特

集

地域とエ ネルギー
P A R T 1

近代日本のエネルギー史を学ぶ
常磐ロッコクツアー
P A R T 2

再生可能エネルギーから
始める地域づくり

2019年に台風15号がもたらした大規模停電は
99%解消するまでに、
約280時間を要した（経済産業省調べ）。
電力がなければ日常生活が機能停止してしまう現代社会で
われわれが目指すべきエネルギーの在り方はどのようなものなのか？
パート1では、
福島県いわき市在住の地域活動家・小松理虔さんに
石炭火力に始まり、
原子力、
最先端の洋上風力発電まで
近代日本のエネルギーの歴史を振り返る旅のガイドをしてもらった。
パート２では、
フォトジャーナリストの森枝卓士さんが
再生可能エネルギーを積極的に取り入れた地域循環共生圏や
農業とのソーラーシェアリング、
地域エネルギーの地産地消、
省エネルギーなどによって地域課題の解決に取り組む
国や自治体、
民間企業などを取材した。
撮影●森枝卓士
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青森県横浜町の風力発電。周辺自治体も含め、一帯に風車が立ち並ぶ景色は圧巻。
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常磐地区の歴史、原子力産業の
負の歴史を旅する
２０１１年、未曾有の爆発事故を引
き起こした東京電力福島第一原子力発
電所。今なお先行き不透明な廃炉の途
上にあるこの地で、ここ数年「観光」
がクローズアップされている。原発事
故からの復興を広く伝え、復興までの
道程やそこで得られた経験を共有しよ
うという「ホープツーリズム」を筆頭

考えたごくごく個人的なコースに、ご
縁のあった人たちを連れていくだけで
ある。コースは、かつて常磐炭田が広
ふた ば

がっていた茨城県北部から福島県双葉
郡までのエリアが対象で、ロッコク、

に、官民問わずさまざまな被災地ツア
ーが行われている。東京電力福島第一
原発も、条件つきながら広く視察を受
け入れており、福島県内で暮らす筆者
のＳＮＳでも、第一原発構内を視察し
たことを伝える投稿を目にすることが
増えた。
筆者も、個人レベルではあるが、福
島県浜通り地方で観光に注力する一人

