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第４２回 高畠ゼミ OB・OG会 読書会 

 

「脱原発を決めたドイツの挑戦」 ― 再生可能エネルギー大国への道 ― 

                   熊谷 徹著 （角川 SSC新書） 

                   ２０１１年１１月２４日  小田輝夫 

 

 福島原発事故から早や１年８ヶ月が過ぎ去った。しかしながら、我国の将来

のエネルギー政策は、あれだけの事故の当事国であり、現在も進行中の放射能

の脅威におびやかされているにもかかわらず、未だに曖昧のままである。民主

党は右往左往しながら「２０３０年代に原発ゼロを可能とするよう、あらゆる

政策資源を投入する」との提言を９月にまとめた。しかしながら、経団連の経

済への影響を盾にした横槍や各電力会社からは脱原発後の電気代アップ（九電

は２倍とコメント）で揺さぶられ、大飯原発は相変わらず稼動を続けている。

産業界などの圧力に屈する形で原発再稼動の方向に動いているように思われる。

再三にわたる首相の脱原発への決意表明も、死に体での政権の言葉は国民にと

っては虚ろにしか聞こえず、脱原発に向けての省エネの徹底や再生可能エネル

ギーの導入拡大の表明も、具体的な政策や行動が一向に見えてこない。挙句の

果てが解散であり、原発の行方を曖昧にした無責任なマニフェストが並ぶ。 

 

 このような日本とは違い、ドイツは、福島事故をきっかけに脱原子力計画を

加速させ、いち早く、２０２２年１２月３１日までに原発の全廃を決め、２０

５０年までに発電量の８０％を再生可能エネルギーでまかなうことを決定した。 

 ドイツはもともと環境保護を重視する国であったが、主要先進工業国で原子

力や化石燃料への依存から脱却するのは、世界で始めての試みであり、まさに

「エネルギー革命」（エネルギー・ヴェンデ）である。ドイツにとっては、ベル

リンの壁の崩壊による東西ドイツの統一に匹敵する重要な意味を持っている。 

 ドイツは日本と同じく、天然資源が乏しい物づくり大国である。付加価値の

高い製品の輸出入に大きく依存しており、工業国として、電力の安定供給は重

要な問題であり、労働コストの低い中東欧諸国に、日本の対中国と同じように

追い上げられている。こうした中、どのように電力市場を自由化し、原子力と

化石燃料への依存から脱却して、新しいエネルギー供給体制を築こうとしてい

るのかをみることは、日本にとっても有益となるであろう。 

 

第１章 なぜドイツは原発を捨てたのか 

 

 2011 年 3 月 11 日東日本大震災により発生した福島原発事故は日本から 1 万

キロ離れたドイツのエネルギー政策に多大な影響をもたらした。メルケル政権

は事故直後に「原子力モラトリアム（一時停止）」を発し、事故から僅か 6日後 

の 3月 17日に 7基の原子炉のスイッチを切った。重要な原子炉として位置づけ

られていたイザー1号機も停止に追い込まれた。BMWやシーメンスなどの重要
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メーカーがひしめくバイエルン州では長年にわたり原子力が発電量の 6 割を占

め、地方経済にとって極めて重要な役割を担っていた。当初は 2019 年頃まで運

転予定であったが停止された。原子炉所有の E・ON社は 2011 年度に、創業以

来、初めての赤字を計上、1万 1千人も減らす大規模なリストラを実施した。 

 福島の事故当時、ドイツの原発は 16基稼動（１基は停止中）しており、7基

を即時停止とし、その他の原子炉も稼動年数の延長をとりやめ、今後 11年間で

全ての原発を廃炉にすることを決めた。 

 

 もともとは原子力擁護者であったメルケルは、原子力批判派に転じ、急速な

エネルギー政策の転換を図った。「日本ほど技術水準が高い国でも、原子力のリ

スクを安全に制御することはできないことを理解しました。・・・福島事故は私

の原子力に対する態度を変えたのです」と、原子力発電の安全性についての自

分の見方が甘かったことを国民の前で告白した。 

 政府は二つの委員会に提言を求めた。１つは、原子力の専門家で作られた原

子炉安全委員会（RSK）で、メルケルは RSK に対し 17 基の原子炉全ての「ス

トレステスト」を実施するよう要請した。報告書は、直ちに廃止すべきとは書

かれておらず「ドイツの原発では、停電と洪水について、福島第一原発よりも

高い安全措置が講じられている」と述べられている。もう一方は、原子力技術

の専門家や電力会社の関係者は 1人も加わっていない 17人のメンバーで構成さ

れた「安全なエネルギー供給に関する倫理委員会」で、「ドイツのエネルギー革

命・未来のための共同作業」という提言書を政府に提出した。「福島事故によっ

て、原子力発電のリスクは大き過ぎることが分かったので、一刻も早く原発を

廃止し、よりリスクが少ないエネルギーによって代替するべきだ」と勧告した。 

さらに、7基の原子炉の廃止と残りを 2021年までに停止させるよう求め、脱原

子力のモニタリングを制度化するよう提言した。メルケルは専門家の RSKの鑑

定書ではなく、倫理委員会の提案をほぼそのまま実行に移した。提言書が発表

されてから僅か 1 週間後に、原発の全廃を閣議決定した（この迅速な対応。東洋の

島国が世界から置いてきぼりにされるのは当然です）。そして、ドイツ連邦議会は、2011

年 6月 30日に原子力法の改正案を、議員 620人の 83％、513人の賛成により、

可決した。遅くとも 2022 年 12 月 31 日迄に全ての原子力発電を完全に廃止す

ることを決定した。ドイツは福島事故から 4ヶ月足らずで、「原子力時代」の最

終日を決定した。 

 原子力の専門家たち（RSK）が安全性のお墨付きを与えたにも関わらず、メ

ルケルは技術者よりも「市民の視点」を重視して、原発に別れを告げた。これ

は技術者のリスク評価への不信感の表れであり、まさに我国の「安全神話」の

誤謬性、嘘が問われている。メルケルは当初「原子力発電が持つ残余のリスク（い

かなる安全対策や防護措置をとっても消し去ることが出来ないリスク）は受け入れられ

る」と考えていた。福島事故が起こるまでは、他の原発擁護派と同じく残余の

リスクは限られているので、無視しても大事故に繫がることはないと確信して

いた。しかし、福島事故により残余のリスクが大事故に繫がることを悟らされ
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た。そして、原子力発電の客観的リスクそのものは、福島事故の前後で変化し

ていないが、ドイツ人の原子力リスクに対する見方が変化し、原発に対する見

方は大幅に厳しいものになった。倫理委員会のメンバーだった社会学者ウィリ

ッヒ・ベックは「原子力事故には、始まりはあるが、この時点で収束したと断

言することはできない。たとえばチェルノブイリ事故で影響を受ける被害者は

まだ生まれていないかもしれない」と述べ、原子力事故の悪影響を時間的、地

理的に限定することは不可能という見方を示した。メルケルは倫理委員会の見

解を全面的に受け入れて「国民の安全を守る責任がある首相としては、原子力

を使い続けることは出来ない」との結論に達した。（東洋の島国の首相に、爪の垢で

も煎じて飲ませたいものである） 

 

