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【特集】新エネルギー  
 

米国その他数ヶ国の再生可能エネルギー振興政策（1/3） 
－ 米国エネルギー情報局（EIA）による報告書（2005 年 2 月）より－ 
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1. 序論 
 1970 年代のエネルギー危機以降、多数の国が、発電用再生可能エネルギーの技術開

発に興味を持ち始めた。当初は、この戦略を化石燃料の輸入依存度を低下させる目的

で推進する国が多かったが、1980～1990 年代に環境問題への関心が高まると、再生

可能エネルギー戦略は環境保護の一手段として継続されるようになった。本報告書は、

ドイツ、デンマーク、オランダ、日本の 4 ヶ国で水力を除く再生可能エネルギー開発

促進に向けて立案された政策を調べ、これらの国々と、1970～2003 年の間に米国で

導入された政策との比較検討を行う。各国の政策展開は水力を除く再生可能エネルギ
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ー発電の過去のデータに照らして分析し、最も効果的な政策のタイプを判断する。本

報告書は、政策の効果を評価する目的でデータを利用しているため、ごく最近の政策

（再生可能エネルギー導入基準制度等）については綿密な分析を行っていない。水力

を除く再生可能エネルギー発電に関し最終的な効果を判定するデータがまだ十分に整

備されていないためである。 
 
 米国を含むこれらの国々においては、天然資源の賦存量、政治経済の仕組み、伝統

文化等多くの条件に差があることは明らかで、国内でも地域差がある。いずれの要素

も、エネルギー価格の差を発生させる可能性を持つが、天然資源の賦存量は国家のエ

ネルギー選択に影響を与えるので重要性が高い。例えば、デンマークには事実上水力

資源の潜在力が無く、日本は化石燃料資源をほとんど持たない。一方、ドイツは石炭

の相対的存在量が豊富である。また、本報告書で検討する 4 ヶ国は、米国に比べて電

気料金が高い傾向にあり、再生可能エネルギー振興政策に沿って関連コストを削減で

きる余地がある。 
 
 その他で注目に値するのは、上述した国家間の条件差が政策選択にも影響を及ぼす

可能性があり、国によっては馴染まない政策も存在するという点である。本報告書で

取り上げた 5 ヶ国中、米国を除く全ての国のエネルギー選択に対し、最終的に直接影

響を及ぼすことになった主要政策は京都議定書である。2004 年 11 月のロシア政府に

よる批准を受けて 2005 年 2 月に発効したこの国際条約は、加盟する先進工業国が

1990 年のレベルを基準に温室効果ガス排出量を削減するというものである。 
 
 本報告書は各国の考察を行う上で、特定の話題に関する情報提供のために、各種エ

ネルギー源別の発電容量のデータを引用している。比較用に掲げる表 1 は、国際エネ

ルギー機関（IEA）による 2002 年末現在の数値である。 
 

表 1. 2002 年 12 月 31 日時点の正味最大発電容量（単位：GW） 

  

化石燃料 原子力 水力 

水力を除く 

再生可能 

エネルギー 

米国 758 105 96 20
ドイツ 81 23 10 12
デンマーク 10 0 0.01 3
オランダ 20 0.45 0.04 1
日本 173 46 46 1
出典：国際エネルギー機関（IEA）「電力情報 2004」OECD/IEA、2004 
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 これらの国を考察対象に選んだ理由は、再生可能エネルギーに関する経験と政策が

いずれかの側面において、多国に比べ傑出しているからである。例えば、デンマーク

では 2003 年に電力の 21%を風力発電で賄った。水力を除く再生可能エネルギーをこ

れほどの高比率で送電網に導入した国は他に無い。デンマークの政策は、再生可能エ

ネルギーの発電容量と市場シェアを共に増加させるという成果を達成しており、この

国の再生可能エネルギー開発の歴史、特に風力発電産業の発展過程を検証することに

意義がある。 
 
 ドイツは、デンマークに比べかなり面積が広く、2003 年の経済規模は欧州最大であ

った。風力発電の導入容量は 2002 年の 12GW（ギガワット）から 2003 年には 14.5GW
以上へと増加し、世界一を誇る。風力の強い地域では、送電網に送り込まれる全電力

