
衆議院欧州各国経済産業事情等調査議員団 視察報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１８年７月２３日～２８日　

７月２３日（月）　１５：００～　

国家情報システム庁（ＲＩＡ）
　
　国家情報システム庁（ＲＩＡ）は２０１１年に設立された経済通信省所轄の政府系機関で、国家情報システム
の強化及び管理を行い、エストニアのネットワーク上で起こるセキュリティー上の脅威に対応している。また、
公共サービス提供者に対し、情報システムの取り扱いに関する指導やモニタリングを行っている。日本の内閣サ
イバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）に相当し、ＮＩＳＣとは協力関係にある。

対応者　UKU SAREKANNO（サイバーセキュリティー・ディレクター）

・ＲＩＡの役割

①エストニアのＥ・国家の管理・開発。個人認証・Ｘ－ＲＯＡＤ・データシステムの連携が主な仕事

②エストニア国家のネットワークの管理

③エストニア国家のサイバーセキュリティー分野

現況

・電子署名ー５億回　・確定申告ー９５％以上電子申告　

・選挙ー３分の１以上電子投票　・処方箋ーほとんど電子交付  ・ 領土－ベルギーと同じ面積、人口は１０分の１

デジタル国家へ一歩への歩み

その過程で国民の信頼を勝ち取るのが重要。国民のデータが安全に守られている。個人認証が確実に行われること。

小さな事から始めて、段々大きな事に向かっていく。

最初は日常のやり取りから始めた。エストニアの大きなおすすめは、小さな一歩から始めること。

サイバーセキュリティーには３段階ある。

①安全・電子ＩＤカード・Ｘ－ＲＯＡＤ

②標準化された基準　様々な行政主体が共通して受け入れることが大事。

③各主体が上手く協力を進めていく体制。官・民の様々な分野の専門家による日常的な良い協力体制。

（イ） ２００７サイバー攻撃

　　外国の特殊機関がもう一つの手段と共に仕掛けてきた全世界的にシンボリックな事件。

　　エストニアは上手く対処できた。準備ができていて、協力体制も上手く機能した。

（ロ）２０１４ウクライナ併合

　　サイバー攻撃、情報戦争に上手くやられた。

（イ）、（ロ）の両事件は、サイバー専門家に目を覚まさせる役割を果たした。政府が政治的に対応すべき問題。

このような事件が、机上の空論ではなく、実際に起こる。それに対する対処能力、スタンダードの開発が必要。

最初の戦略文書が、ヨーロッパの標準文書になっている。

右・UKU SAREKANNO ディレクター
左・LAURI  LUHT 危機管理局長
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対応者　LAURI  LUHT 危機管理局長（ＮＡＴＯのサイバーセキュリティーの責任者に転身予定）