小名浜臨海工業地帯から
旅をスタート

る「小名浜臨海工業地帯」である。こ

だ。といっても、月に１回程度、私が

ネルギーと地域」について思索できる
Ｊ Ｒ常磐線の泉駅から、この常磐ロ

の工業地帯はいま、「バルク戦略港」に

ツアー出発点となる。泉駅から向かう

スポットが点在する。この春、震災か

ッコクツアーは始まる（今回は茨城県

国から指定され、石炭の集積・供給基

このエリアには、様々な角度から「エ

ら９年を経て、ようやく常磐線が全面

内のエリアはふくめていない）
。Ｊ Ｒ

ひろ の

のが、駅から車で 分ほどの場所にあ

復旧することを加味すれば、今もっと

地として注目されている。工場街の一

な はま

泉駅は、私の住むいわき市小名浜地区

角には、海外から輸入された石炭を貯

お

も「旬」の観光地と言えるのではない

の玄関口だ。小名浜地区は、人気の高

蔵するバックヤードがあり、石炭がド

な こそ

ち くほ う

の開発だ。常磐炭田は、夕張や筑豊と

ゆ うば り

名浜港の運命を変えたのが、常磐炭田

かつては漁業が中心の港町だった小

いる。

火力勿来発電所へとそれぞれ運ばれて

10

比べると石炭の質は劣っていたそうだ

小名浜は石炭の集積・供給基地でもある。
ここから火力発電所へと運ばれていく。

はっ たち

つまり国道６号線を中心にしている。
だろうか。そこで本稿では、私が個人

い水族館「アクアマリンふくしま」な

サドサと山となって積まれている様を

JR常磐線

私は、このツアーを勝手に「常磐ロッ
的に展開しているこの「常磐ロッコク

どもあり、福島県では会津エリアに次

見ることができる。この石炭は、船を

湯本駅

波立海岸
6

コクツアー」と呼んでいる。２０１１
ツアー」をご紹介する。私の運転する

ぐ観光地として知られている。しかし、

すえ つぎ

いわき市

年に起きた東日本大震災と福島第一原
自動車に乗り、私のガイドに耳を傾け

小名浜臨海工業地帯

経由して北にある東京電力広野火力発

小名浜漁港

小名浜町内には貨物列車の駅はあるも

陸前浜街道

るような気持ちで読み進めてもらえた

Riken Komatsu
常磐バイパス

電所へ、ダンプカーを使って常磐共同

6

のの旅客列車の駅がないため、泉駅が

双葉郡

発の爆発事故に深く関係するエリアで

撮影●森枝卓士

小松理虔 地域活動家、ライター
ツアーガイド・文●

防潮堤沿いの
新しい道路
広野駅
広野町

太 平 洋
草野駅
いわき回廊
美術館

東京電力広野火力発電所
Ｊヴィレッジ
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末続駅

常磐炭礦内郷礦
中央選炭工場

天神岬スポーツ公園
楢葉町

あるため、被災地の復興を見る側面も

双葉町

明治以降の日本のエネルギーを考えるために
最適な旅、
それが「常磐ロッコクツアー」だ。
提唱者の小松理虔さんのガイドで常磐炭礦の遺構、
巨大火力発電所、
福島第一原発、
帰還困難区域、
洋上風力発電の実証施設を「観光」する旅に出かけよう。
東京電力
福島第二原子力発電所
常磐道

通過することのみ
許されている区間
双葉駅

ら幸いだ。

勿来駅
な こそ

常磐共同火力勿来発電所
6

浪江町 浪江駅

1979年、
福島県いわき市小名浜生まれ。
法政大学文学部卒業後、
福島テレビ入社。
2007年、
中国・上海で日本語教師を務めたのち、
日本人向け情報誌を編集。
09年帰郷。地元でサラリーマンをしながら地域活動を始める。
15年以降フリーランスに。
19年、
『 新復興論』
で第18回大佛次郎論壇賞受賞。

泉駅

富岡町

あるが、テーマは「エネルギー」だ。

JR常磐線

福島県いわき市の小名浜臨海工業地帯の巨大な工場群の前に立つ小松さん。
うち ごう

いわき駅

内郷駅

6

常磐自動車道

東京電力
福島第一原子力
発電所
6

大熊町

東北電力浪江／
小高原子力発電所
予定地
国道6号線
（ロッコク）

富岡駅

近代日本の
エネルギー史を学ぶ
常磐ロッコクツアー
川内村

P A R T 1
常磐ロッコクツアーMAP

インタビュー

環境省 総合環境政策統括官

日本が持つ再生可能エネルギーの
ポテンシャルを生かすには
地域循環共生圏 がカギとなる
中井徳太郎
昨年末に開催されたＣＯＰ で「化石賞 （※」
）を２度受賞するなど、
多くの課題が残る日本のエネルギー問題。
しかし、
「日本には再生可能エネルギーへの高いポテンシャルがある」と環境省の中井さんは言葉に力を込める。
今、
日本のエネルギーは新たな潮目を迎えたとも話す。その現状、また再エネを含む
持続可能な経済成長の肝となる「地域循環共生圏」について話を聞いた。

