東日本大震災後、安全で安心な電力を求める声が高まり、日本
でもようやく自然エネルギーの本格的な導入が始まりました。
しかし、以前から積極的に導入してきた国や地域と比べれば、
まだまだ立ち遅れており、導入の勢いを強め、日本でも早く自
然エネルギーを電力供給の主役にしていくことが必要です。
また、世界では、深刻化する気候変動への対策として、自
然エネルギーの拡大がますます重要な対策と考えられるように
なってきています。
こうした状況にもかかわらず、国が今年の 7 月に定めた 2030
年の「長期エネルギー需給見通し」では、先進的な国や地域に
くらべ半分程度という消極的な自然エネルギー目標が決められま
した。自然エネルギーに関する国の議論の中では、当面のコスト
負担だけに議論が集中する傾向もみられます。
この冊子『やっぱり自然エネルギー！』は、自然エネルギーを
増やすことがなぜ大切か、その理由を、世界の動きや将来への
展望も含めて、できるだけわかりやすく解説することをめざした
ものです。多くの皆さんに読まれ、自然エネルギーの大切さにつ
いての理解を広げる一助となることを期待しています。
日本で自然エネルギーの拡大を実現するためには、固定価格
買取制度、電力制度などの改革を的確に進めること、また、日本
ではとりわけ遅れている風力発電の導入を加速することなどが必
要です。自然エネルギー財団では、これらのテーマに関する提案
を今後、順次、公表していく予定です。
2015 年 9 月
公益財団法人 自然エネルギー財団
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月に開始された固定価格買取制度です。図 1 でわ
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度から 2014 年度までに約 3 倍に増加しました。
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自然エネルギーは、多くの国で既に電力供給の主役
世界には豊富な水資源をいかして、以前から電
力の多くを水力発電で供給するオーストリアやノ
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5

の 27.3% を自然エネルギーが占めています。2000

0

水力

6.7

7.8

9.3

10.2

15.1

16.3

17.0

11.6

7.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図 4 ドイツの総電力消費量に占める自然エネルギーの
割合

年には 6.5％だったので、14 年間に 20 ポイント
以上も割合を高めています。デンマーク、スペイ
ン、ポルトガル、イタリアなどでも、既に自然エネ
ルギーが総発電量の 40％以上を占める基幹電源に
なっています。
米国でも中西部の諸州やテキサス州などで風力

原子力
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発電の急速な導入が進められています。また全米
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では太陽光発電が急増しており、2014 年には州内
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図 5 カリフォルニア州では自然エネルギーが 3 割を発電

の発電量が自然エネルギーを上回ったことは一度
もありませんが、2000 年以降は太陽光や風力発
電が急増する一方で、原発の発電量は減少し、そ
の差は拡大しています。
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図 6 世界の自然エネルギー発電量は原発よりも大きい
3

