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令和元年度エコ・リーダーズセミナー第２回講義録

■はじめに

みなさん，こんにちは。ただいま御紹介い

ただきました，群馬大学の宝田です。本日

はちょっと私，マスクのままで講演させて

いただきたいと思います。大変失礼だとは

思いますけれども，若干言い訳だけしてお

きますと，実は私，3 年くらい前に，それま
で病気らしい病気は一切したことがなかっ

た。病院というのは一体何のためにあるか

と思うくらいだったんですけれども，突然

ガンが発症しまして，しかもそれが血液のガンで，発見されたときには末期だったん

ですね。突然そう言われるとやっぱり真実味がないですね。これはウソだというよう

に思っていたんですけれども，やっぱりそれは真実で。私は多発性骨髄腫という 10
万人に 1人か 2 人くらいしかいない非常に珍しいものなんですけれども。脊髄が折れ
まして。ろっ骨も折れて頭蓋骨もへこんで，もうダメだなと。夏くらいにはもうこれ

で人生終わりかなと思っていたんですけれども，ガンて諦めちゃダメですね。最後ま

で諦めないことですね。

それまでずっと私はポジティブに生きてきたんですよ。だからどんなときにも絶対

諦めないぞという思いを持ってきたんですけれども，初めて知りましたね，自分が弱

い人間だというのを。そう思っていても数時間たつと夏には死んじゃうなとか思うわ

けですね。そう状態，鬱状態を繰り返すんです。そうすると段々と鬱に入っていっち

ゃって。ところがそこで助けてくれたのは今までの人と人とのつながりです。しかも

表面的に付き合っている人はダメなんです。やっぱり気持ちで付き合っている人たち

の，何も言われないんですけれども，何かそういう雰囲気が伝わってくるんですね。

そうすると非常に力が出てくる。

私は科学者ですから，そんなことあんまり言いたくないんですけれども，4 回は奇
跡がありました。どう考えても科学的には説明できない。担当の先生も，もうこれは

ダメだと何回も諦めているんですけれども，そこで劇的に回復しちゃうんですね。そ

れで今に至っているんです。私は最初の発症した 1 年で，そのガンが発症して，それ
から心不全。それから大変な病気で治療中に肺炎にもなってしまって。しかもみなさ

んは絶対かからない，エイズの人が最後に免不全でかかるような致死率が非常に高い

ような。その三つをやって全部クリアしているんですね。ガンの方はまだ継続なんで

すけれども，この三つは日本人の三大死因の 1，2，3 位なんです。3 位までの病気や
ってこれだから，もうそう簡単には死なないなという気持ちになっているんですけれ

ども，ただガンの方は本当に治療法がなくて結局最後まで付き合うしかないんですね。
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ただ私はそういうときにも非常に欲が深

くてですね，多少いいデータでもまだまだ

よくなるだろうと，寛解まで目指したいな

と。先生と相談してもっと違うの使いまし

ょうとかね。最近は患者の意思がかなり通

るんですよ。診察といっても先生とのディ

スカッションですね。実は先々週からこれ

までと違うモノクロール抗体というのを使

い出したんですね。これは面白い。場合に

よると劇的に改善するかもしれない。ガン細胞を抗ガン剤が特異的に認識して，そこ

に存在している，結合している部位なんですけれども，そこに選択的に打つんですね。

そうすると大きなタンパク質になるので，人間はそれを異物として認識するから，自

分の免疫細胞でそれと戦うんですね。これは面白いと思ったんですけれども，これを

打ったら実は正常細胞も思ったよりも下がってしまったんですね。おととい検査をし

たら白血球の中に病原体に対して戦う好中球というのがあるんですね。皆さんこれは

2,000 から 3,000は持っているんですけれども，これが 1,000 を下回ると「ちょっと危
ないよ」となるんですね。500 以下になったら「これはかなり大変ですよ」と。200
を切ると「そろそろクリーンルームで」と言われる，そのくらいのものなんですけれ

ども。それを計ったら，信じられないんですけれども 13。ですから，もう担当の先
生は「どんな菌が入っても絶対にそれに対して抵抗できません」と。もうほとんど 0
ですから。ですから，とにかく菌を入れないように十分に気をつけてくれということ

を言われたものですから，今日はマスクをしたままですね，講演させていただく失礼

をお許しいただきたいと思います。

では早速講演の方に入りたいんですけれども，今日は「再生可能エネルギーとして

の水力発電」，これについてお話ししたいんですが，今日お集まりの方はエコ・リー

ダーと言ってですね，私は中身をよく知らないんですけれども，多分この地域のエコ

に対して主導的な立場を取ろうという，意識の高い人たちではないかと思うんですね。

私は先ほどの御紹介にありましたように，エネルギー学会の会長であるとか，あるい

は科学技術振興会の会長とかをやっているんですけれども，やっぱり今の地球環境問

題といったところを話すと，本当の情報が出てこないというのを痛感しているんです。

メディアがダメです，はっきり言うと。ほとんど本当の情報を伝えてないですね。私

たちは大学におってですね，この分野を担当されている先生方と話すんですけれども，

まず私たちは本当の情報を伝えましょうと。それで国民，市民が判断する。それから

世界に情報を展開していく。そういうことをやらないと，単なるうわさ話で全体の方

向性が決まってしまってはですね，せっかくの努力が最終的には何にもならないなと。

それで今日は順番をエネルギー問題，環境問題についてお話しさせていただいて，

そのなかで再生可能エネルギーというのはどのような立場になるのか，我々はどう考
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えても最終的には再生可能エネルギーで生きていかざるを得ないんですね。ところが

それが 30 年先なのか，50 年先なのか，あるいは 200 年先なのか，はっきり言ってま
だ答えがないんですね。ただ二酸化炭素は今 400 ppmあるんですね。産業革命以前は
280 ppmだったんです。これが徐々に増えてきて，これが我々の責任であることは間
違いないんです。温暖化も二酸化炭素というのは温室効果ガスで非常に寄与率が高い

んですけれども，温暖化していることは間違いない。ただ，そこも本当の因果関係が

100%ついているわけではないんです。
でもですね，私はやっぱりその可能性があったら極力減らす努力は必要だなと。こ

れを減らしていって，最終的に二酸化炭素は関係なかったと言われれば，それは地震

のときに避難して，やっぱり津波は来なかったよというのと同じことなんですね。こ

ういったものというのはやっぱり来られたら困りますからね。今の IPCCの予測では，
今のままで言ったら 2 ℃くらい上がると予想されているわけですから。結局そうなら
なかったとしても，それに超したことはないわけですから。そういったことを後々お

話ししたいなと思っています。

■地球と人類の歴史

今日は地球と人類の歴史くらいから話をしてみようかな，そして人類とエネルギー，

それからエネルギーの選択はどのようにしていくのか，その中での再生可能エネルギ

ーの位置づけ，そして地域で非常に今注目されています小水力発電，その中身。こう

いったものについて今日はお話ししたいと思っています。

これは地球ですけれども，地球は 46 億年前に誕生したんですね。46 億年，かなり
昔ですよ。もう本当にこれ，少しずつ調べてみると随分長くここまで生きているつも

りでも，地球の年齢からしたら大したことないなと。それで最初は何もなかったんで

すね。35 億年前にシアノバクテリアというものが生まれてきました。その前にも幾
つかあるんですけれども，このシアノバクテリアが一つのポイントだったんですね。

光合成をするようになるんです。それまで地球の周りはほとんど二酸化炭素だけだっ

たんです。それを光合成で酸素に変換するようになりました。酸素に変換するように

なったのはいいんですけれども，実は地球の周りは二酸化炭素で温室効果があったの

で暑かったんですね。その CO2 が光合成で全部なくなっちゃったものですから，今
度は全球凍結ということでですね，本当に氷河期になってしまった。

ですから，二酸化炭素が足りなくなったら今度は大変ですよ。逆に寒冷な状況にい

ってしまいますからね。このときなんかは正にそうだったんですけれども，そういっ

たものを乗り越えて，次にすごいなと思ったのはこれ，実は一つの細胞の中に多細胞

を持つ生物というのが生まれてきたんですね。二つ以上の細胞を持つようになると色

んなものが形作られていくんですね。それで一番最初に出てきたのは 6 億年くらい前
なんですけれど，クラゲです。細胞が集まって生物ができてきたと。それが形になっ

てクラゲになった。もうちょっとすると，3 億年くらい前になると，リンボクだった
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りジュラシックパークみたいな恐竜ですね，こういうものが地球上に出現してきたと。