 原発擁護派であったメルケルが原発反対派に何故変心したのか。シュレーダ

ー政権が 2000 年に大手電力会社との間で、歴史的な「脱原子力合意」に達し、

2002 年に脱原子力法を施行し、1 基の原子炉の運転期間を 33 年間に限定した。

メルケルは 2010年、「長期エネルギー計画（通称、エネルギー・コンセプト）」

を発表し、「2050 年までに、二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスの排出量

を 1990 年比 80％減らす」目標を設定し、エネルギー供給構造再編の柱を再生

可能エネルギーに置き、当時 17％であった再生可能エネルギーを 80％に引揚げ

るとした。同時に、シュレーダー政権の脱原子力政策を大幅に修正し、原子炉

の稼動年数を平均 12 年間延長していた。「ドイツの未来を保証するためには、

原子力は必要だ」と 2009年の演説で述べ、原子力が電気料金の高騰を防ぎ、温

室効果ガスの増加を防ぐと強調し、原子力発電を重視する姿勢をはっきり打ち

出していた。それが、福島事故後、世界がアット驚く、180度態度を変えて原発

反対派に寝返り、素早い変わり身を果たした。その背景は 

① 自分と CDU（キリスト教民主同盟・党首メルケル））の生き残りをかけた政

治家としての判断 

② 政治のプロ、メルケルはドイツ国民の原発に対する強い不安による、風向き

の変化を敏感にキャッチした。「福島事故後も原子力にこだわっていたら、

保守政党は有権者から見放される」と判断し、原子力との訣別を決断した。 

③ 「緑の党」の台頭。3月 27日のバーデン・ヴェルテンベルグ州での州議会選

で、「緑の党」が圧勝。58 年間の CDU 単独支配の保守王国で「緑の党」の

首相が誕生した。「フクシマ効果」で他州でも得票数を大幅にアップさせ、

保守政党に強い衝撃を与え、原発擁護を捨てて脱原子力を求め始めた。 

④ 2011 年 4 月のドイツ公共放送局 ARD の世論調査の結果、86％が「2020 年

頃までに原発を廃止すべき」との回答であった。福島からの衝撃的映像が追

い風になって、「挙国一致」的な反原発ムードが盛り上がった。 

 

 「緑の党」の台頭が脱原発に大きな役割を果たしたが、「緑の党」が存在しな

かったら、脱原子力政策が法制化されなかった。1980年 1月の結党以来、1998

年に初めて連立政権の 1 党として連邦政府に加わった瞬間に、ドイツでの原子
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力時代が終わる運命が決まった。「緑の党」の動向（脱原子力政策）により原子

力発電の将来性について、常に政治的な不確実性が付きまとってきた。投資家

も原発を持つ電力会社への投資をためらうようになり、電力会社も他のエネル

ギーの比率を増やさざるを得ない状態に追いやられた。 

 2012年 1月の世論調査での「緑の党」の支持率は 16％で、第 3党。SPD（社

会民主党）と緑の党の支持率は 46％で、保守政党（CDU／CSV（キリスト教社

会同盟）と FDP（自由民主党））の支持率 37％を上回っている。主要先進工業

国の中で、環境政党がこれほど強い影響力を持っている国は一つもない。ドイ

ツでは、40 年にわたり原子力論争が繰り広げられ、長年にわたる論争と経験の

積み重ねがあって、初めて脱原発政策が可能になった。 

 

 ドイツの反原発運動の特徴は、社会全体を包むおおきな「うねり」となって

いった。反原発団体は地域を越えて連携し、全国的なネットワークを築いてい

き、一種の社会運動に発展した。ここが、日本との大きな違いであり、ドイツ

の反原発運動は日本よりもはるかに多くの市民を巻き込み「抗議と拒絶」の文

化を社会の中に生み出した。それではなぜ原発建設は阻止されたのか、それは 

① ドイツは日本と異なり、地方分権を重視する連邦国家である。州政府が原発

の許認可に大きな権限を持っている。すべての州政府が原発の規制官庁を持

ち、原子炉の運転許可を出す権限を握っている。中央政府が原子力推進政策

をとっても、州政府は住民の意見を無視してまで運転の許可は出さない。 

② ナチス時代に中央集権制を取って大失敗した経験から、戦後地方政府の権限

の強化に力を入れた。地方政府の意向を連邦政府の政策にも反映させるため

に、州政府の代表によって連邦参議院を構成している。 

③ 日本のような原発のある地方自治体に対する補助金の交付はなく、自治体に

とって原発の建つメリットは、営業収入が増えたり、雇用が増えたりする程

度である。補助金への過度の依存が無かった分、住民が原発反対運動に積極

的に参加できた。 

④ ドイツの各メディアは事故以前から、エネルギーや環境問題について、他の

国々よりも積極的に報じてきた。こうした問題への国民の関心は高く、ジャ

ーナリストの間には原子力に批判的な姿勢を持つ人が多く、（東洋の島国のよ

うに）「原発の安全神話」を積極的に広める現象はこの国では見られなかった。 

⑤ 環境保護に世界で最も熱心な民族であるドイツの国民性。環境や自然を守る

ために費用をかけることを厭わないと同時に、新しい技術に対する猜疑心も

強い。悲観主義に基づく安全志向があり、批判的精神の教育やリスクヘッジ

のために極端な行動に走る「ジャーマン・アングスト（ドイツの不安）」は、

リスクを分析し、最悪を想定して行動するのがドイツの国民性である。 

 

第２章 日本と大きく異なるドイツの電力市場 

 

 ドイツと日本の電力市場の最も大きな違いの 1つは、ドイツが欧州連合（EU）
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の指令に基づいて、1998年に法律上の自由化を開始し、電力会社の地域独占を

廃止したことである。これにより、一般家庭でも電力会社の変更が可能となっ

た。日本と違い、ドイツでは売電の会社が 1000社を超えており、変更の手続き

は簡単であり、必要書類にサインするだけである。ウエブサイトで電力価格を

比較し、インターネットでも申し込める。また、日本にないユニークな制度と

して、清算書に電力がどのエネルギー源によって作られているのか、CO2 の排

出量、核廃棄物の有無などが、法律により表示することが義務付けられている。

東京電力との比較をすると、120 キロワット時までは東電のほうが安いが 300

キロワット時を越えると 15%高くなる。ドイツの料金には再生可能エネルギー

助成金の負担を含むので、それを除くと価額差は更に大きくなる。さらに、電

力料金の透明性が違っており、東電は消費者に対する情報開示（CO2の排出量、

核廃棄物の量）が積極的ではない。 

 

 ドイツの電力会社は約1100社で、顧客を奪おうと激しい売電競争をしている。

大半は発電所や送電網を持たず、大手電力会社 4 社から電力を買って、特定の

地域に電力を供給する地域売電会社（シュタットヴェルチ）である。ドイツで

売られている電力価額には非常にばらつきがある。電力消費者は日本の消費者

に比べて豊富な情報量を持っている。たとえば、再生可能エネルギー100％のプ

リオミュトローム社の電力は、原子力や石炭を使っているイエロー社よりも安

価である。「再生可能エネルギーによる電力は割高」という見方は今日のドイツ

では必ずしも正確ではない。また、環境意識の高いドイツ人に強く訴えるエコ

電力しか提供していない会社もあり、比較検討して電力会社を選択できる。こ

うした電力を、インターネットを通じて買うことが日常茶飯事となっている。

簡単な手続きで新しい電力会社に乗り換えることが可能であるが、電力会社を

変更した市民の比率は、2000 年には 5％前後であったが、2010 年には 14％に

増えた。また、41％が同じ電力会社が提供している安い料金体系に乗り換えた。 

政府は電力会社の競争をさらに促進させる法案を閣議決定し、消費者が電力会

社をこれまでより迅速に変更出来るようにした。その結果、2011 年には電力の

購入先を変更した世帯の比率は 26％になった。しかしながら、個人世帯の 45％

は、自由化から 13年たった時点でも、電力会社や料金体系を変更せず、最も高

い料金を支払い続けていた。各電力会社は、簡単に変更できる旨の情報や PRを

積極的におこない「わが社から電力を買って支出を節約しよう」と訴えている。

その結果、オンライン・カスタマーが増え、電力会社もホームページンアカウ

ントを開設し、電話 1本で基本料金が半額になるシステムも作っている。 

 

