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＜要旨＞ 

 

 2011年3月の福島第一原子力発電所事故を受けて、日本の電力政策を取り巻く環境は劇的に変わ

った。原発の安全神話が崩壊し、計画停電も経験した。2011 年秋から政府は「エネルギー基本計画」の

見直しを進めており、脱原発は可能か、再生可能エネルギーの大量導入は現実的か、電力システムは

どうあるべきか、活発な議論が続けられている。3.11 後の新たな電力政策について、日本はドイツから学

ぶべき点が多いというのが、本稿の基本的視座である。 

 3.11 後にドイツはいち早く脱原発を表明したが、実は 2022 年までに全ての原発を廃炉にするという

決定を行ったのは、2000 年が最初であった。同じ年にドイツはフィードインタリフを開始し、その結果再

エネの導入は 6.4％から 20%（発電量ベース）へと飛躍的に進んだ。そしてこの 10 年余りは、電力自由化

を推進した時期とも合致している。独占を撤廃し、民間企業の発送電分離を進めた結果、市場は内外に

開放され、それが分散型電源である再エネの普及にも寄与している。 

 このように、3.11 後の日本が真剣に悩んでいる 3 つの政策転換の全てを、ドイツは 10 年余り前に決

断し、これまでに大きな成果を上げてきた。そして経済規模、技術水準、エネルギー安全保障の状況、

電力産業の構造などの観点から、ドイツの10年前の状況は日本の現状と極めて近い。ドイツが成し遂げ

てきたことの多くは、日本にも応用可能であると考えられる。 

 本稿の結論としての政策提言は、次の通りである。第 1 に、日本も脱原発を選択することは可能であ

るし、地域的安全性だけでなく経済性やエネルギー安全保障の観点からも、そうすることが望ましい。第

2 に、その不可欠な手段が再エネの大量導入であるが、フィードインタリフによる優遇や立地規制の緩和

などの手段により、十分に現実的である。第 3 に、再エネの大量導入のためにも、発送電分離の断行や

地域独占の撤廃、卸電力取引市場の活性化といった、本格的な電力自由化が不可欠である。 

 これらの政策が目指すものは、「自律分散型電力システム」への構造改革である。電力の供給を限ら

れた数の電力会社に一任するのではなく、多数の供給者や無数の需要家が様々な形で関与する、市

場ベースのシステムへの移行が求められている。とは言え、このような電力政策の抜本改革には強い抵

抗が予想され、実現は容易でない。国民が主体となるシステムへの改革だからこそ、国民の強い意思に

基づいた政策実現が問われている。 
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1． はじめに 

 

 2011 年 3 月の福島第一原子力発電所の事故の結果、「電力システム危機」が日本を襲っている。原

発の安全神話が否定されると共に、東京電力管内では大規模な計画停電が発生した。原発事故につ

いては、2011 年 12 月に政府が「収束宣言」を出したものの、本格的な除染や廃炉はこれからであり、放

射能の問題は福島県民や日本国民を中長期的に苦しめることになろう。電力の供給力不足の問題は、

原発の再稼動の問題とも関連して全国へ飛び火した。2011 年の夏は需要家の節電努力により何とか凌

いだものの、今夏は更なる困難が指摘されている。 

 3.11 後、日本政府は、「現行のエネルギー基本計画を白紙から見直」し、「原発への依存度低減の

シナリオを描く」との方針を発表した1。その議論はようやく 2011 年秋から始まったが、原発を巡るいわゆ

る「二項対立」は解消されず、先行きは不透明である。国民の過半数は心情的に脱原発を望んでいるよ

うだが（図表１）、経済界などからは原発推進の声も聞かれる2。中長期的な電力政策をどのように構想し、

電力システムをどのように再構築すべきか。これは、政府や電力会社（一般電気事業者）だけでなく、電

力の需要家である国民全員に突き付けられた、最重要かつ緊急性の高い課題である。 

 

図表１ 「原子力発電所をどうすべきか？」についての世論調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：NHK 放送文化研究所のウェブサイトを基に筆者作成。 

 

 我々が新たな電力政策をゼロベースで描く際には、ドイツを大いに参考にすべきである。これが本レ

ポートの出発点となる基本的視座である。脱原発を進めても停電に陥らないのか、再生可能エネルギー

（再エネ）を大量導入しても電気料金は高騰しないのか、これらを行う上でどのような電力制度が必要な

のか。日本が可及的速やかに答えを用意すべきこれら 3 つの問いに対して、ドイツは大きな教訓を与え

てくれる。脱原発、再エネ導入、電力自由化という、ドイツが過去 10 年余りかけて精力的に進めてきた政

策を精査することにより、未来への道標を見つけられるのではないか。 

                                                   
1 エネルギー・環境会議（2011）。 
2 例えば、日本経済団体連合会（2011）。 
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 このような問いに答えるために、筆者は 2011 年 6 月にドイツを訪問した。連邦政府の経済省と環境

省、4 大電力会社の一角を占める RWE と Vattenfall Europe、業界団体である 8KU、研究機関である

DIW と PIK などに伺い、担当者と意見交換させて頂いた。これらの担当者、そして紹介の労を取って下

さった、Friedrich Ebert 財団の Wehler-Schoeck 氏及び弊社の Shultz 上席主任研究員には、心より感謝

申し上げたい。 

 以下、第 2 章では日本の電力システム危機を分析し、これまで安全で安定性が高いと信じられてき

たシステムに、大きな脆弱性が内包されていたことを指摘する。その上で第 3 章ではドイツの脱原発政

策について、第 4 章では再エネの大量導入について、そして第 5 章では、これらの前提となる電力自由

化について、過去10年余りの取り組みを振り返る。これらドイツの教訓を踏まえ第6章では、日本政府へ

の政策提言を示す。 
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2． 3.11 と日本の電力システム危機  

 

2.1 原発の安全神話の崩壊 

 筆者は原発の技術や安全性の専門家ではない。しかし、3．11 後の原発事故の結果、安全神話が

崩壊したことについては、技術的な説明を要さないだろう。原発は固い岩盤の上に建設され、放射性物

質を閉じ込める5重の壁があり、非常用電源も備えているため、地震大国の日本でも安全対策は万全で、

チェルノブイリやスリーマイル島のようなレベルの事故は起きないと説かれてきた。原発に限らず、絶対

に安全なものなど存在しないにもかかわらず。 

 2011年 11 月に開催された行政刷新会議のエネルギー政策仕分けにおいて、評価者として筆者は、 

事故後を想定した対策や研究開発がどうしてあれ程まで不十分だったのかと質問した。これに対して経

済産業省の担当者からは、「事故が起きたときの研究開発は、そんな事故が起きるのか、そんなに危な

いのかという批判を恐れてできなかった」との、率直な回答を得た3。これが、「原子力ムラ」が作り出した

安全神話である。 

 また、地震や津波の規模が「想定外」だったとの言葉が有名になった。それによって事故の免責を求

めたわけだが、電力会社や規制当局の想定が適切でなかったことを認めたに過ぎない。女川原発は十

分な高所に建設されていたから冷却用電源は失われなかった、安全だったとの指摘もある。福島第一

原発の想定のみが例外的に問題だったとの理屈だろうが、実は女川原発でも地震計の最大加速度や

津波の高さの想定を上回り、多くの電源が失われたのであり、同様の事故にならなかったのは必然では

なかった。 

 更に言えば、実はこの程度の津波は「想定内」であったことも明らかになっている。2009 年の経産省

の総合資源エネルギー調査会4において、産業技術総合研究所の岡村行信氏が 869 年の貞観の地震

を指摘し、東京電力に対応を求めている。その指摘は報告書には十分に盛り込まれず、対応もなされな

かった結果、2 年後にこのような事故が生じてしまった。これを想定外と片付けるのは無理があろう。 

 

2.2 原発の発電コストの見直し 

 安全性は非常に重要な基準ではあるが、経済性も重要である。原発がこれまで推進されてきた理由

の1つは、発電コストが低いということであった。図表2は、このような議論をする際に必ず引用されるグラ

フであるが、確かにこの通りだとすれば、原発の経済性は極めて高い。その上ウランを再利用できれば

「準国産」であり、「ゼロ・エミッション電源」でもあるから、日本にとって理想的と言えよう。だから 21 世紀

に入って｢原発ルネッサンス｣という状況が現出していたのである。 

 

 

                                                   
3 行政刷新会議「提言型政策仕分け WG-A 議事概要」。 
4 原子力安全・保安部会、耐震・構造設計小委員会、地震・津波、地質・地盤合同ＷＧ、第 32 回（6 月 24 日）や 33 回（７

月 13 日）など。 



 - 4 -   

図表 2：電源別の発電単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：太陽光、風力、地熱は総合資源エネルギー調査会（2009）、その他は電気事業連合会（2004）。 

 

 しかし 3.11 以降、このコスト計算に異議を唱える声が強くなってきた。その代表格は、大島（2010）で

ある。上記の電事連の発電コストは、一定の仮定を置いた場合のモデル計算である。例えば原発につ

いては、運転年数 40 年・設備利用率 80%という、実績とはかけ離れた仮定が置かれている。これに対し

て大島は、電力会社の有価証券報告書を基に実績値を計算した結果、原発は 10.7 円/kWh、火力は全

体で 9.8 円/kWh、そして水力は 4.0 円/kWh であり、原発は決して安くないことを指摘した。 

 それが事実だとすれば、コストが高い発電方式を電力会社はどうして推進してきたのだろうか？大島

によれば、追加コストを実質的に電力会社が負担しなくて良い仕組みになっていたからである。例えば、

原発の運転に不可欠な揚水発電や送電網の建設費用は、総括原価方式の料金制度に基づき電力会

社は需要家から確実に回収できる。また、原発の研究開発や地元対策として多額の税金が使われてお

り5、これも実質的には需要家の負担を意味する。そして放射性廃棄物の処理などバックエンド費用につ

いては、最終的に誰が負担するのか明確になっていない。従って、所管省庁や族議員への対策さえ抜

かりなく行っていれば、原発は極めて低コストの電源であり、その推進は経営上合理的なのである。 

 そこに今回の事故が起きた。最終的な賠償金額の算定は難しいが、東京電力に関する経営・財務

調査委員会の報告によれば、2013 年 3 月までで 4.5 兆円、3 年目以降も年間 9000 億円程度が見込ま

れている。また事故を起こした福島第一原発の 4 基の廃炉費用として、1 兆 1510 億円などとされている。

これらは最低限の額であり、莫大な除染費用やメルトダウンした原子炉の廃炉技術の開発なども考慮す

れば、10 兆円以上に膨らむことは間違いないと言われている。これらは、既存の賠償保険では賄えない

想定外の原発関連のコストであり、これらを加算すれば発電コストは更に上がる。この点については第 6

章で再度触れる。 

 実際にアメリカでは 3.11 の以前から、原発は経済性の観点から割に合わないと考えられてきた。アメ

リカ政府による新設シミュレーションでも、原発は必ずしも経済的な電源ではないとの結果が出ている6。

                                                   
5 平成 22 年度の原子力関連予算は、一般会計から 1161 億円、電源開発特別会計から 3162 億円であった。 
6 エネルギー省エネルギー情報局の新設シミュレーションによれば、原発の発電コストは 11.4 セント/kWh で、火力や水