実はこのリンボクというのが今問題になっている石炭の根原種なんです。

ですから，石炭というのは 3億年くらい前の太陽光のエネルギーの集積なんですね。
元々は植物ですから。これは太陽光で育っているんですね。ただここから，様々な石

炭化作用を繰り返しまして石炭に置き換わっているものですから今それをバイオマス

とは呼びません。ここは化石資源として木質資源とは分けていますけれども，元々は

同じものなんです。リンボクというのは大変大きな木で数十メートルあったそうです

けれども，太さも非常に太くてですね。昆虫もものすごく大きなものが飛んでいたそ

うです。トンボなんかも今でいうカモメくらいの大きさがあったと言われています。

それでこういう恐竜も出現してきました。これが 3億年くらい前ですね。
それからその後はほ乳類が出てきてですね，どんどん進化していくんですね。我々

の先祖とはちょっと言いにくいんですけれども，このオランウータンというのは 2000
万年くらい前からいるんですね。非常に私もびっくりしました。そんなに昔からいた

のかと。それから我々の祖先としては原人ですね。これがジャワ原人，100 万年くら
い前。それから北京原人であるとかネアンデルタール人であるとか，こういったもの

が非常に近い，我々の先祖とまでいくかは分かりませんけれどもそういったものがい

ます。それで我々実はこういったところで何と呼ばれているかというと，ホモ・サピ

エンスと言うんですね。人類のことを。よく付けましたよね，ホモ・サピエンスとい

う名前。後で紹介しますけれども，これが 20 万年くらい前。地球は 46億年も前に作
られて，それで我々生物が誕生したのは 3 億年くらい前なんですね。それに比べると
我々はまだたったの 20万年くらいしか歴史がないんです。
それでこのホモ・サピエンスは 10 万年くらい前からアフリカで発祥しているんで

すね，我々人類は。アフリカから世界中に拡散しているんです。先ほどちょっとお話

しましたけれども，ホモ・サピエンスというのは何かと言いますと，「賢い人間」な

んです。これはラテン語なんですけれども，よく自分のことを賢い人間だと名付けま

したよね，すごいなと思いますけれども。ですから我々は賢くないといけないんです

よ。ホモ・サピエンスと呼ばれる以上ですね。ですから，こういった環境問題に対し

てもやっぱりきちんとした情報を得て，そして適切な対策を採っていく必要があるん

じゃないかと私は思います。こうやって地球の歴史と我々の今までの環境をみると，

本当にたった僅かなところで人類が出てきて，地球全体に何か影響するようになって

しまってですね，正にホモ・サピエンスという賢い人間がですね，地球全体に影響を

与えているというのは何としても是正する必要があるんじゃないかと思います。特に

我々の祖先と言いますか，10 万年前に地球上に拡散していったときには行く先々で
そこにいたものを全て駆逐してしまっているんです。全部その場所では人類がトップ

に立っている。それで結局全世界のトップに出ているんだというように認識している

わけです。
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■人類とエネルギーの関わり

こういった我々の歴史とエネルギー，今度はエネルギーとどのように関わり合って

きたかということをお話ししたいんですが，先ほどの数十万年，このあたりで先ほど

言ったジャワ原人であるとかネアンデルタール人，こういったものが出てきたんです

けれども，このころはほとんどエネルギーを使っていなかったんですね。実は 10 万
年くらい前に我々ホモ・サピエンスが世界中に拡散していったときは狩猟民族だっ

た。今の我々はどちらかと言うと，農耕民族で安定化した土地で安定化した生活を送

っているわけですけれども。農耕民族に変わったというのはそんなに昔ではなくて 1
万年前くらいなんですね。ですから，我々の社会構造を作るのにかかった時間という

のはたった 1 万年くらいなんですね。それでそのあと農耕民族でもほとんどエネルギ
ーを使いませんでした。

それからエネルギー消費量が急激に増加したのは産業革命以降だとよく言われるん

です。ワットの蒸気機関，これが 1769 年くらいでしたから，このあたりで開発され
ました。ここからやっぱり変化が訪れたのかなと思うんですけれども，1800 年代に
入りますと，急激にエネルギーを使うようになってしまったと。ただこれをよく見る

とですね，後で二酸化炭素のグラフもお見せしますけれども，このカーブがすごく急

激になってきたのは 20 世紀の中盤くらいからですね。ここから著しく使うようにな
ってきました。使っている内容も最初は石炭を使っていました。それから次に石油を

使うようになってきたんですけれども，こういう書き方は余りよくないんですね。何

か石炭は昔使われていて，その後石油が使われて今は天然ガスにシフトしていると思

われがちなんですが，実は石炭が産業革命以降，使用量が減ったことはありません。

今でもどんどん増えています。石油だけはですね，日本ではオイルショック以降，そ

れほど使用量は増えていません。でもやっぱり主要なエネルギーであることは間違い

ない。それから天然ガス，これの使用量は年々増えています。もちろん単位熱量当た

りの二酸化炭素放出量は少ないですから。そちらがいいねと転換することは非常に重

要なことであって，今そういったエネルギーのシフトということは進められています。

我々はこうやって大量のエネルギーを使ってきたんですけれども，別に二酸化炭素

を出したくて使っていたわけではないですよね。エネルギーを使って文化的な生活が

したい，そういったことが目的だった。これは縦軸が各国の GDP です。横軸は一人
当たりのエネルギー消費量。そうするとかなりいい相関があるんですね。エネルギー

を使った国は GDP が上がって文化的な生活ができるんです。それと同時にこれは関
連しているんでしょうけれども，これは横軸がエネルギー消費量で縦軸は平均寿命で

す。エネルギー使った国は長生き出来るんですよ。それだけ文化的な生活が出来てい

ますし，環境もいい。私なんかもそうだと思うんですね。日本じゃなかったらもうと

っくに死んじゃっているんじゃないかと思いますけれども。非常に医療の設備もよろ

しいですし，そういったところで平均寿命も延びている。大体上の方は全部先進国で

す。ですから我々がエネルギーを大量に使うということは文化的な生活をして，寿命

も延ばしたいということだと。逆に言うと今の途上国だってそれをやりたいわけです
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よ。やっぱり長生きしたいとみんな思っているわけで，じゃあもっとエネルギー使い

たいと。その中で先進国は途上国の面倒を見ながらですけれども，地球上で CO2 の
排出を削減していきましょうという結論になっています。非常に難しいことを言われ

たなと私は思っています。

というのも，エネルギーの選択というお話をしますけれども環境問題だけからこれ

を言うのは簡単ですよね。非常に簡単です。極端に言えば中学生程度でもあの程度の

結論は出せると思います。でも実際のエネルギーというのは環境だけで選んでるわけ

ではないんですね。その国の経済，生活レベル，そういったものを含めて選ばなけれ

ばいけないはずなんです。これはそういったエネルギーの大量消費によって地球上の

二酸化炭素排出量はどのように増えてきたかの推移なんですけれども，先ほどお話し

しましたとおり劇的に増えてきたのはやっぱり 1950 年くらいなんですね。このあた
りから石油を多く使うようになりました。これがかなり大きかったんですね。それま

ではそれほど石油を使っていなくて石炭だったんですね。

それからこれが天然ガスですけれども，徐々に上がってきていると。天然ガスは非

常に私は使い勝手がいい天然資源だと思っているんですけれども，特に日本の場合は

サッと簡単に転換できない契約上の問題がかなりあります。特に日本の場合には天然

ガスを使う場合には液化天然ガス，LNGというかたちで輸入しなければなりません。
そうすると LNG を作る設備も，受け入れてそれを解凍するような設備，これにも多
額のお金が掛かります。そうするとある規模以上でないとなかなか経済的に採算が合

