始した時点の価格が適用さ
れ，20年間変わることはない。しかし，例
えば，翌年に操業を開始した施設について
は1.0～7.0％低い買取価格が適用される。
この引き下げは毎年続けられるから，発電
施設メーカーにとっては，買取価格の引き
下げのスピードに歩調を合わせて製造単価
を引き下げて行かなければ販路を断たれる
ことになる。必然的に，メーカーにとって
は製造単価の引き下げが非常に重要な課題
となる。

　　こうした引き下げ圧力によって，再生可
能エネルギーによる発電のコストを化石燃
料による発電のコスト以下に引き下げるこ
とが目指されている。ドイツでは既に，太
陽光発電と陸上風力の発電コストが化石燃
料による発電のコストの平均とほぼ並ぶ水
準にまで低下しており，近い将来にも太陽
光発電と陸上風力が最も安い発電源となる
と見込まれている。

　　この買取価格の毎年の引き下げは，再生
可能エネルギーによる発電事業への投資を
活性化する役割も果たしている。買取価格
が高いうちに早く施設を設置しようという
動機を生み出すためである。また，毎年の
引き下げ幅が決まっているため，数年後の
買取価格を予測することも可能になる。こ
れによって，風力など計画から実施までの
時間が比較的長い事業においても，投資計
画の立案が容易になる。
（4）普及速度のコントロール
　　たとえ小さな買取価格の調整であって
も，再生可能エネルギー施設の普及のスピ
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ードは大きな影響を受ける。これは固定価
格買取制度を実施してみてわかったことで
ある。
　　こうした経験を基に，2010年以降，太陽
光発電について普及の実績に応じて買取価
格を上下させる制度が導入されている。普
及が早く進めば進むほど買取価格の引き下
げ幅が大きくなる。逆に，普及のスピード
が予定より落ちれば買取価格の引き下げ幅
は小さくなる。太陽光発電の設置コストが
劇的に低下したため，2012年４月以降は毎
月１回，買取価格を引き下げることになっ
たが，毎月の買取価格の引き下げ幅はパネ
ルの普及速度に応じて調整されている。太
陽光発電施設のデータベースを整備し，リ
アルタイムで設置実績を把握できるように
したことで，市場の動向を買取価格に即座
に反映させることが可能となった。
　　こうした普及のスピードをコントロール
するための仕組みは，2014年８月以降，太
陽光発電以外の発電源にも適用されること
になった。
（5）技術開発の促進
　　ドイツの再生可能エネルギー法では，先
進的な技術を用いた発電施設に対し，通常
の買取価格を上回る価格が適用されてい
る。これは，導入買取制度を通じて新しい
発電技術の向上と普及をはかるためのもの
である。例えば，バイオマス発電では，ガ
ス化発電技術やORC（オーガニックラン
キンサイクル）発電技術などがこうした上
乗せ制度の適用対象とされ，新しい発電技
術の実用化につながっている。この技術に
よって，小規模の木質バイオマス発電施設
の採算性が大きく向上した。
　　こうした仕組みは，新しい技術を既存の
発電施設に普及させるためにも用いられて
いる。例えば，風力発電では発電量の急増
で遠隔操作によって発電出力をコントロー
ルする必要性が高まったが，既存の風車が

遠隔操作のための設備を導入した場合には
買取価格の上乗せを行うことにすること
で，遠隔操作設備の普及に成功した。
（6）長期目標の法定
　　再生可能エネルギー分野での技術研究を
促していく上では，再生可能エネルギーの
促進政策を安定的なものにすることも重要
になる。ドイツの再生可能エネルギー法で
は，長期的な達成目標を明示することによ
って，政策的な一貫性を担保しようとして
いる。現在の法律に明記されている達成目
標（総発電量に占める再生可能エネルギー
による電力の割合）は以下のとおりであ
る。