 現在、再生可能エネルギー専門の電力販売会社が増えている。「原子力や化石

燃料を使わない」という事実が重要なセールスポイントになっている。特に、

福島事故以降、ドイツ人の間ではエコ電力への関心が高まっている。「次に電力

会社を変更する時には、再生可能エネルギーだけから作られた電力を買う」市

民の比率が 80％にのぼった。再生可能エネルギーに優先権を与えるための法律
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（EEG）によって、自然エネルギーが助成されており、国会議員も国民に模範

を示すために、エコ電力を主力とする電力販売会社に切り替えた。いずれにし

ても、福島事故以降、電力市場への市民の関心が急に高まり、電力市場の自由

化が市民にとって、選択の幅を増やした。エコ電力の購入者が今後ますます増

えると思われる。また、再生可能エネルギーだけで電力が作られているかどう

かを確認するために、第三者機関である技術監視協会（TUV）で認証された会

社を選択する。 

 地方自治体もエコ電力に強い関心を示している。たとえば、ミュンヘン市の

地域電力 SWM社は、2015年までに家庭向け電力を 100％再生可能エネルギー

によって供給する指針を出し、2050年までには企業向け電力も完全に再生可能

エネルギーに切り替える予定にしている。クリーン電力の調達先として、北海

の風力発電、スペイン南部の太陽光発電ほか水力発電にも投資して電力の供給

を受ける。電力市場の自由化後、多くの地域電力会社は大手電力会社の資本を

受け入れてきたが、現在では独自の発電能力の確保を目指している。ミュンヘ

ン市当局は、SWMに大手電力の資本参加を許さず独立性を守った。投資家のた

めの短期的な収益性よりも公共の利益を重視した。また、多くの州が「エコ電

力 100％」の達成を目指しており、エネルギー源の重点を化石燃料や原子力から

再生可能エネルギーに移そうとしており、それは 100％可能だと判断している。

今後のドイツのエネルギー市場は分散型・非集中型の傾向を強め、地域電力会

社が結集し、発電事業を行うようになる。 

 このように、ドイツ人がエコ電力を好む理由は、彼等の国民性に関係がある。 

① ヨーロッパで、最も環境保護に関心を持つ国民で、彼等の「環境ロマン主義」

は自分を自然の一部と見なし、自然に強い愛着を持ち、自然との触れ合いを

重視する。自然の破壊や汚染には猛然と反発する。  

② 自然を愛する人生哲学は、原子力や化石燃料など自然に負荷を与えるエネル

ギー源ではなく、風、水、太陽光といった自然の恵みを使った電力に魅かれ、

テクノロジーによって自然の力をエネルギー源として利用する。 

③ 再生可能エネルギーは、自然環境の保護に強い関心を持つドイツ人のロマン

チシズムにマッチしており、「コストが増えても、再生可能エネルギーによ

る電力を使いたい」と思っている。 

④ もう 1つのドイツ人のメンタリティーは倹約好きであり、多少暗くても平気

で生活できる。1990年から 2009年の電力消費の伸びは日本の 29.7％に対し

ドイツは 5％であり、逆にGNPは日本 16％に対しドイツは 28％伸びている。

この 19 年間に環境税、再生可能エネルギー促進税を導入し、エネルギーコ

ストが大幅に上がっている時期であるので得意の節電を図ったと思われる 

以上により、ドイツでは自然エネルギーが今後も急速に普及する。 

 

 ドイツには 1000を越える電力販売会社があるが、そもそもドイツは 1871年

にドイツ帝国として統一されるまで、「領邦国家」として沢山の小国が乱立して

いた。その関係で、1900年頃から地方自治体が独自の発電所を建設し、地域の
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企業や家庭に電力を供給してきた。現在、ドイツ全国にある「市町村電力会社

（シュタットヴェルケ）」の起源であり、地元電力会社のシェアが他を大きく引

き離している。発電市場では大手 4社が 80％のマーケットシェアを取っている

が、個人顧客の数はシュタットヴェルケが大きなシェアを占めている。一方、

1910年頃、より出力の大きな発電所でより広い地域に電力を供給する「地域電

力会社（ユーバーラントヴェルケ）」が生まれ、第 1次大戦後、個々の地域電力

会社が持つ送電網を統合して州全体に電力を供給する「統合電力会社（フェア

ブント・ウンターネーメン）」が誕生し、その後、合併集中がさらに進み今日の

大手電力会社 4 社となった。ドイツでは、電力会社を競争の荒波から守るシス

テムとして、1957 年「競争制限禁止法」を施行し、電力会社をカルテル禁止の

対象から除外した。大手電力会社を法律で守る「護送船団方式」の保護政策を

実施し、その後 39年間もこのシステムを続けた。 

 1996年 12月 19日に EUが電力単一市場に関する共通規則を発布。ドイツも

電力市場自由化指令が国内法として制定され、1998 年地域独占は廃止された。 

2000年にはライプチヒにドイツ初の電力取引市場が開設され送電線の他社使用、

一般家庭の電力会社自由変更が認められ、自由化への激しい競争への勝ち残り

の戦いが繰り広げられ、大手電力会社は 4社に統合され、2011 年には発電量の

83％を占める寡占状態が強まった。発電市場は自由化によって逆に寡占状態と

なったが、大手電力会社は、当初自由化に対し頑強に抵抗し、ドイツの自由化

を遅らせてしまった。1980年代後半から EUの権力が大幅に強化され、ヨーロ

ッパの単一市場化を目指して、市場の自由化を進め、自由競争によって物やサ

ービスの価額を下げる消費者利益を重視した。欧州委員会の権限が非常に大き

くなり、ドイツを含めた加盟国の電力自由化の実施状況を常に監視した。もし

も、EUがなかったら、ドイツの電力や市場は、地域独占の状態を今も温存して

いたかもしれない。ドイツの電力業界の分離が進んだのも EU の圧力があった

からである。 

 ドイツは EU の中で、電力市場の自由化が遅れた「後進国」であったが、そ

れは、新規参入企業の送電線使用を巡っての託送料金論争であった。大手電力

会社と参入企業は商売上のライバルとなる関係で、託送料金を吊り上げ、新規

企業の価格競争力を失わせ、市場から駆逐した。他の EU 諸国は監督官庁によ

る料金規制方式を採用したが、ドイツでは電力会社間での料金交渉に委ねられ

ていた。大手電力会社は送電線の分離と独立規制官庁を拒否することにより、

新規参入企業を阻止し、他の EU 諸国に比べ割高の電気料金を設定していた。

欧州委員会はドイツに「電力市場の競争の劣等生」の烙印を押し、ドイツから

の電力購入先を他の国に切り替えた。さらに、規制官庁を作って競争を促進す

ることを強く要請し、ついに 2005 年ドイツも規制官庁に担当させることとし、

現在、連邦ネットワーク庁（BNA）が託送料金の本格的監視をおこなっている。

電力市場を本格的に自由化するには、規制官庁を設置して、託送料金を監視す

ることが重要である。 
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 1998年の電力の全面自由化により、激しい価額競争がおこなわれた。シェア

確保のための値引き合戦により、2 年間で大口需要家向けの電力価額は 38％も

下落した。個人世帯の電力料金も約 19％下がったが、2001年以降上昇し、2010

年までに 70％も上昇した。何故このように、電力料金が急騰したかといえば、

ドイツの電力料金の 4 割は税金（付加価値税、熱電併給型発電所促進税）であ

り、再生可能エネルギー促進のための助成金や電力税（環境税）は、10年間で、

84.2％も増えた。特に、再生可能エネルギーの助成金は 10 年間で約 10 倍の増

加率であった。更に、燃料価額の高騰や託送料金の値上げなどによる。ドイツ

の税金は他の EU 諸国に比べて高く、再生可能エネルギーの比率を発電量の

20％に拡大できた裏には、電力料金の大幅な上昇と消費者の莫大なコスト負担

があった。 

 

