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１．ドイツのエネルギ－を巡る情勢 

・完全な自由化と発送配電分離、取引市場整備 

  *ネットワーク規制当局設置（2005年）がポイント 

・脱原発（2022年）と再エネ普及 

  *2050年までに電力の8割を目指す 

   *2014年度前期は28.5% 

・再エネのドライバーは固定価格買取制度（FIT、EEG） 

・再エネ普及・分散型電源普及と経済成長の両立 

   *電気料金水準をどう解釈するか 

   *産業のエネルギ－コストは高いのか 

・再エネ普及は地域住民が主導 

・再エネ制度の見直しとその目的 

  *再エネ普及とシステム改革の速度の調和 

・エネルギ－システム変革の先導役を目指す 
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発電比率推移と環境・エネルギ－目標（ドイツ） 
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項  目 2011年 2020年 2030年 2040年 2050年 

温暖化ガス削減(1990年比) 26.4 40 55 70 80～95 

再エネ割合/電力 20.3 >35 >50 >65 >80 

再エネ割合/最終消費 12.1 18 30 45 60 

（出所）連邦経済省、連邦環境省 

・再エネは着実に拡大 
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発電量構成比（ドイツ、2013年） 

（資料）資料：Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V (2014.2.24） 

（出所） ドレスデン情報ファイル 

・2014年上期は28.5% 
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http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomterm00.html#AGEB


電源別コスト(LCOE)の長期見通し（ドイツ） 
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（出所）Frounhofer-ISE 

・陸上風力と一部の太陽光は既に競争力がある 

・太陽光は競争力を増していく 

・洋上風力は2030年ごろは競争力がつく 



家庭用電力価格の構成と推移（ドイツ） 

 （出所）ドレスデン情報ファイル 

（注）３人家族、年間消費量3500kwhの場合の平均。 

（データ出所）ドイツ・エネルギ－・水道事業連盟（BDEW） 

・電気料金は高水準だが税金・賦課金が1/2を占める 

・長期的には発電コスト等が、最近はEEG割増が増える
・太陽光タリフは13セントまで低下し、自家消費が有利に 
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（出所） BEE（Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.） 

EEG賦課金推移と内訳 

・14年度のEEG賦課金は6.26セントだが、再エ
ネ自身による負担は4セント程度 

・回避可能原価である市場価格は再エネ以外の
要因もある 



電力取引市場価格、再エネサーチャージの推移 

9 

（出所） Recent Facts about Photovoltaics in Germany：Fraunhofer（5/28/2014） 

セント
/kWh 

スポット市場（EPEX） サーチャージ 先物市場（EEX） 

・タリフと市場価格の差が再エネ賦課水準 

・市場価格は近時急速に下落 

・大規模再エネ開発が主要因だが石炭価格下
落等も影響 

・価格急落は、電力コストの下げ要因 



太陽光タリフ、電気料金、既存発電コストの推移（独） 
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（出所） Recent Facts about Photovoltaics in Germany：Fraunhofer（5/28/2014） 

・電力料金上昇は家庭は急で、産業は緩慢 

・太陽光のタリフは急速に低下し。グリッドパリティに 

・地上設置太陽光は従来発電のコストを下回る 



主要国の経常収支の推移 

（出所） 世界経済のネタ帳 

単位：10億ドル 

・ドイツの経済は他国に比べて好調 

・特に産業の強さが際立つ 

11 



産業の電力コスト比較（伊、西、独、ﾎﾟ-ﾗﾝﾄﾞ） 
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（出所）EU委員会：Energy Price and cost Report（2014/1） 

・産業の電力コストはEUの中で低い 

・再エネ賦課金、税金、電線使用に優遇措置 

・エネルギ－コスト自体も低い：卸市場活用等 



EPEX Spot電力市場での価格の推移（€/MWh） 

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

ドイツ・ 
オーストリア 

38.85 44.49 51.12 42.60 37.78 

フランス 43.01 47.50 48.89 46.94 43.24 

スイス 47.92 51.02 49.52 49.52 44.77 

ドイツでは2011年から2年間で卸電力の年平均価格
が26%下落した。 

出所；EPEX 

・ドイツの市場価格低下が際立つ 



ドイツの再エネ電力所有内訳（2012年） 

Citizens and Coops 

47% 

Energy-Suppliers 

12%  

Institutional and 

Strategic Investors 

41% 

総設置量 

73GW 

（出所）trend research u. Leuphana Universität Lüneburg, Stand 10 / 2013  

・再エネ普及は地域住民が主導 
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ドイツ再エネ制度変更の概要 
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項  目 2014年8月施行 

タリフ ターゲット・コリドー 総量規制（目標） 

年間目標導入量 タリフ調整   

太陽光 240～260万kW 毎月1.1% 5200万kW 

陸上風力 240～260万kW 四半期毎0.4%  なし 

洋上風力 現状の通り (2020年迄650万kW) 