わないんですね。もう一つは LNG の契約というのは非常に長期で契約しています。
ですから来年欲しいと言ってもこれはなかなかできないんです。そうしたことでそう

急激に伸びるとは思いませんけれども，でも私はクリーンだし，エネルギー資源とし

てはまだまだ十分にありますので，これからエネルギーの資源を転換するにはいいエ

ネルギーだというふうに思っています。

いずれにしても今 CO2 は劇的に増加してきました。ただ二酸化炭素というのは，
先ほどの地球の歴史から考えると非常に変動しているわけですね。大体 10 万年周期
くらいで変わってきたんですね。ただこのピークは今まで大体 280 ppmくらいなんで
す。高くなったときで 280。要するに産業革命以前，よく我々は 280 ppmと言います
けれども，そこから下がっていくわけですね。もう 400 ppmを越えているんです。こ
ういう状況で我々が生きているというのは初めてなんです。先ほどホモ・サピエンス

が 20 万年くらい前から出現したと，そうすると我々の先祖は CO2 が減ってきた，温
度が下がってきたというところの経験はあるんですけれども，CO2 がこれだけ増えて
きて，しかも温暖化してきたというところでの生活の経験というのはないんですね。

初めての経験なんです。だから何が起こるか分からないというのが一番不安になると

ころではないかと思います。

ここでもう一つの問題が地球上にはあります。先ほどの先進国と途上国の話のとこ

ろでちょっとあったんですけれども，それはやっぱり格差ですね。これが環境問題を

解決しようとしたときに大きなネックになります。例えばこれは二酸化炭素の放出量
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なんですけれども，所得によって四つに分類しています。高所得というのは今の日本

みたいな先進国ですね。そういったところは確かにやっぱり二酸化炭素出しているん

ですね。それから高中位，中国とかブラジルとかですね。このあたりが今徐々に増え

てきている。その下にいくとかなり少なくなります。ただインドとかは多少排出があ

るんですけれども，更にその下になるとほとんどエネルギーは使っていないような状

況になります。

私も昨年インドに 2 回出張して見てきましたけれども，インドというのは一言で言
うと非常に難しい国だなと思いました。インドはカースト制度以来，国の中でも二極

化しているんですね。ですから，私が行くと相手してくれるのは高い位の人で，一緒

に過ごしている限り低所得の人には会えないですね。帰りにちょっと見てみたら，も

のすごい大きなゴミ捨て場があるんです。その上で大勢の子供たちが遊んでいるんで

す。ゴミ捨て場が遊び場なんです。ああいうところを見るとですね，何とかして我々

先進国が途上国に対して一緒に発展していけるような工夫というものをしなければい

けないのかなと思います。

皆さんもよく御存じだと思いますけれども，富裕層 42 人の資産総額が下位の 37 億
人分の資産と同額というのは余りにもちょっと極端だなと思いますよね。ですから今

の状況というのは地球温暖化も大変深刻なんですけれども，それとリンクしているん

ですね。この二極化構造というのは。これを同時に解決していかなければ最終的に CO2
も下がっていかないと私は考えています。それで日本はどうなんだということで，こ

れが発電電力の推移です。1952 年からのデータなんですが。1952 年というとちょう
ど私が生まれた年なんですね。病院に行くと必ず聞かれると思うんですけれども，1952
年といつも言っていてパッと見たら 1952 年だったので私の生まれたときからのデー
タなんだなと非常に興味深く見ていました。考えてみると私が生まれたときってこん

なに少なかったんですね，電気が。今はトータルで大体 1兆 kWhと言われています。
これ大変な量です。これに比べると 500 億くらいですからね。それでも子供の頃を考
えてみると楽しくない生活を送っていたわけではない。やっぱり子供なりに楽しい生

活をしていたような気がします。

その後色んな科学技術の進展があって今に至っているんですけれども，これに関し

て言うと，やや先進国は科学技術を使っているようで使われ始めたなというのがここ

2，30年のことではないかなと思います。
というのは，今の産業界が提供しているもので我々が幸福感を得ているかというこ

と。GDPは上がってきました。それでも一番大きな問題は幸福感がないということ。
これははっきり言うと社会構造，それから私たちの目指すべき目標がやや違っている

んじゃないかと。我々が本当に思い描くような社会を目指していないんじゃないか。

GDP を 600 兆円にすると政府は言っていますけれども，今の 550 兆円から 600 兆円
に変わったときに我々の生活が劇的に変わりますかね。私はとてもそう思えないんで

すね。月給が 1 万円くらい上がれば，それはうれしいかもしれないけれども，それで
自分の人生がガラッと変わるような変化にはならないと思うんですね。ですから，そ
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のあたりもこうやって見てみると見直さなくちゃならないのかなというふうに思って

います。

■エネルギーの選択

それでエネルギーの選択というのは先ほどから何回かお話ししましたけれども，何

が基準になっているか。もちろん環境問題，大変重要な問題だと思います。大気中の

二酸化炭素は増え続けているし，異常気象も頻繁に起こっている。余り頻繁に起こっ

ていると異常ではなくなってしまって，これが普通になっていくのかもしれませんけ

れども。そうすると我々は環境に対して大きな取組をしなければいけないことは間違

いない。ただ，それだけでは決められないんですね。やっぱり経済性も重要です。経

済性を無視したらこれは進まないんですね。それから安定供給。日本側にはそれが十

分にあるのだろうか。これが環境にはいいと検討してみたら，それが微々たるもので 1
億 3000 万人が使うようなエネルギーじゃないということがよくあるんですね。です
から，この三つというように今まで思っていました。3E と今までは言われていたん
です。

ところが最近，東北の震災があって以来，安全性というものが入りました。安全な

エネルギー。この 3E を目指すのも非常に困難と言われていましたし，私もずっとそ
ういうものにずっと携わってきたんですけれども，ものすごく難しかったですね。な

かなかその三つを同時に満たせるような答えはなかった。そこに更にセーフティー，

3E+S というのが今の我々の主張なんですけれども，もっと難しくなったんですね。
極力この全てを満たせるようなエネルギーというのを今我々は常に意識していなけれ

ばいけないというふうに思っています。

それでじゃあどんどん地球上で CO2 は増えているし，エネルギーが欲しいところ
はまだまだたくさんある。しかもこれからエネルギーが欲しくて人口が多いところと

言うと中国やインドなんですね。この人たちが今の日本と同じくらいのエネルギーを

使い出したら，もう本当に止まらないですね。かと言って，先ほどお話ししたように

生活レベルも低い，平均寿命も短い人たちがもっといい生活がしたいと言ったときに

私たちはそれを拒否できるような立場にはありませんし，そんなことできないですよ

ね。そうすると我々先進国は今何をしたらいいかということになってくるんです。

この我々の立場としては様々な取組があります。私は群馬大学で長い間このエネル

ギー開発に携わってきました。ちょうどガンが発症したときが定年退職のときだった

んですが，定年退職と同時にガンになるというのは何かあるんでしょうかね。そこま

でずっと高効率プロセス開発というのをやってきました。実は今でもやっています。

次に紹介しますけれども，世界で最も高効率な発電システムの開発に携わってもうど

のくらいですかね。30 年くらい，25 年くらいですかね。やってきて，やっと今実証
プラントができました。広島の大崎上島というところで実証プラントを動かしている

んですけれども，トリプル発電といってスチームタービンとガスタービンと，それか
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ら燃料電池と三つの発電システムを取り入れた非常に複雑なシステムなんです。世界