力よりも高い。 
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だからこそスリーマイル島事故以降、脱原発の運動が盛り上がらないのに、アメリカでは原発の新設は 1

基もない。オバマ政権では原発の再評価の機運もあったが、3.11 後にテキサス州の原発計画が中止に

なった。2012 年 2 月には、ジョージア州の原発計画などに許可が出されたものの、シェールガスのブー

ムに押され、その推進機運は盛り上がっていないという。今後国民が安全・安心の観点から受け入れる

かどうかにかかわらず、原発はもはや安価な電源とは言えなくなったのではないか。 

 

2.3 東京電力史上初の計画停電 

 原発の安全神話の崩壊と並ぶ「電力システム危機」のもう 1 つの柱は、1800 万世帯にも及んだ大規

模な計画停電である。それは、1951 年からの東京電力の歴史上初めてであったことから分かる通り、現

代の日本において電力の安定供給が途絶するという、極めて「想定外」の事態だった。 

 なぜ、計画停電が避けられなかったのか？言うまでもない。未曾有の大地震と 1000 年に 1 度とも言

われる大津波が原因だと思うだろう。一方で、阪神大震災の折にも当初 260 万世帯が停電したが、その

後関西電力は懸命に修復に努め、153 時間で完全に復旧した7。実は今回も同様の経過を辿り、178 時

間で送電網などは全て復旧した8。しかし、「計画的に」電力の供給を止めざるを得なかった本質的原因

は、大きな供給力不足が一度に生じたこと、他地域から十分に融通できなかったこと、の 2 つである。 

 集中型電源への過度な依存。これが、計画停電の第 1 の本質的原因である。被災により福島第一・

第二だけでなく、広野、鹿島といった大規模な火力発電所が運転を停止し、合計で 1800 万 kW 以上の

発電能力が断たれた。地震や津波が直撃したわけでない東京電力管内で、どうして全設備容量の

28.4%もの供給力が失われ（図表 3）、その状態が 1 ヶ月以上も続いたのかと言えば、これら集中型電源

が福島県から茨城県にかけての太平洋岸に整然と並んで立地していたからである。津波の規模が「想

定外」だったとしても、立地が集中するリスクの高さは「想定内」だったはずだ。 

 

図表 3 東京電力の設備容量と東日本大震災による停止 

 

 

 

 

 

 

 
出典 東京電力ウェブサイトを基に筆者作成。 

 

 東京電力に限らず電力会社が原発に象徴される集中型電源を好むのは、規模の経済性のためで

あった。それ以外にも、発電所の数が少ない方がシステム全体として制御し易い、立地対策が軽減され

                                                   
7 関西電力ウェブサイト。 
8 東京電力ウェブサイト。 
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るといった理由もある。特に原発については、地元の反対から立地場所が限られるため、どうしても 1 度

許可が出た場所に原子炉を増設せざるを得ない。その結果、過疎地に大規模発電所を並べ、都市部

へ大量送電する、集中型電源方式が常識となっていたのである。 

 集中型電源に対する言葉は分散型電源である。これまで太陽光や風力、地熱といった再生可能エ

ネルギーは、地球環境に優しいという理由から一定の支持を集めてきた。しかし、小規模であるため経

済性に劣り、立地が分散するため制御が難しくなり、何よりも自然現象に左右されて出力が不安定であ

るため、電力会社は普及に前向きでなかった。その結果、東京電力の電源構成（図表 3）では、「新エネ

等」は 0.1%に満たない。3.11 を踏まえれば、分散型電源は立地集中リスクの軽減により安定供給に寄与

すること、更に立地負担の分散にも繋がることを肝に銘ずるべきであろう。 

 3.11 後に東京電力管内では大幅な供給力不足が生じたが、被災した東北電力以外の電力会社に

は十分な供給力があった。日本全体としては不足していなかったにもかかわらず、西日本からは 100 万

kW、北海道電力からは60万 kWしか電力を融通できなかった。その一義的な理由は、周波数変換所や

地域間連系線の容量が小さかったからである。しかし、その背後にある計画停電の第 2の本質的原因が、

地域独占体制である。 

 戦後日本の電力システムでは、狭い国土を 10 の地域に分け、電力会社が独占的に電力を発電し、

送・配電し、小売りしてきた。通信や鉄道で自由化が実行されてきた中で、電力でも発電市場や一部の

小売り市場が開放されたものの、送電網の構造分離は行われず、競争が殆ど生じていない。自由化に

反対する電力会社の説明は、一貫して安定供給の重要性であった。電力は自由競争に馴染まず、停

電なく供給するためには、発送電を一貫して地域ごとに電力会社が責任を持つことが不可欠と主張して

きた。地域間連系線は、使うことを予定していない設備だから投資が進まなかった。 

 しかし今回は、地域間の相互融通を前提としないことが供給力不足を助長した。電力に限らず、需

要と供給を調整する市場は大きければ大きいほど効率的になる。反対に、供給者の数が限定され、市

場が分断されていれば、需給調整は非効率になる。小さな市場で需給を合わせるには、需要の変動に

備えて供給力を過剰に持たざるを得ない。安定供給のために地域独占・発送電一貫という閉鎖的産業

秩序を維持してきたはずが、寧ろそれが市場を通した柔軟な電力需給を阻害したのである。 

 

2.4 デマンド・レスポンスを期待しない硬直的な需給調整 

 供給力が足りなくなったのであれば、需要を減らせば需給はバランスさせられる。これはデマンド・レ

スポンスなどと呼ばれ、需要者がピークシフトに協力するような市場メカニズムを活用した仕組みが、世

界的に検討されてきた。しかし、日本の電力会社はデマンド・レスポンスに極めて冷淡で、そのために必

要なスマートメーター9の設置が進んでいなかった。 

 そこに供給力不足が襲った。スマートメーターがない家庭では、いつどの程度節電したら良いかわ

からず、余裕がある夜間にもエアコンを止めるといった方法を取った人も多かった。他方、大口需要家に

はスマートメーターが設置されており、ピーク時料金の活用は可能だった。しかし電力会社はこれを積極

的に導入するよりも、供給側が一方的に決められる計画停電を、夏には一律・15%の使用制限を優先し

                                                   
9 双方向の通信機能が付いた電力量計を指す。既存の機械式メーターでは、リアルタイムの需要情報を得ることができな

いが、スマートメーターを使えば「見える化」が可能になり、ピークシフトなどに取り組みやすくなる。 
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た。このようなスマートでない方法にもかかわらず、我々需要家はデマンド・レスポンスの大きな成果を残

した。図表 4 の通り、2011 年夏の東京電力管内では、各日のピーク需要が 2010 年と比べて平均で 20%

以上も下がった10。他方、硬直的なやり方であったため、企業によっては数億円といった追加出費を迫ら

れたという11。 

 

図表 4 東京電力管内の夏のピーク需要 
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2010年：平均5140万kW、最大5999万kW
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(万kW)

←　　　　　　　　　7月　　　　　　　　→ ←　　　　　　　　8月　　　　　　　　　　→ ← 　9月　　→

 

出典：東京電力ウェブサイトを基に筆者作成。 

 

 このように、電力の需給調整において需要家が大きな役割を果たす可能性が実証された。しかしこ

れは、緊急事態における例外的な行動であり、平時にはデマンド・レスポンスに期待できないとの声もあ

る。スマートに節電する仕組みを導入しても、本当に期待できないのだろうか？ 

 

2.5 電力政策の抜本的見直し 

 「電力システム危機」を踏まえ、電力政策の抜本的見直しを求める声が強まっている。事故後の対応

がお粗末であった東京電力や神話を作り上げた「原子力ムラ」、これらを監督する立場にあった政府に

対して、避難を余儀なくされた福島県民だけでなく、計画停電を強いられた需要家からも批判が巻き起

こった。 その結果、2011 年 5 月に菅直人総理（当時）は、原発への依存度を 2030 年に 50％以上にす

るという、2010 年 6 月に閣議決定した「エネルギー基本計画」の白紙見直しを発表し（図表 5）、7 月 13

日には「脱原発依存」を宣言した。そして退陣と引き換えに、8 月 26 日に再生可能エネルギー特別措置

法を成立させたのである。 

 しかし、電力政策の見直しは順調に進んでいない。2011 年 10 月に経産省の総合資源エネルギー

調査会に基本問題委員会が設置され、エネルギー基本計画の見直しの議論が始まった。しかし脱原発

と原発推進のいわゆる二項対立が続き、再エネの可能性についても共通認識が形成されないまま、よう

                                                   
10 気象庁ウェブサイトによれば、2011 年夏の東京における各日の最高気温は、平均で 1.8 度 2010 年より低かった。この

点を差し引いても、15% 程度はデマンド・レスポンスの成果と言えるだろう。 
11 経済産業省（2011）。 
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やく 2012 年 6 月にエネルギー・ミックスの「選択肢」がまとめられたところである。今後これを「国民的議

論」に委ね、最終的には政治決断するという。 

 

図表 5 日本の電源構成と現行のエネルギー基本計画 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2030年度
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石油等

石炭

LNG

原子力

再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ（水力含）

（億kWh）

原子力29%

原子力53%

再エネ
6%

再エネ
13%

出典 総合資源エネルギー調査会第 1 回基本問題委員会「参考資料 1-１」を基に筆者作成。 

 