　　2020年までに少なくとも35％
　　2030年までに少なくとも50％
　　2040年までに少なくとも65％
　　2050年までに少なくとも80％
（7）地域社会との調和
　　再生可能エネルギーの発電コストは，一
般に，施設の規模が大きくなればなるほど
下がる。このため施設はどんどん大型化し
ていく傾向にある。ドイツでは，1990年代
の半ばに風車が大型化するとともに地元住
民との間の摩擦が増え始めた。地元住民
（農民）が共同で設置する風車に代わり，
都市部の企業が投資として風車を設置する
ケースが増えたことも摩擦を大きくした一
因である。こうした状況のなかで，土地利
用計画法（BauGB）における風車の扱い
が問題となり，1996年の法改正で郊外地域
での風車建設のルールが改められた。すな
わち，郊外地域では風車の建設を原則とし
て認める一方で，地元自治体又は広域計画
組合（広域の土地利用計画を定める行政組
織）が風車を優先的に設置する地域を定め
ている場合はそれに従うものとして，優先
地域外での風車建設を難しくした。この法
改正の後，各地で風車の建設地を定める動
きが広がり，現在ではほとんどの地域で風
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車のための優先地が指定されている（ゾー
ニング）。地域の指定は，住民参加のも
と，自然環境，景観などへの影響などを慎
重に検討して行われ，地域の状況や地元自
治体の意向を無視した風車の建設はドイツ
では著しく困難になっている。
　　同様に，バイオマス施設についても
500kWを超える大型施設については，地
元自治体が定める土地利用計画に整合しな
い場合，施設の建設が事実上不可能になっ
ている。その一方で，500kW以下の小規
模施設については農家が郊外地域で設置す
ることを原則として容認し，規制のハード
ルを引き下げている。
　　太陽光発電施設についても，屋根上に設
置する施設を除き，地元自治体（議会）が
定める土地利用計画（地区詳細計画）に基
づいて設置された施設だけが再生可能エネ
ルギー法による買取りの対象とされてい
る。
　　このように，ドイツでは固定価格買取制
度と土地利用計画とが結び付けられてお
り，それによって地域社会との調和が図ら
れている。
（8）小規模施設の採算性の確保
　　ドイツの再生可能エネルギー法では，施
設の規模が小さくなればなるほど買取価格
が高くなる。これは，小規模な施設であっ
ても採算をとれるようにするとともに，大
規模施設の事業者が過大な利益を得ないよ
うにするためである。
　　また，バイオマス施設については，発電
だけでなく熱も利用する施設（コージェネ
レーション発電施設）を優遇することによ
って，地域の熱需要に応じた適正な規模の
施設が建設するよう促している。2012年以
降はコージェネレーション以外のバイオマ
ス発電施設（新規施設）が買取の対象から
外されている。
　　こうしたさまざまな制度が折り重なり，

ドイツでは地元自治体や住民の意向を無視
して大型の再生可能エネルギー施設が建設
されるという事態が回避されている。それ
でもなお，風車などの大型施設をめぐって
は地元住民との摩擦が絶えないが，最近で
は事業者側も地元住民に対し優先的に出資
の機会を与えるなど地元重視の姿勢を明確
にすることが通例になっている。

　　ドイツでは，再生可能エネルギーによる
発電事業への投資のうち，市民・農民によ
るものが５割程度に達しているが，これは
買取制度や土地利用計画法によって大型施
設の建設を適正に抑制し，小規模施設の建
設を重視してきた結果にほかならない。
（9）環境面での調和
　　ドイツの再生可能エネルギー法では，さ
まざまな方法で施設の建設による環境面へ
の影響を最小限にとどめようとしている。
先ほどの風車建設地の指定制度はその一例
である。建設指定地からは，自然保護地
域・生態系保護地域などが外されることは
もちろん，貴重な動植物への影響や景観へ
の影響が懸念される場所も除かれる。ドイ
ツでは森林法による規制が厳しいため，森
林内に施設が建設されることはほとんどな
い。