「地域とエネルギーというと、地域の

地球を人体に例えるなら
生活習慣病でボロボロの状態
た。特に今回のテーマに関連すること

の下調べの段階で、そのことを実感し

環境省も深く関わっている。この特集

エネルギー問題というと、所轄官庁
題」という言葉だった。台風や豪雨な

ら出たのは「エネルギー問題は環境問

共有しているから、このような特集を

このような話をしなくて

候変動枠組条約第 回締

に重症なのだから、と言いたかったの

だったのだろう。それで余計に、すで

を治すには、食事療法とか、根本的な

ではない。慢性疾患であるから、それ

ＳＤＧｓ （ Sustainable Development
）
、つまり「持続可能な開発のた
Goals

いや、より大きな枠組みでいうと、

とだ。

適応。それが、温暖化対策だというこ

して、病気と付き合っていく。緩和と

体質改善をしないとしょうがない。そ

この 病｢気」は感染症のようにワク
チンを打ってすぐに治せるというもの

ともあれ。

地域と都市とが生かし合う
「地域循環共生圏構想」

だろうと思う。

（※）
地球温暖化に対する姿勢が積極的ではない国などに批判と皮肉をこめて、
環境団体から贈られる賞。

活性化という面でも大きなテーマとな
では。

だろう。しかし、それだけではない。

ってくることでしょうが、
（我々、環

ーともいうべき人物に会いに行った。

そこで、まずはその責任者、リーダ

としての認識がまず、あります。切っ
中井徳太郎総合環境政策統括官。

境省の視点としては）地球環境の問題

ても切り離せないというか、そこから

といえば、言うまでもなく経済産業省

してきているから、このようになった、

挨拶もそこそこに、中井さんの口か

ど、温暖化で日本が２０１９年、一番
と。それによって便利になったのだけ

始まるというか」

被害を受けたという話の記憶も新しい
ど、強引に無理をした結果、カラダが
ボロボロになっているという。

ところでしょうと。
この状況をどう見ているか。

濃度の上昇で平均気温の上昇傾向をも
組もうと思ったのだし、中井さんにも

もちろん、そういう想いを私たちも

たらしたという話は、すでに決着した。
会いに来たのだと言いたくなるが、言

産業革命以降のＣＯ ２排出量、平均

トランプ大統領のように異議を唱え
葉を飲み込む。

糖値で例えると、現在のその排出量の
はならなかったのか。分

そのように認識しているのだ、と。

約国会議がスペインのマ

自立分散型社会

る人たちもいるが、と水を向けても、

レベルは、疑われるというようなレベ
かりやすく、でも、執拗

エコシステムとしての（一個の生命体

ドリードで開かれる直前

都市

彼の立場でどれだけ、

ルじゃなくて、即入院。そういうレベ
に。それが想像がついて

として考える）地球が、悲鳴を上げて

（地域資源【自然・物質・人材・資金】
の循環）
地産地消、
再生可能エネルギー導入等

「いや、もはや決着した。糖尿病の血

ルの危機であるということは強く認識
しまうものだから。
実はこのインタビュー、

している。生活習慣病がしっかり出て
いる、と。地球が悲鳴を上げていると

いる、そういう危機的状況なのだ。

に行った。一つ目の 化｢
石賞」を「受賞」した直

Tokutaro Nakai
各地域が持つ特性を生かし、地域同士が連
携することで資源や経済を補い共生していく
仕組み。経済成長を続けつつ、環境への負
担を抑え、健全な生態系・生命の「循環」
を目指す。この構想は集落や市町村レベル
といった狭い範囲や、逆に広域自治体や国
レベルでの広い範囲にも応用可能。

ＣＯＰ 、つまり国連気

統括官は執拗に、様々な比喩で繰り

後、小泉進次郎環境大臣

● 地域ファンド等への投資 等

いうことだ」

返した。そういう危険な状況であると

が演説をして、二つ目を
受｢賞」する直前。
なので、後になって思

1962年東京都生まれ。
東京大学法学部卒業後、
大蔵省（現財務省）
に入省。
主計局主計官（農林水産省担当）
などを経て、
東日本大震災後に環境省に異動。
大臣官房審議官、
廃棄物・リサイクル対策部長などを経て、
2017年7月より現職。
＊環境省の資料を基に編集部で作成