的にはこんなもの絶対できないと言われていました。私は何かできないと言われると，

やってやろうという気になって。ようやく今実証の第二段階が今年度で終わるところ

で，来年第三プラントへというところまで来ました。大切な国の税金を 900 億円くら
い使っているものですから，これで失敗したらガンより先に首をくくらないといけな

いかなと思っていますから，何とかやってみたいと思っていますが。この高効率プロ

セス開発というものは大変重要ですから，理系の人たちが必死になってやってること

を是非皆さんも応援してあげてほしいと思います。

ただ，結論から言うと，これだけで CO2 の日本の目標は達成できないんですね。
日本は 2050 年までに温室効果ガスを 80%削減することを目標としていますが，そう
すると今大体 13 億トンくらい出していますから 10 億トンくらい削減しないといけな
い。ところが 10 億トンというのは今の科学技術がうまくいったとして積み上げても
全然届かないんですね。例えばこの高効率プロセス開発，私が今手がけていますけれ

ども，これがうまくいったとしてどのくらいかと言うと，3000 万トンです。これ相
当必死になってやってきましたよ。私はライフワークとしてやってきたんですけれど

も 3000万トン。
でもこの何千万トンという提案は，まずほとんど今はないですよ。私は NEDO と

いうところの評価委員をやっているんですけれども，色んな公募提案を皆さんがして

くるんですね。それで全部大体審査していますけれども，まず 100 万トン程度の削減
が見込まれるというものすらなかなかないですね。1000 万トン以上なんてまず見た
ことない。大体は数十万トンくらい。そのくらいなので 3000 万トンというのは大き
いんですけれども 10 億トン削減しようとしているところで 3000 万トンでは何とかほ
かで頑張ってもらわないとということになるんですね。

またエネルギー転換というのは先ほどお話ししましたように天然ガスにシフトした

り。天然ガスというのは皆さん御存じですかね，御自宅で都市ガス使われていますか。

このへんはプロパンが多いですか。プロパンも同じなんですけれども，大体都市ガス

というのはメタン。カーボンが 1つと水素が 4つあります。プロパンというのはカー
ボンが 3つになるんですね。そこにそれぞれ水素がくっついていますので 8つになり
ますね。それがどんどん長くなっていくと石油になります。液化しちゃうんです。も

うガスとしていられないんですね。これが我々が使っているガソリンの始めですね。

そのためにはまたほかのものも入っていますけれども，基本的にはこういうものなん

ですね。そうすると 1つの炭素当たりメタンは水素が 4 つありますし，メチレン基で
も大まかに言うと炭素に水素が 2 つくっついています。ところが石炭というのは，炭
素が 6個あって水素が 6個あるんですね。そうすると炭素 1と水素 1しかないんです。
ですから，水素が多い方が同じカロリーを使うには二酸化炭素が多くなるんです。で

すから，プロパンだとか都市ガスとか，そういうものにシフトしていくとそれだけで

も減っていく。これがエネルギー転換なんですけれども，じゃあそれをこれから大々

的にできるのかというのはまた別のお話です。
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それから今日の話題の主になっている再生可能エネルギー。これは後でグラフをお

見せしますけれども，これは劇的に CO2 削減には効きます。一つのグラフの中で同
じ表を比べるものがあるんですけれども，それがどこまで今の日本を支えるところま

でいくかというのが問題なんですね。ただ再生可能エネルギーというのは，必ず将来

的にはこれしかないわけですから，最終的には人類はこれに頼らざるを得ないなとい

うことを考えていまして，今からその準備は必要ではないかと思います。これが私た

ち理系が目指している科学技術による二酸化炭素削減ということになります。

■社会技術による楽しい社会構築

もう一つ，実は私は 10 年くらい前からこちらの政策提言もやりまして，社会技術
での解決というのも非常に魅力的なものです。先ほど私は GDP が高くなっても幸福
感がないといいましたけれども，このあたりに問題があるんじゃないかと思います。

だからもっと楽しい社会があるんじゃないか，楽しい人生があるんじゃないか。こん

なにエネルギー資源を使わなくていいかもしれないということを 10 年くらい前から
チャレンジしています。価値観を変えるというのは非常に重要ですよね。それからラ

イフスタイルも。私たちもっとぜいたくした方がいいんですね。究極の結論は「本物

のぜいたくをしましょう」なんです。人類ってやっぱり元には戻れないですよ。もう

生活しにくいような環境には絶対に戻れませんし，苦労するような工夫は続かないで

すね。例えば本当にしょっちゅうスイッチを切れば，それだけエネルギーの節約にな

って CO2 は削減できる。これは確かです。でも本当にそれができますかということ
なんです。

実は私は今の環境活動のグループで昨年の 9月からもう 1年 2か月，そういう CO2
削減生活をやっていただいている御家庭が 5件あります。最初の 2か月は非常に順調
に減ってきました。「先生，やっぱり気をつけると順調に減りますね」と，私も面白

いなと思って見ていたんですが，今年の夏休みの前に，これはお子さんと保護者の会

なものですから 6 月くらいですかね，その結果を聞いてみたら「最初の 9 月，10 月
はよかったんですけれど，冬になったらもう全然変わらないですね」と。その勢いで

春までもう全く変わらないんです。そんなものですよ，やっぱり。苦労しなきゃいけ

ないなんて，やっぱり続かないですね。その方法が楽しければいいんです。そうする

と当たり前ですよね，楽しいんだから続くんです。

それで我々はもっと本物のぜいたくをしていいんじゃないかと。私たちは何かぜい

たくをしているようだけれども，これを検証してみたら二流，三流じゃないかなと。

というのは，産業界が提供するものの中から幾つかピックアップしているだけなんで

すね。これからはそれじゃダメですよ。自分たちがこういうものを作ればもっと楽し

い人生を歩めるんだから，こういうものを作りなさいと。そういう産業界への影響が

なければ，私たちは本物のぜいたくができないんですね。簡単なことなんですけれど

も，我々のライフスタイルと合致させて，いいものを大切に長く使うライフスタイル。
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これがかっこよくてトレンドだということをやりたいなと思っています。

例えば長く使う，寿命を 2 倍にしたとすると，これができれば。例えば 5年くらい
で買い換えていたものを 10 年くらいに延ばすと。それをやると CO2 削減量，約 2 億
7000 万トン。私が 25 年くらいライフワークとしてやってきた世界最高のトリプル発
電，これで 3000 万ですからね。私たちはいいものを使うべきなんで。なぜ「いいも
の」というところを強調しているのかと言うと，安物を長く使ってもダメなんですね。

全然満足感ないんです。ところがいいものが分かる人が少なくなっているんですね。

これは今の教育システムがダメなんだと思うんですね。小学校からプログラミングや

ったり，英語やったり，その前にやっぱり人格形成をやらなければ，全くその知力，

学力というのは意味がなくなってしまうんですね。要するに私たちは一言で言えば，

感性を育むような人材育成，これが先にあって，その上に学力，知力を乗せていくと

いうことやってみようと，ここ 7 年くらい実はやってきました。こういうものを先ほ
どの科学技術と合わせると大体 10 億トン積み上がりました。おおよそでいくと二つ
が半々ですね。ですから，そういうことで私は日本の二酸化炭素の削減はある程度の

ところまでできるのではないかと勝手に思っています。

■再生可能エネルギーの技術開発

これが高効率の発電技術です。これ実は経産省で私は委員長ですから頂いたロード

マップなんですけれども，大変分かりやすいと好評です。私が先ほどお話ししました

IGFC というトリプル発電はここなんですね。2030 年くらいが商業化かなというとこ
ろなんですけれども，ガス，水蒸気，各々を高効率にすれば必ず CO2 が着実に減り
ます。ただその一つ一つはそれほど大きくない。社会技術をやってみると私たちの意

識が変われば劇的に変わってしまうんですね。この前のラグビーを見ていて何となく

科学技術はフォワードかなと，フォワードというのは少しでも前へ進んでいく。一生

懸命開発すれば必ず進んでいきますよ。でもそれだけじゃなかなかトライ取れない。

そこからバックスに展開するわけですね。バックスに展開して相手を一人振り切れば，

もうトライに結びつくんですね。社会技術はどちらかというとそれじゃないかと。要

するに意識を変えただけで桁違いの成果が出てくるんですね。ですから，そういうも

のを両方持ってこれから開発していきたいなと思います。

もう一つは経済性の問題。これも我々は全く無視はできません。今のエネルギーは

LNG と石炭です。日本の場合の火力発電はほとんど LNG と石炭ですけれども，石油
火力も一応ありますけどできれば使いたくないですね。ものすごく高いんです。です