　　メガソーラーと呼ばれる大型の太陽光発
電施設については，先ほど説明したよう
に，地元自治体が地区詳細計画（B-Plan）
を策定することが買取の条件とされてい
る。この計画を定める際には，風車の建設
地のゾーニングと同様に，事前に事細かに
調査・評価が行われ，住民の参加も制度的
に保証されている。また，たとえ地区詳細
計画があっても，緑地上にパネルを設置す
る場合は買取の対象から外される。農地に
ついても2011年以降は緑地と同じ扱いにな
った。これは「土地という資源の消費はで
きる限り避けなければならない」という土
地利用計画法の大原則を再生可能エネルギ
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ー法にも反映させた結果である。
　　バイオマスによる発電施設においても環
境との調和が重要な課題になる。特に，液
体のバイオマス原料（発電燃料や車両燃
料）については，熱帯林を開墾してつくら
れたヤシ油などが原料となっているとの批
判が絶えなかった。このため，2009年の
EU 指令（2009/28/EC）によって，持続
可能性の要件が定められ，原生林，生態的
に貴重な緑地，自然保護地域などから出る
原料として製造された液体原料を利用する
場合は再生可能エネルギーによるものとは
認められなくなった。温室効果ガスの削減
効果が35％（2017年以降は50％）に達しな
い原料も同様である。こうした要件を満た
す原料を認証するための国際的な制度も整
備された。現在，この制度を木質バイオマ
スにも拡大することが議論されている。
　　バイオマス施設の原料に持続可能性とい
う要件を課す動きはドイツの2004年の再生
可能エネルギー法の改正に溯る。この法改
正では，（輸入）古材を燃焼させて発電を
行う施設の電力の買取価格が大きく引き下
げられたが，他方で，農業や林業から出る
植物性の原料（農作物や間伐材）や家畜の
糞尿を利用する発電施設については電力の
買取価格が大幅に引き上げられた。高い買
取価格の適用を受けるためには，農業・林
業・造園業から出る原料だけを利用し，原
料採取地には「加工や変化をもたらさな
い」ことが要件となる。この法改正後，農
村地域ではトウモロコシなどの「エネルギ
ー作物」を原料とするバイオガス施設（発
酵ガスを燃やして発電する施設）の建設が
進み，各地でバイオマスによりエネルギー
の自給自足を実現する村（「バイオエネル
ギー村」）が出現した。エネルギー作物を
つくることが農民にとって重要な収入源と
なり，「エネルギー農民」という言葉も生
まれた。林業分野では，間伐時に出る樹

皮，枝葉，小木類が発電原料として利用さ
れるようになり，林業資源を無駄なく使い
切る「カスケード利用」が促進した（ただ
し，エネルギー利用の増加によって，森林
資源の利用圧力を増加させているとの指摘
もある。）。

　　以上のように，環境との調和という課題
を実現するため，ドイツ（EU）では立地
場所の規制や原料の選別という方法で法制
度が整えられている。さらに，制度は固定
的ではなく，状況を踏まえて頻繁に改正が
行われており，参考とすべき点は多いと思
われる。

３　熱源としての再生可能エネルギー
　再生可能エネルギーは熱源，特に暖房用エ
ネルギー源としても重要である。しかし，ド
イツでは熱利用を促進するための制度が長く
整備されなかった。2009年１月，「再生可能
エネルギー熱法」が施行され，再生可能エネ
ルギーの熱利用の促進がようやく本格化し
た。
　この法律は，全ての新築建物において一定
割合の再生可能エネルギーの利用を義務付け
ている（一部の州では既存の建物の改修やボ
イラー交換の際にも，同様の義務を課してい
る。）。どの再生可能エネルギーを利用するか
は施主に委ねられており，太陽熱，液体バイ
オマス，木質バイオマス，バイオガス，ヒー
トポンプの利用から選択することができる。
法律で，それぞれの再生可能エネルギーにつ
いて，設置面積やエネルギー効率の下限が定
められている。地域熱供給システムに接続す
る場合は，利用義務を満たしたものとみなさ
れる。法律には，2020年までに熱利用におけ
る再生可能エネルギーの割合を14％に引き上
げるとの目標も明記された。
　ドイツでは，現在，とりわけ太陽熱の利用
が飛躍的に進んでおり，発電のためのパネル
と組み合わせたコンビネーションタイプの設
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備も普及している。

第２ 　我が国の法制度とその問題
点と再生可能エネルギーの効
率的かつ持続可能な活用に向
けた提言

　我が国では，再生可能エネルギーによる発
電を増加させて行くため，2003年４月以降，
固定枠制を内容とする「電気事業による新エ
ネルギー等の利用に関する特別措置法」（RPS
法）を実施してきた。しかし，電気事業者が
義務付けられる再生可能エネルギー電力利用
量が小さく，再生可能エネルギーを導入する
上で阻害要因にもなっていた。
　その反省も踏まえ，2012年７月１日から，
「電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法」（以下「再生可
能エネルギー特措法」という。）が施行さ
れ，我が国でもようやく固定価格買取制度
（ＦＩＴ）が実施されることになった。
　再生可能エネルギー特措法の施行後，特に
太陽光発電設備（住宅・非住宅含む）につい
ては急速に普及が進んでいる。制度導入前の
累積導入量は約560万 kWであったが，制度
開始後約１年半の間に約875万 kWの設備が
導入された。しかし，その一方で様々な制度
上の問題点も浮き彫りになっており，効率的
かつ持続的な再生可能エネルギーの活用を進
めて行くために改善を図ることが急務になっ
ている。
　本項では，再生可能エネルギーの発電源と
しての利用を中心に，効率的かつ持続的に進
めて行くためにどのような方策が必要である
かを検討して行く。

