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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」（2/2）（EU） 
－欧州委員会（EC）が新しいパンフレットを発行－ 

 
4. RES-E 指令の詳細  
  RES-E（訳注：Renewable Energy Sources to Generate Electricity、再生可能エ

ネルギー源より生産された電力）指令の目的は、電力生産における再生可能エネルギ

ー源の貢献度を高めると共に、将来のより包括的な枠組みに向けて土台を構築するこ

とである。本指令は、1）グリーン電力消費量の国別目標値設定、2）各国のグリーン

電力生産者支援計画の評価、3）グリーン電力生産者が国内送電網へのアクセスを希望

する際、透明性のあるルールと公平な対応を確実にするための施策実施、4)共通認識

を得た、電力発生源認証制度の確立、5）グリーン電力新規生産者に関する行政手続き

の合理化、以上 5 分野をカバーしている。 
 
国別目標値－我々の道標 
 RES-E 指令では、電力消費量全体に占めるグリーン電力の割合を 2010 年までに欧

州全体で 21%にするという重要な目標値を定めている。欧州連合（以下 EU）加盟各

国は、10 年間の直接目標値を設定する必要があり、その際には欧州全体の目標値を考

慮すると共に、京都議定書に基づく自国のコミットメントとの両立を確保することが

求められた。本指令の国別目標設定によって、加盟各国が現状に即した最適な施策を

計画／導入するための数量的な枠組みが構築される。 
 加盟国は、グリーン電力消費量の目標達成状況を 2 年毎に報告する。初回のレポー

トは 2003 年に欧州委員会（以下 EC）宛提出された（注 1）。翌年の 2004 年、EC は報

告結果を基に、「2010 年までに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 12%、電力消費量全体に占める割合を 21%」とする目標値に照らして加盟国の

進捗状況を精査した。 
 国別目標値の設定は新規加盟国の加盟条約にも包含されている。加盟国が 15 ヶ国の

時点では当面の目標として「2010 年までに 22.1%」という数値を設定したが、加盟国

が 25 ヶ国に増えて 21%に修正された。エネルギー供給安全保障の観点から言えば、

EU が拡大してもその展望は変わらない。老朽化した原子力発電所の閉鎖、固形燃料

部門の衰退は、新規加盟国がエネルギー・インフラの改善という課題に直面している

ことを意味する。言い換えれば、再生可能エネルギー源を各国のエネルギー戦略全般

に統合する好機が訪れている訳である。更に、新規加盟国の主要産業である農業部門

ではバイオマスが重要な可能性を持っており、雇用機会の創出も期待できる。 
 
支援計画－再生可能エネルギー生産者の手助け 
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 エネルギー技術及び資源開発は、常に政策と資金の援助を受けている。現在 EU 加