自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

理由 1. 電力需要をしっかり支える安心のエネルギー
夏の猛暑を乗り切る大きな力になっ
た太陽光発電

るものであり、
震災からの 4 年間で、
自然エネルギー
が既に夏の猛暑を乗り切る大きな力になっている
ことを示すものです。

今年の夏、日本列島は 7 月後半から 8 月前半に

ドイツでは電力消費の 8 割を自然エ
ネルギーで供給する新記録！

かけて猛暑に見舞われ、冷房の使用が増えて電力
需要が増大しました。国内では、九州電力川内原

自然エネルギーの導入で先を行くドイツでは、

発が 8 月中旬に再稼働するまで、一基の原発も動
いていませんでしたが、電力不足という事態は全

日本よりはるかに高い割合の電力を太陽光や風力

く生じませんでした。

発電などで供給しています。今年 8 月 23 日の 13

夏の猛暑を乗り切る大きな力になったのは、震

時には、実に電力消費の 84％を自然エネルギーで

災後に進んだ省エネルギーと共に、大きく増えた

供給する過去最高割合を記録しました。この日は

自然エネルギーです。特に太陽光発電は、電力需

温暖な日曜日で電力需要が大きくなかったという

要が増加する日中に発電量が増えるため、電力需

事情もありますが、平日でも半分近くを自然エネ

要のピークを支える供給力として大きな役割を果

ルギーが供給することは珍しくありません。自然

たすことができます。

エネルギーは普段から電力供給を支える確かな力
になっているのです。

図 7 は、今夏の電力需要がピークを迎えた日に

おいて、東日本のある電力会社管内で太陽光発電
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図 7 電力需要に対する太陽光・風力発電の供給割合
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きな割合で進んでいる電力会社もありますから、 ネルギーを増やしていけば、原発に依存すること
今年の夏には全国のピーク時電力の 1 割程度を太

なく、安心安全の電力で需要を担っていくことが

陽光発電などの自然エネルギーが供給したと考え

できます。
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日本でも、太陽光発電や風力発電などの自然エ

られます。これは、原発で言えば 10 数基分にあた



電力消費

図 8 ドイツの電源別発電量（2015 年 8 月 23 日）

九州電力のように、太陽光発電の導入が更に大
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自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

変動する自然エネルギーも安定的に使える
変動を誇張する国の資料
日本では、国や電力会社などが、
「天候による発
電量の変動が大きい」ことを太陽光発電や風力発
電の大量の導入が難しい理由として説明していま
す。2030 年の電源構成を検討するために設置さ
れた国の検討会でも、太陽光発電と風力発電の特
性を表す資料として、図 9 が提出されました。
日照や風の状態で発電量が変化するのは事実で
すが、国が示す図はいかにも極端で変動が誇張さ
リフォルニア州の状況を示す図 10 を見てもわかる
ように、国や地域全体で見れば、自然エネルギー
の変動はもっとゆるやかなものです。

発電データのオンライン公開

MW

太陽熱

太陽光

風力

小水力

バイオガス

バイオマス

地熱

MW

ここで大事なことは、欧米ではこうした発電状
況のデータはオンラインで公開され、誰でも見る
ことができるようになっている、ということです。
日本では、こうしたオンラインでのデータ公開は
行われていませんし、事後にも時間帯別のデータ
は公表されていません（今回は、自然エネルギー
財団の依頼に応じて、いくつかの電力会社がデー
タを提供してくれました）
。自然エネルギー発電の



 

図 9 総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給
見通し委員会（第 11 回会合）資料 3「長期エネ
ルギー需給見通し関連資料」より抜粋

れています。ドイツの状況を示す前頁の図 8 やカ



 $

図 10 カリフォルニア州の自然エネルギー電力の時間
帯別発電量（2015 年 9 月 17 日）

状況をいつでも見ることができるようになれば、誇
張された資料が使われることもなくなるでしょう。

大切なのはシステム運用の工夫
自然エネルギーの導入で先行する国や地域では、
気象予測を活用した発電量予測や、電力市場の活
用など様々な方法で大量の太陽光や風力発電を安
定的に電力系統に取り込んでいます。大切なのは
こうした運用の工夫であり、工夫をしようという意
思です。

5

自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

理由２. これからのエネルギーコストの上昇を抑える
火力発電より安くなってきた世界の 日本でも太陽光発電は家庭用電気
自然エネルギー
料金より安価に
今年 8 月に公表された国際エネルギー機関（IEA）

日本の自然エネルギーは、電力会社の接続制限

の報告書は、風力発電や太陽光発電のコストが、石

や様々な規制の影響などで導入が遅れ、世界で進

炭や天然ガスなど化石燃料による火力発電のコストと

む価格低下の恩恵を十分に得られていません。

同じか、より安くなっていることを明らかにしました。

そうした中でも太陽光発電のコストは数年前の
半分程度になってきており、既に家庭では電気料
金を支払うより太陽光発電を設置するほうが安価

中央値
電力コスト（LCOE）
（米ドル／ MWｈ）

になっています。
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5 年前と比較して劇的に安くなっています。
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図 11 に示すとおり、
とりわけ太陽光発電のコストが、

