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「地球に謙虚に運動」

• 「自然に学んで」「地球にやさしい （く）」

という言葉に疑問

• 命を頂いている地球、また他の生物のお陰
で生きておれる人間の尊大さ、傲慢さを感
じさせる言葉。

• 「地球に謙虚に」という言葉に替える運動

（平成14年(2002)開始)



環境NPOの主宰、参画 自己紹介

• 「地球に謙虚に」運動代表
NPO法人エコネット近畿 副理事長
ソーラーおおつ 常任理事
NPO法人 気候ネットワーク
NPO法人 びわ湖自然環境ネットワーク
びわこＥＭラブ
（財）日本野鳥の会本部、

京都支部
NPO法人 もったいない学会 各会員

URL
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kenkyoni/index.html



自宅でできる炭酸ガス半減

• 電気；太陽光発電、節電 省エネ家電

・都市ガス；調理のみ

・灯油；太陽温水器＋給湯、暖房件湯沸し＆

調理

・水道；お風呂が 大需要

お湯を長く使う（EM等微生物の活用）

節水型トイレ、雨水の活用など

・自動車；なるべく公共交通機関、徒歩＆

自転車。省エネ・省資源運転



滋賀県小野太陽光発電装置と太陽光温水器



小野自宅の電気使用量と売電量 6年間のデータ

・平成11年 (1999)太陽光発電の備え付けの建売住
宅を購入

・2006-11のデータ関西電力への売電量2,199ｋwh

購入電気2,499ｋwh 差し引き+20,547円の電気代

・大阪では年間発電量が3,650kwh程度。

・雪の影響などで日射量の少ない滋賀県

年間3,200kwh位の発電量と推定。

・ 25-30年で元が取れる勘定であったが、

→2009年12月 買上電気代 24円→48円/kwh

15年に短縮



二個ある電気メーター（売電と使用）





自宅の電気使用量と売電量の推移
2006-2011

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

使用量
kwh

売電量
kwh



我家の電力消費削減方法

1.エアコン設備（7部屋中2部屋）はなるべく使
わない。

2.湯沸し電気ポットは使わない。800Wの容量

高品質の日本の電気を熱に変えるのは一
番もったいない使い方。

3.省エネ・省資源家電に切り替え。

まず24時時間稼働の冷蔵庫次いでテレビ
そして洗濯機

3.こまめに電気のスイッチを切る等



電気販売料金と購入料金の差額
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2009年の電気消費量減の主役
• 2009年の電気消費量減の主役は、電気冷蔵庫

の買換え。

• 9月、2台あった冷蔵庫（150リットルと300リ
ットルクラス）、10数年経過。

• 最新型であればエネルギー効率が倍以上アップ

• またエコポイントも魅力。

• 容量405リットルの1台に交換し。当時注文が

殺到、１ヶ月以上待ち。

• 結果、冷蔵庫代約11 万円は、約7 年で回収で
きる。



冷蔵庫の新規交換と電気料金比較
（2008年と2010年 2009年9月交換）
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太陽光発電による電力を電力会社が高値で
買い取る制度 関電HPより

「エネルギー供給構造高度化法」が成立（平成２１年７月１日）



太陽光発電等による電力を電力会社が
高値で買い取る制度 2009 –12月より

• 新制度は価格を09-12から¥48/kwhに引き上げて１
０年程度の長期買い取りを義務付け。各家庭の電
気料金平均月額30円上げ。

• 政府は2009年1月から、家庭用の太陽光発電設
置に１世帯あたり21-25万円程度を補助している。

• 経産省の試算では、一般的な家庭で、国や地方自
治体の補助金を活用し、余剰電力の販売収入を見
込めば設置費用を約１０年で回収可。

• 従来は通常の電力料金とほぼ同じ 21-24円/kwh
の買取価格。



新しい再生可能エネルギー買取制度
2012年度 （政府広報）



再生可能エネルギー固定買取制度
(2012.7 ｽﾀｰﾄ)