 と同時に、発送電分離や小売り市場の全面自由化なども議題として上がっている。これら電力システ

ム改革については、2000 年代始めのいわゆる第 3 次自由化において活発に議論されたものの、電力会

社の政治力が勝り、「安定供給確保のため」12という理由で抜本的な改革が実現しなかった。かつて頓挫

した構造改革が、電力会社に対する批判が高まる中で蘇ってきた形になっている。 

 このように、原発をどうするか、その代替電源である再エネをどの程度普及させられるか、これらの前

提となる電力システムをどうするかといった、3.11 後の極めて重要な政策課題について、我々は答えを

見つけなければならない。そこで、ドイツの電力政策を精査することにより日本の大きな教訓とするという

のが、本稿の基本的視座である。では、どうしてドイツなのか？ 

 それは第 1 に、日本が置かれた状況と類似点が多く、比較対象として適切だからである(図表 6) 。人

口、国土面積、経済規模など、概ねドイツは日本の 7～9 割程度で、先進工業国としての類似点も少なく

ない。また電力については、ドイツの 1 人当たり消費電力量は日本と同程度であり、発電量の 4 分の１程

度を原発に依存するなど電源構成も近い。筆者は、2011 年１月に「北欧から考えるスマートグリッド」と題

する研究レポートを発表したが、北欧諸国と比べればドイツは日本の比較対象として申し分ないだろう。 

 第２に、現在の日本に必要な、脱原発、再エネ導入、電力自由化という 3 つの政策の全てを、10 年

余り前から実行しており、一定の成果を収めているからである。ドイツは2000年に第1次脱原発を決定し

て以来、フィードインタリフなどを駆使した再生可能エネルギーの普及に大きな成果を上げ、3.11 を受け

て第 2 次脱原発を再確認した。そしてこれらの改革を背後から支えたのが、1998 年から進めてきた電力

自由化だった。民間企業である電力会社の発送電（所有権）分離を実現してきた点も、日本にとって大

いに参考になる点である。 

 次章以降、ドイツの脱原発政策、再エネ導入政策、電力自由化政策について、検証していく。 

 

                                                   
12 電気事業連合会ウェブサイト。 
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図表 6 ドイツと日本（2008 年） 

（発電量：TWｈ） 日本 ドイツ 

人口 127.7 百万人 82.1 百万人 220.3（56.0） 

国土面積 378,000 万ｋｍ 357,000 万ｋｍ 

ＧＤＰ $5,166 百万 $3,309 百万 

発電量（合計） 

 石炭 

 石油 

 天然ガス 

 水力 

 原子力 

 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 

1082TWh 

288 TWh (26.6%) 

139 TWh (12.8%) 

283 TWh (26.2%) 

83TWh (7.7%) 

258TWh (23.8%) 

30TWh (2.8%) 

637TWh 

291TWh (45.7%) 

9 TWh (1.4%) 

88 TWh (13.8%) 

27TWh (4.2%) 

148TWh (23.2%) 

74TWh (11.6%) 

二酸化炭素排出量 1,151Mt 804 Mt 

エネルギー自給率 ５％（原子力を加算して 18％） 32%（原子力を加算して 40％） 

出典：IEA, Monthly Energy Statistics を基に筆者作成。エネルギー自給率のみ、IEA, Energy Balances of 

OECD Countries 2010。 
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3． ドイツの脱原発政策 

 

3.1 2011 年の第 2 次脱原発 

 2011 年 3 月の福島原発事故に最も敏感に反応したのは、日本から遠く離れたドイツだった。ドイツ政

府は、3 月 14 日に国内の旧式の原発 7 基の即時停止と全原発の安全検査を命じる一方で、「安全なエ

ネルギー供給に関する倫理委員会」を設置し13、原発の取り扱いについて国民的な合意形成を進めた。

このような経緯を経て 6 月 6 日にメルケル首相は、第 2 次脱原発、即ち「エネルギー転換に関する閣議

決定」を発表した。 

 その内容は、第1に、現在保有する17基の原発を、2022年までに廃炉にする。既に停止された旧式

の原発の再稼動はせず、比較的新しい原発も寿命30年を目処に順次廃炉にしていく。これが、狭義の

脱原発である。 

 第2に、原子力や火力に代わる基幹的エネルギーとして、再エネを急速に普及させる。ドイツはかね

てより風力、バイオマス、太陽光などの普及に熱心であり、2011年時点で発電量の20%を占めるが（図表

8）、これを2020年には35％、2050年には80％にまで高める。 

 第3に、大量の再エネによる電力を安定的に統合するために、送電網を強化する。原発は比較的南

部に多く、風力発電は北部が中心になるため、北から南への大規模な送電が不可欠になる。このため、

送電網建設に関わる手続きを迅速化する法律も作成する。 

 第4に、省エネ、即ち電力消費を削減する。全体として消費量を減らすことにより、原発の停止による

供給力不足は減殺される。ビルなどの建て替えの際には低消費電力の基準を適用し、そのための基金

も用意する。こうした取り組みにより、2020年までに現在の10％の削減を目標とする。 

 第5に、系統安定化対策として電力網のインテリジェント化や蓄電機能の開発を進める。風力や太陽

光による発電は気候次第で出力が一定でないため、大量に導入すれば電力システムに悪影響を及ぼ

す。これを緩和するために、各家庭にスマートメーターを設置してデマンド・レスポンスを促し、揚水発電

の建設や蓄電池の普及を進める。 

 以上が、ドイツの2011年の脱原発政策の内容である。このような多面的な施策を包括的に推進する

ことにより、原発からの脱却を着実に履行する。その結果、極端な電気料金の高騰や停電を招かないこ

とを、ドイツ政府は約束している。そしてこの政府の決定は、国民の90% 以上という高い支持を得ている

という14。3.11からわずか3ヶ月間でこのような重要な政策転換を実現したことは、1年以上が経過した日

本の状況と比べれば、驚くべき速さと言えよう。 

 

3.2 第1次脱原発と国民的議論 

 ドイツにおいて、脱原発、そして再エネ中心の社会へのエネルギー政策の転換が行われた背景に

                                                   
13 倫理委員会では、「技術的あるいは経済的な観点よりも先行して」、「持続可能性」と「後の世代に対する責任」といった

価値から、エネルギー供給が論じられた。安全なエネルギー供給に関する倫理委員会（2011）。 
14 調査会社 TNS Emnid による 2011 年 12 月のドイツのエネルギーシフトに関する世論調査によれば、55％が「ドイツは是

が非でも原子力エネルギーから離脱すべきである」を、36％が「電気料金が支払い可能な水準に抑えられる場合にのみ

離脱すべきである」を支持している。 
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は、過去20年以上にわたって、エネルギーのあり方について国民的議論が行われてきた事実がある。ド

イツ人は世界的に見ても環境意識が高く、1970年代から地域住民による反原発運動が展開されてきた15。

特に1986年のチェルノブイリ原発事故が深刻に受け止められ、放射能汚染に対処するために環境省が

設置された経緯がある。それ以降ドイツでは、原発とどう向き合うかが国民的な議論であり続けた。実は

2011年の政府決定は、2度目の脱原発であった。 

 第1次脱原発が決定されたのは2000年である。1998年に社会民主党と緑の党の連立政権が結成さ

れ、2000年に政府と電力会社との間で2022年までの脱原発が合意された。産業界を支持基盤とする野

党キリスト教民主同盟などは、脱原発に反対の立場をとっていたが、国民的支持の下で政治決断がなさ

れたのである。 

 その後2009年に政権交代が起こり、キリスト教民主同盟と自由民主党による現連立政権が誕生した

ため、脱原発政策は修正を迫られた。2010年にメルケル首相は、原発の運転期間を2035年まで延長す

る決定を下したのである。これは脱原発政策の後退と報じられたが、その過程においても新・増設の議

論はなかったことに注意が必要である。その見返りとして政府は2010年から核燃料税を新設し、この税

収の一部は再エネの普及にも使われている。 

 そして2011年3月の福島原発事故に直面し、メルケル首相は豹変した。つい前年に下した自らの運

転期間延長という決断を、あっという間に覆したのである。その背景には、脱原発に対する国民世論の

強い要求、州選挙などにおける野党緑の党への支持拡大があったという。筆者が2011年6月にベルリン

を訪問した際に、エネルギー政策を所管する経済省の役人は、急な政策転換により法案の準備など大

変だと漏らしつつも、政治決断を受け入れるしかないと淡々と語っていた。 

 ドイツで脱原発が決断された背景には、安全性だけでなく経済性への疑問もあったという。第2章で

触れた通り、日本では3.11以降に発電コストの議論が活発になったが、ドイツでは以前から原発のコスト

は低くないというのが一般的認識であった。日本と同様に民間の電力会社が無限責任を負うドイツでは、

損害賠償保険が成立しないことも脱原発の理由の1つになった16。 

 

3.3 脱原発への反対論 

 ドイツでも、当然脱原発への反対論はあった。電力会社や重電メーカーを中心とした経済界は、産

業や技術の維持という供給者の観点から、また安価な電力の安定供給という需要者の観点から、すんな

りと脱原発を認めたわけではない。 

 実際、ドイツ有数の原子力プラントメーカーであるシーメンスは、2000年の第1次脱原発を受けて、総

合メーカーとしての存続を断念し、2001年にB&Wニュークリア・テクノロジーズなどの関連子会社を仏フ

ラマトムへ売却した。その後メルケル政権の下で脱原発政策が修正になったため、シーメンスは改めて

露ロスアトムと提携を結び、海外進出を企図した。しかし2011年に第2次脱原発が決定されたため、ロス

アトムとの提携を解消し、原子力事業からの撤退を宣言したのである。更にドイツ第1、第2位の電力会社

                                                   
15 詳細は、長谷川（2011）第 4 章を参照のこと。 
16 例えばライプチヒ保険フォーラムの研究によれば、ドイツで福島原発事故のような最大規模の事故が発生した場合、最

大損害額は5.9兆ユーロに上る。これをドイツの全ての原発を対象とした損害保険で賄うためには、0.51ユーロ/kWhの保

険料になるという（事故が 50 年に 1 回とした場合）。詳細は、植田・梶山（2011）第 6 章を参照のこと。 
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であるE.ONとRWEは、イギリスの原発事業にも関与していたが、2012年4月に撤退を表明した。 