サイバーセキュリティーを一括して行っている省庁はない。各サービス提供部門が自分の所管を管理。ドイツの前例

に学び・改良。

ＩＳＫＥー独・ブンシュと呼ばれている。人命にかかわるサービス？提供団体もスタンダードに適合しなければなら

ない。

管理する人も大事。人に情報提供する事。危険に関する情報提供が大事。研修・演習も開催している。

・重要な手続きー人々の間の協働体制の確立。

・人々の中に、どうしたらもっと良くなるかと考える気持ちを起こす事。

・情報提供は、一方通行ではなく双方向

・様々な危機管理プランについても情報の相互交流が大事。

・何かが起きた時、どのような操作をし、誰に聞き、どう対処すべきか、実際にやってみる事。

・外国とも。日本と共同で演習も行っている。リスク管理情報も海外と交換。日本とも。

・現実的に問題解決。一般ユーザーへの教育。一般企業、普通に働く人がどのように安全に使えるか。

・サイバー衛星のレベルを上げる事が大事。

・庁の大きな任務、中央官庁に情報提供。政府関係庁のネット環境の外観が良く分かっているのですぐに対応可。

　様々な人命にかかわる情報提供する民間部門に様々な情報提供をしている。

　民間のシステムに侵入する実験を行い、どの程度の害を受けるか指標を出している。

　これにより企業は実際に何をしなければならないかが分かる。専門家・ＲＩＡと積極的に情報交換してくる。

　個人情報を企業は出したくない。民間、ＲＩＡからアドバイスをもらえるので信頼している。

　サイバーセキュリティーのスタンダードを大事に関係者との日常的なやり取りをしている。

　様々な研修、演習を通じて、現実に危機が発生した場合の対処能力を上げる事。

（UKU SAREKANNO ディレクター）

・５月９日、サイバーセキュリティー法が施行された。

・ＥＵ一般データに関する保護規則が施行されている。

・ヨーロッパのサイバーセキュリティーはエストニアの経験を元にしている。

（LAURI  LUHT 危機管理局長）

・サイバーセキュリティー法について。

　サイバーセキュリティーに関するスタンダードに合致しなければならない企業を明らかにした。

　サイバーセキュリティー法が目指すのは、コンピューターの安全性ではなく、社会全体の機能の安全性。

　様々なビジネスプロセスの安全性にも焦点を当てている。

（UKU SAREKANNO ディレクター）

チップ製造会社（独・インフィンオン社）に問題発生。暗号化に関する問題ーそのチップを用いたＩＤを偽造できる

可能性。　

（解決）　新しい暗号化の導入。８０万枚のＩＤカードに影響。内

　　　　５０万枚については遠隔操作で改善。残り３０万枚につ

　　　　いては、カードを変更した。

（教訓）　可能性がある問題解決方法について広く情報を集める事

　　　　が必要。どのような弱点があるかについても。

　　　　弱点が発見された場合、首相自らが国民に情報を知らせ

　　　　る事が重要。
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今後１０年、人材をどう保つかが重要。

現状２０年前の決定に負うところが大きい。９０年代中頃、全ての学校をインターネットで結んだ。

ここから、現在の人材が育ってきている。９０年代の終わりから、デジタル化、サイバーセキュリティー発展を

遂げている。

２００７年のサイバー攻撃が政治的決定重要とのアラームとなった。第三期サイバーセキュリティーストラテジーを

作成中。焦点は、長期的な展望でセキュリティー能力をいかにあげていくか。女性に興味を持ってもらい、この分野

に進出してもらいたい。立場にかかわらず、担当者間の連携を密にすることが大切。

（LAURI  LUHT 危機管理局長）

ソ連時代、エストニアでは工学分野の教育が重視されていた。

優秀な人は、いつでもウェルカム。国際的に人材の取り合いになっ

ている。移民政策の見直しが必要。

Ｅー政府が担っているのはエストニア人。外国人がどの程度いるか

掌握していない。スタートアップ企業は各国の人材を活用している。

情報システム庁では、人材の身元調査を行っている。関係ある企業

の指導・監督が行われている。

ユニコーン企業は６つある。１４か国の選挙監視システムはエスト

ニアが主導。

１７：３０～

タリン旧市街視察
　

日本語で案内をしていただく

丘の上からの景色
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７月２４日（火）　９：３０～　エストニア国会訪問

　エストニア国会

　かつての領主の居館だったトーンペア城が現在はエストニア国会議事堂として使用されている。城の原型は１３

世紀に造られたが、現在残っているのは１９世紀に建て直されたもの。

　国会議員数は１０１名で任期は４年。一院制。選挙制度は比例代表制。５パーセントの足切り条項がある。国会

には１１の常任委員会（ＥＵ、環境、文化、地域問題、経済、憲法、財務、国防、社会、外務、法務）と３つの特

別委員会（治安機関監督、反腐敗、国家予算検査）が設置されている。

エルキィ・サヴィサール議員との会談

　国としては、まず閣議のデジタル化に取り組んだ。

国が提供するサービス、全てデジタル化を目指したのは、全土に

平等に公共サービスを提供するだけの役人が足りないという事情

もあった。

　個人認証には、ＩＤカード・スマートＩＤ・モバイルＩＤが使

われている。

第二に、デジタル署名（暗号化された署名）に署名と同じ効果を

持たせた。

第三に、Ｘ－ＲＯＡＤ、様々なサービスが潤滑に行われる。

　どの様にして情報交換されるかがカギ。分散型。必要な人が必

要な時に取りに行く。２００のデータサービスがつながり、提供

されるサービスは２０００に及ぶ。

　地方自治体のサービスもいくつかを除き、デジタルでサービス

される。（例外・結婚、離婚、不動産売買）

サービスをもう一度見直し、更に合理化できないかチェックして

いる。国民の需要を政府が気づき、サービスを提供できる方向に

進みたい。

　国会で審議される法案は、成立までの過程を全て、国会のシステムで見られる。国会議員も民間企業も市民も法案

につき、提案できる。議員も必要に応じ提案できる。文書化も可能だが、なるべくコンピューターの画面上で見る事

になっている。

（セキュリティーについて）

データは初めから保護。全て暗号化。重要な役割を果たすのはＩ

Ｄカード。様々なやり取りを担うのはＸ－ ROAD。

全てのやり取りのログが残る。国民は自分のデータが誰に、いつ、

見られたかチェックできる。ログが残ることで、システムに対す

る信頼がある。不正利用された場合、国民は訴える事ができる。

ブロックチェーン技術が、ログの書き換えを困難にした。サイバー

政策により、システムの弱点を克服してきた。先般発生したＩＤカードのチップのセキュリティー問題も、当初から

ＩＤカードを遠隔操作できるようになっていた為、速やかに弱点を克服する事ができた。

　ＩＤカードは個人認証方法の一つ。カードがなくても個人認証はできる。

　Ｘ－ＲＯＡＤは、銀行が加入した事で、サービスが増えた。銀行と加盟店が予め取り決めておけば、国内の決済カー

ドを使う必要もない。

　自動運転車両の最初の実験が終了した。自動運転車両で荷物を運ぶロボットが公道を走る事も法律で可能とした。

　欧州列国会議議長国の時には、自動運転バスが動いていた。距離も短く、監視済ではあったが。

　パスポートの顔認証をＥＵから出国する人を対象に行っている。

ｴﾙｷｨ・ｻｳﾞｨｻｰﾙ中央党議員（右端）
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以上の前提を踏まえて、富田から