再生可能エネルギー（自然エネルギー）

・太陽光発電（住宅等、従来通り余剰電力買取44円/kwh ）

・風力発電（小型の風力発電を含む）

・小水力発電（3万kw未満の中小水力）

・地熱発電

・バイオマス（生物エネルギー）

財源；電気エネルギー消費者に一律賦課金

例太陽光発電付加金；平成23.4より 0.03円/

kWH(電力会社毎）我が家で毎月5円程度今30円



再生可能エネルギーの買取制度と
賦課金（2012.7 より経済産業省）



太陽光
電池の

出荷量の
伸び



太陽光
発電
電池
の

価格低下



太陽光発電装置の価格
インターネット情報より仲津計算 （補助金＝国＋自治体）

メーカー 原価 補助金 自己負担額 容量
実質自己
負担額

A　円/kw B　円/kw C=A-B　円/kw Dｋｗ E＝C＊D円

東芝 ¥426,000 ¥35,000 ¥391,000 4.80 ¥1,876,800

トリナソーラ ¥333,000 ¥35,000 ¥298,000 5.04 ¥1,501,920

パナソニック ¥429,000 ¥35,000 ¥394,000 4.66 ¥1,836,040

シャープ ¥420,000 ¥35,000 ¥385,000 4.56 ¥1,755,600

三菱電機 ¥417,000 ¥35,000 ¥382,000 4.20 ¥1,604,400

京セラ ¥397,000 ¥35,000 ¥362,000 4.10 ¥1,482,390



太陽光発電 比較探検隊比較絵図
2012年8月



太陽光発電装置設置(1997大阪マンション）



太陽光
発電装置&

深夜電力
活用

給湯機
(大阪マンション）

都市ガスは
調理に限定



お湯の大半はお風呂で使っていることが判明
都市ガスは調理のみ
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小野自宅 太陽温水器の設置決定
灯油使用量の抑制効果絶大

• 太陽温水器；2000年頃設置 朝日ソーラ製 追炊き可

• 300リッターの容量のある太陽温水器

夏場で70℃のお湯、冬場でも30℃くらいのお湯を供給

熱エネルギーの主な消費先は給湯。メインは風呂（150L）

・都市ガスを調理にしか使わないので、44m3/年で済み。

・我家族は全員風呂好きで毎晩入浴。

・真夏に大汗をかいた時、すぐかかれるシャワーは重宝。

・真冬でも太陽温水器は30℃くらいの水離れしたお湯を供給

・追い炊きの効かない方式は、省エネ・省資源に反する。



灯油タンク（容量80Lくらい）
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灯油・都市ガスの節約方法
・手が悴んでパソコンを操作しづらくなって初め

て灯油暖房を入れる。

・15℃程度の室温に抑える。

・電気足温器と厚着等で十分寒さカバー可。

・頭寒足熱（全室暖房より寒さを感じない）

・石油ストーブを燃やす部屋は、通常使う食道兼
居間と書斎に限る。

・石油ストーブは、料理、湯沸し兼用タイプ

・寝るときは湯たんぽ

・お風呂は連続して入る。



石油
ストーブ

湯沸し＆
調理を兼ねる

電気点火方式
は不可(停電

すると使えな
い）



灯油の使用量等（2006~2011）
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灯油単価の推移
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灯油、水道、都市ガス料金の推移
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マイカー ﾎﾝﾀﾞﾗｲﾌ軽



自動車の使用を控える

・なるべく、公共交通機関を利用

・歩くか、自転車の活用

歩くことは（階段を含め）健康にも良い。

自転車は省エネ・省資源で面積も食わ
ず、乗ることは健康にも良い。癌防止

・自動車；年間3,800km程度の走行キロ

・万歩計；一日平均1.1万歩



私の省エネ・省資源運転方法

• アクセルを踏まずに発進し、急加速急減速はしな
い。

• 定速運転を心掛ける。タイヤ圧点検
• 2006年4月から燃料添加剤（アトム）を活用。燃費は

10％位向上。
• 燃費は年々向上。この3年間の平均燃費は

1リッター当たり15.7キロ位。
• 平成20年(2008)の原油価格急騰後は、荷物減、

ガソリン量はタンク半分程度、燃費を計量するときに
のみ満タン。

• 信号待ち等5秒以上でエンジンを切る。



年間走行キロ推移
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家庭から
の

炭酸ガス
排出量
2009

4,852kg

全国地球
温暖化

防止活動
センター

より



我家の炭酸ガス発生集計量 2011



我家の炭酸ガス発生量推移(06-11)
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我家のエネルギー別炭酸ガス排出量割合
2011 合計2,241 Kg