の最大約 20%を風力で賄うことができる。ドイツ全体を見ると、再生可能エネルギー

電力の割合は約 5%である。 
 

オランダでは 2002 年、水力を除く再生可能エネルギー電力の割合が約 8%となり

1990 年代に比べ著しく上昇した。また、近隣諸国から再生可能エネルギー電力の輸入

も行っている。オランダは再生可能エネルギー開発に向け、ドイツやデンマークより

も多くの自発的アプローチを取っており、顕著な成果を達成している。中でも特筆す

べきは廃棄物とバイオマスによるコージェネレーション分野である。 
 
日本は世界第 4 位のエネルギー消費国であり、第 2 位のエネルギー輸入国である。

1990 年代以降は積極的に太陽光発電（PV）関連プログラムを導入し、成功を納めて

きた。 
 
本報告書はまず、米国の再生可能エネルギー振興に関する連邦法を概説、次いでカ

リフォルニア州の状況を検証する。1990 年代初頭、この州では連邦法と州法の両者を

適用して米国のほぼ全量に該当する風力発電設備を導入した。米国並びにカリフォル

ニア州の再生可能エネルギー政策を確実に理解した上で、他国の政策と米国で規定さ

れている類似の法規とを比較する。最後に、似通った政策であっても国により成果が

著しく異なるのははなぜか、その理由に触れてまとめとする。 
 
2003 年のデータが整備されている米国とカリフォルニア州を除き、本報告書に掲げ

る発電容量は 2002 年の数値である。再生可能エネルギーの詳細データの中で、利用

可能なものとしてはこれが最新の数値である。 
 
2. 米国の水力を除く再生可能エネルギー政策 

2.1 背景 
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 米国は世界最大の経済規模を誇り、国土面積は西ヨーロッパのほぼ 2.5 倍、人口 2
億 9 千万人の国家である。2003 年の発電量は合計 3 兆 8,830 億 kWh であった。その

内訳は、化石燃料発電が約 71%、原子力約 20%、水力約 7%、残りの約 2%が再生可

能エネルギーである（図 1）。この年、発電用途に使用された再生可能エネルギー（水

力を除く）の 71%を占めたのがバイオマスで、地熱、風力がこれに続き、太陽熱・太

陽光発電は合わせて 1%以下であった。 
 
 米国のエネルギー政策は、連邦政府と各州の政策から成る。カリフォルニア州は国

内で最も積極的な再生可能エネルギー振興政策を実行しているので、本報告書の考察

対象に取り上げた。 
図 1. 米国の電力内訳（2003 年） 

 
出典：米国エネルギー情報局（EIA）「電力年報 2003」2004 年 12 月、「電力月報」2004 年 11 月 
 
2.2 連邦政府の水力を除く再生可能エネルギー政策 

 連邦政府の再生可能エネルギー振興政策には奨励金制度、法規制、研究開発（R&D）

プログラム等が含まれる。 
 
2.2.1 法規制と奨励金制度 
 1970 年代半ばのエネルギー安全保障問題に対応して、1978 年に「国家エネルギー

法（National Energy Act：NEA）」が成立した。これは石油の輸入依存度を削減し、

省エネルギーとエネルギー効率化を増進する法律である。同じ年に NEA の一環とし

て制定された「公益事業規制政策法（The Public Utility Regulatory Policies Act：
PURPA）」は、電力事業部門における省エネルギー・エネルギー効率化を目的として

おり、この法律も再生可能エネルギーの開発に大きな影響を与えた。 
 PURPA は、電力事業者に対し「適格認定設備（Qualifying Facilities：QFs）」か
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らの電力購入を義務付けることによって米国内の電力供給に競争をもたらし、自由化