「日本では、学校のデジタル化が思うように進まない。エストニア

では、財源をどのように調達しネットワークインフラを構築した

のか？」と質問。

回答

「ソ連時代 エストニアにはコンピューターは少なかった。１９８０

年代終わりに、巨大コンピューターが導入された。その後、外国

と行き来できるようになり、パーソナルコンピューターが登場し

た。９０年代初め、人々はコンピューターで何ができるかを知ら

なかった。タイガー・リープ・プロジェクトで、人々にコンピューターを紹介し、セミナーを行い、クラスリーダー

に研修を行った。研修では、人々にコンピューターを身近に感じてもらい、例えば、これがマウスですとか、こんな

サービスが家から受けられると紹介した。

　当時、コンピューター端末は高価で、地方自治体の役所とか図書館に少なくとも一台コンピューターを設置するこ

とから始めた。どんな村に行っても一台コンピューターが存在し、村民の誰もが使えるようにした。

　次に、公共 Wi-Fi システムを提供した。国としては、子ども達に端末を支給するという事はしていない。各学校に

一つ、コンピューター教室を設置。そこで教育できる様々な教科を教える中で、コンピューターを使用した。

　最近では、学校の教育で子供達が持っているスマートフォンを使う事も増えてきた。E- サービスは全ての携帯端

末で使える訳ではない。プロジェクトには民間企業の支援も含まれていた。国の予算がどの程度使われたかは、知見

がない。」

デジタル国家エストニアの礎　「タイガー・リープ・プロジェクト」とは

　（ASCII jp：進化する電子国家ｴｽﾄﾆｱの礎をつくった男・ｲﾙﾍﾞｽ元大統領 、企画・構成・文　細谷元、岡徳之より）

　大使として外交活動に忙しい日々を送るなかで、イルベス氏は経済発展に向けた具体的なアイデアも考えていた。

ただし、エストニアは、人口が少なく、豊富な天然資源もない、またインフラも整っていないという非常に難しい

条件下でだ。

　そこで考えついてのが、いまのデジタル国家エストニアの礎となる「タイガー・リープ・プロジェクト」だった。

この国家プロジェクトは、特に教育に焦点を当て、コンピューターとネットワークインフラを国内全土に広げると

いうもの。つまり学校をデジタル化しようというものだった。

　１３歳でプログラミングを学んだ自身の経験から、若いうちに学べば、その知識・スキルは後のアドバンテージ

になるという考えのもと考案されたプロジェクトだ。

　この提案は採択され１９９６年から開始されることになる。政界だけでなく経済界からも同プロジェクトへの賛

同者が増え、エストニア国内のデジタル化の勢いは増していくことになる。コンピューターの導入、そしてネット

ワーク化がほぼ完了した後、次にフェーズとして開始されたのが「Ｅラーニング」の導入だ。当初は初等・中等教

育機関に、そして大学にも導入されていった。国家レベルのオンライン学習プラットフォームを構築し、学生だけ

でなく、親や教師など誰でも利用できる体制をつくりあげていった。

　このタイガー・リープ・プロジェクトが開始された１９９６年、イルベス氏は外務大臣に任命され米国からエス

トニア本国に帰国。ここからイルベス氏は、国内政治に直接関われるようになり、国家レベルのデジタル化を推し

進めるために必要な法整備にも尽力することになる。

議場内視察
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１１：００～

エストニア経済通信省訪問　

Silver Tammik EU 国際関係局長の挨拶

( 対応者 )Liis 国家ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｰ調整課長、Sabdra 地球規模問題課題課長、Avera 人材課長

エストニア経済通信省　外観

１２：３０～

邦人起業関係者との懇談会

左から宮野氏、吉戸氏、日下氏

日下光（くさか・ひかる）氏　Blockhive 社共同設立者（日本言語理解研究所）

ブロックチェーンの専門家。２０１２年、ソフトウェア開発のスプレッディ社を、２０１７年にはエストニアにお

いてブロックチェーン技術を活用したサービスを提供する Blockhivi（ブロックハイヴ）社を設立。

吉戸翼（よしと・つばさ）氏　ジェトロ・バルト三国コレスポンデント

本年度から当地在住のジェトロ・バルト三国コレスポンデントに委嘱され、９月に実施されるバルト三国へのジェ

トロミッションの企画等を担当。また、エストニアの elcogen 社（燃料電池開発）の販売主任を務めている。

宮野恵理（みやの・えり）氏　タルトゥ大学日本語教師、通訳

大坂大学大学院言語文化研究科博士課程前期修了。１９９６年からタルトゥ大学言語センター日本語教師。

　所掌範囲は広く、ＩＴ、郵便、エネルギー、建設、運輸、観光、ＥＵ共同市場、対外貿易等を担当、同省には、

閣僚が２名（経済インフラ相と企業ＩＴ相）配置されている。同省関連機関として、国家情報システム庁（RIA）、

E エストニア・ショールーム、エンタープライズ・エストニア（ジェトロに相当）等がある。
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　エストニアのＩＤカード　２５ユーロで取得できる。５年間有効。カードの利用方法はフィンランドに学んだ。

