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【特集】新エネルギー  
 

再生可能エネルギー発電：欧州のグリーン電力振興（1/2）  
－欧州委員会（EC）が新しいパンフレットを発行－  

 
1. よりクリーンな電力を振興する EU 指令  
  この出版物は、欧州連合（EU）域内の市場で再生可能エネルギー発電（グリーン

電力）を促進するための 2001 年の EU 指令（別名「RES-E 指令（注 1）」として知られ

る）について、その背景と内容を説明したものである。 
 再生可能エネルギー源の開発は、EU のエネルギー政策における中核目標である。

クリーンで、持続可能性と確実性を備えたエネルギーの供給が、現在と未来の欧州諸

国民、ひいては全世界の国民にも明確な利益をもたらすことがこの目標には反映され

ている。再生可能エネルギーは都市部や田園地帯を汚染する有害物質を削減するがゆ

えに「クリーン」であり、再生が可能で、気候変動を誘発する温室効果ガスの発生に

寄与しないので「持続可能性」がある。また、輸入に頼らずとも欧州内に存在する資

源であるため、制御不可能な世界の有事にも左右されにくい「確実性」を備えたエネ

ルギーである。 
 
 しかし、再生可能エネルギー発電設備でグリーン電力を生産し、送電網を経て、家

庭や職場まで確実に供給するためには、前述の「明確な利益」だけでは不十分である。

ここで忘れてはならないのは、石炭、石油、原子力－公的機関の決定による援助抜き

に開発されたエネルギーは一つも無いということである。従い、RES-E 指令は再生可

能エネルギー発電の積極的な推進を目的としている。 
 
 2001 年の RES-E 指令採択以降、規定の導入が進められてきた。EU 指令の包括的

な枠組みが整備され、加盟各国はグリーン電力消費量について国家の目標値を設定し、

その実現に向けて動いている。再生可能エネルギーの利用に関し、行政面並びに送電

網にアクセスする際の障壁は、欧州内の国家・地域両レベルで排除すべきである。欧

州は再生可能エネルギーの技術面で世界をリードしている。また、グリーン電力市場

の持続可能な発展に向けて、公的機関による適切な支援システムを理解・構築する上

での重要な役割を担っている。以下に詳述する RES-E 指令は、欧州で現在構築されつ

つある再生可能エネルギー産業の、主要な法的基盤の一つである。 
 
2. 欧州のグリーン電力－その現状  
 
欧州の脆弱なエネルギー基盤  
 現在、欧州はエネルギー需要の 50%に相当する量を輸入しており、世界のいずれか
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の地域で突発的な事態が起これば、社会と経済の健全性が危ぶまれる。更に悪いこと

に、石炭が減少し、原子力エネルギーが一般市民の反対運動に直面する中、輸入への

依存度は高まっている。将来の世代は、供給途絶のリスクまでも負うことになるだろ

う。エネルギー供給確保に関する「グリーンペーパー（注 2）」は、何ら対策を講じない

場合、エネルギーの輸入依存度が 2030 年までに 70%になると予想している。これら

の理由から、地域内に存在する多様な再生可能エネルギー源が欧州のエネルギー戦略

上、鍵を握っている。 
 
一方で、責任は存在する  
 地球温暖化を引き起こす温室効果ガスのうち、約 14%を欧州が排出している。そこ

で、EU は気候変動問題に取り組む姿勢を強固に示した。また、1997 年の京都議定書

を率先して支持し、2010 年までに温室効果ガスの年間排出量を 8%削減すると確約し

た。バランスの取れた多様性ある再生可能エネルギー源に関し、欧州は世界のリーダ

ーであるが、この資源はまだ開発の余地がある。これを踏まえて 1997 年の「再生可能

エネルギー白書（注 3）」では、欧州のエネルギー消費量全体に占める再生可能エネルギ

ーの割合を倍増させ、2010 年までに 12%に引き上げるという目標を果敢に設定し、政

策面の意図と動機付けを明示した。 
 この出版物で説明する RES-E 指令では電力の 21%（注 4）を再生可能エネルギーでま

かなうという目標設定により、白書が掲げるエネルギー消費量全体に係る目標値であ

る 12%を支持している。2001 年、欧州の電力消費量に占めるグリーン電力の割合は

15.2%であった。（グラフ 1 参照） 
 
更に高まる需要  
 EU の電力需要は毎年増加している。それに拍車をかけているのが新たに加盟した

国々の経済成長であり、現加盟国 25 ヶ国のエネルギー消費量合計のうち電力が 45%
を占める。グリーン電力が増加しても、電力需要が増加するのでグリーン電力の供給