いう認識の共有が、何より大事なのだ

つまり、産業革命以降、化石燃料を

うと、各方面と調整とい

と。

地表に出して、燃やして……かつ、人

地域がそれぞれの資源を生かし共生するための構想
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23

うか、バトルというか、

● 社会経済的な仕組みを通じた支援

25

間でいうと肺の機能にあたる森林を伐

● 地域産品の消費

25

やりとりをしていた時期

●エコツーリズム等、
自然保全活動への参加

● 水質浄化、
自然災害の防止 等

自立分散型社会

（地域資源【自然・物質・人材・資金】
の循環）
地産地消、
再生可能エネルギー導入等

資金・人材などの提供

●自然エネルギー

農山漁村

● 食料、
水、
木材

再生可能
エネルギーから
始める地域づくり

採して……というようなことを繰り返

自然資源・生態系サービス

森枝卓士
取材・文・撮影●

25

地域循環共生圏

P A R T 2

事例

そう さ

千葉県匝瑳市

農業を支える
新エネルギ ー
ソーラーシェアリング

２

ルを踏みながら、ブレーキも踏んでい

を減らすんだかなんだか……。アクセ

境破壊だし、切ってしまったら、
ＣＯ

太陽光を「農業」と「発電」の両方に同時に生かすソーラーシェアリング。
「耕作放棄地を減らし農家を元気にしたい」という思いから始まった
画期的な発電の現場を見に、
いち早くソーラーシェアリングに
取り組んだ千葉県匝瑳市を訪れた。

有名企業も関心を寄せる
「農業のための発電」
地方を旅していて、がっかりさせら

そう言うのが、市民エネルギーちば

るようなものじゃないですか」

可能エネルギーにもっと頑張って欲し
の椿茂雄さん。その代表取締役である。

れる景観がメガソーラーである。再生

いと思っていても、山の木々を切りた
山を切り開くのでもなく、畑を占領

と知り、千葉県匝瑳市を訪ねたのだ。

おした斜面、巨大な耕作放棄地をソー

環境を保全するためのもののはずな
「ソーラーシェアリング」という。

するのでもなく、農業と共存するソー

のに……。本末転倒ではないか。原発
「 ソーラーシェアリングを推進する

ラーで埋めたところなど目にしては、

支持者に環境破壊じゃないかと言われ
会」長島彬会長の定義は……。

ラー発電を実現しているところがある

ても、反論のしようがない。
〈ソーラーシェアリング（旧称：営農

ため息をつく。

「そうなんです。山を切り開くのは環

陽光発電設備を設置し、農業と発電事
表理事の夫だった。確か、このあたり

日本スローフード協会の渡邉めぐみ代

イベントの実質的なプロデューサー、

業を同時に行いながら、
太陽の光を
「発
に住んでいたのではと連絡したら、夫

型発電設備）は、農地の上部空間に太

電」と「農業」でシェアする取組みの

藤さんも一緒に、一帯のソーラーシェ

がその畑をやっているという奇遇。齋

長島さんがこのアイデアのもとで、
アリングを見て回った。いわく……。

ことです。〉

それを実現しているということなのだ
この一帯は土質の関係で、大豆や麦

作物はない。遮光率 ％以下であれば。

ラーシェアリングで基本的にできない

などを有機栽培で作っているが、ソー

が、さらに詳しい椿さんの説明が以下
の通り。
農地の上に藤棚のように高い架台
（２・５〜３・５ｍ ほど）
。
幅の狭いソーラーパネルを隙間を空
季節や作物によってはパネルの下の方

健全な農耕が必要条件である（毎年

アウトドア用品で有名なパタゴニア

るが、それでも収穫が遅くなる程度。

が良く育つ場合もある。逆の場合もあ

営農状況を報告し、３年または 年ご

けて（パネルの約
役２倍）並べる。

35

ちばの、ふつうの民家そのままのオフ

農村の住宅地にある市民エネルギー

とに農業委員会から転用許可を取る）
。

たり。

でできた電力を店舗で使ってくれてい

って、援助してもらっていたり、ここ

のように、この事業に熱心な企業もあ

耕作放棄地と温暖化の課題を
クリーンエネルギーで解決したい

スポンサーになってくれたところ……。

ほら、あそこの一角はパタゴニアが

ィスを訪ね、畑というかソーラーの現
場を案内してもらった。
なるほど。ソーラーパネルが整然と
並ぶが、下は確かに畑だ。訪ねたのが
昨年末で、さすがに一面の緑というわ
けにはいかなかったが、収穫を待つ大

ポイントは 食｢べていける農業」と
いうことだと、椿さん。

豆が。今年は育ちがいまいちだと、そ
こで実際、畑をやっている「そうさソ

「例えば、一反歩の土地でソーラーに

こゆる

そこで大豆を作って、１００〜１２０

よる売電の収入が８万円くらいになる。

ラシェアファーマーズ」の齋藤超さん。
不思議なご縁で、わたしの連載、

号で紹介した先住民族の食の札幌での

52
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35

10

1
3
1 山を削って作られた畑で水はけが悪
いこともあり、麦や大豆を栽培してい
る。もちろん無農薬の有機栽培。
2 ソーラーの下に農業機械が入って
（写
いける幅、高さで設定されている。
真提供：市民エネルギーちば）3 ソーラーシ
ェアリング1 号機は2014 年に設置さ
れた。土地面積は約 32,000㎡。