２００２年に最初のカードを発行した。これは、１９９２年に最初のパスポートを発行したが、１０年有効のパスポー

トが２００２年に期限が切れる。この時期に合わせパスポートとＩＤカードの取得の二度手間をなくそうと考えた。

　European Commission Service

♯２、♯１から落ちてしまった。１位はフィンランド。エストニアとフィンランドは国家間でデジタル情報交換の段

階に至った。

　デジタル化を進めるには、国民に使ってみようと思ってもらう事。人々にデジタルサービスが役に立つと思っても

らう為には、速さ・安心・簡便が大事。

　例えば、車の売買をデジタル取引で行うと、手数料が４８ユーロ。同じ手続きは役所に出向いてもできるが、手数

料は６３ユーロかかる。

　デジタルサービスを使うにはインターネットの接続が必要。接続は簡単に安くできる。人々にＩＴの基本的知識が

必要。９０年代から人々に教えてきた。現在ではサイバーセキュリティーの知識が必要。これは、ＩＴの知識が行き

渡っている証拠。

　９９％のサービスがデジタル化されている。残り１％は結婚、離婚、不動産売買。不動産売買は公証人の下で行う。

（ＩＤカードについて）
　エストニア人にとって、カードはただのプラスティック。ＩＤ

カードは家に鍵があるのと同じ。様々なデータにアクセスするの

がＩＤカード。失くしても鍵を開けるには問題ない。家の鍵には

家の中の情報は入っていない。ＩＤカードも同じ。個人情報はない。

１４：３０～

ｅ―エストニアショールーム訪問　

　エストニアの電子政府・電子社会の全体像について説明を受けることができるショールーム。ＩＣＴデモセンター

と呼ばれていたが、２０１４年６月にこれまでより規模を拡大し、「ｅエストニア・ショールーム」としてリニュー

アルオープン。経済通信省傘下のエンタープライズ・エストニア（エストニアの投資・貿易・観光促進機関）が運

営。２０１７年に６８０の団体を受け入れ、うち１００は日本からの代表団。

Indrek onnik ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ ＩＤカード
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１６：３０～

トランスファーワイズ社

（Ｘ－ＲＯＡＤについて）

　分散型情報管理ー情報交換。自己の情報に誰がアクセスしたか全て確認できる。

　Health Data　

　自分の医療情報を医者にも見られない様、ロックする事もできる。

　エストニアでは、デジタル化が進んでも情報漏えいはない。

　人々は国の機関を信用している。データの偽造が無いという事で信頼性が高ま

　る。エストニアデータ保護法はＥＵの保護法に準拠している。エストニアでは

　デジタルで見られるが、他の国では出向く必要があるかもしれない。

　選挙について

　投票日は伝統的に日曜日。有効投票に達する為には、人々に様々な可能性があ

　る事を知らせることが大事。

　何故、何度も投票ができるのか？　投票強制があったかもしれないから。

　投票日には、投票所で紙の投票が可能。最後の投票が有効になる。

（ｅーﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ）
１位フィンランド　２位ロシア　３位ウクライナ　４位アメリカ　５位ドイツ　６位イギリス　日本は７位

日本から、１２４社がエストニアに会社を設立している。

ホワイトボードを使って説明　説明・意見交換

２０１１年にエストニア人により創業。本部はロンドンに置き、日本にも事務所を開設。２０１６年９月、日本で

の国際送金サービスを開始した。従来のような銀行経由での海外送金は行わず、送金元と送金先の口座間で差額決

済することで、格安の手数料の国際送金サービスを提供している（例：日本からユーロ圏に送金する場合、顧客は

TransferWise の日本にある日本円口座へ振り込み、TransferWise は、ユーロ圏の口座からユーロを払い出す。こ

のように実際には海外送金は行わず、２度の国内口座間の送金が行われる形になる。）２０１７年、三井物産が出資。
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当社の口座を使うと、４３か国の通貨が使えるようになる。