(2021年以降80万kW/年) 

賦課金制度変更   

 適用除外縮小 *エネルギ－多消費型産業にタリフの15%賦課 

 自家消費分 *タリフの30%（15年）、40%（16年）、45%（17年）賦課 

*10kW未満・発電事業者は非対象、産業は経過措置あり 

競争原理導入   

強制的な直接取引 *500kW以上（14/8月）、100ｋＷ以上（15年）固定ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

新規開発の入札制 *連邦グリッド機関がルール設定後、地上太陽光から 

*2018年までに全再エネに導入 

（出所） 各種資料より筆者作成 

・再エネ普及とシステム変革等の速度の調和 

・普及目標は不変 

・総量規制は太陽光のみ 

・市場原理の段階的導入 



太陽光FIT・ターゲットコリドー（ドイツ） 
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年間普及量       月間タリフ低下率        年間タリフ低下率 



２．日本のエネルギ－を巡る情勢 

２-１．3.11後のエネルギ－変革 

・低炭素、需給逼迫時代 

  *3.11大震災を機に国際的な環境に（先頭に） 

  *新しいモデルへの移行 

  *広域化、分散型化の同時構築の必要 

  ⇒再エネ、省エネに注目 
    

・自由化推進、システム変革の開始 

    *消費者が供給者を選択できる、供給事業に参入できる 

  *発送電分離 

  *広域計画・監視・調整 

  *電力取引市場（卸市場）整備、ガス事業改革 

 

・残る先行き不透明感 

  *原子力を含めたベストミックス、実際のシステム改革がどうなるか 
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電力システム改革、電事法改正工程表 
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（出所）資源エネルギ－庁 

（不明点）・広域運営機関の役割、中央給電指令所との関係 

      ・新たな規制機関の創設 

      ・送配電一体分離  ・小売自由化後の分離   ・電力取引市場の整備 



２-２．日本で再エネは普及するか 

・3.11後、漸く再エネ政策に力が入る 
 

・ポテンシャルは豊富 
 
・ドライバーは固定価格買取制度（FIT）  

  *必要条件 
 
・十分条件はこれから：3つの制約 

  *立地          ：環境アセス、農林地、自然公園等 

  *送電網へのアクセス ：優先性、広域運用、インフラ整備 

  *ファイナンス      ：金融機関の理解と協力 
 

・政策の位置づけ 

  *基本計画では13・5%（2020年）、21%（2030年）を上回る 

  *FIT等見直しの議論開始 19 19 
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再生可能エネルギ－ 潜在的な 
導入可能量 

現在の 
設備能力 

風力 １９億 ２７１万 

非住宅用の太陽光 １億５０００万 ７４５万 
 

住宅用の太陽光(＊) ２億７００万 ６９８万 

中小水力 １４４０万 ９６１万 

地熱 （**） １４１９万  ５３万 （***） 

再生可能エネルギ－の潜在的な導入可能量 

（出所）環境省調査等により作成 

（*）2004年のNEDO試算 

（**）資源量は2400万kW（150℃以上）、833万kW（53～120℃）by産総研 
（***）バイオマス発電242万kW 

（単位：kW） ・ポテンシャルは十分、ドイツよりも恵まれている 
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2014年度
固定価格
買取制度 

（注）2012年度の太陽光42円（10kW～）、   
40円（～10kW） 

   2013年度の太陽光36円（10kW～） 
   38円（～10kW） 

（出所）資源エネルギー庁 

・世界的には魅力的な水準 

・内外価格差の検証・是正が課題 
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再生可能エネルギー発電設備の導入・FIT認定状況 
（2014年３月末時点） 

（出所）資源エネルギー庁 

・再エネFIT認定は制度発足後21カ月で6900万kW（69GW）の認定を受けた 

・うち6570万kWはコストが高い太陽光で、再エネ賦課金の増大が懸念されている 

・世界的には主役である風力は、環境アセスの対象になり、出遅れ 

・地域振興効果が期待され、海外チップが優遇されるバイオマスの認定が多い 
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３．電源ベストミックスの考え方 

○伝統的な電源区分 

・ベースロード、ミドル、ピーク 

 

○再エネ普及時代の考え方 

・安定再エネ 

・変動再エネVRE（Variable enewables Energy） 

・残余需要：需要とVREの差、Residual-Load 

・残余需要の変動にどう追従するか 

  *従来電源を柔軟に運転 
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電力需要に対応した電源構成（日本） 
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   （出所）エネルギ－基本計画（2014年4月） 