 ドイツでは、2011年夏の時点で、大手電力 4社のうち 3社が送電部門を売却

して、完全に切り離している。送発電の分離が進んだ理由は 

① EUの圧力で、自由化と市場開放が進んだ 

② メルケル政権の脱原子力政策（核燃料税や原子力モラトリアムによる原子炉

の停止）によって大手電力会社の業績が悪化し、経営に重大な打撃を与えた 

③ 投資家は原子力と石炭・褐炭を重視する電力会社への投資を避ける傾向にあ

り、電力会社は再生可能エネルギーの比率を増やすことが重要となった 

④ そのための新たな投資をせまられ、送電網の売却により送電網整備のための

巨額な投資を避けられた 

 送発電の分離は自由化に拍車をかけ、発電の分散化、非集中化をうながした。

多くの地方自治体が大手電力への依存を減らし、自前で発電や送電を行う動き

が強まり、地域電力会社や財団を創設した。各地域の住民が風力発電装置など

の再生可能エネルギーに投資し、収益の還元を受けた。究極の分散化は、個人

の自宅に「ミニ発電所」をすることである（EX.日本でもガスによる「エネファーム」

や各社の燃料電池発電がある）。小型天然ガス発電装置を個人世帯にリースする。バ

ーチャルな分散型発電所の誕生であり、電気自動車やスマート・グリッドも電

力市場の分散化を促進すると期待されている。 

 

 市民からは電力料金の上昇に不満の声が出ていないが、ドイツの産業界は強

い危機感を持っている。「メルケル政権のエネルギー政策は産業界にダメージを

与える」と断言している。  

① 脱原子力の加速と再生可能エネルギーによる電力価額の高騰が、電力を大量

に消費するメーカーを不利な立場に追い込むと危惧 

② 脱原子力、再生可能エネルギー拡大、排出権取引のトリプルパンチによって、

ドイツの産業界はコストが増えることを危惧。このままだと閉鎖や海外への

移転もありうる 

③ 電力価額の高騰が物造り産業の国際競争力を弱めると警告。産業エネルギー

経済連盟（VIK）は「電力集約型の産業は、ドイツを去りたくはない。その
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ためには、メーカーに競争力を保障する電力価格が不可欠である」と声明 

④ 脱原子力によって電力価額がさらに上昇することは間違いない。電力集約型

産業に対する保護措置を政策に加えるべきだ 

 確かにドイツの電力料金は欧州で三番目に高くフランスの倍である。産業界

はドイツ政府がエネルギー政策の中で、環境保護に重点を置きすぎていると考

えている。エネルギーコスト抑制のために原子力を使い続けるべきだと主張し

ている。これに対する連邦政府の対策は 

① 製造業は申請すれば、環境税率を通常の 60％に下げる 

② 大企業に限って電力料金の再生可能エネルギー助成金の負担について、上限

を設けるという特例措置の対象を拡大し、中小企業も助成金の軽減をうけら

れるようにした 

③ 電力を大量に消費する産業は託送料金の支払を完全免除 

④ 企業の各種保険料の半分を負担する 

 ドイツ産業の人件費の高さ、これに加えて電力料金も高騰すると、コストの

重みに耐えかねて、生産拠点を他国に移転させる企業が増え、「産業の空洞化」

を招き、雇用に悪影響を与える。このような状態を連邦政府としては何として

も避けたい。脱原子力と再生可能エネルギー拡大が電力コストの増大に繫がる

が、政府は同時に、エネルギー革命のコストが、企業の国際競争力を阻害しな

いようにバランスを取らなければならない。このことが、エネルギー革命の中

で最も解決が難しいジレンマとなる可能性がある。 

 

 日本への教訓としては 

① 需要家が電力会社間の激しい競争や、新規企業の市場参入を望む場合には、

託送料金を監視する規制官庁が不可欠である 

② 規制官庁はドイツの BNA（連邦ネットワーク庁）並みに強大な権限を持た

せ競争を促進させる 

③ 送発電の分離を行う場合には、送電会社と発電会社の所有権を完全に分離し

なければ、競争の促進に繫がらない 

④ ドイツなどヨーロッパ諸国が経験した自由化のプラス面とマイナス面を比

較し考慮しながら、日本の状況にマッチした自由化の道を探る 

 

第３章 エネルギー革命の全貌  

 

 ドイツが進めているエネルギー供給構造の大改革は、いわゆるエネルギー革

命の一部にしか過ぎない。この大プロジェクトが「革命」と呼ばれるのは、建

国以来、最も根本的なエネルギー供給体制の変更であるからである。最大の目

標は、社会の非炭素化、つまり化石燃料からの脱却である。温室効果ガスの大

半を占める二酸化炭素（CO2）の排出量を消滅させ、地球温暖化と気候変動に

歯止めを懸ける事は、脱原子力に劣らぬ重要性を持っている。エネルギー革命

は原発を止めるだけでは終わらないのだ。すでに見てきたように、ドイツ人は
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環境保護を重視する傾向が強く、世論調査によれば、79％が「気候変動は人類

が直面する最大の問題」と回答しており、全ての政党が地球温暖化の防止を重

視している。 

 ドイツでも地球温暖化による、それまで予想されなかった異常気象（豪雨、

冷夏、熱波、暖冬）による気候の変化を痛感している。ドイツ人にとって CO2

を巡る問題は、原子力に劣らぬ重要性を持ち、原発だけでなく化石燃料を使う

発電所に対しても、市民の目は厳しくなっている。「CO2の排出量を減らすため

には、エネルギーの価額が高くなってもやむを得ない」という意識が強い。ド

イツ政府は「気候保護（クリマ・シュッツ）」を重要な政策目標としており、す

でに「環境保護」と同じくらい普及している。 

 ドイツ政府は地球温暖化に歯止めをかけるために、2050年までに温室効果ガ

スの排出量を、1990年比 80％減を目指している。そのための柱は、風力、太陽

光、水力などの再生可能エネルギーの拡大とエネルギー消費の削減である。再

生可能エネルギーが発電量に占める比率を 2050 年には 80％まで高めるとして

おり、環境マニアの夢物語と揶揄されながらも、彼等は目標達成にまっしぐら

に進み、その達成は実現可能と考えている。その根拠はここ 11年間で、エコ電

力の比率を 6.6％から 19.9％まで引揚げた実績があり、2011 年には、再生可能

エネルギーの比率が初めて原子力の比率を追い抜いている。 

 

 しかし、未だに CO2 の排出量の多い、石炭と褐炭による火力発電所の比率

（43.3％）が高く、ドイツエネルギー政策のアキレス腱であり、依存からの脱

却がキーポイントとなる。老朽化した石炭火力発電所は「クリマ・キラー（気

候を殺す者）」と呼ばれ批判の的となっている。現在、天然ガスによる電力の比

率（13.6％）も着実に増えており、再生可能エネルギーが普及するまでの「過

渡期エネルギー」として使用している。いずれにしても、化石燃料の使用を着

実に減らすことが政府にとっての重要な課題となる。 

 BNA は 2022 年までの再生可能エネルギーの設置容量をどれだけ増やすかに

ついての目標値、ロードマップの数値を発表しているが、2022 年の設置容量は

現在の 2.3倍（129.8ギガワット）に増え、全体の電源設置容量の 6割近くを占

めると予測しおり、ドイツ政府はエコ電力の拡大に自身満々である。 

 