1 月ー 3 月

15

10 月ー 12 月

20

図 11 5 年前より低下した太陽光発電と風力発電のコスト
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また IEA の報告書とほぼ同じ時期に公表された米
エネルギー省の年次報告書でも、2014 年における

図 12 家庭用電気料金より安価になった太陽光発電

全米の風力発電の平均購入契約価格が 1kWh あた
りで 2.35 セント（税控除額を加えれば約 5 セント）
まで低下したことが報告されています。太陽光発電も

原発と火力発電のコストは上昇傾向

テキサス州の入札で 4 セント程度（税控除額別）に

前記の IEA の報告書は、原発と化石燃料による火

なるなど、既に火力発電よりも安い自然エネルギー

力発電のコストは上昇傾向にあることを示しています。

が現実のものになっています。

最近でも、フィンランドとフランスで建設中の最新型
の原発の建設費が当初の 3 倍に膨れあがり、再三、
完成時期が延期されていると報じられています。また
化石燃料コストの変動が激しいことは、ここ数年の経
験が示すとおりです。エネルギーコストの安定化のた
めには、自然エネルギーへの転換が最も確実な方策
です。
6

自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

震災後の電力料金上昇の主因は火力発電の燃料費増
これからのエネルギーコスト

しばしば、震災後の電気料金上昇の主因が、固
定価格買取制度による賦課金にあるように言われ
ることがあります。これから自然エネルギーの導

賦課金のこれからを考える上で、大事なポイン

入が増えていくと、後で述べるように一定の期間、 トは、それが未来永劫続くものではないというこ
賦課金が増加することは確かで、その金額をどう

とです。固定価格買取制度における買取期間は 20

抑えるかは大切な課題です。

年（住宅用太陽光は 10 年、
地熱は 15 年）ですので、

しかし、震災後の電力コスト上昇の最大の要因

現在買い取られている自然エネルギー設備の多く

となってきたのは、賦課金の増加ではなく、火力

は 2030 年代前半に買取が終わります。この結果、

発電の燃料費の増加です。東電、関電など一般電

賦課金の負担は急激に減ってきます。

気事業者 10 社の発電に関わるコストを合計する

また、買取を終わった発電所は、投資回収が終

と 2010 年度の 8.4 兆円から 2014 年度の 13.6 兆

わり、バイオマス以外は燃料費がかからないため、

円へと 5.2 兆円増加していますが、その 4 分の 3

極めて安価に発電ができることになります。

にあたる 3.9 兆円は燃料費など火力発電のコスト

更に、世界的には自然エネルギーのコストは大

増によるものです。賦課金（再エネ特措法納付金） 変安くなっていますから、日本でも高コスト構造を
の増加額は 0.5 兆円であり、増加額全体の約 1 割

見直せば、新たに設置される自然エネルギー設備

にとどまっています。

は、現在よりもかなり安価に発電ができるようにな
ります。
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エネルギーコストの安定化のため、そして日本で

水力等

▲

-

原子力
火力
水力等
2014年度
2010 再エネ 他社 原子力
火力
水力等 2014
年度 特措法 購入
年度
納付金

2010年度 再エネ特措 他社購入
法納付金

も安価な自然エネルギーを早く実現するため、何

図 13 発電に関する電力 10 社のコスト（2010 年度と
2014 年度の比較）

が必要なのかを議論する必要があるのではないで
しょうか。

火力発電の燃料費の増加には稼働増によるもの
に加え、国際的な原油価格、LNG 価格の上昇と円
安の進行による燃料費単価の上昇が大きな影響を
与えています。
更に、原発の維持などに要するコストが、発電
量がゼロであった 2014 年度にも 2010 年度とほと
んど変らない 1.4 兆円となっていることも電力コス
トの高止まり要因になっています。
7

自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

理由３. 国と地域の経済を豊かにする純国産資源
自然エネルギーへの投資は日本を 地域の経済と財政を支える自然エ
豊かにする
ネルギー
2014 年度の日本の電力供給の 88％は火力発電