日本とユーロ圏でも送金が可能。新しい通貨導入が進めば、将来的には全世界の通貨で送金が可能になる。

送金状況のチェックもできる。相手が見つからない場合は、プールしている資金を使う。

最近、法人顧客も増えてきた。世界的には「資金移動業者」として登録をしている。

富田から、マネーロンダリングに利用される危険性があるのでは？と質問。

回答：反マネーロンダリング組織があり、１００人以上投入している。銀行以上に気を使っている。

↑ Transfer Wise HP より

多様な会社が寄せ集まっている建物椅子が特徴的

２０：４５～

大使館主催　夕食会　

笹谷参事官からのブリーフィング

２か国間で、各々欲しい通貨の交換をマッチングしている。　

２０１１年設立。現在従業員１２５０人。サービス利用者３００万人。利益が上がるようになったのは去年から。

エストニアでは２１９人が働いている。日本人は２～１５人。アメリカ人は７５人。

顧客満足度１０点満点中、９．５点。

利用する理由。銀行より安い。銀行の１０分の１以下の手数料で送金が可能。

世界各国にスピーディーに送金。電話からも送金が可能。送金前にかかる時間といくらかかるかを示す。

顧客の地元の銀行と仕事をする。直接、当社が送金しているわけではない。

英国での海外送金シェアは１５パーセント。

新しいサービスでボーダレス口座もある。英・ＥＵ・米・豪に口座があるかのようになる。

9

トランスファーワイズ社訪問後、１８：３０分タリン発のポーラ

ンド航空ｌｏ８１４５便にて、コペンハーゲンへ。

１９：０５分コペンハーゲン着（時差 1 時間）後、新デンマー

ク料理で有名なＨｏｓｔにて、大使館主催の夕食会・ブリーフィ

ング。富田は２年前の視察の際も、同店を訪れています。



７月２５日（水）　９：００～

コペンハーゲン　ミドルグルンデン洋上風力発電所視察

ミドルグルンデン（Middel grunden）洋上風力発電施設は、コペンハーゲ

ンに隣接するアマー島（コペンハーゲン市内南東部の島）北端の東側に位

置し、水深２～６メートルの浅瀬に着床式風力発電機（タービン）が並ぶ。

２００１年から稼働。タービンは計２０基で、発電量は計４０MW（１基あ

たり２MW）。

　同施設は、株式の５０％をミドルグルデン風力発電協同組合、残りの

５０％をウアステッド社が持ち、それぞれ１０基のタービンを保有。施設は

コペンハーゲン空港に離発着する航空便の機内から眺めることができ、再生

可能エネルギー導入を促進するデンマークの象徴的存在。

ニューハウンの港から出向。約２時間かけて、２０基の洋上風力発電機の回りを一周

して頂く。

２００１年、２０ＭＷの洋上風力発電機をコペンハーゲン沖に設置。北側の１０基は

エネルギー供給公社が所有。南側の１０基は民間投資家が所有。一万人の市民が投資

している。

浅い海域の為、建設コストは安上がりだった。羽根の先まで海抜１０２ｍ　羽根の直

径は７６ｍ。再生可能エネルギーの導入に際し、国民を巻き込んで政策決定を進める

べき。デンマークもこの点失敗した経験あり。

発電機の寿命が２０～３０年とした場合、再設置を検討すべき時代にきている。

土台の大きさが限られている為、現在導入が進んでいる大型の発電機の設置は難しい。

コンパクトで効率的な発電機の開発が必要。

時間をかけて洋上風力発電機の周辺をゆっくり回っていただけたので、各発電機の設

置状況を間近で確認する事ができた。

Imke Ernst さん

乗り場近くの橋 視察船乗り場
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１１：３０～

日系企業等との懇談会

出席者：日本郵船㈱・石坂康司氏、日本気象㈱・西嶋裕氏、

　　　　JETRO・安岡美佳氏、東海大学・山本孝行氏

１９：３０～

総領事主催夕食会　マルクトベルケル　

木村総領事からのブリーフィング

７月２６日（木）９：４５～

マルクトベルケル　ホテル発
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（デーブラー氏）

独、バイエルン州は、チェルノヴィリ事故前から再生可能エネルギーの

導入に取り組んできた。

市町村の公共施設では２００８年以降、全ての建物の屋根に太陽光発電

設備を設置してきた。

各自治体のエネルギー公社も自力で風力発電設備の設置を進めてきた。