 再生可能エネルギーの主役は風力発電である。2010年の再生可能エネルギー

の設置容量（発電能力）、56.3 ギガワットの 48％で、急激に拡大し、エコ電力

の中で最も重要な地位を占める「風力発電天国」である。2010 年時点での設置

台数は 2200 基で設置容量（27 ギガワット）は米国、中国に次いで世界 3 位で

ある。ちなみに日本は 2.3 ギガワットである。「環境への悪影響が少なく、信頼

性があり、価格が高すぎないエネルギー供給のためのコンセプト（略称、エネ

ルギーコンセプト）」によって、2050 年までに再生可能エネルギーを拡大し、

CO2 排出量を減らすための具体的行動計画が発表され、その主役として風力が

決定的役割を担うことになった。特に、2030 年までに洋上風力発電の設置容量
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を 25 ギガワットに増やす投資をおこなう。あわせて陸地の風力発電も 11 年間

で 75％と大幅に増やす方針である。反対や不満もあるが、「気候変動を防ぐため

に、風力発電を拡大」の方針は変わらない。 

 再生可能エネルギーの分野で世界のパイオニアになるというドイツ人の気概

を表した「誰かが始めなくては、技術は普及しない。そのためには、いまだ技

術が未熟でリスクがあっても、世界に先駆けて誰かが始めるべきだ」のメルケ

ルの言葉は「21世紀半ばには、エコ電力で発電量の 8割をカバーする」という

目標となり、決して机上の空論ではない。  

 

 今日のドイツでは、保守、リベラルを問わず、全ての政党が再生可能エネル

ギーの拡大を支持している。この政策を初めて本格的に実現したのは、先に見

たように、シュレーダー政権で環境政策を担当した「緑の党」である。2000年

に大手電力会社との間で「脱原子力合意」にこぎつけ、クリーン電力の拡大を

本格的に始めた。ドイツは世界で初めて、送電網の運営者に対して、再生可能

エネルギーを固定価格で買い取って送電網に受け入れることを法律で義務付け

た国である。1991年に施行された「電力買取り法」である。この法律が、保守

政党と環境政党に属する議員の合作だったというのは、大変興味深いエピソー

ドである。この「電力買取り法」を基に「再生可能エネルギーに優先権を与え

るための法律（再生エネルギー法＝EEG）」を 2000 年 4 月に施行した。この

EEG の対象となるエネルギー源は、2012 年 5 月の時点で、風力、水力、太陽

光、地熱、廃棄物ガス、バイオマスであり、EEGの最大の特徴は、エコ電力を

送電網に取り込むことの義務化と固定価格による全量買取りである。そして、

再生可能エネルギーによる発電を行う企業や個人が増えるように、買取り価額

を原則 20年間にわたって固定し、投資の拡大をはかり急速に普及させた。電力

の買取り価格は、電気料金に上乗せして需要家(消費者)が支払い、彼等が電力を

消費することによって、再生可能エネルギーを助成している。助成金は 2010年

で前年比 87.4％、2011 年で 72.2％増加している。2011 年に需要家がエコ電力

促進のために支払った金額は約 135億ユーロ（約 1兆 3500億円）で、2000年

から2012年までの助成金は約9兆円にのぼる。この巨額な助成金の投入により、

投資を誘引し、この 11年間で約７％から 20％へ増加させた。一方、消費者の肩

に多額のコストがのしかかることになるが、エコ電力の比率を高めるためには、

コストの問題は避けて通れない道である。 

 

 問題は太陽光発電である。太陽光発電への優遇は驚くばかりであり、陸上風

力発電の 6.6 倍の買取り価格である。21 世紀になって、太陽光発電装置が至る

所に設置され、モジュール（太陽光パネル）が平原を埋め尽くすメガソーラー

パーク（大規模太陽光発電施設）が出現した。2011 年にドイツの電力消費者は

エコ電力の助成のために 1 兆 3500 億円のコストを払った。その 50％が太陽光

発電の助成に使用されたが、発電量は全体の 3％に過ぎなかった。「太陽光発電

は効率が悪い」という批判に対して、環境省も助成にブレーキを懸けだした。
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そもそもドイツは曇天が多く、太陽光での CO2削減は効率が悪く、コストが高

くつく。しかしながら、助成金の削減の中、太陽光発電ブームは衰えておらず、

2010年の設置台数は過去最高記録であった。こうした空前のブームになったに

もかかわらず、太陽光発電モジュールを作る企業は厳しい状態であった。世界

的な供給過剰と中国の割安モジュールの大量流入により、2011 年には 2社が倒

産、他もアジアに生産拠点を移して生き残りを図った。2005年からの太陽光発

電バブルは数年で終了し、多くが赤字転落か倒産に追い込まれた。その理由は 

① 製造コストが中国製の倍で高い 

② 各種社会保険料などを含む人件費が高い 

③ したがって、アジア企業に比べて価格競争が劣り、マーケットシェアを減少

させ、6割を中国製に奪われた 

 結局、助成金は間接的に中国メーカーを支援することとなり、自国の太陽光

発電関連企業を衰退させ、労働者が解雇される羽目になってしまった。メルケ

ル政権の環境大臣レットゲンは「ドイツでの太陽光発電のこれまでの多額の助

成は、非効率であった」と認め、一種の敗北宣言を行った。これを受け、一部

のメディア、学者、産業界からは批判の声が上がったが、市民からは不満の声

は上がらなかった。大半のドイツ市民は「原発をやめて、CO２排出量を減らす

ためには、電気代が上昇するのはやむを得ない」と考え、値上げを受け入てい

る。今後は助成の重点は太陽光発電から風力発電に移っていくことになる。 

 こうした状況の中、太陽光発電の助成金は「甘い罠」と呼ばれ厳しく批判さ

れた。その経済性の見直しを図り、2012 年 4月には、太陽光による電力の買取

り価格を 20％下げ、2016年の 4年間で半分に減らす予定である。政府の助成金

で急拡大した業界は、資金の源を絞られ、今後一層、ドイツの太陽光発電メー

カーは厳しい状況に追い込まれていく。 

 

 ドイツ政府による再生可能エネルギーの助成が他の制度に悪影響を与えてい

ると指摘されている。CO2 の排出権取引制度（EU-ETC 域内の発電所約 1 万

ヶ所の CO2 の排出施設をカバーする世界最大の排出権取引システム）により、

CO2の排出を有料にし、各企業が出す CO2の量を削減することを目的とし、将

来、企業が CO2 を排出するには、金を出して権利を購入しなければならない。

2013 年からドイツの電力、ガス会社（CO2 の 40％排出）は、排出権の全額を

購入することを義務付けられ、排出権購入コストが増大し、電力料金に転嫁さ

れる。他の業界も無償で供与されていた排出権が減らされ、2027年にはゼロと

され、自ら CO2 を減らさなければならない。しかし、「再生可能エネルギーの

助成と、排出権取引を同時に行うのは無意味だ」との説があり、助成が排出権

取引の効果を減殺すると指摘されている。世界規模で考えると CO2の排出場所

が変わるだけで総量は削減されないとの主張があり、制度の早急な見直しが必

要となっている。地球規模で CO2を減らす試みは難しい問題となっている。 

 

 ドイツで再生可能エネルギーが発電量の 20％に達したのは、莫大な助成金が
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注ぎ込まれたからである。長期的には、助成がなくても自由市場経済の中で、

生き残っていけるだけの競争力が必要であるが、時間がかかりそうである。市

場で取引されるエコ電力の取引量を増やすため、2011年に「市場ボーナス制度」

が新設された。エコ電力を取引市場で売る事業者は、市場価格と EEGによる固

定価格の差を「市場ボーナス」として、電力需要者から補填してもらえる損を

しないで済む、発電事業者に有利な制度である。他にも、発電事業者はマーケ

ットでの販売に伴うコストをカバーするために「管理ボーナス」を受け取れる。 

国が法律を整える点で、EEGによる助成金制度と似ているが、需要家の負担（毎

年約 200億円）は増える一方である。再生可能エネルギーが国から 1本立ちし、

他の電源と肩を並べて、市場で流通するには時間がかかり、当分助成金依存が

続くようである。 

 