2

記念碑的ソーラーシェアリングの場に立つ椿茂雄さん（左）と齋藤超さん。ここへは細川護熙、小泉純一郎、菅直人の歴代首相経験者も訪れている。

2
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インタビュー

みんな電力株式会社 専務取締役事業本部長

みんな電力が取り組む
顔の見える 電力売買
三宅成也

寧に説明してもらうまでは。

消費地をつなぐ「顔の見える電力」と

みんな電力である。
みんな電力の中でも、その方面の中
心である、三宅成也専務取締役事業本
部長に話を聞いた。

てしまったけれど、さて、素直にご理

何の説明もなく、そんなことを書い

きた電気を、パタゴニアの店舗で使う。

匝瑳市のソーラーシェアリングでで

ップの強化を目指し、 環
〝境と社会に

イノベーションの創出やパートナーシ

直すきっかけを作り、ライフスタイル

一人が現在のライフスタイルを見つめ

浜市とつないでくれないかと言われ、

長と知り合ったのだとか。そこで、横

野球教室みたいなことで、横浜町の町

のだが、社長の大石英司さんが趣味の

市をつないだのも、このみんな電力な

まさに、先に紹介した横浜町と横浜

ことをトレーサビリティといいますが、

いう具合に、跡をたどることができる

た状況をフォローできるでしょ。ああ

力すると出庫、配送中、配達中といっ

「宅配便などで、問い合わせ番号を入

発電者と消費者、自然エネルギーと

グ｢ッドライフアワード」という賞を
環境省が設定している。
いうのが、その理由だ。

環境省が主宰する グ｢ッドライフアワード」で、
「みんな電力」は昨年の最優秀賞に輝いた。
同社は、自分の気に入った生産者や地域から電力を買うことができ、
さらにどこの電力をどれだけ使ったのかまでわかるシステムを生み出した。
各方面から注目を集める同社の三宅本部長に話を聞いた。

「産地のわかる電気を買う」
新たな電力売買システム
青森県横浜町で発電した風力の電気
〈持続可能な社会の実現のため、一人

解いただけただろうか？

よい暮らし や
〞 これを支える地道な取
り組み（ボランティア活動、
サービス・
東京に来たときに詳しい話を……とい

を、神奈川県横浜市に送る。

実を言うと、私自身、その意味する
技術など）を募集・応援する事業〉

仮想通貨と同じロジックで
使用電力元を 分ごとに追う

ところをあんまりちゃんとは理解して

むようなイメージです。支流が配電網、

生可能エネルギーも、同じ川に流れ込

も、水力、太陽光、風力発電などの再

配電網に入ります。原子力、火力発電

て、素人にもよく分かるように懇切丁

いなかったと思う。みんな電力を訪ね

不足の電力を互いに補いあうバランシ

を結びます。その際、新電力の間で、

る東京電力などと発電量調整供給契約

けるためには、送配電線網を持ってい

者）や発電事業者が発電した電気を届

１９年）の最優秀賞を受賞したのが、

ということだが、その第７回（２０

電力の過不足の調整のための対価を支

同量が原則）
。その予測が外れると、

配電網に入れる電力と出す電力は同時

要があります（安定供給のために、送

需要家の使用量はぴったり合わせる必

ともあれ。まずは、その理屈だ。

うようなことで、実現したのだとか。

再生可能エネルギーの電気を１００使

Ａでも横浜信用金庫でもいいけれど、

その電気を神奈川県横浜市の、ＹＭＣ

で１００の電気を作っているとします。

例えば、青森県横浜町の風力発電所

発電した電気は、基本的にすべて送

それが電気でもできるということです。

ある会社が一日に使用した電力と、そ
の生産元比率が 30 分単位で表示さ
れたグラフ。契約した5カ所の発電所
から優先的に電気が使われ、それが
足りなくなると非指定発電所から電力
が供給される仕組みとなっている。
資料提供：みんな電力

