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4-2【海外の温暖化対策の事例】 

■ デンマークの地域熱供給と風力発電 

　デンマークもかつてはエネルギーを輸入の化石燃料に頼っていましたが、1970年代のオイルショックか
ら、輸入燃料に頼らない安定したエネルギー供給を目指すようになりました。 

　デンマークのエネルギー供給の特徴は、エネルギー効率を良くし、使う燃料が少なくて済むように徹底さ
れていることです。一人当たりの一次エネルギー消費量は、他の北欧３国に比べても、半分ほどで済んでい
ます。地域熱供給という、発電すると同時に熱も生産し、温水で各家庭に供給する仕組みがこれを支えてい
ます。複数の小規模な発電所や焼却施設から熱や電気が送られ、供給業者が需要に合わせて供給量を細かく
調整するので、無駄がありません。さらに、化石燃料の他に、風力や太陽光、農業由来の廃棄物(ワラ、バ
イオガス)、各家庭や工場からの廃棄物、木質チップなど、様々なものが燃料に使われ、エネルギー市場に
合わせて経済的なバランスをとって使うことができます。 

　デンマークは古くから風力発電の歴史があり、地域熱供給と同時に自国のエネルギー源として風力発電開
発にも力を注いできました。固定価格買い取り制度や、補助金の他にも、様々な法整備で国が支援し、現在
はデンマークの重要な輸出産業になっています。デンマークは、2050年には脱化石燃料を宣言しており、再
生可能エネルギーへの転換を進めています。2019年には総発電量の47％を風力が占めました。 

　デンマークは、1990年から2016年にかけて、CO2排出を40%減らしながら、GDPは150%成長していま
す。持続可能な社会への転換は、経済成長と両立することを証明しています。 

　（参考：平成30年度国際エネルギー情勢調査 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000518.pdf 
　　デンマーク、昨年2019年の国内発電総量の50％を風力等の再生可能エネルギー発電で達成。2030年のCO2排出量70%削減目標実

現に向けて順調に前進 https://rief-jp.org/ct8/97830 
　　デンマークにおける分散型エネルギー供給 https://www.isep.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/Tanaka20191028.pdf 
　　前進する風力発電 State of Green https://stateofgreen.com/jp/uploads/2018/10/13197.pdf?time=1577052445　 
　　地域熱供給 State of Green https://stateofgreen.com/jp/uploads/2018/10/12788.pdf?time=1571422558） 

■ コペンハーゲンの自転車道路 

【What makes Copenhagen the world's most bike-friendly city?】2018年10月5日 

　コペンハーゲンには675,000台の自転車と120,000台の車があり、バイクの数は車の数を５対１で上回っ
ています。 
　（中略） 
　デンマークでサイクリングが人気を博している主な理由の1つは、街中をサイクリングする高速道路を形成
する革新的な橋を含む小道のネットワークです。これはおそらく、コペンハーゲンがサイクリストにとって
最も安全な場所の1つである理由を理解するための鍵です。 
　（中略） 
　印象的なサイクリングへの投資は、さまざまな方法で成果を上げています。より多くの人々に自転車を使
用してもらうことで多くの健康上の利点があるだけでなく、いくつかの重大な経済的利益もあります。サイ
クリングは、筋肉をつけることや、骨の密度を高め、心血管の健康によいインパクトの少ない優れた運動で
す。財務大臣の数字によると、コペンハーゲンで誰かが自転車に1km乗るたびに、市は4.80クローネ、つま
り約75米セントの経済的利益を経験します。 

　（引用元：世界経済フォーラム https://www.weforum.org/agenda/2018/10/what-makes-copenhagen-the-worlds-most-bike-
friendly-city/） 
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【自転車に優しい街、コペンハーゲンの温暖化対策】　2014年11月7日  

