天候に左右される自然
エネルギーは︑不安定で
供給が難しいと言われて
いたが︑近年気象予測の
精度が目覚ましく向上し︑
変動に対応して他のエネ
ルギーと調整することで︑
安定して供給することが
可能になった︒例えばド
イツでは︑夏の電力消費
ピーク時に発電量が増え
る太陽光発電を利用する
ことで︑電気料金を安く

加速する自然エネルギーの拡大
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に降り注ぐ︒そのエネル
ギーを未来永劫自分たち
のエネルギーとして使っ
ていくことは︑かつては
夢物語だったが︑今確実
に実現しつつある︒日本
では４月から電力の小売
自由化が始まり︑自然エ
ネルギーを選ぶことがで
きるようになる︒グリー
ンコープの取り組みが︑
電力を供給することと同

ギガワット

45

誰にも分からず、汚染水も毎日出し続けています。こ

のように、5年経っても事故の後始末もできないまま、

※１ 昨 年
月に開催された
COP ︵国連気候変動枠組
条 約 第 回 締 約 国 会 議︶︒世
界全体で今世紀末には人間
活動による温室効果ガス排
出量を実質的にゼロにして
いく方向で合意した

時に︑市民がグリーン
コープの電気を選ぶとい
う形で実現されることを
期待している︒

ボットは戻って来られない状態で、どうなっているのか

※２ 電 力 と 有 用 な 熱 を 同 時 に 生
産するシステムのことであ
り︑熱・電併給システムとも
呼ばれる

グリーンコープ共同体組織委員会

発行が、
アンケートの集計結果掲載のためカタログ1号配布週（3/14〜）
から3号配布週（3/28〜）
に変更となります。

渡すために、
今こそ意思表示をしていきましょう。

定格出力54kW（15世帯相当）

る電気を選びましょう。子どもたちに安全な未来を手

定格出力47kW（13世帯相当）

2,326kWh

2,404kWh

「原発の電気ではなく、自然エネルギーでつくった電気を使
いたい」という願いをかなえるために、グリーンコープ・グリ
ーン電力出資金に協力しましょう

億７６００万
電所を広げて
さい。

（2016年1月25日現在）

グリーンコープやまぐち生協
西部地域本部太陽光発電所売電量

選択が未来をつくっていきます。自然エネルギーによ

若宮物流センター
太陽光発電所売電量

ないと思いませんか。何を基準に選ぶのか、私たちの

3,291kWh

54,140kWh

設するため
ます。その３
資金で賄いた

グリーンコープ・グリーン電力出資金
7,925人 876,472,000円

定格出力47kW（13世帯相当）

や生命と引き換えにしてまで、原発の電気を選びたく

いのち

の
私たち 発電所

定格出力1,057kW（280世帯相当）

4月から電気を選べるようになります。健康な暮らし

広島物流センター
太陽光発電所売電量

神在太陽光発電所売電量

一般社団法人グリーン・市民電力から

しかし現状は、福島原発の原子炉内部の調査用ロ

Data from: GWEA, IAEA, Photon, Platts,

て、原発事故のその後の様子を知る機会が減り、まる

5

ています。現地の様子が報道されることも少なくなっ

原子力

15

3.11から5年

太陽光
35

No.91
風力
65

で収束したかのように感じられます。

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-5

212111

再稼働をすすめていることに大きな憤りを感じます。

2015年12月の売電量

出資金へ
す

70

グリーンコープは︑エリア内 各 地に自
おおいた での検討 脱原発をめざし太陽光発電に踏み出す
然エネルギー発電所の建設を進めると共
おおいたでは︑自然エ 心に現地を見学し︑様々 まく組み合わせることで
に︑組合員に電気を供給
︵電気の共同購入︶
効率的に利用できる︒そ
ネルギー発電所をつくり な意見を出し合った︒
する準備をしています︒その電気を確保
たいと候補地を探してい
検討では︑温泉熱や小 れらを考え合わせ︑皆で
するため︑発電所建設はグリーンコープ
たが︑なかなか見つから 水力などの資源も豊富な 共有する思い﹁おおいた
独自で進めるだけでなく︑思いを同じく
ずにいた︒そんな中︑自 大分県でなぜ太陽光なの で発電所をつくり︑脱原
する団体とも協力して取り組んでいます︒ 然エネルギー発電を広げ か︑夜間発電しない太陽 発をめざす﹂を実現する
たいという思いを持つ自 光は非効率ではないか︑ ために︑今一番取り組み
２月 日︑大 分 県 国 東 市に建 設され
然電力株式会社と出会い︑ 経営面は大丈夫かなどの やすい太陽光発電に踏み
た国 東 武 蔵 第 二 自 然 電 力 太 陽 光 発 電 所
自然電力グループが開発 意見も出された︒温泉熱 出すという結論を出した︒
︵以 下︑
国 東 太 陽 光 発 電 所︶が完 成し︑記
今後は組合員全体に丁
を検討していた国東太陽 や小水力は検討したが現
念講演会とシンポジウムが行われました︒ 光発電所に共に取り組む 段階では難しいことが分 寧に説明し理解を求め︑
検討を始めた︒２０１５ かった︒また︑自然エネ グリーン電力出資金に参
国東太陽光発電所は︑自然電力グルー
年６月から理事会や現地 ルギーにはそれぞれ特性 加してくれる組合員が増
プにより開発・運営され︑グリーンコー
に近い大分県北・別府セ があり︑需給の予測を立 えるよう理事会を中心に
プは建設費用の一部を資金協力すること
ンターの運営委員会を中 てて他のエネルギーとう 取り組んでいく︒
で発電した電気の半分を確保することに
なります︒
完成記念講演
環境エネルギー政策研究所 所長 飯 田 哲 也 さん
おおいたでの検討のようすと︑記念講
演の要旨︑自然電力株式会社について紹
自然エネルギーによって︑脱原発社会の実現をめざそう！
介します︒
〜世界そして日本のエネルギー事情について〜