から電力会社さんも恐らく石油火力は余り使いたくないと思っていると思うんです

が。価格で見るとこれが石炭火力の一般的な価格，それから LNG 火力。実は石炭火
力というのは一番安くてほとんど変動がないんですね。LNG はどうしてなんだか原
油と連動しているんですね。ガス田と油田というのは明確な区分けはないんですね，

両方一緒に出てきますから。ガスが多いところはガス田。油が多いところは油田なん
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ですね。ですからそれで連動しているのかなと思いますけれども，ほとんど連動して

いるものですからエネルギーの経済性というものは余りよくない。これからどうなる

か分かりませんが，かなり安くなってきてはいますけれども。アメリカのシェールガ

スも今後アジアに出てくると思いますし，日本の企業さんも既に購入しているところ

もありますので私は期待しています。こういったコスト，これも我々にとっては非常

に重要なものです。これによって私たちの電気代も変わってくる訳ですから。

もう一つ，環境問題ですけれども，先ほど再生可能エネルギーが劇的だとお話をし

ましたけれども，こちらのグラフを御覧になるとお分かりになるかと思います。こち

らが化石資源による CO2 排出量，こちら側が原子力も入っていますけれども CO2 の
発生が非常に少ないと言われているエネルギー，中小水力，太陽光，風力とか地熱も

そうなんですけれども，こうやって見ればやっぱり CO2 減らすにはこっちにいくし
かないでしょうと。とにかく世界中からまずは石炭火力やめなさいということになる

んですね。環境問題だけ考えると。先ほどの低所得国が本当にそれをやると思います

かね。2000 年先の何千万人かに影響があるのかもしれませんけれども，それをやっ
たら今の数十億人に間違いなく影響を及ぼすわけですね。ですから我々はホモ・サピ

エンスですから，賢い人間ですからそれも含めて回答を出さなければいけないんです

ね。単純に環境問題だけで考えていたら人類は滅亡しちゃうんですね。

実はそういう化石資源を使ってエネルギーが増えてきた，それによって我々は地球

環境問題とか二極化構造を生み出しましたけれども，もっとすばらしいのは人口増加。

あの以前は大体 10 億人から 20 億人くらいだったんです。それを今の 77 億人まで増
やすことができた。同時に平均寿命も延ばしているんですね。その一つは 1900 年代
になってですね，ハーバーとボッシュがですね，アンモニア合成を発明した。すごい

ですね，ハーバーとボッシュ。大体ノーベル賞を二人とも貰っていますけれども，そ

のお仕事をされたのは 30 代そこそこですよ。やっぱり画期的な研究というのは 20 代
から 30 代でしかできないのかなと思いましたけれども，人類の夢であった空気中の
窒素を使ってそれを固定化できたんですね。ですからそれから肥料ができた。そこで

人類としては食糧問題を一応は解決することが出来たのです。それによって人口も寿

命も増えてきたということなんですね。

これは発電換算，今現状使っているものなんですけれども，エネルギー積算という

のは大体キロワットあたり 10 円くらいなんですね。先ほどの石油が高いと言ってい
たのは 20円から 30 円くらいしちゃうんですね。これは使いたくないですね。電気代
上がっちゃいますもんね。風力は比較的変動があるんですけれども，ある程度は貢献

できるんではないかと思います。それからこれが大型水力，群馬県にはいっぱいある

と思うんですけれども，これは非常によかった。ただもうこれは今開発の余地がなく

なってきてしまったんですね。大規模なダムを造るというのは非常に困難になってき

ました。それを除くと大体今の電気代の 2 倍から 3倍しちゃうんですね。なかなかこ
れを全部に適用するというのは，お家の主婦の方だったら大変だと思うんですね。

ただ，この再生可能エネルギー，大規模水力を除いていますけれども，利用率はど
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んどん上がっているんですね。これは固定価格買取制度，通称 FIT と呼ばれますけれ
ども，皆さんはもうエコ・リーダーなのでどこかで勉強してきたかと思うんですけれ

ども，これを取り入れたからなんですね。高く買い取るんですよ。太陽光発電は最初 40
円くらいで，誰でも食いつきますよね。それでどんどん上がってきたんですけれども，

その高い電気代，誰が払うんだってことなんですよね。これは利用者が平等に負担す

るんです。要するに誰かが太陽光発電で売った分は，上がった分はみんなで払いまし

ょうということでやってきたんですけれども，この負担金，再エネ賦課金というんで

すけれども，上がっていくのは当たり前ですよね。皆さんどうでしょう，電気代の領

収書の裏側なんて見ることないでしょうかね。一度お帰りになったら御覧いただきた

いと思います。そこには再エネ賦課金のことがちゃんと書かれています。

私は桐生で先ほどお話ししたグループでこういった環境問題を含めてですね，新し

いライフスタイルを追求していこうという会をやっています。今親子で 300人の塾生，
これは未来創生塾という塾なんですけれども，それをやっていて，それが全員ではな

いんですけれども幾つかの班に分けてその一部でこの話をしていて，次の回までに領

収書を持ってきてくださいと。それでそこで皆さんどうですか，幾らぐらいですかと

聞くんです。平均化すると 700円くらい，これは 2017年度ですけれどね。今だと 1000
円近くいってるんじゃないかと思います。平均ですとね。そのくらいなんですよ。し

かも内閣府の調査によると月 1000 円くらいだったら国民の 2/3 くらいは「いいんじ
ゃないですか」と言っていると。皆さんの御家庭はどうですか。ある方は「先生，私

は 2200 円も取られている」と。その感じ方がやっぱり我々としてはまずいなと思い
ましたね。「取られている」，環境のためにみんなが一緒になって応援していくという

意識はないんですね。そこを省庁も大学も専門家も見誤っちゃいけないんじゃないか

なと。やっぱり現実問題，お子さん抱えて一生懸命頑張っている人が今まで 1 万円だ
った電気代が 1 万 2000 円になったというとですね，月々ですからね，年間だと 2 万
4000円も多く払うんです。そうなるとやっぱり再エネなんかとなってくるんですね。
ドイツは非常にうまく再生可能エネルギーを導入してきたと，その中でもこの FIT を
使ってきたんですけれども，国民から反発があったのは大体 30~40%くらいの賦課金
が出たところで相当な反発が出ました。ですから，日本で言うと賦課金が 3,4000 円
になったらちょっとおかしいんじゃないかと。もう既にあの御家庭は 3000 円くらい
いってるんじゃないかと思いますけれども，また集めてやってみたいと思いますが，

これは大きな問題です。というのは，エネルギーの選択でやっぱりコストというのは

無視できないんですね。自分たちの生活に直に関わりますから。

それからもう一点，こういうエネルギーシステムを変えて二酸化炭素は減るという

のをいつも思い続けていると間違ったことになる可能性もあります。例えば自動車，

これはガソリンやディーゼルを使っていれば必ず二酸化炭素を出します。大体 1 リッ
トルの燃料を使うと，我々の科学の用語で言うと 50 モルの CO2 を出しています。こ
れだけだと何のことか分からないと思いますので，じゃあ私たちの生活を通じてです

ね，大体一人一日どのくらいの CO2 を出しているかと言うと 120 モルくらい。モル
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というのは科学で使う物質の量の単位です。キログラムとか立方メートルと同じこと

です。ですから 2 リッター，一日ガソリンを使う人はそれだけで日本の平均をやっち
ゃっているんですね。地方だとそれくらい使いますよ。我々は一人一台車がなかった

ら生活ができないわけですからね。ですから，こういう社会構造を作っていながら二

酸化炭素を減らせということは，まず非常に矛盾があるわけですね。

それで最近は電気自動車にしようと。もちろんこれ非常にいいですよ，非常に私は

推進派ですから。ただし，本当の情報も皆さんに持っていただきたい。電気自動車の

そこからは CO2 出ませんけれども，発電所からは出てるわけですね。その CO2 をち
ゃんと処理するか，あるいは再生可能エネルギーで全て発電してそれでまかなうか。