１ 　再生可能エネルギー優先の原則を
貫徹させるための方策

　我が国の再生可能エネルギー特措法におい
ては，再生可能エネルギーによる電力が他の
電力に優先することが明確にされていない。

再生可能エネルギー特措法は，電力会社は再
生可能エネルギー事業者から送配電網への接
続，電力買取のための契約締結を請求された
場合，法律が規定する事由に該当しない限り
拒否してはならない，と定めている（同法第
４条第１項，第５条第１項）。
　しかし，法律は「電気の円滑な供給の確保
に支障が生ずるおそれがあるとき」及び「正
統な理由があるとき」には接続の拒否を認め
ている。同法の施行規則ではこの拒否事由が
具体的に定められているが，そこでは送電可
能容量（熱容量・電圧）を超える場合（規則
第６条第５号），出力抑制をしても受け入れ
可能量を超えると見込まれる場合（同規則同
条第６号）に接続を拒否することが認められ
ている。このうち特に問題になるのは，後者
の拒否事由である。すなわち，規則において
は，化石燃料による発電施設の出力を先んじ
て抑制することを前提に，再生可能エネルギ
ーによる発電施設の送配電網への接続を拒否
しうるか否か，出力を抑制し得るか否かを判
断することにしているが，原発は一律に出力
抑制の対象から外されているほか，化石燃料
による発電の出力の抑制も「安定供給上支障
があると判断される限度まで」しか予定され
ていない。つまり，長期固定電源の稼働が最
優先されており，その枠内でしか再生可能エ
ネルギーの受け入れは予定されていないので
ある。また，規則では，地域間連系線を活用
して他エリアの事業者との間で需給調整を行
うことも要件にはなっていない。このため，
地域間連系線がほとんど活用されないまま，
再生可能エネルギーの受け入れだけが制限さ
れるという事態が生じている。
　この結果，我が国では買取制度がスタート
したばかりだというのに，既に広範な接続拒
否が発生している。とりわけ北海道において
は，「系統連系が限界に達しつつある」との
理由で，500kW以上の太陽光発電設備の接
続が一律に制限されている。風力発電につい
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ても，電力会社が主張する「連系可能量」を
前提とすれば，今後の導入量は極めて限られ
てしまうことが避けられない。
　接続のための手続にも大きな問題がある。
規則では，電力会社が接続を拒否する場合，
「その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面
を提出」することを義務付けている。ところ
が，実務上は根拠書面が電力会社から提出さ
れることはほとんどない。接続の可否につい
ての判定結果は「アクセス検討」と呼ばれる
事前検討で示されるが，そこでは根拠が全く
開示されないからである。事前検討において
「接続できない」と判定された者が，諦めず
に正式な接続請求をした場合には，電力会社
は根拠書面を提出しなければならなくなる
が，成功の見込みが極めて乏しい正式請求の
ために高額の料金（20万円）を支払おうとす
る者は存在しない。このため，電力会社が接
続を拒否する「合理的根拠」は一向に示され
ないことになる。また，事前検討後の正式請
求の段階で，接続の時期や費用について事前
検討時の回答とは全く異なる回答を受ける，
という事態も頻発しているが，そこでも回答
の内容が変わった理由は全く示されない。
　我が国の電力会社が主張する「連系可能
量」が国際的には全く通用しない独自の考え
方に基づいているとの指摘もなされている
（安田陽「風力発電の系統連系問題」科学
2013年９月号）が，接続可能量についての
「決定プロセスや，定量的な根拠は一切示さ
れていない」（自然エネルギー財団「自然エ
ネルギーの系統連系問題と今後の可能性」３
頁）というのが実情であり，早急に制度面で
の改善を図る必要がある。
　また，現行の施行規則が予定する補償制度
の運用にも大きな問題がある。規則では，送
配電網の容量超過が生じ，再生可能エネルギ
ーによる電力の出力を抑制した場合，これに
よって生じた損害を補償するとしている。と
ころが，補償制度の適用は出力抑制が年間30