自然電力太陽光発電所

今もなお18万人以上の人々が避難生活をおくられ

25

自然
エネルギー

つつある︒今後さらに普
大規模独占型から
自然エネルギーは
及することでコストが下
小規模地域分散型へ
世界で急速に拡大
がり︑電気料金も安く
かつてデンマークでは︑
世 界 的 に ︑自 然 エ ネ ル なっていくだろう︒
一方︑原発建設のコス 電力会社２社が大型火力
ギーによる発電が急拡大
している︒それによって︑ トは上がり続けている︒ 発電所で発電していたが︑
※１
地球温暖化対策サミット 現在建設されている原発 現在では全発電量の ％
も成功した︒今︑
世界的大 は︑メルトダウンや水素 が小規模地域分散型の自
企業や都市が自然エネル 爆発等に対応した設計に 然エネルギー︒しかも風
※２
ギー１００％を目標に掲 なっており︑多額のコス 力やコージェネレーショ
げている︒２０１５年末 トが必要になった︒フィ ン発電所の８割を︑立地
に世界全体の風力発電の ンランドやフランスでは︑ している地域の人たちが
発電容量が原発を追い抜 未完成のまま頓挫した原 所有している︒
日本でも︑市民が出資
き︑２０１７年末には太 発もある︒
した自然エネルギー発電
陽光が追い抜く見込みだ︒
太陽光発電でも
所が次々に立ち上がって
安定供給が可能に
どんどん安くなる
いる︒一つひとつは小さ
自然エネルギー
な発電所だが︑自分たち
で自然エネルギー発電所
を所有することで地域に
雇用を生み出す︒住民が
支払う光熱費が地域に
返っていき循環すること
で︑経済的にも将来性の
ある地域づくりができる︒
太陽光はどこでも公平
太陽光や風力発電にお
ける技術革新は著しく︑
発電効率が上がったため︑
発電コストは下がってい
る︒しかも一旦設備が整
えば︑その後の燃料費は
タダとなる︒欧米では︑
この５年間で太陽光や風
力発電のコストは２分の
１から３分の１にまで下
がった︒燃料費の高い化
石燃料発電は押し出され︑

認識転換

11

ーンコープの市民発電

（2016 年 3 月 1 日） 第 360 号 （4）

共 生 の 時 代

国東武蔵第二自然電

熱い思いで未開拓の領域に挑み続ける

自然エネルギー発電所の設計・調達・建設

自然エネルギー発電所の運営・保守

農産物の販売、販促マーケティング業務

自然電力ファーム株式会社

大規模
中央独占
※3

売電利益を地域に還元

年︑自然電力は経営陣の
若さや事業に対する思い
を買われ︑ｊｕｗｉと事
業提携し︑グループ会社
を設立した︒

2軸のエネルギーシフト

２０１２年に再生可能
エネルギー固定価格買取
制度︵以下︑ＦＩＴ︶が
施行され︑社会的に自然
エネルギーへの関心が高
まる︒２０１４年には︑
こうし
農業が盛んな熊本県合志
市と地元企業との三者の
※4
事業が地域還元型再生可
能エネルギーモデル早期
確立事業に採択され︑合
志農業活力プロジェクト
太陽光発電所が実現した︒
売電利益の一部が地域に
還元され︑用水路や農機
具の修復︑農産物をブラ