岩屋風力発電所

上越エネルギー小水力

17：00
16：00

わけです。我々はそれぞれの発電所の

い、と電気の需要家側が指定している

います。この５つの発電所から買いた

電力を優先的に使用する契約を結んで

発電所と１カ所の小水力発電所からの

ょう。この会社の場合、４カ所の風力

実際のデータ（図１）を見てみまし

いうお金の流れを可能にしたんです。

電気料金を横浜町の発電所に支払うと

でマッチングさせて、横浜市で使った

まり、発電量と使用量をリアルタイム

必要があります。

本流が送電網といってもいいかもしれ

払わなければなりません（インバラン

30

ンググループとしての契約になります。

某社トレーサビリティグラフ

38
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18：00

19：00

20：00

ません。

非指定発電所

いたいと考える需要家と紐づける。つ

新郷村風力発電所

ス料金）
。なので、予測精度を上げる

野辺地風力発電所

そのグループで発電した電力量と、

［図1］

名古屋大学大学院（電気工学）
修了、
神戸大学大学院（MBA）
修了。
2007年まで関西電力原子力部門にて13年間勤務。
その後、
アーサー・D・リ
トル、KPMGコンサルティングを経て、
16年から現職。
特集 地域とエネルギー

Seiya Miyake
東京の三軒茶屋にあるみんな電力本社の入
り口。壁一面がコンセントになっている。

蛇浦風力発電研究所

14,555kWh

15：00
14：00
13：00
12：00
11：00
10：00
09：00
08：00

我々のような新電力（小売電力事業

使用電力の生産元の比率が30分ごとにわかる

調を見せてくれた。
井戸水は年間通してあまり温度が変
わらないのは、まあ周知か。その井戸

トが天井についていた。天井から取り

思ったが、太陽光を取り込む、光ダク

生可能エネルギーに非常に熱心なのだ

ワイナリーを思い出した。彼の地も再

見ていて、アメリカのオレゴン州の

事例
︱

鈴廣かまぼこ （神奈川県小田原市）

原駅からタクシーで 分程度。あるい
は箱根登山鉄道の風祭駅なら直結とい

ミュージアムあり、物産館ありの施設

う場所にある。その一帯が、
「鈴廣か

加藤憲一小田原市長との話の中で、
である。カマボコ作りの体験プログラ

「再エネのことを真剣に考えている事

何度もその名前が出てきたのが、鈴廣
ムの場所まである。ちょっとした、ア

まぼこの里」という、レストランあり、

かまぼこであり、鈴木悌介副社長だっ
ミューズメントパークの趣である。

ょっとした有名人なのである。そして、

の名前が頻繁に出た。この問題ではち

括官や、あちらこちらで話の中に、そ

ないビルがある。どちらかというと、

たりに、オフィスビルにはあまり見え

その端、大型バスなどの駐車場のあ

れ以上に感じ入って、この会社のエネ

発想の転換。その時と同じ、いやそ

コ作りをしたところから発している。

である。網元の家が副業としてカマボ

期、慶応元年（１８６５）創業の老舗

あれこれで、年間に消費するエネルギ

に認定されている。先に書いたような

「ＺＥＢ」つまりゼロエネルギービル

ちなみに、このビル、経済産業省に

受けて事業を売り帰国。それが、 年

ジネスは順調だったが、父親の急逝を

製造販売をする会社を興した。そのビ

向かった。試行錯誤の末にカニカマの

産まれ、上智大学を出て、アメリカに

鈴木悌介副社長は、その家の次男に

ー量が大幅に削減されている最先端の

はないことを理解したのだった。

ルギー問題にかける取り組みが半端で

鈴廣は説明不要かと思うが、江戸末

話を聞いた。

いやはやと驚きつつ、鈴木副社長に

環境破壊の先に経済成長はない。
