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　５月２０日の設立総会には大勢のご参加を頂

き、ありがとうございました。

　現在、大飯原発再稼働問題が大揺れに揺れて

います。原発推進勢力は圧倒的な力で押してき

ますから、私たちは今後とも粘り強く闘わなけ

ればならないでしょう。そして、他方、一日も

早く原発に依存しない社会をつくるため、出来

る限り省エネルギーの、出来る限りエネルギー

を地産地消できる社会を作っていかなければな

りません。

　私たちは 31 年前から原発のない社会をめざし

てこつこつと活動してきましたが、悲しいかな、

圧倒的に微力でした。

　去年３月 11 日に起こった、あの、あってはな

らない原発震災。事故はいまだに収束するどこ

ろか、今度大きな地震が東北を襲えば、再び大

量の放射能がまき散らされると危惧されていま

す。福島はじめ東北の多くの方々が住まいや仕

事や大切なものを奪われ、何百万人が放射線管

理区域に相当する汚染地域で生活しなければな

らないという、信じられないような事態になっ

てしまいました。

　政府や電力会社、経産省、関連業界が原発の

再稼働に動こうとする一方で、経産省は（２、3

年後になりそうですが）、発送電の分離や家庭向

け電力の自由化方針を固めています。これから

は否応なく再生可能エネルギー社会にシフトし

ていくでしょう。

　私たちは、原発の危険性、地震、被ばく労働、

チェルノブイリ救援などと並んで、再生可能エ

ネルギー推進についても学習会を開いたり、個

人的な実践を続けてきました。

　今後、「新エネルギーをすすめる宝塚の会」は、

従来の「原発の危険性を考える宝塚の会」と車

の両輪のような形で、省エネルギー・再生可能

エネルギーの調査・研究や推進、啓発などの事

業を進める予定です。

　それにしてもなぜNPO法人の申請を？と疑問

をお持ちの方がおられるかもわかりませんね。

社会的信用を得ることと事業の継続性を得るこ

とが大きな理由です。もっとも、実績を上げな

ければ信用はついてこないのですが。“公正に、

民主的に、シンプルに、透明に” をモットーと

してやっていこうとしています。

　「新エネルギー」の一般的な定義については、

安田さんの記事をご覧いただきたいのですが、

私たちの目標は、何よりも省エネルギー、そし

てエネルギーの地産地消です。省エネルギーと

ともに、太陽光発電、小水力などの自然エネル

ギーの普及を模索し、市の新エネルギー推進課、

環境政策課、目的を同じくするNPO法人と協力

関係を保ちつつ、具体的なアクションを考えて

いきたいと思っています。

　まずは、６月２３日の講演会、山藤泰先生の「分

散型エネルギーの時代」（市立東公民館）にお越

しください！

　よちよち歩きの私たちに、どうぞよきご指導、

ご協力をお願いいたします。

中川　慶子

設 立 のご 挨 拶



　原発の危険性を考える宝塚の会、そして新エネルギーをすすめる宝塚の会。全く違うようで本当はとう

の昔からエネルギー問題には深く関わってきた。その経緯をまずは説明。

 1999 年 5 月 　「エネルギー政策　新しい提案・違う電気」

 2002 年 12 月 　「温暖化防止と電力自由化と太陽光発電」

 2003 年 3 月 　「わが家も太陽光発電所」

 2007 年 3 月 　「住まいの安全と省エネ」オール電化住宅とは？私たちにできる省エネは？

 2009 年 11 月 　「自然エネルギー利用を進めよう！」

 2010 年 6 月 　「お日ＳＵＮエネルギーでソーラークッキング」

 2011 年 2 月 　「原発ルネッサンスの破綻と自然エネルギーの可能性」

 2011 年 7 月 　「脱原発　いまこそ自然エネルギーへ！」

　ここ１０年ばかりを抜き出して書いてもこれだけの回数で勉強会を行ってきた。

去年６月に「宝塚のまちづくりは自然エネルギーで」が採択されてからは、環境政策課とも話し合いを重

ね、市職員研修の講演会の講師として私たちも壇上に上がった。こうして積み上げてきたものを違う形で

発信していくことになりＮＰＯ設立に至った。

　設立総会は当初こじんまりと行う予定だったが、意に反してたくさんの方が来てくださり大盛況。議事

進行はＮＰＯ法人になるための様式にのっとって、今までより硬い内容になったが参加された方たちは熱

心に耳を傾けておられた。経緯説明や議事が終わったころにタイミングよく中川智子市長が登場。来賓あ

いさつをいただいた。

設立総会に至るまでと当日の様子



１．われわれの会の名称にも使っている “新エネルギー” と類似語の “再生可能エネルギー”、“代替

エネルギー” および “自然エネルギー” についてはじめに説明した。

“新エネルギー” とは、わが国において 1997 年に成立した「新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法（新エネルギー法）」によって定義されているのが他とは異なる点。その後 2008 年の