割合は低下する。従い、需要側の対策としては電力消費量を制限し、効率良く消費す

ることが目標の達成には不可欠である。加えて、供給確保と持続可能な開発に関する

政策に基づくアクションが供給側には求められる。研究・技術開発枠組み計画や

ALTNER 計画への息の長い資金援助によって、欧州は再生可能エネルギー技術を主導

する立場にある。（1990 年代、欧州委員会（EC）は多数の実証プロジェクトに対し共

同出資を行ったので、近年再生可能エネルギーの新技術がもたらされている。）今必要

とされているのは、再生可能エネルギー源から生産されるグリーン電力の供給と消費

を促進する施策である。 
 
なすべきことは  
 欧州は EU の戦略目標を達成するため、クリーンで地域内に存在するエネルギー資

源を奨励し、導入に向けての加盟国の努力を支援すべきである。RES-E 指令は欧州全
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体の電力消費量に占めるグリーン電力の割合を 2010 年までに 21%とする目標を定め

ており、実現に向け国家の目標値を設定するよう加盟国に要求している。EU と加盟

国の目標設定により、再生可能エネルギー分野のビジネス・チャンスは長期にわたり

実現可能性を持つことが、産業界と電力業界全体、そして個別投資家や企業家たちに

明確に示される。 
グラフ 2 は、EU の現加盟国 25 ヶ国における 1997 年のグリーン電力消費量と 2010

年の目標値を表している。 
 
3. 欧州のグリーン電力－強みはその多様性と技術面のリーダーシップ  
 再生可能エネルギー源は、枯渇することがない。地球上で自然発生するエネルギー、

つまり水や風力、太陽光等を活用するからである。一方、石炭や石油等の化石燃料は

時が来れば使い果たされ、持続可能性がない。再生可能エネルギーは起源が多様であ

るという特徴から、回収技術にも多様性が求められる。電力生産に向けて最も開発が

進んでいる再生可能エネルギーは次のとおりである。 
 
風力エネルギー  
 欧州は風力発電の技術と発電量において世界をリードしており、世界全体の風力発

電量の 74%を占め、発電用設備の市場では 90%のシェアを誇る。ドイツ、スペイン、

デンマークが有数の風力発電国で、他の EU 加盟諸国はその例に倣っている。2003 年

の 1 年間だけで、EU の風力発電量合計は 23%増加した。今後は、風力がより豊富で、

近隣からの苦情も少ない洋上への設備導入が中心となるだろう。この新しい市場には、

発電量を高める送電網の採用と、環境面や領海線に関わる法的な問題を解決するため

の支援策が必要となるだろう。2003 年の EU 加盟 15 ヶ国の電力総消費量に占める風

力発電の割合は、2.4%になると見込まれる。 
 
水力エネルギー  
 ダムで貯水する大規模水力発電に関しては、EU 加盟 15 ヶ国においてその潜在能力

をほぼ発揮し尽くしたと言える。しかし、スロベニアとハンガリー、リトアニアは未

開発で大きな可能性を秘めている。小規模水力発電設備（Small hydro power 
installation：SHP）は巨大なダムに蓄えた水に依存せず、河川の水流を利用するもの

だが、こちらは欧州域内での将来性が高く、既に 14,000 以上の SHP があり、かなり

の発電容量の拡大が見込める。設備の規模が最も大きいのはイタリア、フランスとス

ペインで、急成長しているのはオーストリアとギリシャである。この他にも、水をエ

ネルギー源として用いる波力発電・潮汐発電等の開発研究も継続している。欧州の電

力総消費量に占める水力発電の割合は 12.7%となっており、SHP の割合は 1.55%であ

る。（注 5） 
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バイオマスエネルギー  
 エネルギー源となるバイオマスの種類は多岐にわたるが、基本的な分類は以下の通