「エネ経会議」を始める

建築物であるという認定である。

の建物の上階の窓から見てなるほどと

あとで外というか、かまぼこ博物館

フィスビルでは有り得ない明るさ。

明るい。自然な明るさ。ふつうのオ

内されて、感嘆した。

スタッフが働いているオフィスに案

気の利いたホテルか何かのような。

階に「落ちていく」ように作られてい

入れた太陽の光を、２階、３階のオフ

が、中でも評判のところを訪ねたら、

たということなのだ。吸い上げたりす

なのだという。夏は冷房、冬は暖房に

れがワインと化していく過程で、下の

り、収穫した葡萄を最上階に運び、そ

等々も考えてあるものだったが、何よ

の だ っ た。鈴 廣 の そ れ の よ う に 壁 面

Ｊ Ｒ東海道新幹線や小田急線の小田

ィスビルに唸らされたのだ。

訪ねて、納得した。まずはそのオフ

しても）有名な企業なのである。

い、真っ当なカマボコを作るところと

るいは化学調味料や保存料など使わな

大企業ではないにしろ、
この件では
（あ

て いす け

た。それだけでなく、環境省の中井統

業者の中でも、トップランナー」

エネルギーを作る前に
使用量を圧倒的に減らす

小田原市の鈴廣かまぼこは、
エネルギーから地域経済を考え、
様々な行動を起こしてきた。地元に根付く老舗企業の
先導で、地域のエネルギーはどう変わろうとしているのか。

老舗企業が取り組む
再エネへの挑戦

2

るエネルギーを必要としない……。

水を利用した、空調と給湯のシステム

4

その 熱｢」を利用しているというのだ。
それに加えて、壁や天井には断熱の
素材、ガラスも気密、断熱性を高めた
ものを使用している。つまり、電力を
作る前に、圧倒的に必要な量を減らす

ィス空間に運び、拡散させるようなも

重力（グラビティ）システムというも

というビルなのだ。

のになっているのだ。ふつうの窓とは
違って、熱も紫外線も通さないという。
その明るさによって、ＬＥＤの照明の
出力も調整して、一定の明るさに保つ
ようになっている、というのだ。
なるほど。再生可能エネルギーの話
というと、如何に電気を作るか、蓄電
するか等々の問題にばかり目が行って
しまうが、要は電気とは使うもの。そ
の必要な量を少なくするという発想が
先にあって、当たり前ではないか。
納得しました。そう言うと、案内し

48
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鈴廣かまぼこの本社 3 階にあるワークスペース。柔らかい光が差し込みちょうどよい明るさ。
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てくれていた鈴木副社長、うふふと微
笑み、床の一部から吹き出してくる空

1

10

1 本社屋根に取り付けられた太陽光
照明装置。
ソーラーパネルも設置され
ている。2 本社外観。2015 年に現
在の省エネ設計ビルとなり、
消費電力
は半減した。3 曇りの日でも仕事がで
きる十分な明るさが確保できるという。
4 床に取り付けられているのは、井戸
水のエネルギーを活用した空調設備。

3
4

「エネルギーへの取り組みは、環境問
題だけではなく、地域経済にも大きな
意味がある」と鈴木副社長。

特集 地域とエネルギー

総 論

再生可能エネルギーと
地域の旅を終えて

の「小屋」は岡山県吉備高原の
の古い友人である。
『ｄａｎｃｙｕ 』と

個人的な話を先にすれば、私、森枝

ズ特集をするということで、取材に行

いう食の雑誌で四半世紀ほど前、チー

丘の上にある。眼下にはブドウ

今回の特集では、再エネから地域を元気にしようと
様々な試みを続ける現場を訪ね、取材した。
執筆・撮影を担当したフォトジャーナリストの
森枝卓士さんが取材を終え、考えたことは……。