 助成金依存の再生可能エネルギー拡大の鍵は、送電網の拡充であり、その新

設を最優先の課題と見なしている。たとえば、福島事故の前までは、60％が原

子力で電力が賄われていた南部の物づくり中心のバイエルン州は、他の電源に

早急に代替しなくてはならない。原子炉が完全に止められる 2022年には電力需

要の 10～25％を他州から「輸入」しなくてはならず、原発中止で不足する電力

を補うのは、洋上風力発電装置が中心となるが、北部の北海とバルト海から南

部へ高圧送電線「電力アウトバーン」の拡充が必要となる。これまでのドイツ

の電力会社は、原発や火力発電所から同じ地域の企業や市民に電力供給をして

おり、遠距離の送電線の必要がなかった。今後は電力の集中型から分散型とな

り、遠距離からの電力輸送のために、送電網の早急な整備が必要となる。電力

供給形態と送電網の根本的な変化は、エネルギー革命の重要なポイントである。 

 送電線新設には莫大な費用がかかるが、これらのコストは電力料金の託送料

金に加算される。エコ電力普及のための送電線建設費用も、結局は消費者の負

担となる。 

 送電線に関するもう 1 つの問題は、送電網の拡充が遅々として進まないこと

である。エコ電力が多く作られても、送電線が不足のために、無駄になった電

力量が 2011年には前年比 70％も増加した。まさに、宝の持ち腐れである。 

 送電線建設が遅れている理由は 

① 送電線が通過する地域の住民の反対が強まったことによる。エネルギー革命

は、原発を廃止し CO2 を減らすことによって、環境保護の理想を実現する

ことを目指している。その目標達成の電力アウトバーン建設は非常に重要で

ある。しかし、高圧線の建設が一部住民の環境問題（景観問題、地価下落、

電磁波、森林や生態系の破壊）に抵触し、計画にブレーキがかかっている。 

② これまでの複雑な許認可プロセスによる。そこで、2011 年 7 月「送電網建

設の加速のための措置に関する法令」を施行し、許認可のスピードアップを

図った。BNA（連邦ネットワーク庁）は送電線建設プロジェクトを迅速に公

表し、高圧送電線の建設が再生可能エネルギーの拡大に不可欠であることを

アピールし始め、広報活動を活発化させている。住民の意見を計画に反映さ
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せるとともに、市民の理解を得ようと努力している。 

③ 送電網建設には巨額の投資が必要。１企業では無理であるが、国家的プロジ

ェクトとして行われている印象も薄い。ドイツ政府に何兆円もの資金を投じ

て建設するだけの余裕はなく資金難である。 

 

 再生可能エネルギーを拡大させるためのその他の諸問題 

① バックアップ電源の確保問題。風力や太陽光による自然エネルギーが中心と

なると、「風まかせ、太陽まかせ」となり、電源の供給が不安定となる。需

要と供給にギャップが生じ、しかも予測不可能となる。このギャップをどの

ように埋めるかが重要な課題となる。原子炉 7基一斉停止で、予備の電力供

給能力も失った。電力価格も需要によって決められていたが、事故以降は「ど

のくらい電力が供給できるか」で決められるようになった。再生可能エネル

ギーが８割を占める未来のドイツではさらにその傾向が強まる。エネルギー

革命が国の電力市場を根本から変えることになった。いずれにしても、自然

エネルギーが不充分な時のバックアップ電源が重要となる。従来はペースロ

ード（供給しなければならない最低限の電力量、最低要求発電量）の 50％は

原子力でカバーし安定供給を図っていたが、今後は、天然ガス、石炭、褐炭

による火力発電が担う。ペースロードをカバーする主役は、再生可能エネル

ギーではなく化石燃料になる。なんとも皮肉なことである。 

② 風力による「ネガティブ価格」問題。電力取引市場で売り手が金を払わなけ

れば電力を買ってもらえない「ネガティブ価格（負の価格）」が発生するこ

とがある。不安定な自然エネルギーは供給過多になる場合もあり、お金を払

っても買ってもらったほうが、原発や火力発電をとめて供給を減らすよりも、

スポット市場でネガティブ価格を払う方が、コストが安く済む。ネガティブ

価格のコストも電力料金に上乗せされる。 

③ 停電に対する産業界の懸念問題。電力供給が不安定になった時、一番困るの

は産業界である。停電や電圧の急激な変化は生産活動に悪影響がでる。停電

で生産施設に損害が生じた場合、送電事業者に賠償義務はなく保険料も高額

であり、メーカーは強い懸念を抱いている。ドイツは世界でも、日本に次い

で電力供給の安定性が高い国の一つである。7 基の原子炉が停止以降、停電

や電圧低下によって、生産活動が中断されるケースが増えているという報告

があり、政府が調査している。 

④ 強制停電による補償問題。いずれにしても、原子炉停止によって、電力系統

の不安程度が増したことは事実である。BNA は脱原子力政策の加速に伴い

権限を大幅に拡大し、系統に不測の事態が予想される時には、発電所を止め

たり、再稼動させたりできるようになった。再生可能エネルギーの拡大や原

子炉停止によって、送電網は不安定になり、潜在的トラブルの可能性が増え

た。ドイツ全土の送電網を監視する交通管制官としての BNA の介入頻度が

増え、前年の 3倍となった。あわせて、産業界の不安を少しでも和らげる措

置として、強制停電によって経済的損害を受けたメーカーに補償を行うため
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のルール作りを進めている。送電事業者と大口需要家が補償額について個別

に交渉しなくて済むようにするためである。 

 

 2011年 3月 15日の原子炉 7基の停止は、大規模停電の危険、冬の電力不足、

製造業への影響、南部諸州の送電網のバランスの不安定などの問題を抱え、電

力の供給が恒常性を欠き不安定になってしまった。そこで、2011年 8月に、電

力不足に備えた「予備発電所（コールド・リザーブ）」を確保した。すでに停止

している 38ヶ所の火力発電所を再稼動させる計画であるが、送電網のキャパシ

ティーは限界であり、経済的にもわりが合わない。やはり、新しい送電線や火

力発電所の建設が急務であるが、ドイツでは火力発電に投資する魅力が減って

いる。地球温暖化の原因となる CO2 の排出量が多く、市民の反対運動もあり、

逆に次々に停止されている。火力発電所建設をめぐる住民の反対運動は、電力

会社や投資家にとって無視できない問題である。地球温暖化と CO2削減につい

て、市民の関心が高まるにつれて、「石炭火力発電所は地球環境に有害だ」とい

う環境団体の主張に同調する人が増えている。4人に 3人がエネルギー業界で働

いている街で、市当局が行った火力発電建設の是非をめぐる住民投票でも有権

者の 70％が反対しプロジェクトを頓挫させた（エンスドルフ石炭火力発電所）。

さらには、EU も後押ししている、CO2 を分離する新技術の CCS（炭素分離貯

留）発電所も、CO2 が漏れ出し地下水を汚染するとして、法案を連邦参議院で

拒否、暗礁に乗り上げてしまった。この国では、発電所建設のプロジェクトを

進める企業にとって、市民感情に十分配慮することが重要であり、住民を計画

段階から参加させて、情報公開を積極的に行うことが不可欠である。いずれに

しても、原発 7基停止後のドイツの電力供給は薄氷の上を歩いており、「交通管

制官」として責任を担う BNAには当分綱渡りの日々が続くようである。 

 電力供給不足に対し、国の主導で、特別な「キャパシティー市場」を創設す

る必要がありとの提案がある。交通管制官が「発電能力が不足しそうだ」と判

断した場合には、競売を行ってキャパシティーを確保する。投資家の市場への

参入促進のための何らかのインセンティブを用意するとしているが、政府は、

市場を懐疑的に見ており、補助金をだすことに消極的である。 

 