ンド化して都市部へ発信
するなど︑地域の農業の
ために活かされている︒
これは︑﹁攻めの農業﹂
﹁守
りの農業﹂の施策が形に
なったものだ︒
事業に向かう誠実な姿
勢が評価・信頼され︑ま
た︑ｊｕｗｉと提携した
ことで技術面での信用も
上がり︑徐々に受注が増
えていった︒今では４社
のグループとなり︑全国
で ヵ所以上の発電所建
設を手掛けるまでに成長
した︒

小規模
地域自立

現在グリーンコープに
資本協力を受けて建設し
ている発電所が２ヵ所︒
今後も一緒にできること

グリーンコープと
パートナーシップを築く
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グリーン・市民電力は発電所を建設するため
に、約６０億円の費用を必要としています。その３
分の１の２０億円を組合員による出資金で賄いた
いと考えています。
２０１６年１月現在の出資金は約８億７６００万
円（約8千人）。私たちの市民電力発電所を広げて
いくために、電力出資金にご協力ください。

は協力し合いたいと考え
ている︒グリーンコープ
の 万の組合員による発
電所づくりに関わること
ができるのは︑非常にう
れしいことだと川戸さん
は言う︒

グリーンコープ・グリーン電力出資金へ
ご協力をお願いします

※４ 農 林 水 産 省 か ら 売 電 収 入 を
地域に還元する事業に対し
無利子融資が行われた

※３ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー で 発 電
した電力を一定期間︑固定価
格で電力会社が購入する制
度︒発電所建設コストの回収
の見込みが立ち︑再生可能エ
ネルギーの普及が進むと考
えられる

現在はＦＩＴという優
遇制度があることで広
がっている自然エネル
ギーだが︑今後普及させ
るためには︑価格を抑え
ること︑安定して供給で
きることが課題になる︒
自然電力ではｊｕｗｉの
ノウハウを活かすことで︑
近い将来実現できると考
えている︒グリーンコー
プをはじめ理念を共有で
きる仲間と手を携え︑自
然エネルギーを広げるこ
とが︑世界を変えること
につながっていくと信じ︑
自然電力は未来に向かい
道を開き続ける︒

自然エネルギーを
もっと広げていくために

40

てつ なり
だ
いい

自然
エネルギー

原発・化石

イツでは︑夏の電力消費
ピーク時に発電量が増え
る太陽光発電を利用する
ことで︑電気料金を安く
抑えることもできている︒

juwi（ユーイ）自然電力株式会社

力発電のコストは２分の
１から３分の１にまで下
がった︒燃料費の高い化
石燃料発電は押し出され︑
自然エネルギーの市場が
急成長︑今や主流となり

れば︑多くの人が賛同す
るはずだと考えた３人は︑
起業して取り組むことに
した︒
ドイツのトップ企業と
事業提携

juwi自然電力オペレーション株式会社

思いが先行して事業を
立ち上げたものの︑ベン
チャー企業には信用もな
く︑当初仕事はなかった︒
そんな中︑自然エネル
ギー先進国のドイツを視
察︒世界トップレベルの
自然エネルギー企業ｊｕ
ｗｉと出会う︒３人はｊ
ｕｗｉの環境やエネル
ギーに対する思いに共感︑
この会社と組みたいと意
見が一致した︒２０１３

自然エネルギー発電所の開発・企画・資金調達

自然電力株式会社

エネルギーから世界を変える。
−代表取締役の川戸健司さんに話を聞きました−

「自然エネルギー」への認識転換
自然電力グループ

自然電力株式会社
グリーンコープと共に
自然エネルギーの普及に取り組む

む さ し
く に さ き

飯田 哲也さん

山口県生まれ。原子力産業や
原子力安全規制などに従事
後、
「原子力ムラ」を脱出し北
欧での研究などを経て現職。
日本政府や地方自治体のエ
ネルギー政策に大きな影響
を与えている

自然電力株式会社︵以
下︑自然電力︶は︑﹁自然
エネルギーで世界を変え
たい﹂と︑２０１１年に
３人の若者が立ち上げた
ベンチャー企業︒
川戸健司さん︑磯野謙
さん︑長谷川雅也さんは︑
それぞれに環境問題や地
域の活性化などに関心を
持ち入社した風力発電事
業会社で出会った︒東日
本大震災と原発事故を機
に︑改めて自然エネル
ギーを普及させたいとい
う思いを強くした︒自然
エネルギーによる発電が
環境問題を解決するだけ
でなく︑売電利益を地域
に還元する仕組みをつく

代表取締役の3人。左から、川戸さん、長谷川さん、磯野さん

共 生 の 時 代
（5） 第 360 号 （2016 年 3 月 1 日）

広がるグリーンコ

「グリーン電力出資金」出資者の会の会報の発行が、
アンケートの集