 日本の経済界が直面しているこうした問題が、ドイツではどうして解決に至ったのか。筆者が現地で

ヒアリングした限りでは、やはり数十年という時間をかけた議論の中で、国民の意思に従わざるを得なく

なったという側面が大きい。電力会社にしろ重電メーカーにしろ、原発だけが事業ではない。例えば上

記のシーメンスは政策転換に翻弄されたわけだが、現在では風力発電機などを新たな成長分野と定め、

巻き返しを図っている。 

 原発を所有するドイツの電力会社と意見交換した際に興味深かったのは、「日本でこのような悲惨な

事故が起きることは想定外だった」という発言である。即ち、ロシアやウクライナといった国で同様の事故

が起きることは想定していたが、ドイツと同等の技術水準や安全基準を持つであろう日本で起きるとは思

っていなかった。確かにドイツは日本とは異なり、地震も津波も考えられない。しかし、その他の天災、テ

ロ、人災はドイツでも起こりうる。だから脱原発なのだという。これは、原発事業者を含むドイツ国民の率

直な気持ちのようだ。 

 第6章で詳述するが、日本で聞かれるもう1つの脱原発への反対論は、核オプションとしての国防論

である。即ち、国家安全保障のために核兵器を製造する潜在的能力を保持する必要があり、そのため

には原発事業の継続が不可欠との議論である。この質問をドイツ人に投げかけたところ、少ない人数で

はあるが全員が即座に否定した。ドイツでは、フランスなどとは異なり、核兵器保有のために原発を続け

るとの意見はあり得ないとのことだった。 

 

3.4 脱原発を巡る国際世論 

 2011 年 6 月にドイツが脱原発を表明した後、スイスとイタリアが続いた。スイスは発電量の 40%を原発

に依存するが、2035 年までの脱原発を決定した。イタリアはチェルノブイリ事故を受けて 1987 年に即時

の脱原発を決定したため、現在稼働している原子炉は存在しない。これに対してベルルスコーニ大統領

は原発の再開を表明していたが、6 月の国民投票によって否決され、脱原発は揺るぎないものになっ

た。 

 他方、原発大国のフランスは推進政策が不変であることを表明すると共に、サルコジ大統領が原発

大手のアレバを伴って来日し、福島原発事故の収束への協力を申し出た17。アメリカやイギリスも脱原発

を採用せず、中国やロシアは推進政策が不変であることを強調した。その結果、日本でも、「世界の趨勢

を見れば、中国やインドなど多くの国が、増大する自国のエネルギー需要の供給源を原発に求めてい

る」と18、原発推進を明確に主張するメディアも現れている。このような国際的な認識の違いについて、ど

のように説明できるだろうか。 

 筆者の単純な仮説では、原発に対する各国の認識は2つの条件から規定される。第1に、核兵器を

保有するかしないかである。保有国は国家安全保障上の理由から原子力開発を推進しており、当面そ

れを放棄する積もりはない。そのために膨大な軍事予算を費やしていることもあり、二次的な平和利用と

                                                   
17 尚、2012 年 5 月に就任したオランド仏大統領は原発に対して慎重であり、80％近い依存度を 50％まで低下させて再エ

ネの拡大を図るなど、原発政策の修正を表明している。 
18 2011 年 6 月 7 日読売新聞社説。 
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位置づけられる原発は、国民の理解を得やすい上にコスト的にも折り合う。逆に非保有国にとって、原子

力といえば発電事業のみを意味する19。その国家的重要性は低くなり、政府による財政的支援にも限界

があるため、事業としてのコストは高くなる。 

 第2に、先進民主主義国かそうでないかである。これは主観的な条件であるが、換言すれば、原発の

安全規制が厳しいか緩いかである。一般に先進民主主義国では安全規制は厳しくなりがちで、地域住

民の人権が尊重されるため、反対運動を強引に排除することは難しく、建設コストも発電コストも高くなり

がちである。これに対して非民主主義・発展途上国では、経済成長に伴い急増する電力需要に応える

要請が強く、その陰で安全性は軽視されがちになる。そのため政府が強権的に原発を推進し易い。 

 これら2つの条件によって4つの象限が形成される（図表7）。その第1象限は、核兵器の非保有国で

あると共に先進民主主義国であり、原発の推進にはブレーキがかかり易くなる。そして3.11以降、脱原発

を明確に表明した4カ国、即ちドイツ、スイス、イタリア、そしてベルギーが、いずれも第1象限に位置する

という事実は、大変興味深い。逆に、最も推進し易い第3象限の中国やロシア、インドは、積極推進の方

針に揺るぎない。第4象限では原発大国のフランスが明確に推進の意思を示し、第2象限のトルコやベト

ナムなども推進のようだが、タイは原発導入計画を撤回している。 

 

図表7 原発に対する認識の国際比較 

 

 

 言うまでもなく、日本は第1象限に位置する。核兵器を保有していない上に、原発の安全規制も厳し

いと思われてきた。しかし、福島原発事故は起きてしまった。確かに他の第1象限の国と比べれば、地震

や津波などに関して不利な立場にあったかもしれない。だとすれば、尚更安全性に対する国民の厳しい

目と、それに耐えうる安全規制がなければならなかった。このような条件を踏まえ、今我々は、初めて原

発に対する明確な国民的意思を確立しなければならない。 

 

                                                   
19 放射線治療などの分野はあるが、その経済的規模は限定的である。 

核兵器保有国 

 

核兵器非保有国 

 

先進民主主義国 

（厳しい安全規制） 

非民主主義・発展途上国 

（緩い安全規制） 
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４． ドイツの再生可能エネルギー導入政策 

 

4.1 再生可能エネルギーの大量導入 

 ドイツが脱原発を選択するのであれば、その代替電源を確保しなければならない。かといって、火力

発電では地球温暖化対策に逆行する。また、石炭を除けば化石燃料を全面的に海外に依存しているた

め、2006 年に生じたロシアからのガス供給の停止に見られるように、エネルギー安全保障上も問題があ

る。そこで白羽の矢を立てたのが、再エネである。 

 再エネは多種多様であるが、ドイツで代表的なものは、水力、風力、バイオマス、太陽光の 4 つであ

る。この中で、大規模水力は従来から開発されてきた代表的な再エネであり、自然環境保護の観点から

先進国などではこれ以上の開発は難しいと言われている。他の 3 つが狭義の再エネであり、技術革新な

どを受けてここ 10 年余りの間に世界的に普及が進むようになった。 

 図表8の通り、ドイツでは1990年代から精力的に再エネの普及を進めてきたが、水力発電の発電量

がほぼ横ばいであるのに対して、風力、バイオマス、太陽光が、2000年以降急速に増加したことが伺え

る。ドイツは第1次脱原発を決めてから10年余りで、15%ポイント近い狭義の再エネの大量導入に成功し

たのである20。2010年時点の日本の再エネの普及率は、水力を除けば1%に過ぎないが、10年前のドイツ

もそれと大差ない。今後10年間で再エネを同程度増やすことは、決して不可能ではないのだ。 

  

図表8 ドイツにおける再生可能エネルギーによる発電電力量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ドイツ連邦環境省の資料を基に筆者作成。 

 

4.2 フィードインタリフによる固定価格買い取り 

 このような再エネの大量導入の有力な手段となったのが、2000年から開始されたフィードインタリフで

ある。フィードインタリフとは再エネによる発電に対する優遇・補助制度であるが、事業上の2つの不確実

                                                   
20 2000 年時点でドイツの再エネの割合は 6.4%だが、ここから水力を除けば 2.1%である。2011 年には再エネは 20％にま

で増えたが、水力を除けば 16.8%である。 
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性に対処するという特徴がある。 

 それは第1に、収益面の不確実性を解消する。現状では再エネによる発電コストは火力などと比べて

割高であり（図表2）、市場ベースでは導入が進まない。そのため、再エネによる電力の買い取り価格を

優遇して20年間といった長期間固定し、送電会社に買い取りを義務付けた。再エネの出力は変動する

ものの、年間で見れば買い取り価格×発電量＝収益は正確に計算できるため、再エネへの投資が進ん

だのである。 

 この買い取り価格の上乗せ部分は、表面的には送電会社が負担することになるが、最終的には全て

の電力消費者に転嫁され、サーチャージとして電気料金から回収される。再エネは地球温暖化対策上

有効であるだけでなく、「純国産」としてエネルギー安全保障上の価値も高い。これら正の外部性を政策

的に評価して、早急に大量導入を進めるために21、国民に負担を受け入れてもらってきたのである。 

 従って買い取り価格の設定においては、再エネの普及速度と消費者負担との間で適切なバランスを

取ることが求められる。ドイツでは投資回収率10%程度が目安とされているようだが、利益が出ない水準

であれば投資が進まず、再エネが普及しない22。一方で高すぎれば、普及は速やかに進むが消費者の

負担が大きくなる。どの程度のスピードで普及させるかの目標にもよるが、両者のバランスをとった適切

な水準に価格設定することが重要である。 

 

図表9 ドイツのフィードインタリフの買い取り費用負担と買い取り価格 
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出典：買取費用はBDEW（ドイツエネルギー水産業連盟）, “Annual Report,” 買取価格はドイツ連邦環境

省資料を基に筆者作成。 

 

                                                   
21 特に太陽光発電は、パネルの性質上量産効果により価格の大幅な低減が期待される。これは、将来的に高騰が確実

な化石燃料とは異なる優位性であり、そのために「時間を買う」政策が正当化されている。 
22 実際にドイツでも、当初は太陽光発電に対する買い取り価格が低すぎたため普及が進まなかった。そこで 2004 年から

買い取り価格を引き上げた（図表 9）結果、導入が進んだ。逆にスペインでは、買い取り価格を高くし過ぎた結果、投資バ

ブルが生じ、普及が急速に進んだがサーチャージが大きくなりすぎたため、価格を引き下げるといった混乱が生じた。 
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 この買い取り価格と買い取り費用の推移を見たのが、図表9である。特に太陽光発電は量産効果が