電気
25%

都市ガス
3%
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4%
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オイルピーク(石油生産頭打ち)と備え
１．M.K.ハバートの予言；1956年米国の石油生産ピ

ーク（1968-1971）→1971年的中

２．2005年6月世界の石油生産は峠を迎えた。

３．EPRの概念 Energy Profit Ratio＝エネルギーの質

投入エネルギーと得られるエネルギー

石油；かつて１：１００ 今１：４０以下 採易い石油から使用

５．安く大量に得られる石油の時代は過去形

６．オイルピークは、文明のピーク、農業のピーク

７．日本：エネルギー自給率4％以下： 食料を含め、世界
大の資源輸入国：輸入トンキロ＝9,000億トンキロ

米韓の３倍；石油が支えてくれてきた。



2005. Bartlett 議員アメリカ議会での証言
Discovery =新規油田発見 Consumption=石油消費



オイルピークと里山エネルギー

・太陽光から得られるエネルギーの活用

太陽光、太陽熱、水力、風力、波力そして地熱

＆里山の森林

・里山エネルギーの活用、材木として燃料として

日本全体； 40億立米の森林、毎年4千～8千万立
米成長

・農村エネルギー革命（プロパンガス＝LPGの普及

昭和35年＝1960～）

里山に人が入らない→森林化



里山エネルギーと農林業再活性化

• 二宮金次郎が背中に背負っていたもの；薪

江戸時代；エネルギー費用が生活費の14%

エネルギー高価格時代

これからは徐々にエネルギー高価格時代になる

・近くでエネルギー源を→里山

木材と、エネルギーを得る（ペレット）。

薪＆炭より燃焼効率が低い

・太陽光の下で成長する森林の活用は、自然破壊
せず、炭酸ガスも増やさない。



野生動物の増加→農林業被害

滋賀県の例

・Ｈ17年の県内のニホンジカ生息数は26,300頭。

・適正生息数は１K㎡あたり３～５頭が標準。

・滋賀県内には7,000頭しか住めない所に３倍以上の
鹿が住んでいる。

・目標捕獲頭数は7,500頭/年

・しかし、毎年4,000頭ほどしか捕獲できていない。

このままでは爆発的に増える恐れが・・

・平成23年11月 4万7千頭〜6万7千頭と推計



里山近辺に木材＆ペレット工場を

ドイツの再生可能エネルギー法の制度を参考に

１．里山近辺に木材兼ペレット工場を誘致する。

２．民間、個人に投資を募る。

３．一定期間、高価格でペレットの買取を義務付ける

石炭火力発電所の一定割合燃料

木ガスの都市ガスとの混合使用、技術開発

里山近傍のエネルギー供給基地

メインは木材；化石燃料税で価格保障

これらを制度化するのが行政の仕事。

４．業者へ期待；ペレットをストーブ以外への活用、

給湯、調理等に使える製品を。



里山近辺に木材＆ペレット工場を

５．収入が保証されれば、投資する個人は出てくる。

外債を買うお金を国内投資へ（1,400兆円の個人預
貯金等資産）

６．木材とペレット工場は、雇用を促進する。

７．里山近くで雇用が発生すれば、地元志向も生ま
れる、大都会へ出向いた人が戻ってくれる可能性

→農林業の再活性化に繋がる。

８．人が里山に入る→野生動物による食害も減る。



木製ペレット



エネルギー資源の多様化
オール電化住宅の誤り

・電気は、エネルギー資源から転換された精密なエネルギー
（原子力、水力、火力）。

高度な電化製品に向いている（ラジオ・テレビ、パソコン、

エアコン、冷蔵庫など）

・既に6割が熱となって大気へ。それをエネルギーの墓場で
ある熱に変える愚（湯沸かしポット）。

・単独エネルギーに頼る危険性。

・特に熱源の複数システムが大事

ガス、灯油、太陽熱、里山エネルギーなど



ご清聴有難うございました。

平成24年（2012）8月30日（木）

「地球に謙虚に運動」 代表
日本コンサルタンツ(株)技術顧問

仲津 英治