　自転車利用者を増やす驚きの工夫があります。道路に埋め込まれたLED。このLEDの横を走れば、赤信号
に当たらずに済むようになっています。LEDがない道路には速度メーターが。時速20 キロ前後で走っていれ
ば、赤信号に当たらないのです。道路際のごみ箱は斜め。走りながらのごみ捨てに便利な角度になっていま
す。交差点には、赤信号で止まったときの足置きが設置されていて、まさに至れり尽くせりです。  
　安全面も普及には重要です。自転車の停止線は車よりも前。自転車用の信号は車より早く青に変わりま
す。この２秒間の差によって車による巻き込みを防止、事故件数を減らしています。電車にも当然乗れま
す。しかも４年前から追加料金はなし。郊外からの自転車通勤が増えたことで、郊外の駅前にできた10階建
てのマンション。上から下までスロープでつながり、どの部屋にも自転車で行くことが可能です。最上階の
家の玄関から下まで、エレベーターの電気を使わず、１分少々。しかし、コペンハーゲンの人が挙げる自転
車を使う理由は、環境のためではありません。  
　「より便利で早いから」  
　自転車を使う理由として最も多かったのは「早いから」。「環境にいいから」と答えた人はわずか５％で
した。市は現在、新たな目標を設置。2025年までに今よりさらに15％早く移動できるよう、自転車だけが
得をする道路づくりを進めています。  
　「地下鉄を50メートル造るのと同じコストで1キロの自転車専用道路が造れる。はるかに簡単で安いイン
フラ整備なんです」（デンマーク・コペンハーゲン モルタン・カベル市長）  

　（引用元：http://green-plus.co.jp/co2news/2014/11/post-847.html） 

【A nation of cyclists】 

　自転車高速道路は、通勤者のニーズが最優先されているサイクルルートであり、停止が少なく安全性が向
上したスムーズな乗り心地を提供します。自転車高速道路の主な目的は、サイクリストにとってより良い条
件を作り出し、仕事、勉強、居住地域をつなぐことです。これにより、通勤者が車に乗る代わりに自転車で
仕事をしやすくなります。さらに、自転車高速道路は駅の近くを走るので、サイクリングと公共交通機関を
組み合わせることが魅力的です。 

　「自転車高速道路」に分類されるためには、自転車ルートは、エアポンプ、フットレスト、安全な交差点、
平均サイクリング速度に合わせた信号機などの一連の品質基準に準拠する必要があります。自転車高速道路
は、道路標識とアスファルトのオレンジ色の標識スポットでマークされており、昼夜を問わず通勤者が道を
見つけやすくなります。 

　（引用元：https://denmark.dk/people-and-culture/biking） 

■ ドイツの太陽光発電 

　ドイツは現在も石炭、特に褐炭の世界的産地であるが、政府は2022年までに脱原発、遅くとも2038年ま
でに石炭褐炭火力全廃を国家目標に掲げている。2005年度から再生可能エネルギー発電率が上昇。2011年
からは原子力発電の割合は減少している。2019年度は再生可能エネルギーによる発電量が初めて石炭によ
る割合を上回り、総電力の約4割を占めた。再生可能エネルギーは風力、太陽光、バイオマス、水力発電の
順に多い。 

　（参考: 国立研究開発法人国立環境研究所 http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/ 
　　　Fraunhofer ISE  https://www.energy-charts.de/downloads/electricity_production_germany_2018_2.pdf） 
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・太陽光発電装置の設置場所の規制 

　ドイツでは都市計画と自然保護法との兼ね合いがあるため、ソーラーパネルの設置場所は厳格に選ばれて
いる。 
　 ~ 以下、参考サイトより抜粋 ~ 

　「再生可能エネルギーの優先に関する法律（再生可能エネルギー法〈EEG〉）」  
(2008 年 10 月 25 日(連邦法典 IS2074 収録)、最終改正 2012 年 12 月 20 日(連邦法典 IS2730 収録)  

第32条 太陽光エネルギー  
　1、2 (略) 
　3 連邦建設法典第 30 条に規定する建築計画(地区計画)適用区域内に建設され、　　 
　a、b (略)  
　c) 当該建築計画が 2003 年1月1日以降、少なくとも太陽光エネルギーによる電力供給施設を建設すると

いう目的で策定され、施設が 
aa)アウトバーン又は鉄道の軌道に沿った土地にあり、軌道の外周から測定して110メートル以内の距

離に建設されていること 
bb)建築計画の策定又は改定の決定の時点までに、舗装がなされた土地に存在すること 
cc)経済、交通、住宅建設又は軍用地からの転用地に存在し、当該土地が建築計画の策定又は改定の