どちらかができないと，幾ら電気自動車がクリーンだと言ってもトータルでは何の意

味もない。今私が期待しているプロジェクト，実現がまだどうなるか分かりませんけ

れども，水素バイオシェルという，川崎重工さんが随分前から提案していて，面白い

ので私は必ずプロジェクトの中に入れていたんですけれども。例えばオーストラリア，

あそこにはたくさんの褐炭がありますよね。そこでそれをガス化して水素に変える。

二酸化炭素はそこに，CCS というカーボンキャッチャーストレージというものが世界
中で開発されているんですけれども，地下に埋めてしまう。それで日本には水素しか

持って来ない。CO2 はそこの地下に埋めさえてもらう。オーストラリア人がどのくら
いの金額を要求するか分からないですけれども。これからオーストラリア政府とやっ

ていかないといけないんですが。それで水素だけ持ってきて水素発電。それから燃料

電池車，こういったものに活用していくというような仕組みだったら何とかなるかな

と思いますけれども，それ以外ではなかなか電気を起こすときの CO2 というのをど
うしたらいいかということにならない。

そうするとじゃあ電気自動車が本当にクリーンなのかどうかというのをまとめた資

料なんですけれども，大型車，中型車，小型車でだいぶ様相が違ってくるんですけれ

ども，例えばこれが電気自動車，これを見てみるとトータルではディーゼル車より多

く CO2 を排出しているんですね。これは発電の際に出る CO2，それだけではなくて
実はこの電気自動車を開発する段階のバッテリーとこれを廃棄するときに出る CO2，
これが非常に大きい。ですから今の現状では電気自動車を走らせてもディーゼル車を

走らせても大差はないということになってしまう。ただ，これこそ正に技術開発で今

後正に徹底的に減らすような技術開発が必要だと思いますけれども，一般的にはよく

電池自動車はクリーンだと言われるんですけれども実はそんなこともないんですね。

そして価格もべらぼうに高いと。そうすると一体誰が乗るのとなってしまいますので，

我々としてもこれは十分に気をつけようと思っています。

それから太陽光発電も非常に FIT の導入以来，ものすごく増えてきました。渋川で
もかなり多いんじゃないですかね，太陽光発電は。私は桐生から来たんですけれども，

桐生の山も非常に多いんです。私はどちらかというと再生可能エネルギーの推進派で

したし，今でもそうなんですけれども，家の近くの山の中腹に太陽光パネルを見ると

ですね，やっぱりやめた方がいいかなとか，やっぱり景観がガラッと変わったんです
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ね。やっぱり群馬県て景観がよくて観光地であって，それを壊すようなことってなか

なか良くないかなと。あれを作るぐらいなら一日 30 分くらい節電するよっていう気
持ちになっちゃうんですね。ですから景観に関しては大問題です。ですからここもク

リアしておかないと，再生可能エネルギーの導入というのはなかなか難しいんですけ

れども，その太陽光エネルギーもそれだけではダメなんですね。夜は発電しませんか

ら。曇ったり雨だったりしても効率が激減すると。

そうすると何かとの組合せでないとダメなんです。ペアが必要なんです。それで私

はペアが必要だということは分かっていたんですけれども，それを去年分かりやすい

ようにコストで比較しようというのをやりました。太陽光とペアになるもの，それを

検討してみたんですけれども，このままだと 10 円ですけれども，それと一番安いと
言われている石炭火力を合わせると 25 円くらい。それと太陽光を蓄電池にためて出
せばいいと，でもまだ大容量の蓄電池は開発されていないものですから，現実的にす

ぐにはできないんですけれども，今のロードマップに従って開発できたとして一番安

い蓄電池を使って試算したんですけれども 65 円なんですね。どういうことかと言う
と，御家庭で 1 万円だった人がその 6 倍，6 万円必要になってしまうんです。もうこ
れは絶対ダメだと思いますね。それから先ほどの CCS，これを入れてやると 19 円く
らいになると。コストがかかることは間違いないかなと。この中では太陽光と石炭火

力を使うのが一番いいのかなと思っています。かたや CO2 に対して最悪の燃料，片
方は CO2 に対して最高の燃料。ただ経済的に言うと太陽光は最悪の燃料，石炭は最
良の燃料となって，そこを組み合わせると最適解が出てくるんじゃないかなと私は思

っています。あとはこの再生可能エネルギーをはじめですね，身近な廃棄物であると

かそういったものを利用して CO2 を減らそうという試みは色んなところでされてい
ます。それが私どもは大変重要だし，もっともっと拡大していただきたいんですね。

ただ気をつけなければいけないのは，それをやっているからもう地球環境に貢献した

んだと，そういう意識でやっているとほとんど意味がなくなっちゃうんですね。

例えば BDF，バイオディーゼルフューエル，これで市のバスを走らせるとかあり
ますよね。あるところの取組，これはすごいですよ。150 万リットルも年間集めて，
なかなかできないですよ。ここの自治体は我々すごいと思いました。ただこれが一年

間市民の皆さんがやった結果なんですけれども，CO2 の削減量は年間 4000 トンなん
ですね。4000 万じゃないんですよ。これがどのくらいなのかなと，150 万リットル集
めたんですけれども，日本の石油の使用量は 2億 8000万リットルあるんですからね，
パーセンテージで言うと，0.00054 ％なんですね。これだけやってて地球環境に何か
いいこと，かなり貢献したという意識は私は余り持たない方がいいと。

でも，すごく重要なことがあるんです。これをやろうとしたときに，これは京都市

なんですけれども，皆さんが自然と集まってきてですね，コミュニティが一つになっ

て自分たちでアイデアを出して共同で企画する。それでそれを実行する。共同実施，

こういうコーアクションというのはこれからの未来社会を作るためのフューチャーア

ースという概念があります。これにのっとっているんですね。ですからそれを意識し
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て拡大していけば劇的に変わってくるんですけれども，これだけをもって地球環境に

すばらしい貢献をしたというのじゃ済まされないなと。よく私はこれをダイエットに

置き換えてお話したりするんですけれども，体重 80キロでウエスト 90センチの女性
がですね，ダイエットしたいなと。地球環境問題というのは生活習慣病ですから。生

活を変えない限り変わっていかないんですね。これをダイエットに置き換えるとどの

くらいの効果があったか，さっきの 150 万リットルですね，ちょっと失礼なんですけ
れども，一年かかって体重が 0.4 グラム減ったと，私毎日体重計に乗っていますけれ
ども，500 グラムとか 1 キロくらいは平気で変動しちゃうんですね。一年で 0.4 グラ
ム減ったからダイエットに成功したとは言えないですよね，絶対に。それから一年で