震災以降、全国の地域で自治体や地元の企業が

によるものでしたが、その発電コストの多くは燃料

風力発電や太陽光発電事業に取り組む事例が増え

費であり、ほぼ全額が海外に流出してしまいます。 ています。2014 年 7 月には、各地のコミュニティ
これに対して自然エネルギーは、バイオマス以外は

パワーの全国組織である「全国ご当地エネルギー

燃料費が不要であり、発電コストの大部分が設備の

協会」が発足しています。コミュニティパワーは、

設置に要するもの（資本費）です。このため導入拡

地域の企業や住民がプロジェクトの主体となり、

大によって国内への投資が増加し、その結果、国内

開発の便益の多くを地域内に還元することを目指

生産が誘発され雇用を生み出す効果があります。

す取り組みです。既に全国で 100 団体程度が事業

試算の結果、2014 年度の太陽光発電への投資

に取り組んでいると考えられます。

効果は極めて大きかったことがわかりました。この

自然エネルギー電源への投資は地域内の生産や

年度に国内で太陽光発電設置に投資された金額は

雇用を生む効果に加え、固定資産税や法人住民税

2.8 兆円、ここからソーラーパネルの海外生産分を

の増加をもたらし、立地自治体の財政に貢献する

除いた 2.3 兆円が直接的な国内生産額と推計され

意義もあります。５MW の太陽光発電と 10MW の

ます。さらに、間接的に誘発された生産額（一次、 風力発電が立地した場合の自治体財政収入額は 20
二次生産誘発額）を加えると、国内生産への波及額

年間で約 8 億円と試算されます。

は 5.7 兆円に上ると推計されます。また雇用効果は

8 億円

直接雇用効果分で 19 万人となり、これに間接効果

7

分を加えると合計で 39 万人の雇用が誘発されたと

6
5

試算されました。

4

今後、太陽光発電についてはそのコスト低下に

3

伴い、国内生産誘発額が減少していくと見込まれま

2
1

すが、他の自然エネルギーに対する投資は徐々に

0

増えつつあります。自然エネルギーは、日本におい

計 7.8 億円
固定資産税
（風力）
固定資産税
（太陽光）
法人住民税
（風力）
法人住民税（太陽光）

ても着実に大きな産業分野として成長しつつあると

図 15 太陽光発電・風力発電の立地による自治体財政
収入の試算

言えます。自然エネルギーへの投資は日本を豊か

また地方自治体の中には、自らが事業者となっ

にする投資なのです。
二次波及
効果
一次波及
効果
直接効果

て自然エネルギー発電設備を設置し、大きな財政

生産誘発額
直接効果：2.3 兆円
一次波及効果：2.2 兆円
二次波及効果：1.2 兆円
合計：5.7 兆円

的効果をあげているところもあります。北海道の
すっつ

寿 都町はその代表的な事例です。寿都町は北海
道南西部に位置する人口 3200 人、一般会計規模

雇用
直接効果：19 万人
一次波及効果：10 万人
二次波及効果：9 万人
合計：39 万人

40 億円という小さな町ですが、町営風力発電は約
６億円という売電収入をもたらし、環境、医療福

図 14 太陽光発電投資の経済効果の試算（2014 年度）

祉など様々な地域事業を支えています。
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自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