盟国は、再生可能エネルギー源に関する多様な支援計画を展開しているが、その内容

は国毎に異なる。エネルギー安全保障、地域雇用、温室効果ガス排出量削減等の政策

面、また技術面においても各国が独自の方針を支持しているためである。主な支援計

画は、コラム「グリーン電力支援計画」と関連の図に記した。 
 RES-E 指令では、こうした支援計画の多様性を、グリーン電力推進のための適性規

範に関する豊富な情報源と見なしている。支援計画は、国や地域特有の状況を反映し

た複数の施策の組合せとなるケースが多い。主なものは供給サイドの支援策であるが、

例としては、1 種類の再生可能エネルギー源を電力買い上げ制度（フィード・イン・

タリフ）に盛り込むことを条件とする投資補助金が挙げられる。あるいは、需要サイ

ドの支援策もあり得る。その例は、購入割当量の義務付けと取引可能グリーン証書と

の組合せ等である。再生可能エネルギー源の多様性は技術面に限らず、経済性や開発

段階、その他の側面においても同様である。これは重要な点で、段階に応じた個別支

援計画の採用が適切であることを示唆している。国内市場におけるグリーン電力シェ

アの拡大を促進する上で、支援計画の効果を高めることが欧州の電力ネットワーク、

並びに国境を越えた将来のグリーン電力取引市場にとっての課題である。RES-E 指令

に基づき、EC は加盟各国の支援計画がどのように適用されているか、また再生可能エ

ネルギー発電を促進する過程でどれだけのコスト削減効果があったかを 2005 年に報

告する。 
 外部費用の取扱いは、支援計画の重要な側面である。外部費用は「外部性」という

言葉でも知られており、消費者が支払う料金には含まれない財務的・社会的・経済的

なコストを指す。例えば、化石燃料発電所からの公害に起因する健康被害や環境汚染

のコスト等である。消費者宛の電気料金請求書には含まれていないが、実在するコス

トで、支払い義務がある。通常、この支払い義務は公共の医療サービス、建物の清掃、

気候変動対策等により幅広く社会一般が負っている。「環境保護のための加盟国補助

金に関する欧州共同体のガイドライン」（注 2）では、加盟国における外部費用の内在化

を認めている。 
 
送電網へのアクセス－グリーン電力を利用可能にするには 
 再生可能エネルギー発電事業者は規模が小さく、発電設備も小規模水力発電所や森

林・農業地帯に隣接するバイオマス発電所のように、広い範囲に点在しているケース

が多い。再生可能エネルギー発電事業者が適切なコストで送電ネットワーク（送電網）

に接続することは重要で、場合によってはアクセスの優先権を付与する必要がある。

したがって、送電網の運営主体は、接続コスト並びに発電事業者間の固定費配分方法

に関して客観的で透明性のあるルールを確立すべきであり、このルールによって再生

可能エネルギー発電事業者が差別を受けることがあってはならない。送電・配電料金

の支払いに関しても同様で、特に、都市から離れた地域や人口密度の低い地域にある
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再生可能エネルギー発電事業者については配慮が求められる。更に、配電事業者は、

送電網の運営主体が許可する範囲内で最大限のグリーン電力を、非再生可能エネルギ

ー電力に優先して供給すべきである。 
 ドイツ政府の「電力買い取り法」は、送電網アクセスに関する法規制を供給サイド

に課すことにより、グリーン電力消費量の増加を達成した模範事例の一つである。こ

の法律では、送電網の運営主体に対し、再生可能エネルギー電力が利用可能な場合に

はその購入を義務付けている。また、発電コストと技術、施設の立地を踏まえた最低

購入価格を保証し、再生可能エネルギー電力供給者の採算性確立に寄与している。加

えて 20 年間の価格協定があるため、投資家は確実に計画を立案でき、結果として再生

可能エネルギー発電への更なる投資が促進される。更に、市場の歪みを回避すべく、

個々の送電網運営主体において発生する追加コストは国家全体で負担し、単一レート

で消費者が支払う料金に上乗せされる。「電力買い取り法」が施行された 2000 年以降、

ドイツの電力消費量全体に占めるグリーン電力の割合は 5.3%から 8%へと上昇した。

主な増加要因は風力発電の新規導入であった。 
 
保証されたグリーン電力－消費者の新たな選択肢を増やす 
 グリーン電力の取引を支援するため、RES-E 指令は再生可能エネルギー電力の発生

源の認証を要求している。場合によっては、独立した認証機関を採用することになる。

再生可能エネルギー源から生産された電力であることが明確に認証されれば、透明性

が向上し、消費者の選択肢も増える。正真正銘の「グリーン電力」供給によって、産

業界と国内消費者のグリーン電力需要が創出され、電力事業者・取引業者にとっての

追い風となる。購入割当量をいくらかでも上回る公的需要が創出されれば、再生可能

エネルギー発電の新技術及び新規設備への投資促進につながるだろう。 
 RES-E 指令は、消費者が使用する電力の成り立ちを知ることができるよう、情報提

供戦略の一部としてこのグリーン電力認証制度を定着させる。新しい EU 指令「域内

電力市場の共通指令」（注 3）はこの戦略を更に発展させ、消費者が受け取る電気料金の

請求書に、発電に用いたエネルギー源の構成、消費した電力が環境に及ぼす影響を情

報として掲載し、消費者に選択の権利を与えるよう要求している。 
 
行政手続きの簡素化－書類を減らす 
 従来、電力生産は少数の大規模発電所で集中的に行われていた。この産業構造が、

今日の加盟国における電力産業部門の法規制と行政手続きとを大きく左右してきた。

しかし、再生可能エネルギー源による発電設備は規模の小さいものが多数点在してい

る。そこで、グリーン電力を速やかに利用可能とするためには、現行のルールと手続

きを変更しなければならない。RES-E 指令は、加盟各国に対しグリーン電力の発電設

備を稼働させる上で必要となる各種のルールや法規制の見直しを求めている。目的は、

グリーン電力生産の障壁を削減し、必要な行政手続きを簡素化し、スピード化を図る
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ことである。また、再生可能エネルギーに係る技術の性質を考慮した上で、いかなる