・太陽光、風力の位置付けは？ 



ドイツの電力需給状況（7/14～7/21） 

（出所）Agora-Energiewende 

従来電源 太陽
光 

水力 
バイオ
マス 電力需要 風力 

・この週は風が弱く日射量が多い 

・再エネは下から積みあがっている 

・価格の高い昼間に輸出 
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ドイツ50Herzエリアの需給状況 
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（出所） 
立命館大学 

 竹濱教授
の資料に一
部加筆 

電力需要 

風力発電 

純輸出 

太陽光 

電力需要 

残余需要 
需要－風・太陽 

純輸出 

*送電会社に 

情報開示義務 

*「残余需要」
を予測し火力
等で制御 



４．地域事業にみるドイツの前提と日本の課題 

【ドイツの前提（環境）⇒日本の課題】 
・完全自由化 

・発送配電小売りの分離 

  *配電の分離 

  *ネットワーク規制当局の創設（ドイツでは事業規制は州単位） 

・電力取引市場の整備 

・再エネ普及 

  *FIT、優先接続・給電 

    →地元住民による建設・運営 

・バランスのとれたインフラ整備：電力、熱、燃料 

・地方分権の伝統 

  *シュタットベルケ（自治体公社）の存在 

・広域系統運用の協調 27 



ドイツのE-Energy事業 

（出所）ドイツ経済技術省 

・採択   ：2008年度 

・実証期間：2009～2012年度 ・ドイツのスマートグリッド実証事業：6事業 

・電力とITの融合、双方向 

・生エネ発電割合を大幅に引き上げるため

に地域は何ができるか 

 

・ローカル（中・低電圧）で需給調整 

 * Controllableな需要（蓄エネ） 

 * Flexibleな電源：コジェネ、バイオガス

バッテリー 

・電力取引市場の利用 

・地域のエネルギ－・ネットワークの利用 

  *電気、ガス、熱 
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クックスハーフェンのE-Telligence事業 
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コジェネ 

風 力 

冷蔵倉庫 

冷蔵倉庫 

コジェネ 

太陽光 

（出所） EWE （2012/5） 

・バルト海沿岸の港町モデル 
・風車、冷蔵倉庫、温浴施設が主役 
・風車・太陽光と冷蔵倉庫で「仮想発電所」     
プロシューマーの形成 

  ⇒産業用冷蔵需要を調整に利用 
・温浴施設等のコジェネ 
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 eTelligence市場の構成 

ahoi!-spa wastewater treatment plant  EWE administration building 

仮想発電所：Virtual Power Plant 

コジェネレーション plant 

（出所） eTelligence Final-Report （2013年）より作成 

Ahoi! Spa 

太陽光発電 

Cuxhaven 

冷蔵倉庫電 

Lentzkai 

冷蔵倉庫電 

Tossens 

風力発電 

下水処理 Plant EWE 本社ビル 
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地域（eTelligence）市場での電力取引 

（出所） eTelligence Final-Report （2013年）より作成 

欧州電力取引市場：European Energy 

Exchange 

マーケット・メーカー 

eTelligence 電力取引市場 

コジェネ・プラント（生産者） 460kW 

コジェネ・プラント（生産者） 5.5kW 

ヴァーチャル・パワー・プラント（プロシューマー） 

88MWh販売 

88MWh販売 

88MWh購入 

2067MWh購入 

2067MWh購入 

1462MWh販売 

12MWh販売 

593MWh販売 

・VPPとコジェネを統合して電
力市場と取引 
・プロジェクトリーダー（マーケ
ットメーカー）は地元配電会社 

31 



バイオマス発電の直接市場取引（ReGMoDHarz事業） 

   2012年 1/14    1/15   1/16    1/17    1/18    1/19     1/20     1/21 
 

電力市場価格（翌日） 
電力 

価格 

€/kWh 

電力 

MW 

熱 

MW 

熱 

貯蔵 

MW 

CHP600kW ボイラー 熱需要 

CHP600kW 

貯蔵水準 貯蔵容量 

（出所）ReGMoDHarz事業報告書より作成 

・柔軟電源であるバイオガスを活用 
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エネルギーインフラの相互関係 

電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

ガ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

熱ネットワーク 

柔軟需要 
（ヒートポンプ等） 

電気分解設備 

変動再エネ電源 
（風力・太陽光・水力） 

電気自動車 

ボイラー 

バイオガス 

メタン生成 

他のガス消費 

ＣＯ2分離 

ＣＯ2分離 

排ガス 
（ｴﾈﾙｷﾞｰ多消費型産業） 

柔軟電源 
（コジェネ・ガス火力） 

CH4 

CO2 

CH4 

H2 

（出所）ReGMoDHarz事業報告書より作成 

・バランスのとれたインフラ整備： 
  電力、熱、燃料 
・地域で完結できる 
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ご清聴有難うございました。 