地域の景観、環境との調和
日本でも始まっている調和への努力

太陽光発電の導入が日本各地ですすめられてい
る中で、一部の地域では、急速な太陽光発電の普
及に伴う景観の変化に、戸惑いや不安の声もあがっ

日本でも固定価格買取制度導入以降の自然エネ

ています。特に、集中的に太陽光発電設備が増え

ルギー開発の増加を踏まえて、開発と環境の両立

ている地域や、以前から景観保全に取り組んでき

のあり方を検討する動きが始まっています。本年

た地域では、景観変化への懸念が大きいようです。 6 月には、自然エネルギー財団と環境エネルギー
自然エネルギーが地域環境に与える影響は、原

政策研究所が事務局となり、自然保護団体や事業

子力発電や火力発電と比較すれば、相対的に小さ

者などと共同研究を行い、
「持続可能な社会と自然

いものですが、ゼロではありません。自然エネル

エネルギーコンセンサス」という報告書をまとめ

ギーの開発においても、重大で取り返しのつかな

ました。この報告書は、自然エネルギーをより持

い影響を周辺環境に与えないよう、必要な配慮が

続可能に進めていくために必要な考え方や、取り

行われるべきことは言うまでもありません。

組みを整理したものです。また、静岡県富士宮市
のように景観や自然環境と再生可能エネルギー発

開発と環境を両立させるドイツの
ゾーニング制度

電設備設置事業との調和に関する条例を制定する
事例も生まれています。
今後、これらの取り組みの積み重ねによって、
自然エネルギー開発をより景観や環境に適した形

1990 年代から風力発電の導入が本格化したド

ですすめていくことが必要です。

イツでも、当時、風力発電開発と地域景観、生態
系、住民の生活への影響などが問題となりました。
この問題の解決のために導入された制度が、あら
かじめ風力発電開発にふさわしい地域とそうでな
い地域を分けて指定するゾーニング制度です。
この制度は、既に 20 年間の運用実績を持って
いますが、自然エネルギー開発を促進しながら、
特定の地域への過剰な開発を抑制し地域環境の保
全に寄与したと評価されています。
設備容量：1 万 6580kW
売電収入：約 6 億円

環境
医療
福祉

町財政を補完

住民
還元

磯焼け対策
森林保全活動

家庭医制度
診療所運営
福祉灯油助成
水道料金引下げ
地域振興券発行
（全世帯）

図 16 北海道寿都町の風力発電事業による財政的効果
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自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

理由４. これからの気候変動対策の主役
発電コスト（ルピー／ kWh）

自然エネルギーが CO2 削減の主要
手段に
今年の年末にパリで開催される気候変動対策の
国際会議、COP21 では、温室効果ガスの大幅な削
減を進める 2020 年以降の世界全体の取組を決め

20

太陽光
輸入石炭

18
16
14

*2014 年は推計値

12
10
8
6
4
2
0

2011

2012

2013

2014E

ることが目指されています。国連の「気候変動に関
する政府間パネル」
（IPCC）は、その報告書の中で、 図 17 インドの太陽光発電と輸入石炭発電のコスト比較
2050 年には 2010 年比で 40 ～ 70％の削減が必要
であり、今世紀末までには排出量を少なくともゼロに
しなければならない、としています。今年の 6 月に開
催された先進国首脳会議の共同声明は、この IPCC
の報告を踏まえ、今世紀中に世界経済の「脱炭素化」
を実現するという目標をはじめて掲げました。

日本でも既に 400 万世帯分の CO2
を削減
日本でも本格的な導入の始まった自然エネルギー

経済の「脱炭素化」の主役とみなされるようになっ

が、CO2 削減に大きな役割を果たし始めました。太

てきたのが、自然エネルギーです。6 ページで紹介し

陽光発電など既存の水力発電以外の自然エネル

たように、その価格がどんどん安くなっている自然エ

ギーは、2014 年度に 2220 万トンの CO2 排出を抑

ネルギーは、最も実践的な CO2 削減の手段になって

制したと推計されます。これは一般家庭の排出量に

きているのです。

換算すれば、414 万世帯に相当する量です。

世界の石炭の 7 割を使う米国・中国・
インドも自然エネルギーの大幅な拡
大をめざす
化石燃料の中でも最も大量の CO2 を排出するのは
石炭ですが、世界の石炭消費の 7 割以上を占める
米国、中国、インドでも石炭の利用を減らし自然エネ
ルギーを推進する新たな政策が始まっています。
図 17 は、インドの太陽光発電と輸入石炭火力発
電の発電コストの比較を見たものですが、太陽光の
コストが劇的に低下し、ほとんど同じ程度になってい
ます。こうした価格低下が、自然エネルギーを CO2
削減対策の主役として使うことを可能にしてきている
のです。