の扉を開いた。QFs の定義は、コージェネレーションあるいは再生可能エネルギー発

電を行う設備容量 80MW 以下の非電力事業者である。電力事業者は「回避可能コスト

（Avoided Cost）」に相当する金額で QFs から電力を購入しなければならない。回避

可能コストの解釈は各州に任せられ、その結果、様々な運用方法が取られることにな

った。例えばカリフォルニア州やニューヨーク州の政策は、再生可能エネルギー振興

に有利なものであった。カリフォルニア州では、回避可能コストの算定基準に天然ガ

スと石油の予想価格を用いたが、これが実勢価格よりも高かったために、再生可能エ

ネルギー電力への投資に関する好条件が整った。しかし、1995 年、連邦エネルギー規

制委員会（FERC）の責任において回避可能コストの解釈が統一され「電力事業者が

（QFs から購入せずに）発電した場合、あるいは他の供給業者から電力を購入した場

合に発生するコスト」と直接的な定義付けがなされた。この解釈によりカリフォルニ

ア州を含む一部の州では、回避可能コストの金額が低下する結果となった。 
 
 米国では再生可能エネルギー発展の刺激策として、奨励金制度の導入も実施してき

た。1978 年に NEA の一環で制定された「エネルギー税法（Energy Tax Act：ETA）」

には、太陽／風力エネルギー発電機器を使用する民生部門ユーザーに対する 30%の投

資税額控除、太陽／風力／地熱／海洋温度差発電技術を導入する商業部門ユーザーに

対する 10%の投資税控除等が含まれていた。税金の控除率は、1985 年に失効するま

での長期に渡り変更を重ねたが、基本的な政策は ETA の成立に伴い進展した。 
 
 1990 年代、再生可能エネルギーの振興に関する最も重要な法律は、1992 年の「エ

ネルギー政策法（Energy Policy Act：EPACT）」であった。この法律により、課税対

象の企業が風力またはバイオマス発電を実施した場合、1994～1999 年の間に送電網

に供給した電力量 1kWh につき 1.5 セントの生産税控除（Production Tax Credit：
PTC）を 10 年間適用し、控除額にはインフレ調整を行う、という規定が設けられた。

この制度は 1999 年に一旦期限切れとなったが、同年及び 2001 年に更新され、2003
年末に失効した。その後、2004 年後半には再度延長され、期限は 2005 年末までとな

っている。最後の期限延長に際しては、PTC の対象となる再生可能エネルギー技術の

分野が拡大された。 
 
 図 2 は、米国の風力発電設備導入容量と PTC の相関を表している。図に示されて

いるのは国内全体の導入容量だが、1990 年代までその大半はカリフォルニア州が占め

ていた。また、EPACT に基づいて「再生可能エネルギー生産インセンティブ

（Renewable Energy Production Incentive：REPI）」も創設された。対象は、非課

税の公営電気事業者と地域協同組合営電気事業者によるバイオマス／地熱／風力／太

陽エネルギー発電である。PTC とは異なり、REPI はインセンティブの年間予算を国
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会で議決することが条件となっている。そのため、制度の利用可能性とインセンティ

ブの金額には不確定要素が生じる。 
 

図 2. 風力発電設備導入容量と連邦政府、各州の主要政策（1980～2003 年） 

 
出典：風力発電設備導入容量（1981～1989）：カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）「カリフォルニア州エネ