再生可能エネルギーに先駆的に取り組んできたアグリコンプ社は約２０

年前からある。連邦政府は２０１０年脱・原発から、原発継続へ政策転換

をした。しかし、２０１１年福島原発事故発生を受け、各地でデモが行わ

れた。連邦政府は脱原発に舵を切り直すとともに、古い原発の即時運転停止を決定した。

バイオガスは、再生可能エネルギーの中で、唯一・貯蔵が可能。当社は農家で排出される糞尿等を処理できる会社。

再生可能エネルギーの中で、バイオマスは今後大きな働きをするようになる。

（ブフタ氏）

バイオマス発電は地域に経済効果をもたらす。地域に雇用を創出し、専門性を持った人材を育て、お金が他地域へ流

出しない。ドイツには９２００のバイオガスプラントがある。４万６０００人の雇用を産み１００億ユーロを稼ぎ出

す。これは原発３～４基分に相当する。牛１０頭で、灯油３４００ℓ分の節約ができる。

化石燃料使用による家計負担は５％上昇し５２０億ドルに相当する。再生可能エネルギーに転換できればこのお金が

他地域に流出せず、残ることになる。

主に中小企業がやっているがガスグリッドが充実しているのでガス

保存費用は安くついている。

農家が設置している設備が７５００（９２００の８０％）残りは産

業レベルで主に食品廃棄物業者が設置している。

ＦＩＴ価格は、２０１４年以降下落気味である。

１５０～２００頭の牛がいないとバイオガス発電設備は稼働しな

い。まだまだ拡大のポテンシャルがある。

７月２６日（木）　９：３０～

アグリコンプ社（メルケンドルフ・シュタットベルケ）視察

　バイオガス発電の企業であり、メルケンドルフ市が運営する「エネルギーパーク」（再生

可能エネルギーの先進企業等を誘致した工業団地）内に本社が置かれている。９０年早期

のドイツ国内の再生可能エネルギー推進の動きに伴い、９０年代半ばから、画期的なバイオガス・システムを開

発。現在、世界中に８００のバイオガス・プラントを設置し、総設備容量２５０メガワットを実現。農家がエネ

ルギー産業に素早くかつ無理のない程度の努力で参入可能にすることを目的とする。

左からｳｰｳﾞｪ・ﾃﾞｰﾌﾞﾗｰ供給管理部長
　　　ｹﾞﾙﾉｰ・ﾌﾞﾌﾀ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長
　　　ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾊｲﾆﾝｸﾞ生産管理部長
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７月２６日（金）１１：２０～   

メルケンドルフ・ハンス・ポップ第一市長との面談

　メルケンドルフ市

　人口２９３０人　雇用８７８人　　「キャベツ畑からエネルギーへ」がテーマ　　

　電力自給率　２００６年・８１％　２０１５年・４０８％　２０１６年・４１９％　２０１７年・４１４％

　再生可能エネルギーに関する特徴的な取組み

・周辺地域との連携により、バイオマス、太陽光、水力等多様な再生エネルギーを総合的に利用。

・独国内から仏・伊・チェコ等にまで先進的なバイオガス設備を供給するアグリコンプ社等、再生可能エネルギー

　の先進企業を誘致・育成する「エネルギーパーク」を運営。

・官民学の５団体（役所、企業、市民、教育機関、５つの自治体）で構成されるエネルギーフォーラムのプロジェ

　クトとして下記の事業を実施。

　＊公共施設（学校、体育館、消防施設等）の屋根に太陽光発電パネルを設置

　＊５ヘクタールに及ぶ敷地に太陽光発電設備を設置、トリースドルフ駅におけるパークアンドライド等の実現

　＊バイオマス施設から発生する排熱を地下に敷設された熱源供給網を通じ公共施設（小学校、体育館、消防施設

　　等）、製造業、造園業、農業等の産業、個別家庭等に供給

　＊照明の高効率化（街灯を高圧水銀灯からエネルギー効率の良いＬＥＤに取り替え）（２０１２年）

　＊電気自動車充電ステーションの設置（２０１６年）

ハンス・ポップﾟ市長（左）

←日本国旗と

メルケンドルフ市旗

メルケンドルフ市庁舎外観
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　１０年前、地方開発官庁・農家・高等教育機関　五つの自治体等からなる緩やかなネットワークのエネルギー　　　