日を超えた場合に限定されているうえ，抑制
が年間30日を超えることが「合理的に見込ま
れる」場合には再生可能エネルギー施設の接
続を拒否することが認められている。つま
り，補償制度が存在するにもかかわらず，補
償するケースが生じないよう再生可能エネル
ギー施設の接続を拒否することが認められて
いるのである。
　こうした状況を改善するためには，再生可
能エネルギー特措法を改正して，再生可能エ
ネルギー電力の優先性を明確に定めることが
急務である。その上で，地域間連系線の活用
や出力抑制時の補償制度の積極的な活用によ
って，接続の拒否を例外中の例外にとどめる
よう運用を改善する必要がある。また，電力
会社が接続を困難と判断する場合は，たとえ
予備判定段階であっても根拠となる情報を提
供することを法律で義務付けるべきである。
電力会社側が予備検討時と異なる回答をおこ
なう場合にも同様である。さらに，接続拒否
事由に該当する否かを判断するためのチェッ
ク機関を設けるなど，電力会社による恣意的
な接続拒否を防止する制度を整備することも
必要である。

２ 　地域間連系線を拡充するための方
策

　我が国では，長年にわたった地域独占の電
力供給制度の下で，地域間の連系線があって
もほとんど活用されず，地域間における電力
の流通は極めて乏しい状況がこれまで常態化
していた。電力の流通の必要がないために，
地域間を連系する送電網の整備も進まなかっ
た。
　しかし，再生可能エネルギーの受け入れ容
量を拡大して行くためには，地域間の連系線
を整備し，各地域の電力会社から独立した広
域の系統運用機関によって広域での需給調整
をおこなうことが不可欠である。これは，電
力事業の自由化を形だけのものに終わらせな
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いためにも必要である。同時に，電力取引市
場を活性化し，遠隔地間の電力取引を拡大し
て行かなければならない。こうした措置によ
って，需要と供給の調整が容易になれば，再
生可能エネルギーによる電力の受け入れ量を
飛躍的に増加させることができる。

３ 　再生可能エネルギーの経済性を高
めて行くための方策

　我が国では「再生可能エネルギーは高い」
という指摘がなされることが多い。しかし，
これは近視眼的な見方にすぎない。化石燃料
のコストが今後も上昇を続けて行くことが確
実視されている中で，長期的に見れば再生可
能エネルギーはむしろエネルギーコストの引
き下げに寄与し得るエネルギー資源として積
極的に評価できる。世界的にみても，再生可
能エネルギーのコストは急激に低下してお
り，今後もコストの低下が期待されている。
　一般に，製品が普及し量産されることで生
産コストは下がる。技術開発が進むことで
も，より低コストで同様の技術を使用できる
ことになる。我が国においては，再生可能エ
ネルギーがまだ普及途上の段階にあるため，
単価が高止まりしがちであるが，単価が高い
現状で普及を進めるためには政策的な介入が
必要となる。
　ところが，現行の再生可能エネルギー特措
法には，再生可能エネルギーの発電コストの
引き下げを促していく仕組みが欠けている。
毎年，買取価格を定めて行くというスタイル
では，買取価格の将来的な推移を見通すこと
はできないため，長期的な事業計画や研究開
発に対しプラスの効果を及ぼすこともできな
い。再生可能エネルギーは，経済性を高めて
いくポテンシャルが最も大きいエネルギー資
源なのであるから，制度的にもそのポテンシ
ャルを引き出していくための制度の導入が必
要である。買取価格を毎年決定して行く方法
を改め，買取価格を継続的に引き下げていく

制度に変えることが望まれる。

４ 　政策的な誘導をおこなうための方
策

　エネルギー転換を持続的に推し進めて行く
ためには，再生可能エネルギーに関する政策
を安定させることも重要である。現在の再生
可能エネルギー特措法には目標数値が掲げら
れていないが，国が長期的な導入目標を数値
で明示することは不可欠であり，法律に中
期・長期の数値目標を明記することが強く望
まれる。
　ドイツのように買取価格に上乗せを行う
「ボーナス制度」を積極的に活用することも
強く望まれる。これは有望な技術の実用化だ
けでなく，再生可能エネルギーの普及を農林
業政策などの観点から進めて行く上でも極め
て重要な手段となる。買取価格の定めは，単
に経済的観点からのみ行われるべきものでは
なく，様々な政策分野に開かれた重要な政策
手段として用いられるべきである。これによ
って，再生可能エネルギーの活用と農林業政
策と調和が実現し，再生可能エネルギーの活
用を長期的に安定した形で進めて行くことが
可能になる。