 再生可能エネルギー大国を目指して 

① 脱原子力でも CO2の排出量が減少 

  脱原子力による電力を火力で補うと、少なくとも短期的には CO2の排出量が

増える可能性がある。しかし、ドイツは CO2の排出量を着実に減らしてきて

おり、温室効果ガス消滅に関する京都議定書が定めた、2012 年の目標値をす

でに達成している。7基の原子炉を止め、褐炭や石炭火力の比率が微増したに

もかかわらず、エネルギー部門と産業関連の CO2の排出量は前年より減少し

ている。2011 年の経済成長率は 3％増に対し、CO2 排出量は 1％減少。平均

気温が高かった、再生可能エネルギーが増加した、石炭火力発電所の新設・

更新が反対運動で遅れているなどがその理由であるが、気温の影響を差し引
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けば、実質排出量は 1.2％増となる。この程度で済んだのは再生可能エネルギ

ーの急激な拡大によって代替されたからである。いずれにしても、ドイツは

経済成長のために大量なエネルギー消費が必要な社会から脱却しつつある。

今や、エネルギー消費量と GDPの間の相関関係が見られなくなっている。こ

の 11年間で、GDPは約 36％増えたが、１次エネルギーの消費量は約 10％減

った。ドイツ経済がエネルギー革命によって目指しているのは、経済活動が

拡大しても、エネルギーを大量に消費しない社会である。 

 

 ②スマート・グリッドへの期待 

  ・再生可能エネルギーの普及に伴う供給の変動を緩和するために、スマート・

グリッドに大きな期待をかけている。IT による情報通信網によって送電事業

者、発電会社、需要家を結びつけることによって、送電網（グリッド）が需

要の変化に賢く（スマート）反応できるようにする。ドイツの政治家のスマ

ート・グリッドへの関心は日本よりはるかに強く、実現のための最初の一歩

をすでに踏み出している。 

・エネルギー革命で重要なことは、ロード・マネジメント（負荷のマネジメ

ント）のための体制を構築することである。市場原理を利用して、需要家が

電力消費を柔軟に変化させる機械による自動化システムをつくる。需要家の

スマート・メーターの設置が前提で、試験的に取り付け実験をおこなってい

る。2010年 1月から、新築、リフォームされる建物については、送電する事

業者がスマート・メーターを設置することを義務付けている。長期的には全

ての家庭、企業に取り付ける方針である。 

・スマート・メーターやスマート・グリッドは電力市場の分散化、非集中化

を加速する。自然エネルギーにつきものの、供給の不安定性が電力市場に与

えるショックを和らげようと考えているが、スマート・グリッドを構築する

には、電力の蓄積技術を飛躍的に発達させなくてはならない。蓄電技術はま

だ初期の段階であり、消費者がスマート・メーターを使い、価格に応じての

電力売買する時代は大分先になりそうである。 

・  

③省エネを重視 

 「エネルギー革命のマスタープラン」の中で、効率化によるエネルギー節約

を重視しており、焦点は建物の暖房である。暖房は最終エネルギー消費の 40％、

CO2 の排出量の 1/3 に相当する。ドイツにはアルト・バウ（古建築）が数多く

残っており、密閉度が低く、この上なく寒い。「暖房の効率化についての法令」

を古建築の 75％が満たしていない。2050年までに、ドイツの全ての建物につい

て「気候への負荷をゼロ」にすることを目指している。暖房によるエネルギー

消費を 80％減らし、暖房を再生可能エネルギーだけで賄う、極めて野心的な計

画である。建物の密閉性や暖房を改善する古建築のリフォーム事業が計画され

ているが、巨額のコストを誰が負担するのか、暖房の効率化による省エネは、

エネルギー革命の中で最も重要な柱の一つであるが、リフォーム費用の財源に
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ついては目処がたっておらず、実現が難しい状況である。 

 

④政治的イデオロギー 

 ドイツのエネルギー革命は、先進工業国が原子力と化石燃料への依存から脱

却するという、前例が無い試みである。経済、社会に多額のコストを生じさせ、

確実に国民一人一人への負担が増える。エネルギー革命を実行するには、多額

な投資が必要であり、2020年までに電力価額は約 20％上昇する。何故多額なコ

ストをかけてまで、再生可能エネルギーを拡大するのであろうか。それは、原

子力と化石燃料からの脱却を目指すエネルギー革命が、エコロジーという政治

的イデオロギーに基づくものであり、経済的理由によるものではないからであ

る。「エネルギーコストをわざと高くすることによって、エネルギー消費を減ら

すことも狙っている」（緑の党、ラインハルト・カイザー）。環境保護主義者た

ちにとって、エネルギー革命に多額のコストがかかることは、初めから織り込

み済みであり、意図的にエネルギー消費のコストを引揚げることによって、市

民の資源の消費に関する考え方を変えさせ、エネルギー消費を減らすためのテ

クノロジーの開発を促進し、心から CO2の排出量を減らそうと願っている。 

 

⑤メンタリティーの転換 

 ドイツは産業界を除けば、多額のコストをかけて原子力と化石燃料の比率を

大幅に減らすことについて、ほぼ国民的な合意が出来上がっている。だが、エ

ネルギー革命の先行きについて悲観的な見方も出始めている。エネルギー政策

についての権限が環境省と経済省にまたがっているため、個々の部署が他の関

連機関と十分な根回しをせずに仕事を進めてしまい調整を難しくしている。統

括的に担当するエネルギー省を作るべきとの意見がある。 

 エネルギー革命を実現するために必要なプロジェクトが、住民の反対運動の

ために大幅に遅れているのも大きな問題である。「ドイツ人の特徴は、何事につ

いても不安を抱きやすく、新しい技術に対して不信感をもち、責任を取らずに

ただ批判する傾向が強いことだ」（東洋の島国の国民も批判だけは一流である）「多く

の市民は脱原子力、再生可能エネルギー拡大という総論には賛成しても、自分

の家の裏に送電線の鉄塔や風力発電装置が建設されるとなると、反対する。エ

ネルギー革命が個人の生活に悪影響を及ぼすのは、いやなのだ。人々のメンタ

リティーが変わらなければ、エネルギー革命は成功しないだろう」ご意見もっ

ともである。アウグスブルク大学ハンス・ウルリヒ・ブール教授の警告「エネ

ルギー革命を成功させるためには、全ての国民、企業、官庁がこれまでの習慣

を捨てなくてはならない。国民一人一人が、考え方を大きく変えなくてはなら

ない。さらに、重要なのは、今すぐに行動を始めることだ。“これまでと同じ生

活を続けよう”と考えていたら、エネルギー革命は失敗に終わる」 
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第４章 ヨーロッパ電力市場の行方 

 

日本とドイツの電力市場の最も大きな違いの 1つは、島国である日本が外国か

ら電力を輸入できないのに対し、ヨーロッパの中心に位置するドイツでは、周

りの国々との電力の輸出入が日常茶飯事であり、すでに 20年以上続いている。 

福島事故がおこるまではドイツは電力の「純輸出国」だった。しかし、原子炉

を止めてからは、フランスとチェコからの電力輸入量が急増し、一時的に「純

輸入国」になった。これは、反原発派の市民にとっては「都合の悪い事実」だ

った。というのは両国の電力が原発によって作られているからであり、脱原発

の精神は骨抜きにされてしまう。メルケル首相は、単なる需給と供給とによる

電力市場のメカニズムが引き起こしたもので、政府が意図したものではなく 

「新しいエネルギー政策の目標は、フランスとチェコからの電力輸入量を増や

すことではない」と断言しており、脱原発で不足する電力を、外国の原発によ

る電力で補うつもりはないことを表明している。実際一時的現象であり、現在

は完全に自給できており、輸出国にもどっている。ヨーロッパでは国境を越え

た電力取引が日常化している。このため、需給と供給に基づき、余剰電力が売

買されるのは当然であり、原子力で作られた電力が混ざるのもやむを得ない。

したがって、「ドイツは自国の原子炉を全て止めたけれども、フランスやチェ

コなどの原発からの電力がドイツ国内で消費されている可能性は残る」。 

 