そ
畑。その先には山々が連なる。
山間を赤く染めながら、落ちていく

小屋自体が良くできた家具のように美

築家がもともと家具職人だったとかで、

そして、その小屋自体が美しい。建

編集部に誘われて訪ね、不明を恥じた。

ものではあるまい。そう思いながらも、

国産のチーズなど、どうせたいした

った。

しいのだ。

日
｢本のチーズ」と誇れるものが、す
でに出来上がっていることを舌で実感

夕日の美しいこと……。

そして、その家には電線が引かれて
したからだ。そして、意気投合した。

人たちを連れて行った。例えば最初に

以来の付きあい。家族を、多くの友

いない。水道管も、ガス管も。しかし、
困ることはない。
オフグリッド。自己完結的な家なの

小屋の持ち主は吉田全作さん。食の
れ以来、焼きチーズが名物になった、

バードランドの主人を連れて行き、そ

ミシュランの星を取った焼き鳥の名店、

世界では有名な、カチョカバッロなど
とか。あるいは、牧場で開かれる（ミ

である。自前のエネルギーで。

のチーズを作る、吉田牧場の主である。

シュランの星がいっぱいの）宴会に参
加して、多くの有名な料理人たちを紹
介されたりした。
そして、モンゴル、モロッコ、イラ
ン等々、多くの国を一緒に旅して、乳
製品の文化を共に学んだりした。
その旧友が「電気も水道も引かない
家を造る」といったことが、私のエネ
ルギー問題への興味のはじまりだった。

「線と管のない小屋」から見えた
エネルギーと環境問題

だが、実際に線と管のない家はできる

ネルギー政策研究所（ＩＳＥＰ）を訪

そこには、 年ほど前に私がカンボ

たまたま、牧場に遊びに行って、そ

救援に来ていたボランティアだった、

ジアの内戦の取材をしていた頃、難民

そんなわけで、絵本のみならず、大

のあたりの経緯を知った私も、興味を

館書店の『たくさんのふしぎ』という

人向けの話としても、エネルギー問題

田島誠さんがスタッフでいて、彼や飯

月刊絵本の編集部に相談して、これを

をテーマにできないものかと考えるよ

抱き、以来、その建築のプロセスを見

たと思います。つまり、線と管の数を

テーマにした写真絵本を作ることにし

うになり、本誌の渡邊直樹編集長と編

田さんの話を聞いたりした。

増やすことで文明度と文化度は上がる

て、追い続けた。

たわけです〉

題の権威である飯田哲也さんの環境エ

らに興味を抱き、環境とエネルギー問

というわけである。編集部でもエネル

かくして、このような特集となった

集部に相談した。

〈でも、無尽蔵だと思っていた石炭、

吉田さんと中村さんの話を聞き、さ

いていた。大手電力会社にも。それで、
石油など地球の埋蔵資源の

家具のように美しい家を造ることで知

ふつうの民家の設計が多い。しかし、

なものでせいぜいが、伊丹十三記念館。

巨大な建造物の設計はしない。大き

中村好文さん。

いくことが建築的な課題に

境負荷の少ない住宅にして

一本ずつ減らしていき、環

は、逆にその文明の命綱を

ことを考えると、これから

壊や温暖化など地球環境の

その顚末をまとめた『食う寝る遊ぶ

小屋ではエネルギーを自給

そんなことを考えて、この

て つな り

電気を引かぬ家ができぬものかと想い、

られる。そして、彼自身、電気を引か

なるだろう……と、まあ、

小屋暮らし』（ＰＨＰ研究所刊）という

自足する暮らしを実践して

残念ながら、諸般の事情

本がある。そこに中村さんはこう書く。

電 気、 電 話、 上 下 水 道、 ガ ス な ど の

でその家は彼の手を離れた。

います〉

「線」または「管」の数で計られてき

〈これまで住宅の文明度や文化度は、

ライフライン

ない家を造っていた。

よ しふ み

枯渇をはじめ、オゾン層破

うちに、それをせっせと推し進めてき

と信じられ、私たちは知らず知らずの

続けることになった。具体的には福音

に設計を依頼した。

ねたりもした。

小屋の中の吉田全作さん。薪ストーブで小屋の中全体が温まる。

のだと確信した吉田さんは、中村さん

吉備高原の丘の上に立つ、吉田さんの「隠居小屋」
（左）と作業棟。停まっている車もEVで、ソーラーから充電。

依頼することになる建築家と出会う。

吉田さんは原発に対して不信感を抱

40
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エネルギーと地域を考える上で一番
示唆的だった、飯田哲也さん編の
本。学芸出版社刊。
吉田さん、中村さんと森枝さんが一緒
に作った写真絵本。中村さんのイラス
トも。
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中村好文さんの『小屋暮らし』。見て
楽しく、アイデア、発想に唸る本。

特集 地域とエネルギー