ルールに関しても公平性と客観性、透明性を確保すべきである。行政手続きには時間

がかかり発電設備の経済状況にも影響が及ぶので、これを簡素化すれば事務手続きに

要する時間の節約となり、再生可能エネルギー発電設備への投資促進につながる。そ

の実現に向けて、加盟各国は規制の見直し結果を EC に報告する。EC はこれらの事例

に基づき、法規制と行政手続きに関して RES-E 生産者の負担を軽減した最優良事例を

評価する。 
 
5. 次のステップ－グリーン電力部門の強化に向けて  
  RES-E 指令は 2001 年以降、電力消費量に占めるグリーン電力のシェアを増加させ

るための目標設定と支援計画について、その枠組みを提示してきた。2004 年、EC は

本指令に基づき、加盟各国の再生可能エネルギーに関する目標達成状況、並びに欧州

全体への影響を評価した。その評価内容は同年 5 月にコミュニケーション文書「EU
における再生可能エネルギーのシェア」（注 4）として発行され、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 2010 年に 12%とする全体的な目標値について

も、併せて評価を行っている。この文書に付随して、加盟国 25 ヶ国のプロフィール並

びに再生可能エネルギー源の状況を網羅した EU の内部資料も発行されている。（注 5） 
 RES-E 指令の評価によれば、4 加盟国（デンマーク、ドイツ、スペイン、フィンラ

ンド）が積極的な施策展開を進めており、再生可能エネルギー及びグリーン電力の目

標を達成する構えである。その他 EU 諸国はそれほど楽観視できる状況ではない。EU
拡大以前の加盟国 15 ヶ国は現在諸政策を実施しているが、2010 年までに達成可能な

再生可能エネルギー電力のシェアは 18～19%程度だろう。その他の加盟国は、目標達

成に向けて、より積極的な政策を早急に導入すべきである。 
 風力発電は期待されていた規模を上回り、今後も多くの加盟国並びに洋上で更なる

成長が見込まれる。一方、小規模水力発電と太陽エネルギーは未だ長期的な選択肢と

見なされており、報告文書で強調されているのは、バイオマスエネルギー発電を行う

ために、実施すべき対策が数多く積み残されている点である。バイオマスエネルギー

を確実に発展させるためには、原材料、技術等幅広い範囲に及ぶ支援計画が求められ

ているが、まだ実現していない。短期的には、バイオマスエネルギーによるグリーン

電力生産を促進する特定の施策が必要となる。そこで EC は、2005 年末までにバイオ

マスエネルギーに関する行動計画を作成し、EU に提案する予定である。更に、EC は

再生可能エネルギー発展に向けての具体的な活動をいくつか提案している。再生可能

エネルギーの冷暖房分野での利用は大きな可能性があるため、これらの利用方法も開

発されるだろう。太陽エネルギーの分野は、別途、調査研究や技術開発活動に沿って

強化していくことになる。洋上風力発電は、グリーン電力生産の莫大な潜在能力を秘

めており、その能力活用に不可欠な送電網のインフラ整備を強化するための施策が今

後開発される。ECは 2004年以降、EUの主要な金融手段「構造基金（Structural Fund）」
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と「結束基金（Cohesion Funds）」の対象事業として再生可能エネルギーを加えるこ

とを主張しており、これは関連の農村地域開発政策とも一致している。（共通農業政策

の第 2 番目の柱である。）最後に、輸送部門向けのバイオ燃料開発を強調する施策は価

値の高いものであり、2010 年までに全ての輸送機関で使用される燃料の 5.75%をバイ

オ燃料で賄うという目標を設定した EU 指令が 2003 年に採択されている。（注 6） 
 RES-E 指令が導入された 2001 年以降、設定目標値と支援計画によって、グリーン