 今後、ヨーロッパの国際的な電力取引は、一層活発になる。ドイツ政府のエ

ネルギー政策はすでに織り込み済みである。2010 年発表の長期エネルギー計

画（エネルギー・コンセプト）の中で「ドイツは再生可能エネルギーによる電

力の相当部分を、輸入によってまかなわなくてはならない」と述べている。つ

まり、2050年に発電量の 80％を再生可能エネルギーで賄うとはいえ、その全

てを国内の発電施設で賄うわけではない。ドイツ政府は、EU 電力市場の屋台

骨となる統合送電網の建設と拡充に積極的に協力し、国境の結節点を増やす方

針を明らかにしている。EU は「2014 年までに単一電力市場を実現する」と

いう野心的目標を掲げ、ヨーロッパを、電力が自由に行き来する一枚の銅版の

ような地域にしようとしている。ドイツは ECの電力市場統合プロジェクトの

中でも、重要な役割を演じることになる。 

 

 ドイツでは、太陽光が豊富に降り注ぐサハラ砂漠から、再生可能エネルギー

による電力を輸入するという野心的なプロジェクトも進んでいる。欧州の電力

需要の 15％をサハラの太陽光で賄うという壮大なプロジェクトであり、2009

年にドイツでスタートした。北アフリカから地中海を越えて欧州にクリーン電

力を送り込むという、世界最大の再生可能エネルギー計画である。将来はフラ

ンス、イタリアなどと国際的なプロジェクトに成長させる方針で着々と進行し

ている。その他、太陽光を効率的に使えるギリシャとのエネルギー協力で太陽

光発電による電力の輸入を計画している。ドイツ経済にとって、万一の時には
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外国から電力を輸入できるのは、大きな強みである。2011 年 3 月に原子炉を

止めた時も、日本のように国民に節電を呼びかけたり、計画停電を実施したり

右往左往することもなく、国民も企業も、普通どおりに暮らしていた。その背

景に外国からの輸入オプションがあった。日本のように、地域によって周波数

が異なることなく 50ヘルツで統一されているため、外国の電力を融通できる。 

 日本のように、50ヘルツと 60ヘルツを併用している国は少なく、先進工業

国では日本だけである。これを放置してきたことをとっても、東日本大震災の

ようなエネルギー非常事態に対する備えを怠ってきたといえる。 

 ヨーロッパでもエネルギー供給は、国家の安全保障に関わる問題なので、各

国は独自の路線を進もうとする。国によって自由化の度合いにも差があり、

夫々の国でエネルギー政策が異なる中、ECの電力市場を「一つの銅版」のよ

うに融合させるのは容易なことではない。しかし、各国の多様性を尊重しなが

らも、全体としては統合の方向に進むのが、今日の EUの特徴である。様々な

紆余曲折はあるが、電力に関する国境の垣根を着実に取り除いていくであろう。 

 ドイツが EUの一員として、周辺国と政治的に安定した関係を持っているの

に対し、極東の政治状況は、安定していない。極東の島国は、自ら周辺諸国と

の緊張感を作り出しながら、刀の納めどころに困惑している。安全保障に直結

するエネルギーは、政治的状況が良好な関係にない国からのエネルギー依存は

考えられない。当分は周辺国とは、島国で送電線の問題もあり、電力融通は考

えられない。 

 日本は、多大なコストがかかっても、まず東日本と西日本の間で電力を融通

できるような仕組みを作るべきである。 

                               おわり 



                          〈参考資料〉 

ドイツにおける脱原発への道（本書より抜粋） 

 

１９５５年   西ドイツ政府、連邦原子力省発足 

１９５７年   「競争制限禁止法」施行 

１９５９年   ミュンヘン郊外で原発研究炉が運転開始 

        「競争制限禁止法」施行 電力業界をカルテル禁止の対象から除外 

        電力の「護送船団方式」 

１９６１年   ドイツ発の商業用原子力発電所の送電開始。以後原発次々に建設 

１９７３年   石油危機・・・原子力エネルギーに追い風 同時に反対運動起こる 

        ブライザッハで原発建設反対集会、デモ。反原発運動へ 

１９７５年   ブライザッハでの原発建設をあきらめる 

        ヴェールで原発建設工事開始。農民達の座り込みによる反対運動。 

        その後数年にわたるデモと法廷闘争が行われ、電力会社は操業許可を 

        得られず、原発建設計画を放棄。その後各地に反対運動が飛び火した。 

１９７７年   イザー１号機運転開始（２０１１年３月１１日停止） 

１９７９年   スリーマイル アイランド原発事故 ドイツでの反対運動激化 

１９８０年１月 環境政党「緑の党」結成 

１９８３年   連邦選挙で「緑の党」5.6％の得票率を獲得し、初の連邦議会入り 

１９８５年   「緑の党」ヘッセ州で SPD（社会民主党）と連立政権樹立 

１９８６年４月 チェルノブイリ原発事故 ドイツ南部も放射能汚染にみまわれる 

        ドイツ全国民の反原発意識の高揚 

 

１９９６年 12月 EUが電力単一市場に関する共通規則を発布 

        ドイツにおいても電力市場自由化指令が国内法として制定 

１９９８年   ・ドイツの電力の地域独占の廃止。全面自由化で価格競争激化 

        ・シュレーダーの SPDと「緑の党」（得票率 6.7％）による左派連立政権 

         樹立。結党から 18年で「緑の党」が初めて連邦政府に加わった。 

２０００年   ・シュレーダー政権、大手電力会社と歴史的な「脱原子力合意」を達成 

・再生可能エネルギーに優先権を与えるための法律施行 

・ライプチヒにドイツ初の電力取引市場開設。これにより送電線の他社 

使用、一般家庭の電力会社自由変更が可能となった 

２００２年   「原子炉の稼動年数を最長３２年に限る」という脱原子力政策を法制化 

２００９年   連邦議会選挙で CDU（キリスト教民主同盟）CDU（キリスト教社会同盟） 

        FDP（自由民主党）が過半数を獲得、メルケルの保守中道連立政権樹立 

２０１０年   ・新築・リフォームされる建物にスマートメーターの設置を義務付ける 

・メルケル政権「長期エネルギー計画」発表。「2050年までに CO2など     

 の温室効果ガスの排出量を 1990年比で 80％減らす」目標を設定 

・ 同時に、シュレーダー政権の脱原子力合意に大幅な修正を加え、17

基の原子炉の稼動年数を平均 12年間延長。12月に施行。 



２０１１年３月１１日 東日本大震災 福島原発事故 

２０１１年３月１５日 メルケル首相、７基の原子炉即時停止を発表 

２０１１年３月１７日 原子炉スイッチ切る 

２０１１年３月２７日 バーデン・ヴェルデンベルグ州議会選挙で「緑の党」圧勝（58年 

           間の CDU単独支配の保守王国で「緑の党」の首相誕生） 

２０１１年４月    ドイツ公共放送 ARD世論調査で 86パーセントが 2020年頃まで 

           の原発廃止を支持      

２０１１年６月３０日 「原子力法改正案」を可決。２０２２年１２月３１日までに 

           原発完全廃止を決定。２０５０年までに発電量の 80%を再生可能 

           エネルギーとする。 
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