ウエストがですね，0.005 ミリ縮まったと。この結果はほとんど無視しなければいけ
ないようなものなんですけれども，それをやろうとしたコミュニティというのは大変

重要なので，その意義をきちんと理解すればこれが拡大していくんですよ。それが私

が本当にやっていただきたいというところなんです。

前半ちょっとここで終わりにしたいんですけれど，私たちが今目指しているのは楽

しい未来社会を作っていきたいなと，そのためには大量生産，大量消費，それで GDP
を上げてきたんですけれども，この使い捨て社会はもうやめたいです。これを続けて

いく限り，我々がどんな策をやっても減らないです，二酸化炭素は正直言って。ここ

で本当にいいものだけ作るような，そういった社会，そしてライフスタイルが最も重

要だなと思いますし，それをやるためには感性豊かな人を育てていかないといけない

です。群馬県は絶好のチャンスです。私は実は東京生まれの東京育ちなので比較をよ

くするんですけれども，もう東京ではそういう人は出てこないですよ。あんなバーチ

ャルな世界で生まれ育ったのでは感性も何も出てこない。群馬県は本物の資源がたく

さんあるんですね。感性というのはどんなものかと言うと，物事の本質を見極める感

受性なんですね。そのためには群馬県の地域の資源を活用して，そういう人材を育て

るということを実際に私は 7 年間桐生でやっています。こういったことを通じて楽し
い未来社会を作っていきたいということが一つかなと思っています。それではちょっ

とここで休憩を取りたいと思います。

■群馬の水力発電

それでは後半に入りたいと思います。先ほどまでは世界とか日本という話をしてい

たんですけれども，もう少し群馬県とか小水力とかそういったお話をさせていただき

たいと思います。

私が群馬県に来たときになかなか面白いなと思ったのが，上毛カルタ。あの中に「理

想の電化に電源群馬」というのがあるんですね。あれはやっぱり水力発電で，しかも

昭和 45 年くらいまでは発電量と消費量がほぼピッタリだったんですね。だから群馬
県の中で水力発電で作った電気だけで群馬県の人たちをまかなえたと。正に「理想の

電化に電源群馬」ですよね。今は大体 2 割くらいなんですよね。発電量はほとんど変



- 17 -

わっていないんです。私たちが 5倍くらい使うようになったんですね。確かに昭和 45
年と言うと，実は私は群馬大学の出身で企業に行ったり大学に行ったりしてまたここ

に戻ってきたという経緯があるんですけれども，一番最初は群大に入ったんですね。

そのときが 45 年だったんです。そこから考えるとやっぱりあの頃はエアコン関係は
ほとんどなかったですね。電車の中にエアコンが付くなんて考えられなかったですね。

せいぜい扇風機です。暑いときには窓を開けるくらいだった。東京にいましたから地

下鉄の駅そのものを冷やすなんて発想は全くなかったですね。すごく暑かったんです

よ。銀座線もものすごく暑かったんですけれども今は全然ですよね。全部冷やされて

いる。それだけエネルギー使っているんですよ，やっぱり。快適なんですけれど使っ

ているんです。群馬県もそうなんです。ですから，昭和 45 年くらいまでは自分たち
の電気でまかなえたと。それで水力発電はどうなんだと。水力発電は私は発電量も十

分ですし，十分評価できるものだと思います。

■再生可能エネルギーとしての水力発電

それから小水力。これはどうなのかということをここからゆっくりとお話ししたい

んですけれども，現状で発電量はたかだか 3400 万キロワットアワーくらいです。日
本の発電量が 1 兆キロワットアワーということを考えると，微々たるものかもしれま
せん。ただこれも先ほどの BDF と一緒で大変意義が大きいんです。そこまで理解し
てやる必要があると思います。これだけやって，小水力だから私たちは地球環境に大

いに貢献しているぞという意識を持っていたら私はこれは全くの間違いであると思っ

ています。でも，これだけの数が今稼働しているんですね。市町村とか民間企業がや

っているんですけれども県内でもこれだけの水源がありますので色んな形でできると

思います。

この小水力の技術的なところも少しお話ししたいと思っていますけれども，これは

ほとんど皆さん御存じだと思いますし，確か見学会で第 1 回は施設を御覧になってい
るんですよね。もちろん水の流れ落ちるエネルギーを利用して水車を回すということ

で発電しているんですけれども，小水力はちょっとはっきりしないんですけれども大

体 1000 キロワットアワー以下のものを小水力と呼ぼうということになってきていま
す。1000 キロから 10000 キロワットというところにしているところもあります。小
水力発電に関わらずですね，これは落差，これで発電をすると。この位置エネルギー

以上の発電はできませんよというところが非常に重要です。

この落差ももう少し細かく言うとですね，全部の総落差の内，そのうち損失落差と

いうものがあります。これはどういうものかと言うと，これもちょっと専門用語にな

ってしまうのですけれども，圧力損失というものが実は存在しています。これは全然

抵抗のない開放形で流せば何でもないのですけれども，例えばパイプの中を通すと壁

との接触があるんですね，そうすると熱として失われてしまうようなエネルギーがあ

ります。こういうのを圧力損失と言います。こういう損失は使えませんので，そうい
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ったものを引いた有効落差，この分で発電をしようということです。この落差のこと

を物理では位置エネルギーと呼びます。中学だとなかなか勉強しないですかね，高校

になると位置エネルギーとか運動エネルギーというのを勉強するのですけれども。ど

うでしょうかね。思い出していますかね，ちょっと話をしてみようかなと。山の上に

物体があります，水力発電で言ったら水が高い位置にあります。これを落とした落差

で発電しているんですけれども，ここまで落としたときに位置エネルギーが 10 あっ
たものが 0 になる。このエネルギーを使うのですけれども，止まっているから運動エ
ネルギーは 0 なのですね。ところがこれが落ち始めると段々と早くなってきて最終的
は 10 になると。これはロスがないモデルなのですけれども。要するに位置エネルギ
ーから水車を回すための運動エネルギーに変えている訳なのですけれども，位置エネ

ルギー以上は出ませんよということなんですね。

やっぱり私たちの物質というものはそのほかにもエネルギーを持っています。内部

エネルギー。分子のレベルで言うと。分子の中は色んな形していますけれども，ジッ

と止まっているような分子はないんですね。まず回転があります。ものすごい高速で

回転しています。それからあとは単原子分子はできないんですけれども，幾つかの原

子が集まりますと必ず振動があります。変格信号や伸縮信号，様々なエネルギーがあ

ります。そういうようなエネルギーに置き換えてしまう場合もあるんです。ですから

私たちは何か物質を見ると，位置エネルギーと運動エネルギーが大体かと思いますけ

れども，うまくすると内部エネルギーもまかなえて，それを随時引き出すこともでき

る。こういったことを全て総合してエネルギーとして共存したり，引き出したりして

いるんですけれども。水力の場合にはこの位置エネルギーを運動エネルギーに変えて

いくというシステムで発電を行っています。ですから，このエネルギー以上には出な

い。

要するにこの小水力の適地というのはまず落差があること，落差がないところでは

難しい。これはそのポテンシャルですけれども，流量がたくさんあって落差もたくさ

んあるというのが，この小水力のシステムを導入しようとする地域になります。それ

で発電出力というのは今の流量，それから有効落差，それに効率，重力換算係数をか

けるんですけれども，これをかけたものが発電出力。ここのポイントはこれは係数で

すし，これは各々の小水力発電の効率ですから，一番需要になるのは水の流量と落差。

これで発電出力は一義的に決まってしまうんです。非常に単純です。

それで水力発電，小水力発電，どういうところで長所，短所というものはどのよう

なものかというお話をしてみます。再生可能エネルギーの中ではですね，先ほどお話

ししました太陽光発電とか風力発電というのは非常に天候に左右されます。ですから

安定性が低いんですね。それに比べると小水力発電は安定している。常に発電するこ

とができる，私は今年，稚内のウィンドファームという風力発電の施設を見学してき

ました。そこだけはでも年間吹いていますね，定常的に。いいところだなと思いまし

たけれども，やっぱりトータルの発電量は 1 兆キロワットアワーに比べると微々たる
ものです。あれだけの風車があってもこんなものなのかなと思いましたけれども。で
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すから，あれをもって 2050 年の 80 ％削減に貢献するぞなんて言われると，ちょっと
私は違和感がありました。それですけど水力の場合には安定性も高い，変動も小さい，