５ 　資源の特性に応じた効率的なエネ
ルギー利用

　再生可能エネルギーの活用に当たっては，
資源の特性に応じた適切かつ効率的な利用を
図ることが重要である。
　その際に特に重要になるのはエネルギーの
熱利用である。これまでの我が国のエネルギ
ー政策では電力に過度の比重が置かれ，熱利
用の重要性が顧みられることはほとんどなか
った。しかし，電力のエネルギー変換効率は
投入されたエネルギーの３分の１にとどま
り，発電のために投入されたエネルギーの３
分の２が捨てられている。熱エネルギー需要
を電力で賄おうとすると，直接に熱エネルギ
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ーとして利用できるものを，投入エネルギー
の３分の１にすぎない電力を再変換して熱エ
ネルギーとして利用することになり，エネル
ギーのロスが非常に大きい。一般家庭や農林
水産業においては，高温ではない熱エネルギ
ー（温水）の需要がほとんどであり，その需
要を電力によって賄うとするのはエネルギー
資源の浪費にほかならない。むしろ，木質バ
イオマスや太陽熱によって得られたエネルギ
ーは，できる限り熱として直接利用していく
ことが必要である。例えば木質バイオマスで
は，間伐材を薪やチップ，ペレットにし，そ
れらをボイラーで燃焼させて作った温水を地
域の暖房や温水に使用すればエネルギー効率
は格段に向上し，また，間伐の促進等の林業
の活性化，チップやペレットの生産，ボイラ
ーの製造やメンテナンス事業など新たな産業
の開拓にもつながる。
　また，これにより，無駄な電力消費を抑制
し，再生可能エネルギーによって電力需要の
多くをカバーしていくことも可能となる。
　そして，再生可能エネルギーの熱利用を促
進していくためには，再生可能エネルギー熱
の導入目標の設定，オーストリアのように地
域熱供給網の整備に対して資金面などの補助
を付与する制度作り，ひいては，ドイツの
「再生可能エネルギー熱法」のような取組が
必要である。

６ 　「持続可能な」再生可能エネルギ
ー資源の利用

　再生可能エネルギー資源の利用は，地域の
自然環境に大きなマイナスの影響をもたらす
ものであってはならない。また，「使い捨
て」ともいうべきエネルギー資源の利用は，
地域の経済の活性化にもつながらず，持続可
能性を欠くエネルギー資源利用に対してはそ
の抑制を図るべきである。
　特に，木質バイオマスに関しては，こうし
た懸念が当てはまる。すなわち，電気事業者

による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法（以下「再生可能エネルギー
法」という。）の制定後，各地で大規模な木
質バイオマス発電施設の建設が計画されてい
る。しかし，その多くは出力5000kW以上の
規模であり，熱の利用は全く想定されていな
い発電専用の施設である。こうした発電専用
の施設は，エネルギー効率が極めて低く，ま
た，燃料として膨大な量の木材を必要とする
ため，地元の林業から産出される間伐材等に
よってその需要を賄うことは不可能に近く，
広範囲にわたる森林の伐採など山林の自然環
境に破壊的な影響を及ぼすことも強く懸念さ
れている。
　こうした問題が生まれた背景には，現行の
再生可能エネルギー法では施設の規模にかか
わらず電力買取価格が一定であるため，大型
施設の建設を誘発する構造になっているこ
と，再生可能エネルギーの持続的な利用ある
いは発電時に出る熱の利用を買取の要件にす
るなどの手当てが全く欠けているといった問
題が存在する。
　森林資源は，一旦使用しても再び森林が成
長することから再生可能なエネルギーとされ
ているが，森林の過度の利用は，森林を荒廃
させ，持続不可能な状態を招きかねないこと
は，歴史が何度も示している。戦後の復興期
には木材需要の高まりにより，我が国の森林
は過剰に利用されてきた。1986年の第29回人
権擁護大会における「自然保護のための権利
の確立に関する宣言」において述べたよう
に，森林は人間を含めた動植物の生存基盤で
あり，こうした収奪型の過剰な利用は厳に戒
めなければならない。
　森林資源のバイオマス利用は，森林資源の
末端の利用方法であり，そうした利用である
からこそ，持続可能な再生可能エネルギーた
り得る。森林資源のバイオマス利用が可能な
地域であっても，林業の産業としての健全な
発展とともに進めることが不可欠であり，こ
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のことの認識なくして，バイオマス利用によ
る地域の持続可能な経済的自立は望めない。
政策的な誘導という観点では，買取価格の定
めによって施設の大型化という傾向に対処す
るということも重要である。現状では，基本
的に買取価格は施設の規模に無関係に定めら
れており，大型施設が中心に建設されるとい
う現象を招いている。しかし，再生可能エネ
ルギーは本来，地域分散型電源であり，そこ
に再生可能エネルギーを活用する利点が存在
する。再生可能エネルギー法における買取価
格の定めは，施設の規模ごとに行うべきであ
り，小規模施設の採算性を重視すべきであ
る。
　バイオマス施設においては，原料の持続可
能性や廃熱の利用を要件とするなどの制度的
な方策を早急に講じることも不可欠である。
さらに，原料（燃料）について持続可能性の
要件を課すことも検討して行くべきである。
EUでは液体バイオマス原料についての認証
制度がすでに実施されているが，我が国でも
固体・液体のバイオマス原料について持続可
能性の要件を定め，その要件を満たす原料を
使った発電だけを買取の対象とすることが望
まれる。