10

2010年度

2014年度

CO2排出抑制量 世帯換算*
（万トン-CO） （万世帯）
783

2220

146
414

表１ 自然エネルギー電力（水力除く）の CO2 排出抑制
効果試算

自然エネルギーを大幅に増やすべき４つの理由

自然エネルギーで CO2 削減を進めるドイツ
*2014 年は推計値

14

億トン

ドイツの CO2 排出量

日本の CO2 排出量

脱原発決定

12
10
8
6
4
2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

0

ドイツのCO2排出量

日本のCO2排出量

図 18
ドイツと日本の二酸化炭素
排出量の推移

ドイツは、2020 年までに 1990 年比で 40％の

量を減らすことができた大きな要因は、自然エネ

温室効果ガス削減を目標に掲げています。2022

ルギーの急速な拡大です。1990 年から 2014 年ま

年末までの原子力発電の全廃を決定しており、こ

でに、自然エネルギーの増加によって抑えられた

の高い削減目標を原発に頼らずに実現しようとし

CO2 排出量は、同時期の CO2 削減量の約半分に相

ているのです。省エネルギーとともに、目標を達

当します。

成する最重要の手段となっているのが、自然エネ

2014 年、自然エネルギーはドイツ
最大の電力源に

ルギーの拡大です。

1990 年 比で日 本 は 14 ％ 増 加、
ドイツは 20％削減
日本の CO2 排出量は 2013 年度に 1990 年度比

ドイツは、1991 年に固定価格買取制度をいち
早く開始するなど、一貫して自然エネルギーの導
入に力を入れてきました。その結果、2014 年には

で 13.5％も増加しています。福島原発事故後に火

ついに褐炭、石炭、原子力など他の電源を上回り、

力発電の発電が増えたことも要因ですが、1990 年

総発電量の 25.8％を占める最大の発電源にまで成

以降、石炭火力を増やし、エネルギー効率化の取

長したのです。

り組みが停滞してきたことが本質的な原因です。

TWh
200

一方、ドイツは 2013 年に 1990 年比で 20％減
らしています。2014 年の推計値では 24％削減に

150

なっています。ドイツは、福島原発事故のあと、

100

17 基の原発のうち、停止中だった 1 基も含め 8 基

石油
天然ガス
原子力
石炭

50

ています。発電部門からの CO2 排出量を見ると、

0

褐炭
*2014 年は暫定値
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

を直ちに運転停止し、その後も１基が運転停止し

図 19 ドイツの電源別発電電力量の推移

脱原発方針の決定後、2012 年、2013 年は微増し
たものの、2014 年は前年比 5.8% 減少したと推計
されています。原発の稼働を停止しながらも排出
11

自然エネルギー

知ってほしい 本当のドイツエネルギー事情
ドイツは意欲的な温室効果ガス削減目標を掲げ、 の失敗」を喧伝する向きがあります。
省エネルギー化とともに大幅な自然エネルギーの

自然エネルギー財団では、ホームページの中に

拡大を進めています。脱原発の方針を堅持しつつ、 「ドイツエネルギー便り」という連載コラムのコー
順調な経済成長も実現しているドイツの経験には、 ナーを設け、ドイツ在住の研究者、ジャーナリス
日本にとって多くの学ぶべき内容が含まれています。 トなどの皆さんによる最新の、本当のドイツのエ
もちろん、ドイツの政策も 100％うまくいって

ネルギー事情をお伝えしています。

いるわけではありません。様々な課題に直面し、

ここでは、その中から２つのトピックを選び、

解決策の試行錯誤もあります。しかし、日本では、 概要をご紹介します。ご関心のある方は、ぜひ「ド
問題点だけを一面的に強調するなど、ドイツのエ

イツエネルギー便り」をご覧ください (http://jref.