働き、買い取り価格が年々下がっていることが分かる。一方、買い取り費用は年々積み上がっていくため、

2010年度には€127億に上っている。これを全消費電力量で割れば、2ユーロセント/kWhに該当し、家

庭用電気料金の10%程度を占める。産業界からは国際競争上不利になるとの批判があり、電力多消費

産業に対して負担軽減策が講じられている。 

 このような負担をどの程度許容できるかは重要な論点であり、政府には国民に対する十分な説明が

必要であろう。最近買い取り価格を大きく下げたことを取り上げて、ドイツのフィードインタリフは失敗して

いるとの批判が日本で聞かれるが、世論調査では脱原発の手段として国民から支持されているとの結果

が出ている23。その背後には、再生可能エネルギーが38万人の新たな雇用を生み、「緑の成長」をもたら

していること、それを政府が積極的に広報していることも働いているという。 

 

4.3 再エネによる電力の優先接続 

 再エネが持つ第2の不確実性は、送電網への接続を拒否されることである。風力発電や太陽光発電

を系統接続すると不安定化の恐れがあるため、以前から送電網を所有する電力会社は普及に前向きで

はなかった。しかし本音では「競争阻害行為」として接続を拒否していると、指摘されてきた。発送電一

貫の電力会社にとって、再エネ事業者は競合他社だからである。そのためドイツ政府は、再エネを優先

して接続させ、他の電源（ガス火力や揚水）で需給調整を図ることを送電会社に義務付けたのである。 

 これとは対照的に、日本の電力会社は系統接続義務を負っておらず、風力発電の接続の容量制限

を設け、割り当て制としてきた（図表10）。例えば北海道や東北では、域内の最大電力に対して風力の

割合が6から7％を超えれば系統が不安定化するため、それ以上受け入れられないというのである。その

結果風力発電会社は、割り当てのくじ引きに当たらなければ事業を始められないという、致命的な不確

実性を抱えている。 

 

図表 10 電力会社が公表した風力連系可能量の推移 

（万 kW） 07 年 12 月末現在 09 年 12 月末現在 備考 最大電力に占める割合 

北海道電力 31 36 解列枠 5 を含む 6.36％ 

東北電力 85 118 蓄電池枠 33 を含む 7.76％ 

北陸電力 15 25 解列枠 10 を含む 4.39％ 

中国電力 42 62  5.04％ 

四国電力 20 25 解列枠 5 を含む 4.17％ 

九州電力 70 100  5.65％ 

沖縄電力 2.5 2.5  1.62％ 

出典：電気事業連合会（2010）を基に筆者作成。最大電力に占める割合は、2008 年の最大電力に対する

2009 年末の連系可能量の割合。 

                                                   
23 例えば、TNS Emnid による 2011 年 12 月の世論調査によれば、「グリーンエネルギーに高めの電気料金を払う覚悟はあ

りますか」との質問に対して、38％が年間 50 ユーロまで、29％が 100 ユーロまで、11％が 100 ユーロ以上を許容しており、

「値上げは甘受できない」との答えは 11%に過ぎなかった。 
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 日本では、フィードインタリフは固定価格買い取り制度と称される。固定価格の方ばかりが強調され

て、優先接続の重要性が十分に認識されていないのではないか。一方でドイツの再エネ法は、元々

1991年の電力供給法からの経緯があるが、同法の正式名称は、「再生可能エネルギーから生産した電

力の公共系統への供給に関する法律」とのことである24。即ち、送電会社（当時は発送電一貫の電力会

社）に系統接続を義務付けるところから始まっているのであり、再エネの普及において優先接続がい

かに重要かを示唆していると言えよう。 

 

4.4 送電網の広域運用 

 競争阻害行為としての系統接続の拒否は、競争政策上排除されなければならないが、風力発電や

太陽光発電を際限なく導入すれば、やはりどこかの時点で前述の系統不安定化という壁に阻まれる。こ

の再エネの弱点を解決する手段が、送電網の広域運用である。 

 広域運用とは、送電システムを広い地域で捉え、電力を融通し合うことを指す。電力には「同時同量

の原則」が働くため、常に需要と供給を一致させなければならない。その際、狭い地域で需給を調整す

ることは困難だが、広い地域では容易になる。需要は奔放に変動するが、変動もたくさん集めれば均さ

れる。供給力も限られた中で融通し合うのは難しいが、広い地域で多様な供給力を持っている方が、柔

軟に対応する能力が増す。 

 今、再エネにより供給側が不安定化するという。しかし需給調整の範囲が広域であれば、その不安

定性を吸収しやすい。図表10において、北海道や東北は風況が良いため風力発電の導入が進み、こ

れ以上系統接続できないという。しかし、風力による余剰電力を最大消費地である東京へ送れば、需給

調整は大いに容易になる。これは、青森県内でリンゴの需給を一致させるのは不可能だが、日本全体で

は容易なことと等しい。但しそのためには、リンゴを日本全国で融通し合える「輸送網」が必要になる。 

 そのためドイツでは、北部から南部への送電網を拡充してきた。風力発電は風況の良い北部に多く

設置されているが、需要は人口が多い南部や西部に偏在しているからである。国内融通に止まらず、国

際連系も行っている。ドイツは概ね発電量の10％を輸出し、6～７%を輸入している、電力輸出国である25。

メルセデスベンツの高級車を輸出し、インドから小型車ナノを輸入するのなら分かるが、送電網に入って

しまえば品質に差がない電力をどうして貿易するのか。より広い市場において取引する、即ち、価格シグ

ナルに応じて需給調整するという市場メカニズムの基本原理を理解し、活用しているからだ。 

 こうしてドイツでは、主として広域運用により15％もの狭義の再エネを導入してきた。その結果、年間

の停電時間は日本と同程度であり、系統不安定化の問題は生じていない。但し、これ以上不安定な電

源を統合するには新たな対策が必要な段階に差し掛かりつつある。それらが、第3章で触れたスマート

グリッドにおけるデマンド・レスポンスや蓄電である。そしてその前提としても不可欠なのが、電力自由化

である。 

 

 

                                                   
24 ドイツの再生可能エネルギー法の経緯については、渡邉（2005）に詳しい。 
25 欧州の送電会社の協力機関である ENTSO-e の過去 3 年間のデータによる。 
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５． ドイツの電力自由化政策 

 

5.1 1998年から始まった電力自由化 

 電力自由化とは、法定独占が認められてきた電力市場を、新規参入者に開放することである。これま

では規模の経済性が働くため競争が生じないとされてきたが、小型ガスタービンの性能向上などにより、

新規参入者が発電事業を行っても競争の余地があるようになった。あるいは、これまでは範囲の経済性

が働くため、系統運用を行う会社が発電設備も一体的に所有する必要があるとされてきたが、IT（情報

通信技術）の進化により、数多くの他社の発電設備も含めて電力システムを構成できるようになった。こ

れらが、電力自由化の技術的背景である。 

 自由化以前のドイツの電力制度は、日本と同様に地域独占と発送電一貫体制という特徴を持ってい

た。8つの大手電力会社が地域的に割拠し、発電・送配電・小売りの各事業を一体的に経営してきた26。

これに対してドイツ政府は、1998年に産業法を改正し、カルテル法（独占禁止法）における電力の適用

除外規定を解除した。これにより地域独占体制は廃止され、発電市場と家庭も含めた全ての小売り市場

が開放された。 

 その後、確かに需要家の選択肢は増え、小売り会社の乗り換えが起きた。例えばVeriVoxというウェ

ブサイトを利用するだけで、家庭が100社以上の選択肢の中から自由に小売り会社を選ぶことができる27。

他方、電気料金は一時的には下がったものの（図表11）、逆に大手電力会社の買収・合併が進む中で

少しずつ上昇が続き、必ずしも競争は活発化しなかった28。その要因として指摘されたのが、送電網を

所有する大手電力会社による、系統接続における競争阻害行為である。 

 

図表11 ドイツの自由化以降の家庭用電気料金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：BDEW の資料を基に筆者作成。  

 

 発電市場や小売り市場では競争が可能になったとしても、送電分野では競争が生じず、今後も独占

                                                   
26 大手以外に地域的な中小電力会社が多数存在し、発電や配電などに限定された役割を担ってきた。 
27 電気料金、電源構成（再エネが多いか、原発が入っているか）、温室効果ガス排出量が分かり易く示されており、需要

家がウェブサイト上で自由に小売り会社を選び、乗り換えられるようになっている。URL：http://www.verivox.de/power/ 
28 図表 11 の通り、ドイツの電気料金の上昇の主たる理由は、付加価値税や電力税、フィードインタリフの負担など「税金

等」の上昇である。「実質的電気料金」は、1998 年時点と同水準である。 
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であり続ける。自由化市場のプレーヤーは送電網を所有せず、ゼロから建設することも現実的でないた

め、競争を起こすには「ボトルネック設備」を等しく利用できるように開放しなければならない。しかし、送

電網を所有する大手電力会社は発電事業も行っているため、それを競合他社に貸すことは敵に塩を送

ることを意味する。このため、競争を阻害する目的で系統接続に際して制約を課すインセンティブが働く

のであり、前述の再エネのような問題が生じていた。これを根本的に解決する手段が、発送電分離であ

る。 

 

5.2 民間電力会社の発送電分離 

 ドイツは日本と同様に大手電力会社が民間企業である。イギリスや北欧では電力会社が国営であっ

たため、発送電一貫の電力会社から送電部門を分離することは政策的には容易だった。しかしドイツで

は一般の株主が電力会社を所有していたため、私的所有権の観点から政府の意思だけでは発送電分

離が難しく、1998年の自由化後も実現されなかった。 

 その代わり、送電網を貸し出す託送制度が整備された。しかし、託送料金の設定は事業者間の団体

協定交渉に任されたため、高額になりがちだった。新規参入者がそれを不満に思っても、ボトルネック設

備を前に対等な交渉は成立しなかった。また、このような競争阻害行為を監視する独立規制機関も設置

されなかった。 

 こうしてドイツでは、系統接続にまつわる競争阻害行為の問題を解決する手段として、ボトルネック設

備である送電網を自由化分野から構造的に分離することが求められるようになった。しかし、電力産業を

振興する立場にあった経済省は、発送電分離に必ずしも前向きではなかった。そのため、連邦カルテル

局と電力会社との間で公正競争を巡って論争が続けられた。そしてドイツ政府は、2005年に独立性の高

い規制機関であるBNetzA（ネットワーク規制庁）を設置し、託送料金を認可制とした。 

 これと並行する形で欧州委員会は、競争促進の観点から発送電分離を志向し、電力自由化指令を

公布していった。2003 年には持株会社の下で送電部門を別会社とする「法的分離」を、2009 年には資

本関係を消滅させる「所有権分離」を要求した29。数年間にわたる交渉の結果、最終的にドイツの大手

電力会社は送電部門の売却を受け入れた。2012 年 5 月時点で、大手 4 社のうち 3 社が送電部門を売

却し30、残る 1 社（法的分離の状態にある）も時間の問題と噂されている。これにより、ドイツではもはや系

統接続の問題はなくなったと言われている。 

 