７ 　地域の特性に応じた地域主体のエ
ネルギー計画の必要性
（1）　中央集権的なエネルギー政策からの
脱却の必要性

　　再生可能エネルギーの多くは地元に「眠
っている」。その掘り起しの中心になるの
は，地元の自治体や住民である。
　　しかし，長く続いた中央集権的なエネル
ギー政策の下，自治体関係者の間では「エ
ネルギー政策は国の役割である」との意識
が今なお強固である。住民の間でも，再生
可能エネルギーの活用を自分らのテーマと
考え自発的な活動を起こしていくという意
識がいまだ希薄である。

　　原発は，中央集権的なエネルギー政策の
最たるものであり，原子力施設立地自治体
は，原発以外の選択をすることが極めて困
難な状況に陥っている。
（2）　地域主体の再生可能エネルギーの活
用

　　再生可能エネルギーは，地域で生産し，
その地域で消費することが最も効率的であ
るため，再生可能エネルギーを活用するこ
とで，地域の環境・経済・社会に好影響を
及ぼし得る，ということが認識されるよう
になれば，こうした状況は大きく変わると
期待される。

　　ドイツでも再生可能エネルギーを活用す
ることの効用が広く知れ渡ったのは2000年
代の半ば以降のことにすぎないが，現在で
は各地の自治体が競い合うようにして地域
の再生可能エネルギーの活用を政策の柱に
据えるようになっている。住民の間でも
「エネルギー自治」を目指す運動が活発に
なり，これまで大手事業者に委ねて来たエ
ネルギー供給事業を自治体に取り戻す運動
も盛んに行われている。
（3）　自治体版「エネルギー計画」
　　我が国の自治体や住民の意識を変えて行
くためはどうすればいいのか。ここで提案
する自治体版の「エネルギー計画」は，自
治体や住民の意識を変え，再生可能エネル
ギーのポテンシャルを引き出していく上で
重要な役割を果たすと期待される。

　　「エネルギー計画」では各自治体がエネ
ルギーをどう作り，供給し，消費して行く
のかを自ら計画し，その実現を図ってい
く。中心テーマになるのは，地元のエネル
ギー資源の活用であるが，計画の立案は身
近に潜んでいるエネルギー資源を認識する
ことだけでなく，再生可能エネルギーの活
用が地域にプラスの経済的効果をもたらす
ことの認識にもつながるはずである。地に
足のついた温室効果ガスの削減対策を自治
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体が進めて行くことも期待される。こうし
た計画の立案は，広く住民が参加するなか
で進めて行くべきである。抽象的な政策と
は異なり，再生可能エネルギー事業は具体
的で目に見える。身近な資源の発掘は，計
画に参加する住民にとってもやりがいがあ
ると思われるし，自らの取組の成果を実際
に目にすることもできる。
　　「エネルギー計画」は，エネルギー消費
の抑制という面でも重要な意味をもつ。地
域内のエネルギー消費の現状を把握し，省
エネルギーの可能性を検討することで，省
エネがコスト削減対策としても非常に有用
であることが認識されるはずである。自治
体に直接関係する事項に限っても，公共建
築物の断熱（冷暖房）や道路の照明など，
省エネの余地はまだまだ大きい。省エネ対
策を講じることでエネルギーコストが削減
される結果，改修費を上回る利潤を得られ
る対策も多々存在する。欧州では省エネは
経費削減策として行われている。省エネに
よって浮く光熱費によって改修費を賄うだ
けでなく，発注者と事業者が利得を分かち
合うというビジネスモデル（「コントラク
ティング」）も広く浸透しており，自治体
もその積極的な活用を図っている。我が国
でもそうした経済的な利得を生む省エネ対
策を広げていくことが必要であり，「エネ
ルギー計画」はそこでも重要な役割を果た
すと期待される。
（4）　地元自治体主導による再生可能エネ
ルギー活用