決定時点までに、連邦自然保護法第 23 条に規定する自然保護区域又は同法第 24 条の自然公
園として、法律上確定されていないこと 

(略) 「連邦建設法典」は日本の都市計画法に相当し、一定物の建設のためのゾーニングと各種建築規制を規
定した法律であり、同法に基づき各自治体が開発を進めるべき区域等を対象に建築計画を策定し、具体的な
区域の設定と必要な開発規制等を行う。ドイツの町並みが 均整や統一性のとれている最大の理由は、この
規制が徹底されているからであると言わ れ、ドイツの土地利用規制や開発行為制限は極めて厳格に構成され
ている。再生可能エネルギー法との関係で考えれば、建設法典及びこれに基づく建築計画(地区計画)に明確
に 位置づけられたものしか補償の対象としないということを法文上明確にしている点で重要 な意味があ
り、このことは日本の再生可能エネルギー施設の設置規制にとっても示唆に富むと考えられる。 

　（引用元：「再生可能エネルギーの地域自立型活用を巡る最近の動向Ⅱ」農林中金総合研究所 2015年1月  https://
www.nochuri.co.jp/skrepo/pdf/sr20150311.pdf) 

  

■ 世界の環境都市 フライブルク市（ドイツ） 

　ドイツの西南端に位置し、人口約23万人。環境保護で先進的な取り組みをしている都市。持続的でクリー
ンな町づくりが経済立地の基盤となり、そこから雇用を生み出している。マイカー利用を減少させるため、
路面電車や様々な取り組みがなされている。環境対策の多くは住民参加型の活動が大きな力となっている。  
　（引用元：フライブルク市経済観光公社 http://awec2017.com/images/GreenCity_English.pdf） 

・持続可能な住宅地というヴィジョンが実現したフライブルク市ヴォーバン地区：ヴォーバン地区の誕生：
1992年、フランス軍がフライブルク市のヴォーバン駐屯地から引き揚げた際、環境と社会福祉という視点を
統合する新しい住宅地をつくる運動が始まった。これには都市計画の専門家だけでなく、市内、市外を問わ
ず多くの人が参加。この都市開発対策によって、市民5500人のための新しい住宅地と600人を上回る雇用の
場が作られた。  

・エコロジカルな移動手段 市内のどの地区と比べても格段に車が少ない。住民1000人あたりの乗用車保有
台数はドイツ平均では500台以上、フライブルク市全体で339台に対し、ヴォーバンはたったの183 台。ガ
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ソリン車からの排出ガスを抑えるため、マイカーを持たずに生活できる条件が提供されている。街の中心
部、遊びの道路エリアの大部分には駐車場がない。マイカー利用の際は住民は決められた集合駐車場へ徒歩
や自転車で移動する習慣になっている。また自転車用道路の整備、路面電車、カーシェアリング制度もあ
り、車なしでも困らない街になっ ている。  

・エネルギー・太陽と共に暮らす 地区計画により、パッシブハウスという最小限の暖房エネルギー消費で年
中快適な室温を保つことができる建物が造られた。さらに優れているのはゼロエネルギーハウスで、エ ネル
ギーとCO2 それぞれの年間収支がゼロ。これはより厳しい省エネ対策と再生可能エネルギー設備でエネル
ギー消費を相殺させることで達成されている。 
　2011年までに144棟の建物に、ソーラーエネルギー施設が設置された。暖房と給湯を部分的に賄う太陽熱
温水器、あるいは太陽光発電。住宅地のほぼ全ての建物は、コジェネ (熱電併給)によって、14km以上にお
よぶ地域熱供給網を通じて暖房・給湯用のエネルギーが供給されている。ヴォーバン住宅地には30棟を超え
るパッシブハウスと2棟のゼロエネルギーハウスが建てられた。ここではわずかな熱需要を自前のコジェネ
で、あるいは地域熱供給で賄っている。 

　（引用元：「総合ガイド フライブルグ市・ヴォーバン住宅地」NPO法人 ヴォーバン住民協会 
　　　　　　 http://stadtteilverein-vauban.de/infos/publikationen_files/vauban.pdf） 

■ ハワイ：100%再生可能エネルギー移行への取り組みと環境保全 

　ハワイは、2045年までに供給電力の100%を再生可能エネルギーでまかなうことを掲げた法律を制定。 
この法律は、気候変動によりハワイで2100年までに浸水すると予想されるすべての建造物と土地の価値を
190億ドル以上と見積もる第４国家気候評価の調査結果を参照している。CNNの報道によると、ハワイ気候
委員会が2017年にまとめた報告書では、地球温暖化に伴う海面上昇の影響で、ワイキキビーチは今後15～
20年の間に水没する恐れがあると予想されている。 
　また調査報告書で強調されたその他の主な懸念と課題には、安全な飲料水の供給、沿岸インフラの損傷、
サンゴ礁の喪失、および固有の生物多様性と固有種の絶滅危惧が含まれている。 