電力生産・供給に現実的な進歩をもたらすための枠組みの条件整備がなされてきた。

最近の評価によれば、特に風力発電を中心に現時点においての進歩が認められる。更

に問題点がどこにあるのか、また、欧州の再生可能エネルギー戦略を支援し、持続可

能性ある発展を達成するために、我々がどの分野に関して行動を起こすべきか、とい

うことが重要な評価内容として提示されている。 
 
コラム：グリーン電力支援計画 
 EU 加盟国は特定の入札制度を設置する可能性に加えて、下記のような支援計画を 1
種類、あるいは複数導入している。 

電力買い上げ制度（フィード・イン・タリフ）： 
グリーン電力生産者に対し割増買い上げ価格を保証し、送電網の運営主体に対

しては、グリーン電力の購入義務を課す。割増買い上げ価格は通常長期に渡って

保証される。これは、新規再生可能エネルギー発電設備への投資を促進するため

である。電力買い上げ制度は、グリーン電力の市場展開を後押しする供給サイド

の施策である。 
取引可能グリーン証書（TGCs：Tradable green certificates）： 

再生可能エネルギー源による発電に伴い、売買可能なグリーン証書を発行する。

電力事業者と大口の消費者には購入割当量が義務付けられ、実際にグリーン電力

を使用するか、グリーン証書の購入によって割当量を充足できる。TGC は割当量

を義務付けることでグリーン電力を市場に導入する需要サイドの施策である。 
財政・金融措置： 
 グリーン電力の生産・消費・投資に対する減税は、需要または供給を促進する

財政措置の端的な例である。化石燃料源に関して適用される「環境税」や「炭素

税」の減免、という形で実施される可能性がある。この他に、借入金の金利を低

く設定することで投資コストを削減し、再生可能エネルギーによる新規発電容量

を増加させる金融措置も含まれる。 
投資補助金： 
 再生可能エネルギーによる発電容量を増加させるための直接補助金がこれに該

当する。供給サイドの支援策で、国家／地域政策に則り特定の再生可能エネルギ

ー源を振興する場合に調整のし易い施策である。 
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コラム：汚水と太陽から生まれるバイオマスエネルギー 
 バイオマスエネルギー源と関連する技術には多様性があり、地域特性に応じて適用

できるため、複数のメリットを持つ解決策をもたらす可能性がある。 
 英国ウェスト・ミッドランド地方のミンウォース（Minworth）には欧州最大の内陸

汚水処理施設があり、130 万人の住民と地元企業の汚水を処理しているが、2001 年、

この施設の処理工程が改善された。（汚水処理中に沈殿する）汚泥は熱を必要とする嫌

気性消化装置で発酵し、日々75,000m3 のバイオガス（大半はメタン）が発生する。こ

のバイオガスを精製・圧縮してガスエンジン 5 基を稼働させ、1 基につき 1.5MW の発

電を行う。エンジンの廃熱は嫌気性消化のプロセス促進に再利用し、発生した電力は

処理施設全体に供給している。ミンウォースの汚水処理施設は、今や施設に必要な電

力と熱を「自給自足」するだけでなく、その 12%増の余剰電力を英国の送電会社に販

売している。この電力はすべて、再生可能エネルギー源によるものである。また、新

型の嫌気性消化装置を経て地域の河川に放出される水は、従来よりも浄化度が高い。

この汚水処理施設は化石燃料の使用を控えるだけでなく、電力販売による副収入も得

ている訳である。 

関連図：EU 加盟国 15 ヶ国の RES-E 支援計画 

電力買上げ制度 RES-E 購入割当量義務付制度 

入札制度 
財政・金融措置 

認証システム 

国名略号（アルファベット順）

AT オーストリア 

BE ベルギー 

DE ドイツ 

DK デンマーク 

ES スペイン 

FI フィンランド 

FR フランス 

GR ギリシャ 

IE アイルランド 

IT イタリア 

LU ルクセンブルグ 

NL オランダ 

PT ポルトガル 

SE スウェーデン 

UK 英国 
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 スウェーデン中央部に位置するエンシェーピン（Enkoping）市周辺では、林産業が