　　自治体による「エネルギー計画」の立案
にはもうひとつ重要な目的がある。それ
は，自治体が中心となって再生可能エネル
ギーの活用を進めて行くことを制度的に保
障する，という目的である。再生可能エネ
ルギーは本来，地域の資源である。その活
用は当該地域が中心になって進めて行くべ
きである。ところが，現在は外部の投資事

業者がこうした資源を「食い荒らす」とい
う現象が起きており，風車やメガソーラー
施設の建設をめぐり，地元住民との間で深
刻な対立も生じている。また，風車やメガ
ソーラーなどの建設が自然環境の破壊につ
ながっている事例が報告されている。

　　建設地の指定（ゾーニング）がなく，ま
た住民参加の手続も不十分なまま大型施設
を建設すれば，地元住民らとの摩擦が生じ
ることは必定である。

　　現行制度では，地元の自治体がこうした
事態に対処するための手段は限られてお
り，地元の自治体が大型施設の建設地を予
め指定すること（ゾーニング）は困難であ
る。許認可権限の大半は，地元自治体では
なく都道府県が握っている。長野県飯田市
をはじめ，我が国でも再生可能エネルギー
が地域の資源であることを宣言する動きが
起きているが，現行の法制度はこうした自
治体にとっては大きな壁になっている。

　　しかし，再生可能エネルギー特措法にお
いて，地域の環境や社会に大きな影響を及
ぼし得る大型施設についての規定を設け，
こうした施設が地元自治体の「エネルギー
計画」の定めに反する場合には買取の対象
から外すことにすれば，地元自治体の「エ
ネルギー計画」を無視した大型施設の建設
は事実上困難になる。こうした制約を設け
ることは，現行の土地利用法制度との整合
性という面でも問題はないと考えられる。
さらに，「エネルギー計画」にのっとった
事業を買取価格の上乗せや手続の簡略化な
どの方法で優遇する，という方策も考えら
れる。
（5）　市民による再生可能エネルギー事業
の支援

　　地域の再生可能エネルギーは地域の資源
であり，その果実は市民に優先的に還元す
べきものである。こうした観点からは，地
元の市民の出資を引き出すことや，市民の
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自発的な事業を制度的に支援していくこと
が不可欠である。
　　ところが，現行法上は，市民が共同で再
生可能エネルギー事業を行うことが非常に
難しい。これは，金融商品取引法をはじめ
とする法律で，市民らが自ら出資の募集を
行うことが厳しく規制されているためであ
る。市民による再生可能エネルギー事業に
適した協同組合制度も存在しない。
　　消費者保護の要請を適正に考慮すること
はうことは必要であるが，事業の規模が小
さく運営主体がNPO法人であるなど一定
の要件を満たす事業について金融商品取引
法の特例を設けることは，決して同法の趣
旨に反するものではない。早急に法整備を
行うべきである。市民事業の受け皿となり
得る協同組合制度を設けることも強く望ま
れる。
（6）　まとめ
　　再生可能エネルギーの活用は，計画から
実現までの全ての過程において地域の住民
が果たす役割が大きい。再生可能エネルギ
ーの活用は，ごく身近な場所に潜んでいる
が，これまでは顧みられることがなかった
資源を「発掘」することにほかならないか
らである。地域版エネルギー計画の策定は
こうしたプロセスを引き出すための第一歩
であるが，それが「再生可能エネルギーに
よる自給自足」という目標に結びついてい
けば，地域社会の統合という意味でシンボ
ル的な価値を発揮することも期待される。
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