5.3 競争状態にあるから、脱原発や再エネを受け入れられる 

 ドイツの大手電力会社の立場からすれば、脱原発とは自らの私的所有権を制約されることであり、経

営上大きなマイナスとなることから、2011年の第2次脱原発に対して訴訟を起こしている。また再エネに

ついても、新規参入者が積極的に取り組んできたことから、この導入が進むことは競争上マイナスであり、

これまで前向きでなかった。発送電分離に至っては、自社の分割につながることから猛反対してきた。 

                                                   
29 発送電分離の類型として、「法的分離」、「所有権分離」以外に、「運用分離」がある。運用分離とは、送電網の所有権

を発送電一貫の電力会社の下に残したまま、系統運用の権限のみを公的な中立機関に委譲する方式を指す。アメリカで

広く採用されており、ISO：独立系統運用機関が州内の送電網の運用を一括して行う場合が一般的である。 
30 3 社の内 RWE のみ送電子会社 Amprion の株式の 74.9％を売却し、25.1％は未だに保有している。 
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 にもかかわらず、最終的にはこれらの大きな政策転換を受け入れてきた。それは、一方ではやむを

得ない妥協の産物でもあるが、他方では自由化が間接的に後押しした結果でもある。例えば脱原発に

ついては、国民の9割が支持しているため、顧客の声を無視することは難しかったという。また再エネに

ついては、大手電力会社は当初はフィードインタリフにも反対していたが、近年では自らそれを活用して

投資するようになった。自由化についても、発送電分離には反対してきたが、政府の規制に縛られずに

自由に経営できること自体は望ましいという。 

 自由化はドイツだけでなく欧州全域で進んでいるため、電力会社は国際競争にさらされている。

E.ONやRWEは共に北欧やイギリスなどに進出しており、海外売上高は半分を越えている。また、第3位

のEnBWはフランスの、第4位のVattenfall Europeはスウェーデンの資本である。このような中で国内市場

の閉鎖性を頼みにしていても、将来性に乏しいことは明らかである。実際、送電部門を売却する際には、

それにより資金を得て成長性の高い再エネなどの分野に回すという、戦略的な判断もあったという。 

 要するに、電力産業といえども市場を前提とした競争ができるのであり、そのような環境下で健全な

経営を行うとすれば、自由化にいつまでも反対していることは得策でないのだ。原発に関する訴訟につ

いても、あくまで自らが所有する原発が運転できなくなることへの補償を求めているのであり、脱原発とい

う政策自体を覆そうとしているのではない。一定の政策的制約の下で合理的に経営判断をした場合、発

送電分離や脱原発も受け入れざるを得なかったということだ。 
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６． 3.11後の日本の電力政策の展望 

 

 このようにドイツでは、2000年に脱原発を政治決断し、その後政策的に再エネを大量導入してきた。

そしてそれらと同期するように、電力自由化が進められてきた。脱原発については紆余曲折もあったが、

この間に再エネによる電力は15%ポイント近くも増加した。そのような確かな実績があったからこそ、2011

年に第2次脱原発を決定し、不可逆の政策として確立された31。これらのドイツの経験から、我々は何を

学ぶことができるのだろうか？ 

 

6.1 脱原発は可能か？ 

 ドイツで脱原発が可能だとして、日本でも可能なのだろうか？図表6の通り、元々両国の原発への依

存度は近い。石炭を除けばエネルギー自給率が低いことも同様で、だから共に原発に頼ってきた。前述

のシーメンスなど重電メーカーを抱える先進工業国として、技術水準も遜色ないといって良いだろう。共

にウラン鉱を海外に頼り、核兵器保有国でなく、民間企業である電力会社が原発を担ってきたという点も

共通している。従って、原発の発電コストも概ね同等と言って差し支えないだろう。 

 それでは両国が異なる点は何か。第1に、日本が核被爆国であることである。被爆国であれば原子

力に対して拒否感が強くなり、立地反対運動などが起こり易くなるはずだ。しかし現実には、ドイツの方

が原発に対して厳しい態度を取ってきたように見える。第2に、日本は地震列島と言え、福島原発事故で

見られたように大地震や大津波の危険性が高い。ドイツではこのような原発にとって致命的な天災は起

こらないと考えられており、災害リスクは相対的に低い。だとすれば、その分日本の安全規制は厳しくな

り、コスト高にもなるはずだ。このように考えれば、日本こそ脱原発すべきであるように思われる。 

 それでも日本の原発推進派は、ドイツとは状況が異なると主張する。その理由は第1に、エネルギー

安全保障のためである。石炭が豊富なドイツは、1次エネルギー自給率が32％と日本よりも高い（図表6）。

また、電力を含むエネルギーを輸入するという観点からも、欧州域内の隣国との関係が安定しており、中

東への過度の依存といった状況にない。これに対して１次エネルギー自給率が原発を加えても18％とい

う日本は、原発を止めれば極端に低くなってしまい、いざという時に国家の安全が脅かされる。技術力に

よって少量のウランで大量の発電が可能な原発は、日本にとって「準国産」の重要な電源なのだという。 

 第2に、より軍事的な安全保障、即ち国防のためである。これは、分かり易く言えば核オプションであ

る。いざという時に核兵器を開発できるだけのプルトニウムと人材・技術を保有し続けることが、国家の安

全のために不可欠であり、だから原発を止めるわけにはいかない。外交上全幅の信頼を置けない中国

が、今後100基もの原発を建設していく点も、不安の種である。核兵器を開発しないにしても、いざ中国

で原発事故が起きた際に、日本が対処できるだけの人材・技術を養成し続ける必要もあり、原発産業を

消滅させるわけにはいかないという。 

 第3に、国際貢献である。今回壊滅的な事故が起きたからすぐに原発を諦めるのではなく、その失敗

から学んで世界に還元すると共に、最高水準の安全性を誇る原発を輸出する。これが事故を起こした日

                                                   
31 2012 年 3 月末に、筆者が原発を所有するドイツの電力会社の担当者に聞いた限りでは、現時点でも脱原発政策は揺

るぎ無く、撤回される可能性はないとのコメントであった。 
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本の責務であり、これから原発を建設しようという発展途上国もそれを期待しているという。 

 

6.2 原発推進派に反論する 

 このような原発推進派の意見に対して、筆者は次のように反論したい。第1のエネルギー安全保障に

ついては、原発を「準国産」と呼んでエネルギー自給率に加えることに、どれ程の説得力があるのだろう

か？核燃料サイクル路線が実質的に破綻している状況において、ウランという有限の海外資源に依存し

た電源は、石油などと比較して輸入安定度が高いと言えるに過ぎない。技術力についても、事故後の対

応能力において日本がいかに劣っているかを痛感させられた。アメリカやフランスに依存しなければ事

故の収束も覚束ない発電事業を、見せかけの自給率を高めるために継続すべきなのだろうか？ 

 第2の国家安全保障については、まず核オプションが日本にとって必要かどうか、エネルギー政策と

してではなく外交・安全保障政策として、国民全体で冷静に議論する必要があろう。一部の政治家や外

交の専門家には、核抑止論の観点から受けの良い考え方かもしれない。しかし非核三原則を持つ被爆

国の国是に真っ向から反対するため、多くの国民の支持を得るのは難しいのではないか。 

 次に、万が一核オプションを残す必要があることに同意したとしても、それが発電事業としての原発

を存続させる理由になるのか疑問である。北朝鮮やイランのような技術水準の国でも、原発事業を行っ

ていなくても、核兵器の開発が可能あるいは抑止力を行使することが可能なのである。原発事業を中止

した日本が、すぐにその能力がゼロになるわけではないだろう。 

 仮に2012年に脱原発を決定したとしても、即刻全廃すべきとの主張は少ない。論者によって幅があ

るが、短くても10年、長ければ40年といった時間がかかる。更にそこから廃炉を始めるわけだから、好む

と好まざるとにかかわらず、我々は今後も50年から100年といった単位で原発と向き合って行かざるを得

ない。これを安全かつ適切に行うには、技術力も人材も必要である。確かに原子力工学科を希望する学

生は激減するだろうが、そこは政府が責任を持って必要な資金を投入していくしかない。ドイツでも今後

の安全管理やそのための技術の継続には、政府が責任を持つとのことである。 

 第3に国際貢献については、日本が今回の事故原因を究明し、教訓として諸外国に還元する責務を

負っていることは言うまでもない。しかし、だから原発事業を続けるというのは論理の飛躍がある。政府は、

まずは日本国民のことを考えて判断を下すべきだろう。国際貢献が重要ならば、再エネの技術や普及に

おいて発展途上国を支援する道があるはずだ。3.11後も原発導入の意欲が高い発展途上国は、中国

やインドといった経済規模の大きな国に限られる。大多数のより貧しい国にとってみれば、初期投資が

小さく運営が容易な再エネの方が必要とされているはずだ。 

 

6.3 再エネの大量導入は現実的か？ 

 エネルギー安全保障の問題への最大の解決策こそが、再エネの導入である。原発を無理に「準国

産」などと呼ばなくても、再エネは「純国産」である。全て国内にあるため輸入する必要はなく、枯渇する

恐れもなく、今後半永久的に調達費用がかからず、従って高騰することもない32。「ゼロ・エミッション」とい

                                                   
32 厳密に言えば、再エネの一種とされるバイオマスは一定の調達コストがかかり、今後状況によっては高騰する可能性が

ある。 
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う点も含め、再エネは原発のメリットの多くを有するだけでなく上回り、安全性については言うまでもない。