政令改正によって “再生可能エネルギー” と考えられるものに限定し、太陽光発電、太陽熱利用、

風力発電、バイオマス発電、地熱発電など 11種類が定められた。 法律上の位置づけはあくまで石

油代替エネルギーで、わが国独自のもの。

　　“再生可能エネルギー” と “自然エネルギー” は殆ど同義語で、一度利用しても自然に再生する、

すなわち資源が補充されて枯渇することのないエネルギーのことで、太陽光、太陽熱、風力、水

力、波力、バイオマス、地熱、潮汐力など。

　　“代替エネルギー” とは現在の主要なエネルギー資源に代る新しい資源という意味で、わが国では

石油代替の意味で石炭、天然ガス、原子力を含める場合が見られるが、使い方に注意が必要。

２．現在考えられている “再生可能エネルギー” としては太陽エネルギーを起源とするものが殆どで

ある．例外的なものとしては地熱と潮汐力くらいであろう。

この太陽エネルギー利用システムを

・直接的利用　 ①光としての利用、②熱としての利用

・間接的利用　 ①自然エネルギーとしての利用、②光合成としての利用

に分け、それぞれ細分類して示した。

３．あまり知られていない巨大な太陽に関して、奇しくも翌日が金環日食に当ることもあり、1兆分

の 1の縮尺で太陽と地球の関係をA4判 1ページに図示して概説した。

・太陽は 直径：約 140 万 km（地球の約 100 倍）の巨大な核融合炉

     （中心核で水素がヘリウムに変換している）

　　　　　　　中心：約 1,500 万度、2,500 気圧、　　表面：約 6,000 度

・太陽～地球 距離は　約 1億 5,000 万 km

・太陽乗数（地球の大気圏上端において、太陽光線に対して垂直な面に入射する

    放射エネルギー）：約 1.37 kW／m2

・地表面における日射量（直達日射＋散乱日射）：約 1.0 KW／㎡（＝860 kcal ／ h ㎡）

2012．5．20　設立総会　ミニ講演概要

安田壽夫



講　師 ： 山藤 泰（ｻﾝﾄｳ ﾔｽｼ）氏（関西学院大学大学院 総合政策研究科 客員教授）　

日　時 ：   2012年 6月 23日（土）13：30 ～ 15：30 

会　場 ：   宝塚市山本南2丁目5－2　宝塚市立東公民館　セミナー室
  （ 阪急宝塚線 山本駅 南へ約10分　TEL 0797-89-1567 ）

主　催：  新エネルギーをすすめる宝塚の会

後　援：  宝塚市

参加費：  500円

【講演要旨】

これまでエネルギーを消費するだけだった家庭や企業がエネルギーを生み出すようになり、

CO2 の排出削減、エネルギー供給の安定化に貢献する時代となっています．

最も効果的なのは、無理をしないで実現するエネルギー消費の効率化です．

ついで、自然エネルギーを利用したり、効率の高い燃料電池やコージェネレーションで発電

することで、電力供給に占めるこれらの比重を高めることでしょう．

これを支えるのが地域単位のエネルギーシステムを制御するスマートグリッドであり、地域

単位にエネルギーを計画的に生み出すマイクログリッドです．

【講師プロフィール】
1938年  大阪府生まれ、1961年 東京大学法学部 卒業　
1961年  大阪ガス株式会社 入社（人事、コンピュータ、企画、広報、営業開発 等 担当）
1966年 フルブライト留学生としてミシガン大学経営学大学院 修士課程に留学
1985年  ロンドン事務所長、　1989年 国際部長、  1994年  エネルギー・文化研究所長　
1999年  関西学院大学大学院 総合政策研究科 客員教授（現在に至る）
2001年   大阪ガス（株）退社　　　　       
2001年  ～ 2006年  自然エネルギー・コム取締役
2006年 YSエネルギー・リサーチ 代表
2003年度　兵庫県加古郡稲美町 新エネルギービジョン策定
委員会委員長等 近畿の新エネルギービジョン策定に多数参加
環境エネルギー政策研究所（ISEP）理事

最近の訳書では『スモール・イズ・プロフィタブル』
（エイモリー・ロビンス他著、省エネセンター2005年）
最近の著書では『よくわかるスマートグリッドの基本と仕組み』
（秀和システム 2010年刊、2011年改定版）

分散型エネルギーの時代

＜ 新エネルギーをすすめる宝塚の会 第1回学習会 ＞
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