ネルギー事情をねじまげて伝え、
「エネルギー政策

or.jp/column_g/)。

1. 自然エネルギーを大幅に導入しながら停電時間も短縮
日本では、自然エネルギーが大量に導入される

然エネルギーが導入されています。しかし、停電

と、電力供給が不安定になり停電などの危険性が

時間は 2006 年の 21.53 分から大幅に減少したの

高まるという意見があります。実際には、気象予

です。

測を利用した発電量予測など、電力システム運用

日本の電気事業連合会によれば、2013 年の日

の工夫で、それ自体は変動する太陽光や風力など

本の年間停電時間は 16 分でした。算出方法が同

の自然エネルギーを大量に導入しても、全体とし

一でないので直接的な比較はできませんが、ドイ

て安定的な電力供給を実現できることは、5 ペー

ツの事例は、自然エネルギーの拡大と電力の安定

ジにも書いたとおりです。

供給が両立しうることを示しています。

ここで紹介するのは、自然エネルギーが急増し
ているドイツでは、電力供給が不安定になるどこ

消費者一軒あたりの年間平均停電時間（分）

ろか停電時間が短くなっている、という事例です。

総電力消費量に占める自然エネルギーの割合（%）

３ページで述べたように、ドイツでは 2000 年から

30分

2014 年の間に、総電力消費量に占める自然エネル

25

ギーの割合が、6.5％から 27.3％と、4 倍以上に増

20

加しました。

15

27.3%

21.53

その一方で、消費者世帯１軒あたりの年間平均

19.25
11.6%

16.89
14.63

14.9

15.31

15.91

15.32
12.28

10

停電時間は短縮傾向にあります。2006 年から年

5

間平均停電時間を発表しているドイツ連邦ネット

0

ワーク庁によれば、2014 年のドイツの年間平均停

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

図 20 ドイツの年間平均停電時間と自然エネルギー
の割合

電時間は、これまでで最短の 12.28 分でした。
2006 年の自然エネルギー率は 11.6% でしたか
ら、2014 年にはその 2 倍を大きく超える割合の自
12

２. ドイツは原発停止後も電力の純輸出国
ドイツは、11 ページで紹介したように、2022

これを大きく上回る 13.2TWh の電力をドイツから

年末までに国内全ての原発を廃止することを決め、 輸入しているのです。その結果、ドイツはフラン
既に 9 基の原発を停止しています。これに関連し

スへの電力の純輸出国となっています。電気暖房

て、日本では「ドイツでは脱原発政策の結果、電

が多いフランスでは、特に冬の寒さの厳しい年に

力が不足し、原発大国のフランスから電力を輸入

は、暖房需要を満たすためにドイツからの電力輸

している」という主張がなされることがたびたびあ

入を多く必要とするのです。

ります。

TWh

そもそも「原発の運転を停止したために電力が

15.0

不足している」という主張自体が事実とは違いま

10.0

す。図 21 は、原発停止前の 2010 年から停止後の

5.0

2014 年への電源別の発電量の変化を示したもの
です。原発による発電の減少量は 43.5TWh ですが、
自然エネルギーによる発電の増加量は 57.5TWh で
発廃止による発電量の減少分は、十分に自然エネ
ルギーによる供給増加が埋め合わせているのです。
TWh

40
20
0

石油

-2.4

（6月まで）

こうした明確なデータがあるにもかかわらず、な

ばれています。そのために、物理的な電力の流れ
で見ればフランスからドイツの電力が流れこむこ

- 1.4

天然
ガス

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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図 22 ドイツからフランスへの純電力輸出量の推移（プ
ラスがフランスへの輸出超過分）

あり、原発の減少分を大きく上回っています。原
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ているにすぎません。ドイツが電力不足でフラン
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スから電力を輸入しているという主張は、こうした
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電力の流れの全体を見ていないものなのです。

図 21 ドイツの電源別発電量増減の絶対量比較（2010
年と 2014 年の差異）

電力不足どころか、ドイツは欧州の中でもトップ
クラスの電力純輸出大国です。フランスとの関係
を商業取引ベースで見た場合、2014 年にはフラン
スはドイツに 7.3TWh の電力を輸出していますが、
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