水素爆発も放射能汚染もなく、何万人もの避難民を出す事故を起こす危険性はない33。このように再エ

ネは理想的な電源なのである。 

 これに対する再エネ懐疑派の主張は、そもそも再エネには大きく期待できないという点に集約される。

普及させることに反対はしないが、そもそも大量導入は不可能なのだから、これに依存したくても依存で

きない。原発を代替するような過度の期待は禁物だというのであり、再エネ懐疑派は原発推進派と一致

する。その理由は3つ挙げられる。 

 第1に、再エネは発電コストが高いということだ。発電コストが高ければ、その電力を市場で売れない

ため、普及が進まない。ビジネスベースに乗らないため、日本でもこれまで普及策として補助金が使わ

れてきた。これを固定価格買い取り制度によって無理に普及させれば、電気料金が何倍にも高騰してし

まうため、現実的ではないという。 

 第2に、そもそも原発を代替するような資源量がないということだ。よく指摘されるのが、太陽光発電で

原発1基分の電力を賄うには、山手線内全てを太陽光パネルで覆い隠す必要があるという比喩だ。風力

発電にしても稼働率が低いため広大な土地を必要とするが、それだけの土地は日本にないから、あるい

はデンマークのように風況が良く遠浅な海岸線はないから、再エネは補助的な位置づけを抜け出せな

いという。 

 第3に、大量導入により送電系統が不安定化し、最悪の場合には停電が起きる。これへの対策として

蓄電池などを活用すれば、コストが大幅に上昇する34。ドイツやデンマークで再エネの導入が進んでいる

のは、隣国と送電網が繋がり電力を輸出入できる、即ち、前述の送電網の広域運用がなされているから

である。日本は国内の送電網の拡充が地形などの制約から難しい上、島国のため国際連系などできな

いから、再エネの大量導入は夢物語なのだという。 

 

6.4 再エネ懐疑派に反論する 

 このような再エネ懐疑派の意見に対して、筆者は次のように反論したい。第1の発電コストは、中長期

的には必ずしも高くはない。確かに短期的には高く、フィードインタリフのような価格補助の制度が必要

である。しかし技術革新により再エネの発電コストは下がってきている。特に太陽光発電についてその効

果は劇的であり、ドイツのように買い取り価格が20円台/kWhになっている例もある（図表9）。中長期的に

見れば化石燃料は価格高騰が避けられず、原発も安全規制の強化などが確実視されるため、再エネの

価格競争力は十分に出てくるだろう。高騰するリスクが無いという点も、大きなメリットである。 

 このような発電コストの議論については、第2章でも触れた。3.11後の原発のコストに関する国民的追

及を受けて、内閣官房国家戦略室の下にコスト等検証委員会が設置され、CO2対策費や事故対応費、

政策経費を加算するなど、より中立的・総合的観点から、再エネも網羅する形で分析が行われた。その

結果が図表12である。これによれば、図表2とは大きく異なり、再エネの発電コストは中長期的には他の

                                                   
33 地熱については、死者を伴う爆発事故が発生したこともあるが、その規模は原発とは比べ物にならない。 
34 例えば、経済産業省の次世代送配電ネットワーク研究会（2010）によれば、「再生可能エネルギーの大量導入に伴う系

統安定化対策コスト」として、需要家側の蓄電などに最大で 57.2 兆円がかかるとされている。 
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電源と比べて見劣りするものではない。 

 

図表12 電源別の発電コスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：コスト等検証委員会報告書を基に筆者作成35。 

 

図表13 再生可能エネルギーのポテンシャル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：コスト等検証委員会報告書を基に筆者作成36。 

                                                   
35 原子力の発電コストは、福島原発事故を踏まえた廃炉や除染にかかる「事故対応費」を見積もることが困難であるため、

最低限の値とされる。再エネは場所によって発電コストが異なるため、最も競争力がある地域での値を示している。 
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 第2の資源量についても、やはりコスト等検証委員会の報告書によれば、十分にポテンシャルがある

との結論が出ている。図表13の通り、稼働率が低い再エネに不利な発電量（kWh）ベース（下段）で見て

も、実現性が高い「ポテンシャル１」に限って見ても、陸上風力だけで既存の原発と同等の、太陽光と地

熱もそれぞれ原発の3分の1程度のポテンシャルがある。世界に先駆けて開発中の浮体式風力発電に

ついては、実用化されれば遠浅の海に限定されなくなり、その可能性は計り知れない。太陽光発電につ

いては、世界一となったドイツの日照量が日本より30%程度も劣ることはよく知られている。 

 これまで日本で再エネの導入が、特に欧州と比べて進まなかった最大の理由は、政府が前向きでな

かったからである。自然公園や農地などの立地規制の緩和、漁業組合や温泉組合など地元の反対派と

の仲介、系統接続の問題の解消を行わず、原発の推進を最優先で進めてきたという政策の失敗に因る

部分が大きい。近年ドイツは地熱発電にも積極的に取り組み始めたが、日本のポテンシャルが世界第3

位であることは余りにも有名である。バイオマスについても、資源量の差というよりも林業政策の差が大き

い。ポテンシャルは十分にあるのだから、政府が前向きになって上記の政策に取り組めば、原発のように

過度な財政支援を行わなくとも普及するはずだ。 

 第3の系統安定化の問題が重要であることは間違いない。しかし、現時点で日本の再エネの普及率

は1%（発電量ベース）に過ぎないから、今すぐに顕在化するわけではない。まずは既存の地域間送電網

を前提として広域運用を徹底することが効果的である37。これと並行して、北本連系線や東西周波数変

換所など、ボトルネックとなり得る地域間送電網を増強すれば、ドイツの1.5倍の統合市場が実現し、再

エネを含む需給調整は容易になる。 

 そして将来的には、韓国などとの国際連系も進める。国際連系など夢物語のように聞こえるかもしれ

ないが、これまでにも九州電力と韓国電力公社の間で議論されてきた経緯があり、技術的には問題なく

38、外交問題としてどう考えるかという点が残されている。両国が将来的に相互依存関係を深め、欧州の

ように経済統合を目指す意思があるのであれば、「アジア再生可能エネルギー共同体」といった目標を

掲げることは39、大きな意味があろう。 

 もう1つの系統安定化対策は、需要家を含めたネットワーク全体での需給調整、即ちスマートグリッド

である。スマートグリッドへの取り組みは、未だ世界的に見ても実証実験の段階にあり、今後日本でも十

分に期待できる。その重要な要素である蓄電池については、日本メーカーが世界最先端にあることも周

知の通りで、EV（電気自動車）の普及でも日本は進んでいる。また、日本は設備容量ベースで10% を超

える揚水発電を擁し40、これまでは原発のために使われてきたが、今後は再エネの変動対策に回すこと

ができる。 

                                                                                                                                                             
36 ここでいう再エネの｢導入ポテンシャル｣とは、自然要因、法規制等の開発不可地を除いて算出したエネルギー量を指

す。陸上風力については、１：保有林外、国有林外、自然公園外、２：国有林内、自然公園内、太陽光については、１：戸

建住宅屋根、ﾏﾝｼｮﾝ屋根、公共施設・工場等大きな屋根、２：工場等中規模屋根や壁面、ﾏﾝｼｮﾝ壁面、高速道路の南壁

面、地熱については、１：150℃以上の熱水資源、特別保護地区・特別地域への傾斜掘削を含む、２：53℃以上の熱水資

源、特別保護地区・特別地域への傾斜掘削を含む、と分類した。詳しくは、コスト等検証委員会報告書を参照のこと。 
37 例えば東西周波数変換所なども 100 万 kW の容量があるが、それすら通常は使われていない。非常時用だから使われ

ない、余っているから増設する必要がない、増設するぐらいなら発電設備を建設した方が安いと説明されてきた。 
38 世界最長の海底送電ケーブルNorNedは580ｋｍだが、韓国の釜山と福岡の間は220ｋｍ程度しかない。 
39 詳細は、拙著（2011）第 7 章を参照のこと。 
40  『電源開発の概要』によれば、2009 年時点で 2564 万 kW。 
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 このように、脱原発を実現する直接的な手段である再エネの大量導入は、日本でも十分に現実的で

ある。その前提条件はドイツと比べても劣るものではない上、日本には後発者利益もある。即ち、これか

ら導入を進めようという日本は、フィードインタリフの価格設定の難しさや、再エネを含む系統運用ノウハ

ウをドイツなどから学ぶことができる。また、ここ10年の間に太陽光パネルの単価が半分に下がったため、

フィードインタリフのコストも少なくてすむはずだ。10年前から積極的に導入してきたドイツが15%ポイント

もの増加に成功していることを考えれば、日本でも同等あるいはそれ以上の速度・量で可能と言うべきで

あろう。 

 

6.5 電力システムをどう改革するか？  

 実は前述の再エネの大量導入の鍵を握るのが、電力自由化である。政府による振興策が不可欠な

再エネの導入は、一見自由化と矛盾するように思われるかもしれないが、そうではない。送電網が公正

に開放されれば、多くの再エネ発電事業者が参入できるようになる。「道路」を誰でも使えるように開放す

れば、「バス会社」の間に競争が生じるようになる。それと、特定の「バス路線」に補助金を与えることは矛

盾しないのだ。 

 その第1歩は、発送電分離である。確かに民間企業の所有権分離は容易ではない。しかしドイツでも

10年かけて実現したのであり、日本でも不可能ではない。電力市場の多くが法令上は自由化されている

にもかかわらず、競争がほとんど起きていないという事実上の独占を深刻に受け止め、競争阻害行為に

毅然とした態度で臨む必要がある。全てのプレーヤーに不可欠なインフラである送電網を開放すること

が、分散型電源の多様な供給者の参入や、市場メカニズムの活用の大前提となる。 

 第2に、地域独占の撤廃である。市場を大きくすればするほど需給調整は容易になる。これと真っ向

から反する10の地域に分断した計画経済は、今すぐ止めるべきだ。送電会社を独立させた上で広域運

用を進めれば、電力システムの安定性が高まり、再エネの導入にも寄与する。最終的にはドイツのように、

送電会社間の統合が進むことを期待したい。 

 第3に、地域独占の撤廃と表裏一体の関係にあるのが、小売り全面自由化である。送電分野以外の

全ての市場を開放することにより、需要家の選択肢が広がる。若干高価であっても原発より再エネの電

力が良いという家庭が増えれば、間接的に脱原発を後押しする。また、価格インセンティブが機能しなけ

ればスマートグリッドもあり得ない。多様な小売り事業者、より正確にはボトルネック設備に束縛されない

サービス事業者が、デマンド・レスポンスを促す料金メニューを競うようになるだろう。 

 第4に、様々な競争政策の実施である。法令上小売り全面自由化を実施し、送電網を中立化しても、

すぐに競争は生じず事実上の独占が続く危険性が高い。これまでの独占企業は圧倒的な市場支配力

を有しているため、当面の間は新電力を優遇することが欠かせない。例えば、公営水力への競争入札

の導入、卸電力取引所の活性化、リアルタイム市場の設置など、電力取引において市場メカニズムが機

能するような一連の施策が欠かせない。発送電分離をすれば市場での需給調整が重要になるため、こ

れらの改革は一体で進めなければならない。 

 これまでの電力システムは、発電から送配電、小売りまで、全てを限られた数の電力会社に全面的

に委任してきた。それは一見一貫性があり強靭なように見えるが、第2章で分析した通り、硬直性や閉鎖
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性から来る大きな脆弱性を持っていた。これからの電力システムでは、再エネを中心に電源が地理的に