フォーラムを設立した。

　２００５年エネルギーパークを設置し、２００６年、２０１３年に拡張工事

　　　・以前は、小さい農家が多かった。主にキャベツを生産。キャベツをたくさん作りすぎると値段が暴落。作

　　　　りすぎた物をバイオマスの原料にしようと発想。

　　　・近隣に農業関係大学があり、３０００人が教え、学んでいる。

　　　・メルケンドルフには９か所のバイオマス設備がある。ここから発生する熱を有効利用しようと道路工事の

　　　　際に配管を設置。

　　　・市も一つの有限会社に参加。（←シュタットベルケ）

（１）    ２００３年　市の学校・体育館の屋根に太陽光発電設備を設置。市民１０人が出資者となった。

（２）　２００８年　５ヘクタール、９７６Kw　

（３）　地域熱のグリットを道路工事の際に拡張。５つの自治体の個々の家につなげる。Private Public Project

（４）　２００７年　バイオマス設備から熱供給システムを学校等、市の所有する設備につなぐ。この工事費は市が

　　　負担。

（５）　２００８年～２００９年　連邦環境関係の賞を受賞した。

　　　Park ＆ Ride　Bike ＆ Ride　Bus ＆ Ride　駅の駐輪場をバスの回転可能にする広場に改築

　　　２０１０～２０１１年　完成は２０１２年。

（６）　Project　Energie　Forums

　　　街灯を新しく変えた。古い物→ＬＥＤに。水銀灯→効率の良い物に　街灯の数は 1/3 増えたが、コストは

　　　1/3 減った。価格的には同じレベルを維持できた。

（７）　２０１３年　１０ha　５０００Kwp　年間５．５Kw　大手電力会社が音頭をとって市民が参加した。

　　　大規模太陽光発電　実際の応用例・アプリケーションが増えている。

（８）　２０１４年　エネルギーコンセプト　

　　　現状の把握と今後、共有物に何を行うか？　例えば、排水・暖房熱。システマティックに全体をとらえよう。

（９）   ２１年働いて、インテリジェントな熱供給システムを実現する為に、独自の有限会社をつくった。

　　　この有限会社の持分を１６分割し、市が３つ、プロテスタント教会が３つ、残る１０に市民が投資した。貯

　　　蓄銀行が貸付け、市が保証人になった。

　　　市が入るには、市民の理解と経済性の高いプロジェクトである必要がある。2 年前から税金が高くなってし

　　　まうから、電気料金を下げた。

　　　大本はバイオマスから出てくる熱の活用。人件費はこのプロジェクトではゼロ。市長、教会関係者は名誉職。

　　　金利は無いか、あっても低かった。エネルギーの消費は予想より多かった。

　　　技術的に手間のかかる工事。一カ所から穴を掘り、地中を掘り進む。
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地元新聞記事

「日本の衆議院経済産業委員会の代表団がメルケンドルフ市を訪問。地方における経済状況を視野に」

（10）   ２０１６年　電気自動車の為のスタンドを造った。

　　　２０１６年エネルギー収支　生産・４４８０万 Kw　消費・１０６８万 Kw　残りを売電に回し、

　　　　　　　　　　　　　　　　９１９万８９２８ユーロの利益。

　　　２０１７年エネルギー収支　生産・４４８９万 Kw　消費・１０８５万 Kw　

　　　　　　　　　　　　　　　　売電収入　９２０万８９０５ユーロの利益　電力自給率は４１３、７１％

経済性について　９００万ユーロ超える収入には、熱も売っている。再生可能エネルギーにより３００人の雇用が

生まれている。市の営業税の５０％は、再生可能エネルギー企業からのもの。地方の存在意義が強化された。分散

型は民主的。富田から市の年間予算を尋ねると、５００万ユーロとの事、大変驚きました。
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７月２７日（金）９：３０～

ミランダ・シュラーズ　ミュンヘン工科大学教授との意見交換

　ミランダ・シュラーズ教授

　ミュンヘン工科大学教授。メルケル首相の諮問機関として設置された「安全なエネルギー供給に関する倫理委員

会」委員。日本の高校及び大学に留学経験がある他、これまで複数の日本の大学で研究を行うなど、ドイツのみな

らず、日本のエネルギー事情にも精通している。「ドイツは脱原発を選んだ」など、エネルギー政策に関して多く

の著作がある。

①　2022 年に原発をやめるのに合わせて、石炭火力をどう減らすかが課題。

②　洋上風力はまだまだ伸びる。送電線をどうつくるか？

　　バイエルン州では、豊かな自然の環境を壊すと反対が強かった。

③　２０２２年以降も、原発を動かす為には、法律改正が必要。

④　ガス発電と蒸気発電の工場を造ろうとしている。

⑤　送・配電網は TeneT（オランダの会社・ティーネット）が担当している。

⑥　ハンブルグのシュタットベルケは自前の配電網を持っている。

⑦　独にシュタットベルケは、１０３０位あるが、その半分は赤字経営。

　　エネルギー転換や、コストの問題をどう克服するかが課題。

ﾐﾗﾝﾀﾞ・ｼｭﾗｰｽﾞ教授
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１１：４５～　バイエルン州議会経済委員長との昼食会

　エルヴィン・フーバー バイエルン州議会経済委員長

　２００７年９月～２００８年１０月までＣＳＵ党首。バイエル

ン州首相府長官（１９９８年１０月～２００５年１１月）、経済相

（２００５年１１月～２００７年１０月）、財務相（２００７年１０月

～２００８年１０月）を歴任。　

バイエルン州議経済大臣との面談

　ヨーゼフ・プシーラー バイエルン州経済大臣

　２０１８年３月から経済大臣。経財省次官（２０１３年～

２０１８年）、財務省次官（２００８年～２０１３年）

フーバー州議会経済委員長（中央）

プシーラー州経済相より御挨拶 歴代経済相について紹介
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・　バイエルン州は、完全雇用、高い能力を持った人材が不足。

