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世界はすでに
再生可能エネルギーへシフト

EUをはじめ国際的に脱原発が進み、多くの国が再生可能エネルギーを中心と
したエネルギー計画を立て始めています。しかし日本では、2030年度に向けたエ
ネルギー計画でも、原発を重要な電源として位置付ける姿勢は変わりません。再
生可能エネルギーの比率は22〜24％と低い目標に留まっています。

世界の潮流が再生エネルギーへとシフトするなか、いまだに日本の政策は、再
生可能エネルギーは「高コスト」で「不安定」だとして切り替えに消極的です。それ
に対して、ISEP所長の飯田哲也さんは「明らかな間違い」だと言います。

 「2016年12月時点で、世界の経済情報を配信する米メディア『ブルームバーグ』
でも、世界的にいちばん安い電源は太陽光、つぎは風力だと発表されています。過
去5年の間に、太陽光発電のコストは5分の1に、風力は半分にまで下がりました」　

一方、厳しい安全対策が求められるようになった新設原発は工事費用が膨ら
み、既存の原発も事故のリスクや核廃棄物の処理など多額の「見えないコスト」を
抱えています。安定性についても飯田さんは、昨年9月に北海道で大規模な火力
発電所が停止したことが原因で全道停電が起きたことを挙げ、「原発や石炭火力
発電所のように一カ所に大型電源が集中しているほうがむしろ不安定。再生可能
エネルギーなら小規模分散型の発電所をつくることができ、トラブルが起きたときも
支え合えます」とも指摘します。

ドイツではあらゆる電源のなかで、再生可能エネルギーを優先的に使うことが法
律で決められています。再生可能エネルギーには変動の幅がありますが、IT技術
も駆使して変動を予測し、調整することができています。

 「ドイツやデンマークでは、こうした施策によって再生可能エネルギーでの安定
供給が可能であることが証明されています。持続可能で核廃棄物もCO2も出さな
い。しかも、普及するほど価格は下がっていくのです」

EUはじめ国際的には、放射能拡散のリスクのある原発から離れ、再生可能

エネルギーへのシフトが素早く進んでいます。

地域分散型のコミュニティ電力が
豊かな地域づくりの鍵に

再生可能エネルギーがもたらすものは、低コストでクリーンなエネルギーだけで
はありません。豊かな地域づくりの鍵としても注目されています。
「日本で地域分散型の再生可能エネルギーが広がれば、これまで化石燃料の

輸入で海外に流れていた25兆円が国内でまわるようになり、ごく一部の電力会
社などが独占していた利益をそれぞれの地域に分配することができます」

飯田さんが訪れたドイツ中西部のライン・フンスリュック郡は、エネルギー自立地
域として知られ、約300基の風車が生み出す年間50億円の収益が自治体の収
入となっています。その収入は、地域暖房の普及、空き家を断熱改修してオフィ
スや住まいに活用する取り組みなど、地域の便益として分配されているのです。
「地域のGDPのうち約5％がエネルギー購入で地域外へ流出しているといわれ

ます。地域でエネルギーをつくるようになれば経済効果はプラス5％に留まらず、
再投資されて付加価値を生み出し、その収益を福祉にまわすこともできるんです」

一方最近では、地域の意見を無視して、野山を切り崩すようなメガソ—ラーが
出来ているのも事実です。
「基本的には、すでに開発されている土地や屋根などを利用するのが最優先。

そして、建設には周辺地域の参加と合意形成が不可欠です。デンマークでは、
風車を1基建てるのに10年かかるといわれています。必ず環境への影響を調査
しますし、建てられる場所も非常に限られている。そうやって美しい風景を守りな
がら、風力で43％もの電力を賄うことができているのです。再生可能エネルギー
には、脱原発・脱温暖化だけでなく、地域を豊かにする基盤となる可能性があ
る。問題は、私たちがルールをどう作っていくかだと思います」

エネルギーは人のために生み出されるものです。エネルギーのために人の

住む環境がおびやかされることのない社会が求められます。

日本では原発を電源の中心におく姿勢を変えず、「再生可能エネルギーは不安定だ」と考えられてきましたが、
世界の現状はどうなっているのでしょうか？

前回の記事に続き、国内外のエネルギー事情に詳しい、
環境エネルギー政策研究所（ISEP）所長の飯田哲也さんに伺いました。

畑の上にソーラーパネルを設置した「パルシステムのおひさまシェアリング」（千葉県）

認定NPO法人
環境エネルギー
政策研究所（ISEP）所長

1959年生まれ。原子力産業や原子力安全規制
などに従事後、北欧での研究や非営利活動を経
てISEPを設立。3・11後にいち早く「戦略的エネ
ルギーシフト」を掲げ、持続可能なエネルギー政
策の実現を目指して、提言・活動を行っている。
全国ご当地エネルギー協会事務総長。著書に『エ
ネルギー進化論』（ちくま新書）、共著に『今こそ、
エネルギーシフト』（岩波ブックレット）ほか多数。