・ハワイの現状 
　電力供給の70%を石炭や石油類に頼っている。 
　（ハワイの電気代は輸送コストと石油燃料の価格高騰により本土の２倍以上） 
　消費されている石油燃料のうち航空輸送部門の使用率が最も高い。 

　2045年までに供給電力を再生可能エネルギーで100%まかなうための目標値は、2015年15%、2020年　
30%、2030年70％の再生可能エネルギー移行率。 
　実際には2018年時点で27.6%、2020年の目標値30%が目前。 

・再生可能エネルギーの内訳 
　「観光業」が重要な収入源であるハワイは、環境問題が観光資源へ与える影響への危機感もあり、再生可
能エネルギーに関する研究が盛ん。太陽光、風力、地熱、水力、海洋温度差、バイオエナジーなどを使った
発電システムの普及と研究が進められている。 

・太陽光発電に関して 
　ハワイ島を筆頭に、2014年以降カウアイ島でもソーラーパネルの設置が進んでいる。2018年7月1日から
2019年3月31日までにソーラーファーム（56MW）の建設がなされ、ここから供給される電力は173000世
帯が１年間に使う電力を供給できる計算。これにより約100万トンの温室効果ガス排出量が削減される。 
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・海洋発電 
　ハワイ州立自然エネルギー研究所（NELHA）では「海洋温度差発電（OTEC）」という海洋表面と深海
の温度差を利用した発電方法の研究がなされている。しかし、発電に利用されるチタンが非常に高価なた
め、実用化が難しい。  

・クリーン輸送（石油消費と排出量の削減） 
　2018年オアフ島の観光主要都市であるホノルルでは、BIKIという自転車シェア事業が開始され、半年で
20万回使用され、需要が高まっている。このため、ワイキキ市は自転車用道路の拡張に乗り出している。 
　また同年より公共交通機関の約600台あるバスの電気自動車への移行を進めており、充電スポットインフ
ラ整備や増設も併せて行われている。 

・その他のHSEOの取り組み：再生可能エネルギーの確保とセキュリティ保全のため、スタッフ向けの緊急
管理技術トレーニングを実施。 
　エネルギー効率などを把握するために高度な視覚化機能を開発。複雑なエネルギーデータの分析などによ
り、電力供給計画（電気自動車エネルギー供給率の把握など）および陸上輸送や土地利用の電化などの関連
問題の評価を強化できるようにしている。 

・行政支援：上記の研究機関へはもちろん、電気自動車への移行にも支援がなされている。 

・税金控除制度：一定量の再生可能エネルギーを生産および販売する納税者に対し税額控除を用意。 

「ハワイ州知事に見るハワイアンの意識」（HSEO年次報告ハワイ州知事あいさつ抜粋） 
　750マイル以上の海岸線がある群島に住んでいるハワイの人々は、気候変動、地球温暖化、海面上昇の影
響に細心の注意を払っています。（中略）私たちがパリ協定に沿った最初の州であり、温室効果ガスの削減
に取り組み、より多くの炭素を回収し、環境に与える影響についてより深く考えていることを誇りに思いま
す。コミュニティ全体でハワイのクリーンエネルギーの変革を実施する必要があり、ハワイ州がこの取り組
みを主導することを光栄に思っています。リーダーシップは家庭で始めることができることを知っていま
す。共に、私たちは先の課題に直面し、クリーンエネルギーの未来を確保します。 
―――ハワイ州知事　デヴィッド・Y・イゲ　 

　離島であり、自然環境が観光資源となっている海に囲まれた島同士。 
　沖縄とハワイにはたくさんの共通点があり、似たような課題が多いので、ハワイの環境対策が沖縄に役立
つことも多いはずである。 
　余談ではあるが、現在のハワイ州知事であるデヴィッド・Y・イゲさんは沖縄にルーツを持つ日系の方で
す。ハワイ・沖縄パートナーシップ（2015年6月から2020年6月に発効）を有効活用すべきだ。 

　（参考：2019 Hawaii State Energy Office Annual Report、CNN「ワイキキビーチ「水没」も、気候変動対応へ法案通過 米ハワイ
州議会」 https://www.cnn.co.jp/usa/35136247.html  2019年4月24日、琉球新報 「＜南風＞ハワイの環境対策参考に」 
https://ryukyushimpo.jp/hae/entry-973287.html  2019年8月17日） 