・　日本はバイエルン州にとって、アジアにとって、2 番目の貿

　　易額

　　第二次世界大戦前は、バイエルンは農業国、経済転換した。

・　成功の鍵は

　　①　安定した安価なエネルギー

　　②　学術機関のネットワーク、ミュンヘン工科大学・ミュン

　　　　ヘン大学

　　③　道路網

　　④　大企業と中小企業とのバランスのとれた構造。

・　経済界との緊密な連携が必要。

　　各々の目的は違うが、最終的な目的は州の繁栄。

・　中・長期的な成功ストーリーを続ける事が必要。

・　今後、数年間３０億ユーロをデジタル化のみに投資。

・　企業への支援は５億ユーロ（経済省のみの予算）

・　投資の対象―人工知能、ロボット通信、半導体等

・　ミュンヘン工科大学で、新しいロボットのセンターが設立。

　　今日がオープニングセレモニー。

　　ロボットが自ら学ぶ事ができる、そういう研究を行う。

・　スタートアップへの支援、対象・ハイテク分野。

　　例えば、空飛ぶタクシー、自動運転、自動飛行が重要になる。

・　エネルギー転換　連邦もバイエルン州も２０２２年までに脱原発。

・　エネルギーミックス環境に配慮した

　　バイエルン州の再生可能エネルギー比率。２０１５年 ２２．９％　→　現在 ４３%

・　グリッドの運営　変動する電力をどう配電するかの技術を学んでいる。

・　蓄電技術・デジタル技術を使って問題解決。

・　エネルギー転換の課題。

　　①　経済の大動脈―デジタル技術を使って電力のグリッドをインテリジェント化し、変動に対抗できるものに。

　　②　太陽光・風力拡大＋グリッドと組み合わせる必要がある。ドイツでは、北部から風力発電で生じた電力を

　　　　南に持ってくる手段が無い。

　　③　発電、インモビリティー、電気自動車を蓄電の手段に。市民は地域の周辺が電線で囲まれるのは良くないと

　　　　思っている。国民は基本的に脱原発賛成だが、送電網は各地で議論になっている。

　　④　自動車産業　７０万人従事。内燃機関を使った車と違った駆動式の車をつくる。例えば、トヨタのＥＶ車

　　　　の様に。自動走行、モビリティー、鉄道、バス、自家用車の組み合わせで。

・　バイエルンの住民は生活も経済も上手くいっている。しかし、将来の為の投資が必要→研究活動に。

　　イノベーション・テクノロジーがバイエルンの将来を決める。

１５：００～

シュヴァープ・バイエルン州経済省次官と意見交換

ベルンハルト・シュヴァープ バイエルン州経済省次官

　２０１４年１０月からバイエルン州経済省次官。

バイエルン州経済・エネルギー・技術省外観
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（田島 要議員から質問）

　①　東電・日立、原発を海外へ売ろうとしている。何故バイエ

　　　ルン州経済界は反対をしないのか？

　　　ドイツは電力料金がヨーロッパで一番高いのに？

（回答）

　経済的に決定的なのは、安定供給。これを達成する為に、電力

のキャパシティーリストを２ギガワットの範囲で作成。褐炭火力

で、２ギガワットのバックアップを確保。バイエルン州から連邦

に対して要求し、南部に追加的天然ガス火力発電所を新しく造り、

１．２ギガワット確保することに。２０２２年までに完成予定、建設業者を入札中。

安定供給の為にグリッドの拡大・拡充が重要。新しい送電網に関し、２０１５、２０１６年市民との対話。新しいグ

リッドを地下に埋める―市民の同意を得た。経済界にも伝えてある。

電力価格が高い。

　再生可能エネルギー法―価格に分担金。エネルギー産業、鉄鋼等、免除を認めている。バイエルン州のイニシアチ

ブで２０１６年に法改正。今までは、再生可能エネルギー、保証された価格（ＦＩＴ）。その為、電力市場価格より

高い→最終的に消費者負担。今後、価格は入札制・プロジェクトを取る。価格が下っていかないと、継続的に競争力

が保てない。風力３～４セントまで下っている。

・　太陽光がもう少し下がると市場価格と渡り合える。

・　エネルギー転換から生まれる新規雇用、バイエルン州で１２、０００人、連邦業界でも１５、０００人の雇用に影響。

・　原発は、一つの発電所で６００～７００人の雇用。

・　天然ガス発電所―再生可能エネルギーの変動を補充する。クッションリザーブを用意する。従来の火力発電所、

　　グリッドにつながっていない。ヨーロッパ各国の市場が相手。

　②　風力発電所の廃棄についてはどう考えているのか？　

　　―取り壊し業者は、新しい施設への投資者である。

( 右から ) エルスバーガー・エネ担当、ヴィッ
トマン国際化・産業局長、シュヴァープ次官

( 左から ) ハーン・エネ担当、オ―ベルマイヤー
国際化・産業局対外貿易課課長代理
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７月２８日（土）１０：３０～

アイングビール醸造所 視察
ヨハン・アイヒラー　アイング市長ご挨拶

１９：００～
アイング　Brauereigasthof Hotel Aying

ホテルのオーナー Inselkammer ご夫妻よりご挨拶 Brauereigasthof Hotel Aying

醸造所の視察冒頭に、ヨハン・アイヒラー市長にご挨拶をいただきました。

アイングビール醸造所 ( 外観 )ヨハン・アイヒラー市長
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フランツ・インゼルカマー・アイングビールオーナー

アイングビール醸造所は、インゼルカマー家により代々経営されており、

現在は６代目。　
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