それから設備の利用率が非常に高いですね。私は実際にこの水力に携わったことはな

いんですけれども，先ほどお話ししました桐生のグループに機械工学科の先生がいて，

その先生が実際に桐生市と一緒に開発して動かしています。かなりポテンシャルは高

いと言われていますが，あとで短所の方も見てみますが，その短所の方もかなり大変

だったという話も聞きました。

太陽光発電はちなみにですね，大体設備利用率が 12 ％くらいですから，ここも気
をつけてください。発電容量と発電した電力量は違いますからね。ものすごく大きく

言うんですよ，太陽光発電をこれだけ導入したと，でも大ざっぱに言うと，その 1/10
ですからそうやって考えていただきたいなと思います。小水力に関して言うとまだま

だ我々の関与することはあるだろうと。大型水力はもう色んなところにお聞きしても

ちょっと日本の国内では厳しいんじゃないかと言われています。あとは設置面積も少

なくて，比較的水も感じられると。

ただ，短所としてはですね，先ほどお話ししましたように流量と落差のあるところ，

ここに限られているんですね。そんなにいっぱいないんですね。それから水利権と言

いますか，利害関係も複雑に絡み合っていて，それを突破するのも相当大変そうです。

太陽光というのはそれがないんですね。それから法的な規制。私は自分で太陽光を建

てたことはないのではっきりは分かりませんけれども，自分で調べたところかなり多

くの規制がかかっています。そこを突破していくのも手続が煩雑かなと思います。あ

とは聞こえてくるのは技術開発のことですから，私はそれほどの短所ではないかなと

いうふうに思います。それからここには書かなかったんですけれども，メンテナンス

がですね，小水力はやっぱり結構大変なんですね。葉っぱがいっぱい落ちてきたりで

すね。それを全部取り除いたりしないといけないので相当な努力が必要になってきま

す。設備利用率は先ほどお話ししましたように小水力では 50~60 くらい，太陽光だと
10~20，地熱，バイオマスだとかなり高い。ですから今言われている風力，太陽光に
比べれば設備利用率は高くて安定しているということで地域で期待のできる再生可能

エネルギーであると私は思います。

設備構成はこんなものですから，水を落として水車を回すと。それで放水したら，

また水を戻してやって。こんな仕組みで小水力を設置することができます。設置場所

としては小さいものから多少大きいものまで，様々なところに設置できるんじゃない

かと。そういうところが小水力の一つの魅力じゃないかなと思います。小さい河川か

ら砂防堰堤，農業用水路とか，こういったところで設置することができます。落差と

流量さえそろえばどこでもできるということになります。それが大変大きな魅力かな

と思います。水車についても，これこそ本当に私は中身を理解していないんですけれ

ども，大変多くの種類の水車があって，設置場所の状況に合わせて選ぶ必要がありま

す。基準というのも設けられていて，先ほどの流量ですね。それから落差。それによ

ってそれぞれの水車の適正な範囲というものが大体決められていますので，これを自
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分の設置しようとする場所の水量，そして落差，これに従って水車の選定をしていく

ということになります。

それではこの小水力発電の課題について，ここまでいいことばっかり言ってきたん

ですけれども，課題としては発電量の割には初期投資費用が高いんですね。ですから

これを減価償却していくには，予算は自分たちでまかなってとすると，相当苦しい状

況になると思います。これもさっきちょっとお話しましたけれども，維持管理を行う

必要があるんですね。ここが多少太陽光発電と違うところですかね。あれは以前には

パネルの表面をきちんと維持しないと効率が落ちるとか言っていたんですけれども，

それほどではないんですね。ですから，設置してそのままにしておいても，ある程度

の効率で発電は行われますが，この水車の場合にはやっぱり枝とか葉っぱとかが流れ

てきたときにきちんとそれを除去しないと結局効率が下がってしまうんですね，です

からそういった維持管理。

ただ，私は先ほどお話ししましたとおり，小水力の発電量そのものはですね，非常

に小さいものでも意義を別のところに，最終的にはコミュニティを一つにして次の社

会を作るぞという意識があれば，例えば維持管理なんていうのはそれの方法論なんで

すよね。みんなが集まるんですから。維持管理をしながら，じゃあこのコミュニティ

はこれからどういう方向に進んでいこうかとか，そうするとやっぱり小水力発電から

やるべきじゃないかなと思いますので，一つのチャンスになるんじゃないかと思いま

すが，これだけを維持しようとするとかなりの労力がかかります。

それからもう一つは法的手続がやや煩雑であるということ。じゃあこの小水力発で

の設備を作って運転管理するまではどんな手続があるのかなと。まず，候補地を選定

するわけですね。候補地が決まったら基本調査，設計，そういったものが大体のイメ

ージ。これが基本の流れかと思いますが，その後にこれが大変重要なことですけれど

も事業性評価，これを導入して本当にものになるのかどうか，全く事業性がないよと

いうことになれば，これを作っても皆さんの同意は得られないわけですから可能性は

低いです。それが決まったら許認可申請，事業計画を行いまして，ここまでくればも

う設備の完成に向かって，というような流れで進んでいくのかなと思います。先ほど

の規制が煩雑だという話なんですけれども，ちょっと私も調べてみました。そうする

とこの規制の根拠を見ると三種類に分かれているみたいなんです。法律や条例に基づ

く規制，あるいは電力会社さんによる規制であるとか，あるいは地域における既得権

益とか。これが結構大変だそうです。

私がこういう水力発電について全く知らないときに川の水をちょっと調査したいな

と思ったんです。毎年の経年変化を調べたかったものですから，それを役所の人に言

ったんですね。そうすると，「先生，ビーカー 1 杯でも研究のために採るんだったら
それは許可がいります」って言うんですね。僕は釣りが大好きなものですから，「だ

って釣りのときにびくの中に何リッターも入ってるよ」と言ったんですけれども，「そ

れはいいんです。趣味ですから。けど，仕事で採るんだったら国土交通省の方に許可

が必要です」と言われてですね，「ビーカー 1 杯でも許可いるの」と言ったら「正式
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にはそうなんです」と言われましたんで，そのときはもう大分前ですけれども，そこ

から考えると水を使うというのは相当大変なんだろうなという気が今でもしていま

す。これが規制の内容ですけれども，小水力だけでこれだけありまして，こういった

規制に縛られてるということになっています。

それから先ほどの事業性評価のコストの話なんですけれども，発電した電力は買取

をしていただきます。今は 20 円くらいなんですけれども，既設の設備はこのくらい
で，新設だとこのくらいになります。大体今の常識的に発電単価というのは 1 キロワ
ットアワー 10 円と考えておいてください。そうするとその倍くらいでは買ってくれ
そうかなと。小さいものだったら，もっと 3 倍くらいで買ってくれるだろうというこ
とになります。こういったものを使えば経済性が成り立つようなものも結構出てくる

んじゃないかなと。

ただ私は，導入時はいいんですよ，でも補助金頼みというのは本物の技術ではない

と思っているんですね。やっぱり最終的には補助金なしでできないと。いつも利用者

の多くの負担に頼るのも，あるいは国の税金使うのも，最終的には私はそれはやりた

くないんですね。だから何らかの形で自立化していくようなことを考えなければいけ

ないんじゃないかというふうに思っています。

それで小水力発電てどのように利用できるのかというと，結構いろいろな利用の仕

方があるんですけれども，ここで言っているのはこれで大々的に電気を起こして町の

電気をまかなっていこうというのではなくて，一定のコミュニティにピンポイントで

重要なところに使うと。そうするとそれが市民にも分かるようになるんですね。なん

か小水力で発電して，ここの電気が付いているとか，みんな何か集まって楽しそうな

ことをやっているとか，そういうことになってくるとこれは正に地域のエネルギーで

あって，しかもこれが地産地消になってくるんですね。本当にそこで消費する。それ

はやっぱりコミュニティの中で同意を得て，そして市民が認識してみんなが集まって，

楽しい時間を使って次に進むための第一段階だという認識を持つ，それをもって活用

すれば小水力というのは大変重要な役割を果たせるんじゃないかなと私は思います。

これは今のをまとめた表なんですけれども，全部送電してしまうより，やっぱり地

域で地産地消している方がいい。だって作った電気を全部送電してしまえばですね，

全部拡散してしまって何をやってるか結局分からなくなっちゃう。それでこういう技

術はコミュニティの一体化に最適なわけですね。そういう意味では人による維持管理

が必要だというのはむしろ私はいいことだなと。それでコミュニティの共同企画，共

同実施。実は社会学的に言うと，社会関係資本，これを強化していくという考えなん

です。コミュニティが強くなるんです。これはいろいろな人がつながることによって，

そこのコミュニティの社会関係資本が強くなるということなんですね。こういうとこ

ろに注目すると小水力はとてもいい。正に私はそういう位置づけだというように考え

ています。以上で，私の小水力発電に関する講演は終わりになりますが，最後に質問

の時間を設けますので，御質問のある方はどうぞ御質問ください。