■ ハワイ：SDGsに沿ったHawai’i Green Growth Local 2030を策定 
　 「Aloha ＋ Challenge」6つの取り組み目標 

１. クリーンエネルギー 
　2030年までに、再生可能エネルギー（40%）と効率化（30％）により、エネルギーの70%をクリーンエ
ネルギーに転換。2045年には100%再生可能エネルギーを目標。 
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２. 地元産の食料生産 
　食料生産を２倍にし、消費される食料の20～30%を地元産に。 

３. 自然資源の管理 
　淡水の安全性、河川流域の保全、コミュニティを基盤とした海洋資源の保全、外来種の制御、在来種の回
復強化を図り、マウカ（山）からマカイ（海）における自然資源の損失傾向を反転させる。2030年までに
河川流域の森林や沿岸水域の30％を効果的に保全管理。 

４. 廃棄物の削減 
　ごみの発生源の削減、リサイクル、生物変換、埋立て転換などにより、固形廃棄物を70%削減。 

５. 持続可能なスマートコミュニティの形成 
　2030年までに建物環境の居住性と回復力を高める。住みやすいコミュニティ、健康や災害耐性を考えた
まちづくり。 

６. グリーンジョブと教育 
　これらAloha ＋ Challengeの持続可能な目標達成のために、2030年までに地元の環境に関わる雇用と教
育を増やしていく。 

　　（引用元：Aloha-Challenge  https://aloha-challenge.hawaiigreengrowth.org/aloha-goals/） 

■ ニューヨーク市版グリーンニューディール政策 

　山本良一著「気候危機」（岩波ブックレット No.1016）より引用。（下線は筆者。） 

（前略）二〇一九年六月、ニューヨーク州会議では二〇五〇年までに温室効果ガス排出をネットゼロに
する法案が通過した。法案では、二〇五〇年までに温暖化ガス排出量を一九九〇年比八五％削減する目
標を設置している。残りの一五%については、植林や湿地の回復など、炭素吸収策によって相殺するほ
か、二〇四〇年までに再生可能エネルギーで州のすべての発電量をまかなうことなどが定められてい
る。 
　ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は総額一四〇憶ドル（一兆五六〇〇憶円）の予算を投じる
ニューヨーク市版グリーン・ニューディールの詳細を発表した。計画は、市議会で可決された五つの法案
から成る「気候モビライゼーション法」（Climate Mobilization Act）で、市内の建物に温暖化ガスの排
出上限規制を設け、二〇三〇年までに四〇％の総排出量削減を目指すとしている。二〇五〇年までに
カーボンニュートラルとし、一〇〇％クリーンな電気へと移行する。 
　ビルからの温暖化ガス排出量を、二〇〇五年比で二〇三〇年までに四〇％、二〇五〇年までに八〇％
削減。同市の温暖化ガスの七〇％は一〇〇万棟以上あるビルのエネルギー使用による。 

◎二万五〇〇〇平方フィート（二三〇〇m2）以上の面積の大きなビルに対して排出枠を設定、炭素取引
市場も導入。 

◎エネルギー効率の高いヒーティング、エアコン、断熱性能の高い窓、再エネ導入に対してファイナンス
する。NYC Local Low 96(2019) により一〇〇％までの長期のファイナンスを行う。 

　　（引用元：山本良一著「気候危機」（岩波ブックレット No.1016、岩波書店）2020年） 

■ 台湾 
・2015年、「温室効果ガス排出量削減管理法」可決、同年のパリ協定の採択を受け、2030年までに2005年

比で20％削減、2050年までに50％削減する目標。（台湾はパリ協定には参加していないが、パリ協定の
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規定に基づき気候変動へ対処すると宣言。） 
・2016年、2025年までに全発電量のうち再生可能エネルギーを25％に上げる目標と、2025年までに全ての

原発停止を打ち出す。 
（参考：鄭方婷「サステナ台湾―環境・エネルギー政策の理想と現実―第１回 過渡期にある温暖化・エネルギー 転換対策」（日

本貿易振興機構アジア経済研究所）2019年８月、鄭方婷「サステナ台湾―環境・エネルギー政策の理想と現実―第２回 温暖化
対策・エネルギー転換の政策立案と法整備」（日本貿易振興機構アジア経済研究所）2019年11月） 

（資料執筆・編集：鹿谷麻夕、杉山早苗、神谷美由希、上川内理紗、田口倫子、2020年４月７日）
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