盛んである。森林と近代化された製材工場からは枝、おがくず、樹皮、木片等多数の

木質残渣が排出されるがこれらは全て、バイオマスエネルギー源となる。エンシェー

ピンの熱電併給プラント（CHP）はこの木質残渣を回収・燃焼し、生産した電力を国

有の送電会社に販売、タービンの廃熱は地域住民 20,000 人の暖房用途に供給している。

この熱電併給プラントは、通常の冬季にエンシェーピン市で必要とされる暖房用途の

全熱量と、全消費量の半分に該当する電力を供給している。また、市当局は地元農業

者と共同でヤナギの植林を実施しており、農園の灌漑用水として、市の汚水処理施設

で発生する処理済み排水を利用している。この農園では汚水処理施設の窒素やリンが

数トン単位で固定され、付近の湖やバルト海への流出を防いでいる。また、成長した

ヤナギは熱電併給プラントの燃料源にもなっているのである。 
 
コラム：課題に取り組む地域 
 再生可能エネルギー源とグリーン電力の消費量を増加させるという課題に、欧州の

多くの地域が挑戦している。課題に取り組む際、地域のリーダーシップによって疑念

をいかに払拭し、どのように障壁を克服するか、各地域のプロジェクトは注目度の高

い実践例となっている。 
 デンマークのエーロ（Aero）島及びサムソ（Samso）島の地域コミュニティは、全

エネルギーを地域内資源で賄うことを目指している。両地域は輸送、暖房、発電の各

部門に関する行動計画を通して目標達成を目指している。エーロ島の風力発電及び地

域暖房プロジェクトは、島民への供給割合に応じた助成金を受けており、住民の関与

と地域による高レベルの支援体制を確立している。サムソ島では、11 基の風力タービ

ンが島全体の需要を満たすグリーン電力を発電しているが、更に、洋上の風力タービ

ンによって、増加しつつある輸送部門の電力需要を賄っている。長期的には、水素燃

料プラントからの電力供給も実施する予定である。 
 スペインのナバーラ（Navarra）州も、再生可能エネルギーのプログラムに関する

住民の合意形成に力を注いできた。社会経済面の利益を提供することで住民からの容

認を目指し、明確かつ長期的な再生可能エネルギー戦略により個人投資家の信頼を確

立している。スペインで最大のバイオマスエネルギー発電所、風力タービン、並びに

107 ヶ所の小規模水力発電所がナバーラ州の電力需要のうち 55%を賄っているが、州

のエネルギー戦略によれば、この割合は 2005 年までに 97%へと上昇させる予定であ

る。 
 スウェーデンのゴトランド（Gotland）島の戦略は、100%の発電を再生可能エネル

ギーで行うというものである。こうした戦略を明確に提示するメリットは、強力な支

援を受けたエネルギー関連イニシアチブの枠組みが形成されるという点である。イニ

シアチブの一例は、風力発電設備に対する投資補助金、省エネルギー施策、グリーン

電力生産者のアクセスを可能にするための送電網再構築、グリーン電力生産者に対し
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　海外レポート954号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/954/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.954,  2005. 4. 20 

8 

余剰電力の販売を許可すること等である。また、雇用創出と島内世帯への持続可能な

電力供給という利益を通して、住民から容認される結果となった。現在、ゴトランド

島の電力の 20%は再生可能エネルギーによって賄われている。 
 
詳しい情報の参照先 
・RES-E 指令に関する情報 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/809/caddet-809.html 
・再生可能エネルギーに関する EU の政策（2004 年 5 月発行のコミュニケーション文

書「EU における再生可能エネルギーのシェア」並びに EC 内部資料「加盟国のプロ

フィール－拡大後 EU 域内における再生可能エネルギーの概況」を含む） 
  http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm 
・電力市場に関する EU の政策 
  http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/index_en.htm 
・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」 

及び関連資料 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html 

・欧州のエネルギーに関する統計資料 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_en.htm 
・直近の国際的な進展状況：「再生可能エネルギー国際会議」（開催期間：2004 年 6 月

1～4 日、開催地：ドイツ・ボン） 
 http://www.renewables2004.de 
・再生可能エネルギー源に関する世界全体の一般情報（国際エネルギー機関のサイト） 
 http://www.iea.org 

以上 
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）このレポートは下記 URL に掲載されている。 
 http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm 
（注 2）「環境保護のための加盟国補助金に関する欧州共同体のガイドライン」 
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（OJC37、3.2.2001、p.3） 
（注 3）2003 年 6 月 26 日、欧州議会と欧州理事会が制定した国際電力市場に関 

する指令（Directive2003/54/EC）並びに指令 96/92/EC の撤廃（OJL176、
2003 年 7 月 15 日、p.37） 

（注 4） 欧州委員会から欧州理事会／欧州議会へのコミュニケーション文書「EU にお

ける再生可能エネルギーのシェア」（COM(2004) 366 Final、2004 年 5 月 26
日） 

（注 5）欧州委員会スタッフ・ワーキング・ドキュメント「加盟国のプロフィール－

拡大後 EU 域内における再生可能エネルギーの概況」（SEC(2004)、547、2004
年 5 月 26 日）は、下記 URL で閲覧可能 

   http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm 
（注 6）欧州議会並びに欧州理事会による指令「輸送部門におけるバイオ燃料または

その他再生可能エネルギー燃料の利用促進」（OJL123、2003 年 5 月 17 日、

p.42） 
（完） 
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