出典：映画『日本と再生』光と風のギガワット作戦より。企画・監修 飯田哲也、製作・監督 河合弘之

欧州をはじめとする各国では脱原発と再生可能エネルギーへの
シフトが進むなか、日本は大きく後れをとっている。

小規模・分散型の発電なら、一部にトラブルが発生しても、他
の正常な設備が補うことができる。

再生可能エネルギーへのシフトに
大きく後れをとる日本 小規模・分散型の発電はリスクに強い！
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各国の2020年の再生可能エネルギー電力目標 大規模・集中型の発電 小規模・分散型の発電

  地域を豊かにする

再生可能エネルギー



　パルシステムでは「生活者がエネルギーを選
択できる社会」をめざし、　2016年に、再生可能
エネルギー比率を高めた『パルシステムでんき』
事業を開始しましたが、そこに至るまでには数多
くの議論を組合員や産地と重ねてきました。
　7年前の2012年、再生可能エネルギー先進地
として知られる北欧・ドイツを組合員の代表であ
る理事や生産者ら22名が訪問し、市民の力で再
生可能エネルギーを事業化した事例を学んだこ
ともその一例です。

■ 電力の固定買い取り制度は、再生可能エネル
ギーを普及させる手段のひとつとして有効。

■ 再生可能エネルギーへの切り替えに必要なの
は、住民同士の話し合いと柔軟なアイデア。

■ 事業開始前に調査・分析を行うことで、周辺
環境への影響を抑えることができる。

視察期間：2012年10月28日（日）〜11月3日（土）　エネルギー政策委員会

放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告　

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・常温の
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に1回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体検出器」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込み、外部の放射線の影響
を受けないように厚い鉛の容器で遮断して、精密な測定を行います。

測定方法について

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

サムソ島（デンマーク）
人口  4,300人

100％エネルギーを自給する離島

1997年に、デンマークが国家プロジェクトとして
エネルギー自給の島のコンペを公募。サムソ島が
選ばれる。再生可能エネルギーの意義や実現の
ために必要なスペースなどを島民で意見交換。
1998年からの10年間で100％再生可能エネル
ギーの島を実現した。陸上・洋上に風力発電所を
建設したが、電力の固定買い取り制度があること
で資金回収のめどが立ったという。

サムソ島（デンマーク）の海岸に並ぶ風力発電所

フェルトハイム（ドイツ、ブランデンブルク州）
人口  125人（42世帯）

住民がアイデアを出し合い、電力自給

学生が親や知人からお金を借りて村に風車5基
を設置したことがきっかけとなり、「村の電力とし
て使えないか？」といった意見が出る。2年間の
住民の話し合いを経て2010年より事業化。風車
を増やし、バイオガスやソーラーを導入。電力を
100％自給する村を作り上げた。

フェルトハイム（ドイツ、ブランデンブルク州）の
ソーラーパネルと風力発電所

〈 検査結果：2018年12月24日現在 〉※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 れんこん（6.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（5.3～22Bq/kg）と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/kg）から放
射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 2018年度は放射能の検出はありません。

米
2018年産米の検査は、27産地29検体の玄米で検査し、栃木こしひかり
（4.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。白米で再検査
したところ不検出でした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出された栃木こしひかりは白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていませ
ん。卵は今年度の検査をまだ行っていません。

魚介類 2018年度は放射能の検出はありません。

乳幼児用
食品

2018年度、検出下限値1Bq/kgで検査を行い、冷凍さつまいもス
ティック（1.2Bq/kg）から自主基準内で検出されました。2017年度産
直野菜チップス（さつまいも・にんじん）（1.2Bq/kg）から自主基準内
で検出されました。

その他食品 
〈お料理
セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけ2件（4.3、
8.2Bq/kg）から自主基準内で検出されています。その他のお料理セッ
トで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめ
じ、まいたけ、きくらげ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆
加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で検査を行っているも
のと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出さ
れていません。

その他
食品

2017年度、サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）から自
主基準内で検出されました。

〈 2018年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年12月24日現在　不検出率：98.7%

牛乳・乳製品 44

肉類・卵 12

魚介類 247

乳幼児用食品 235

青果 435

しいたけ 44

きのこ類 
（しいたけ除く） 50

米 30

（32）

飲料水・飲料 76

その他（加工）食品 1793

総計 2966
（38）

（3）

（1）

（1） （1）

パルシステムでんきFIT電気（再生可能エネルギー）比率の高い『パルシステムでんき』の詳しい案内はこちら

ミドルグロン風力協同組合
（デンマーク・コペンハーゲン市）

人口   52万人

環境と調和した洋上風力発電

国の政策で再生可能エネルギーの開発が進んだ
が、土地の所有権が関与する陸上の風力発電所
の建設は飽和状態であった。そこで、市民参加に
よる洋上の風力発電所が建設された。地元住民
を優先して出資を募集し、協同組合が運営する。

「北欧・ドイツ自然エネルギーコミュニティ視察」で学んだこと

視察団

学んだこと…

パルシステムの再生可能エネルギーのめざす道！
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