りである。 
 

・木質バイオマス 
林産活動の副産物や、エネルギー用途に栽培されたヤナギなどの短期輪作植物（通

常、木質バイオマスは燃焼させるか、ガス化して熱と電力を発生させる） 
・農業生産活動の残渣 

わら、家畜・家禽の糞尿等 
・バイオ燃料用途に生産されたエネルギー作物 

バイオディーゼル油生産用の菜種・ひまわりや、バイオエタノール生産用の小麦・

甜菜等 
・産業廃棄物・都市圏の廃棄物に含まれる有機成分 

発電用施設や埋立地での嫌気性発酵によりバイオガスを発生する 
 
 バイオマスは種類が豊富なため、エネルギーに変換する技術的アプローチも数多く

存在する。 
 
 リグノセルロース物質（木質廃棄物、わら）は中期的に見て、バイオ燃料源として

の大きな可能性を持つ。欧州では、英国が主なバイオガス生産国である。バイオマス

発電をリードしているのはフィンランドで、ドイツ、スウェーデンがそれに続く。ド

イツでは 1997 年から 2002 年の間にバイオマス発電量が倍増し、同時期のデンマーク

においては 3 倍増となった。発電の具体例は、コラム「廃水と太陽光から発生するバ

イオエネルギー」を参照のこと。欧州の電力総消費量に占めるバイオマス発電の割合

は現在 1.5%となっている。（注 5） 
 
地熱エネルギー  
 高温の地下水を掘削して得られる地熱エネルギーは、発電や暖房に利用される。地

下水の温度が低い場合の用途は、住居・工場・温室等の直接暖房である。ヒートポン

プ（注 6）に用いることも可能で、エネルギー需要を削減できる。地熱利用による直接暖

房が発展しているのは、欧州ではスウェーデンである。高温の地下水は発電用として、

主にイタリアで利用されている。適切な国家政策と技術開発が導入されれば、将来の

地熱エネルギーの活用範囲は拡大するだろう。欧州の電力総消費量に占める地熱発電

の割合は現在 0.2%となっている。（注 5） 
 
太陽エネルギー  
 太陽エネルギーの基幹技術は、次の 2 つである。 
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・暖房のみに使用されるソーラーパネル 
・太陽光から直接発電を行う太陽電池モジュール 

 
 太陽電池（PV）は、他の再生可能エネルギー源と比較すると発電量は少ないが、欧

州ではドイツやオランダを筆頭に、送電網に接続した状態の発電容量が急速に増加し

ている。欧州の太陽電池市場で高まりつつある気運を保ち、大規模な導入に向けての

コスト削減を実現するためには、資金面の援助が必要となるだろう。 
 
 太陽熱発電は、直射日光からタービンを回転させるために必要な熱を得て発電する

新技術である。初期の実証プロジェクトは順調に進行している。 
 
 欧州の電力総消費量に占める太陽エネルギー発電の割合は、現在ごくわずかである

が、中長期的には多大な潜在能力を秘めている。 
 
 2001 年時点における EU 加盟国 15 ヶ国の電力消費量に占める再生可能エネルギー

の分野別の割合はグラフ 1 の通りである。 
 
 これらのエネルギー資源は、化石燃料とは一線を画した明確な利益を備えている。

それは化石燃料に比べより多彩な手法で、より多くの地点で開発される「多様性」で

ある。また、環境にも優しい。風力・水力発電は温室効果ガスを排出せず、バイオマ

スは発電に伴う CO2 の排出があるものの、エネルギー源である樹木がそれを吸収する

ことで相殺している。 
 

更に、エネルギー保障と環境面への配慮を上回る利益もある。欧州でエネルギー消

費量全体に占める再生可能エネルギーの割合が 12%という目標値を達成した場合、少

なくとも 50 万人以上の新規雇用が見込まれる。その大部分が低開発地域の雇用創出で

あり、政治的結束も強めるものである。燃料の輸入コスト削減と、再生可能エネルギ

ー技術の輸出という取引は利益をもたらす。欧州で蓄積された専門知識は輸出業者、

そして援助計画を通して第三世界の諸国にも、多くのビジネス・チャンスを与えるだ

ろう。 
 
コラム：風力発電－政策的関与が導く成功  
 欧州の風力発電は継続的に発展しており、2003 年の導入規模は 23%増加して

28,440MW を超えた。（4 年前はわずか 5,000MW 余り）これは、欧州の電力消費量の

2.4%を十分まかなえる規模で、1,400 万世帯の需要に相当する。ドイツ、スペイン、

デンマークでの成長が著しく、今や欧州全体の風力発電設備に占める割合は 84%に上

るが、その半分以上はドイツ 1 ヶ国によるものである。デンマークでは、電力消費量

の約 15%を風力でまかなっている。スペインは、風力発電を振興する国家政策があり、
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地域レベルで実施されている。一例を挙げるとガリシア自治州政府は、2010 年までに