も供給者としても分散化・多様化し、需要者はインセンティブに応じて一定の役割を担うことが求められ

る。 

 結局、発送電分離、地域独占の撤廃、小売り全面自由化、競争政策といった改革が目指すものは、

「集中管理型」から「自律分散型」への構造改革を意味しているのだ（図表14）。これらの改革が相互に

連動することにより、再エネの普及が進むし、スマートグリッドの実現にも近づく。多様な供給者と無数の

需要家をシステムとして包含するには、情報化された「道路」としてのスマートグリッドと自由な取引市場

が不可欠である。市場経済とはそもそも分散的なシステムを前提としていたのであり、計画経済からの脱

皮こそ、この構造改革の本質である。 

 

図表 14 集中管理型電力システムと自律分散型電力システムの概念図 

 

 

6.6 発送電分離をしても停電は増えない 

 電力自由化、特に発送電分離に対しても根強い反対論がある。その最大のものは、発送電分離す

れば停電が起きるという指摘だ。しかしこれが正しくないことは、発送電分離を実行した多くの国におい

て実証されている。欧州では 1990 年頃から発送電分離が行われてきたが、その後発送電一貫に戻した

国は存在せず、ドイツでは民間電力会社の所有権分離ですら実行された。アメリカは州によって公益事

業規制が異なり、2000年代初頭のカリフォルニアでの混乱を見て自由化を止まった州もあるが、そのカリ

フォルニアでも ISO 方式の運用分離は維持されている。 

 停電が起きるという論者の理屈は、送電部門と発電部門とが別会社になれば、まず短期的な観点と

して意思疎通が難しくなり、誰も安定供給に責任を負わなくなるというものだ。需給逼迫時にも発電部門

が同じ会社だから送電部門の指示に従ってくれるが、別会社になれば発電部門は発電事業による利益

しか考えないから、価格を吊り上げるために売り惜しみをするという。 
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 しかし現実にドイツでは、送電会社が安定供給義務を適切に果たしている。前日のスポット市場で入

札を通じて大まかに需給をバランスさせた上で、当日にはリアルタイム市場から最低限必要な調整用電

源を調達する。事前に発電会社は入札を済ませており、送電会社は価格の安いものから電源を選んで

いく。送電会社が中立だからこそ、発電会社も安心して入札してくれるのだ。 

 次に長期的な観点からは、発電部門と送電部門とが分離されれば一貫した設備投資がなされなくな

るという。確かに、発電投資も送電投資も長期的視野から行うものであるから、両者のバランスが取れて

いることは重要である。特に送電部門は今後も独占であるから、設備投資をできる限り抑制することによ

り利益を最大化するインセンティブが働き、老朽化して停電の原因になるという。 

 しかしこれも欧州では、市場メカニズムの活用などにより対処している。例えば、送電会社は送電サ

ービスに対して混雑料金を課すことにより、送電容量の余裕がある地域への発電所立地を促している。

また停電が起きた際には、安定供給義務を負う送電会社にはペナルティーが科せられるため、適切な

投資を行うインセンティブも生じる41。安全性・安定性を追求しつつ最大限コストを切り詰めるのは、通常

の民間企業では当たり前の行為であろう。そして最終的には、独占部門は政府の厳しい規制監視下に

置かれる。送電会社の設備計画は認可の対象であり、送電料金も認可料金であるから、規制当局が正

常に機能すれば、送電会社の行動も適正化されるはずだ。 

 逆に日本では、市場メカニズムを全く活用せず、他方で独占的民間企業の自由に任せ、規制当局

が十分に役割を果たしてこなかった。だから3.11後に大規模停電が避けられなかった。自家発電などの

余剰電源は適切に売り買いされず、需要家のピークシフトを引き出す料金制度も導入されなかった。地

域間送電網に適切な投資がなされてこなかったから、電力融通が十分にできなかった。競争が安定供

給を脅かすのではない。発送電分離がなされ、様々な主体の間で健全な競争が生じることこそが、安定

供給に繋がるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
41 欧州型の所有権分離についてはその通りだが、アメリカ型の運用分離については、所有権と運用権が分離されるため、

安定供給義務の主体が不明瞭になる。所有者の設備投資に対するインセンティブが下がるため、アメリカでは送電網が

老朽化するといった問題が生じている地域もある。 
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７． おわりに 

 

 ドイツで電力自由化が始まったのは1998年であった。第1次脱原発が決定されたのは2000年、そし

て同じ年にフィードインタリフが始まった。これら3つの政策は、試行錯誤を経ながらも相互に共鳴し合い、

ドイツの電力システムを形作ってきた。 

 2012年時点において、ドイツの脱原発は90％もの国民が支持し、全ての主要政党が認める政策とし

て確立された。再エネは、過去11年の間に15％ポイント近く増加した。そのための買い取り費用も増大し

ているが、国民は受け入れている。そして電力自由化は需要家に多くの選択肢を与え、所有権分離も

ほぼ実現され、送電網が公正に開放されていることが再エネの普及にも寄与している。こうしてドイツの

電力システムは、集中管理型から自律分散型へと着実に前進しているのだ。 

 日本では、確かにこれまでの中央管理型の電力システムの成熟度が高い。だからこそ、自律分散型

への移行が難しくなる。他方、3.11 の被害は甚大で社会経済への影響は決定的であった。ドイツではそ

のような事件なしに、脱原発への国民の強い支持とそれを受けた政治決断を通じて、大きな政策転換を

図ってきた。日本は今こそ政策転換を決断しなければ、後世に大きな負の遺産を遺すことになりかねな

い。 

 どうしてドイツでは、このような革命的な政策転換が可能だったのだろうか？それは第 1 に、国民的

議論がなされてきたからである。チェルノブイリ原発事故以降、原発の安全性や経済性について、再エ

ネの可能性や系統不安定化の問題について、政治、行政、専門家、国民が真剣に議論を尽くしてきた。

だからフィードインタリフの負担も受け入れられている。 

 第 2 に、欧州委員会という超国家機関の存在である。脱原発政策については未だ EU としての合意

はないが、再エネの普及と電力自由化については欧州委員会が共通の目標を立てて強力に推進して

いる。それが国家政府に対する外圧となっている側面は大きい。 

 第 3 に、政治的リーダーシップである。本稿で分析した 3 つの政策は、いずれも官僚がお膳立てして

実行してきたものではない。特に第 1 次脱原発政策やフィードインタリフは、政権交代により緑の党が入

閣した賜物であるし、第 2 次脱原発はメルケル首相が豹変した結果である。様々な意見や対立がある中

で、政治家が責任を持って意思決定していかなければ、大きな政策転換は難しい。 

 これらドイツの経験から学ぶとすれば、日本の状況は決して楽観視できない。脱原発に関する国民

的議論は昨年から始まったばかりであるし、再エネや電力自由化は政策としては 10 年以上前から存在

しているが、これまでの成果は極めて乏しく、国民の関心も十分ではなかった。かつては日本市場の閉

鎖性に対して、アメリカ政府などが外圧として機能することもあったが、今やそれも期待できない。そして

参議院で過半数を持たない現在の民主党政権に、「政治主導」を期待することは難しい。仮に民主党か

ら自民党へと再度の政権交代がなされたとしても、戦後の原子力推進政策を担ってきた張本人にどれ

だけのことが期待できるか疑問であろう。 

 では日本はドイツと違って政策転換が不可能なのか。そうは思いたくない。そこで最も期待したいの

は、国民の意思である。確かに日本での国民的議論は始まったばかりであるが、今から 10 年や 20 年も
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かけるわけにはいかない。そのような中で、日本がドイツと違って唯一「有利」な点は、非常に残念ながら、

福島原発事故を経験してしまったことにある。これだけの被害を受けた国民が、自らの経験から何も学

ばないということがあってはならない。そして国民が大きな声を上げれば、政治家も振り向かざるを得な

い。 

 実際に 3.11 以降、これまで原発を含む電力政策に対して無関心と思われていた国民が、各地で声

を上げ始めている。脱原発を掲げる様々な集会やデモが開催され、電力市場の独占の問題が表立って

議論されるようになってきた。エネルギー基本計画を議論する総合資源エネルギー調査会も、全面公開

の上インターネットによる生中継も行われており、メディアにも頻繁に取り上げられる。 

 もう一つ日本が「有利」なのは、再エネにしても電力自由化にしても、後発であるために多くの先行事

例のノウハウやデータが揃っていることだ。その代表格が、本稿で取り上げたドイツなのである。その他

にも、フィードインタリフの失敗例と言われるスペインや42、発送電分離によって停電が起きたと言われる

カリフォルニア州の例43も含めて、参考にすべき対象はいくらでもある。 

 今、構造転換が求められているのは、政策の内容もさることながら政策形成過程も含まれる。限られ

た数の電力会社、重電メーカー、族議員、官僚が牛耳るのではなく、真に国民が電力政策を選択するこ

とが重要なのである。次回の衆議院総選挙において、電力政策が大きな争点となっても良いだろう。そ

のための参考資料として、本稿が少しでも寄与できるのであれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
42 スペインではフィードインタリフの価格設定が高すぎたため、太陽光発電への投資バブルを引き起こし、急遽価格を引

き下げるといった混乱が生じた。但し、その結果再生可能エネルギーの大量導入はドイツ以上に進んだのであり、これを

単純に失敗例と位置付けてよいか議論の余地があるだろう。 
43 発送電分離とカリフォルニアの停電の間に直接の因果関係はない。詳しくは拙著（2011）第 4 章を参照のこと。 
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