州全体の電力需要の 55%に相当する 4,000MWの風力発電設備を導入する計画である。

欧州のタービン製造業は、機器輸出業者の中でもリーダー的存在である。風力発電業

界全体では 1998 年に 25,000 人だった雇用者数が 72,000 人にまで増加している。 
 
 上述したすべての国々では、風力発電に対する強力な政策的関与があったため、電

力供給網へのアクセス確保、行政的障壁の緩和、そして特に、長期の優遇価格制度に

よる安定した投資環境の構築等が実現されてきた。 
 
 風力エネルギーの潜在力は豊富である。2010 年までに 75,000MW の風力発電設備

が導入されれば、欧州がその年の目標値として定めるグリーン電力発電量の 50%をま

かなうことができる。また、京都議定書の批准に伴い欧州が確約した CO2 排出削減目

標値の 30%をクリアすることもできるだろう。更に、最も効率が良く、設備計画時の

制限を回避しやすい「洋上風力発電」が発展すれば、グリーン電力発電量の増大が一

層促進される。業界の調査によると、洋上風力発電が導入されれば、2030 年までにド

イツの電力需要の最大 25%を風力エネルギーで供給できる可能性も示唆されている。 
 
 電力の 21%を再生可能エネルギーで供給するという RES-E 指令の目標達成は、風

力発電の高い貢献度に依存することが明らかである。風力発電設備導入の枠組みに関

する EU 域内の優良事例をうまく活用してグリーン電力発電を実行し、公約済みの政

策を速やかに実現することが他の EU 加盟諸国に求められている。 
（つづく） 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/doc/2004_brochure_green_en.pdf） 
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（注 1） 「域内電力市場における再生可能エネルギー源より生産された電力の促進に

かかる欧州議会及び理事会指令（2001/77/EC）」OJL283*、2001 年 10 月 27
日、p.33 (*OJL：官報法令編) 
「RES-E」は、再生可能エネルギー源による発電について規定した本指令を

表す英語の頭文字である。この電力は、環境に優しいという本質を反映し「グ

リーン電力」という呼称で知られている。 
（注 2） 欧州委員会グリーンペーパー「欧州のエネルギー安全保障政策に向けて」

COM(2000), 769 final 
（注 3） 欧州委員会ホワイトペーパー「未来のエネルギー：再生可能エネルギー資源、

欧州共同体の戦略と行動計画のために」COM(97), 599 final 
（注 4） 当初、EU 加盟国 15 ヶ国の目標値は 22.1%であったが、加盟国拡大（25 ヶ国）

に伴い 21%となった。 
（注 5） EU 加盟国 15 ヶ国の数値。2001 年現在。 
（注 6） 地熱ヒートポンプは、地下の浅い場所から熱を抽出して屋内に放出する暖房

方法である。冷蔵庫が庫内の熱を外に放出する機能と類似している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ 1：EU15 ヶ国の再生可能エネルギー電力（分野別、2001 年）

欧州の電力消費量に占める再生可能エネルギー 

電力の割合：15.2%（2001 年） 

（凡例） 

凡例（上から順に）：バイオガス、 

土壌バイオマス、有機廃棄物、地熱発電、

水力発電（大規模）、水力発電（小規模）、

太陽熱、風力（洋上／地上） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート953号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/953/
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グラフ 2：電力消費量に占める再生可能エネルギー電力の割合（%） 

凡例： 

1997（参考）

2010（目標）

備考：新規加盟の 10 ヶ国については、参考となる年は 2000 年である。

X 軸（国名、左から順に）：ベルギー、チェコ、デンマーク、ドイツ、 
エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、 
キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ハンガリー、マルタ、 
オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スロバキア、

フィンランド、スウェーデン、英国 