ルギー統計」1998 年 1 月、風力発電設備導入容量（1990～2002）：米国エネルギー情報局（EIA）「エネルギー年報

2002」 
 
 EPACT により風力発電の経済性が著しく改善される一方、太陽光発電に関しては

更に利点の多い政策「ネットメータリング（Net Metering）制度」が各州レベルで導

入されていた。これは、指定された再生可能エネルギー資源を用いて小規模の発電を

行う当事者が電力を送電網に販売できるという制度である。買い戻し価格は法律で定

められるが、大抵は電力小売価格と同等か、わずかに下回るケースもある。ネットメ

ータリング制度は規模の小さい電力ユーザー（民生部門または小規模商業部門）向け

に設定され、対象ユーザーは自家発電を行う一方、余剰電力を送電網に供給し、逆に

電力不足の場合には必要に応じて送電網から供給を受ける。2004 年 9 月現在、この

制度は 32 の州とコロンビア特別区で実施されている。大半の州並びにコロンビア特

別区は、制度の対象となる発電設備容量に 25kW 前後という制限を設けているが、ニ

ューメキシコ州の 10kW からカリフォルニア州の 1,000kW に至るまでかなりの幅が

ある。 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 7  

2.2.2 研究開発 
 連邦政府によるエネルギー分野の RDD&D（研究・開発・実証・展開）が目指すも

のは、エネルギー安全保障やコスト削減、エネルギー消費に伴う公害の低減等、社会

的な利益をもたらす技術・実践方法の開発と導入である。エネルギー省（DOE）の再

生可能エネルギー関連プログラムは、民間企業の既存の奨励策や利益に専ら依存した

ままでは開発が遅れたり、あるいは開発自体が行われないような技術に焦点を当てて

いる。その結果、DOE によるこれらの投資は、発展の初期段階にある産業に対しての

支援計画として機能している。研究開発が成功すれば、新製品や新プロセスの資本コ

スト、そして操業コストを削減できるためである。 
 
 DOE の再生可能エネルギー関連プログラムは、国立研究機関が行う研究開発への直

接投資、大学との提携と助成金交付、産業パートナーに対する様々な財政・技術支援

といった各手法で導入されている。1980 年代中盤以降、再生可能エネルギー研究開発

出資の中で全般的に見て突出しているのは、費用分担型の産業パートナーシップであ

る。これは、研究開発に要する資金やその他資源の一部を産業パートナーが負担する

というものである。費用分担の方法は研究開発コストの直接支出、または「物納」、つ

まり施設や機器の提供というパターンがあり得る。産業パートナーが DOE 傘下の国

立研究機関を利用する場合には、政府側からの「物納」ということになる。費用分担

の比率はその都度協議され、多くの要素に左右される。例えば、技術面のリスク（リ

スクが高いほど政府の負担比率が高まる）、商業化実現可能性の度合い、自力で研究開

発を行おうとする産業パートナーの意欲に対する政府の信頼度、そして産業パートナ

ーの規模等である（規模の小さい企業は、少なくとも技術開発の初段階においては、

大企業に比べ高い割合の費用を負担することがある）。国立研究機関は、開発した技術

のライセンスを産業パートナーに供与する場合、ライセンス料やロイヤリティの支払

いを交渉する。しかし、共同出資による研究開発で商業ベースの成功が導かれた場合、

再生可能エネルギー関連プログラムは、産業パートナーに対し一切の払い戻しやロイ

ヤリティを要求しない。プログラム参画に際し DOE は、エンドユーザーと共同で理

想とされる製品の特性を判断し、その情報を産業パートナーへのフィードバックする

ことも行っている。 
 
2.3 カリフォルニア州 
 1990 年代初頭まで、水力を除く再生可能エネルギー発電設備導入容量の増加は、そ

のほとんどがカリフォルニア州で起こっていた。最近では他の州も水力を除く再生可

能エネルギー発電の振興政策に着手し始め、特に「再生可能エネルギー導入基準

（Renewable Portfolio Standards：RPS）」の整備が進んでいる。しかし、こうした

イニシアチブの大半は導入後日が浅いため、水力を除く再生可能エネルギー発電への

影響力は未知数である。現在各州で実施されている RPS の評価に関しては「各州の再

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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生可能エネルギー導入の義務と目標：2003 年の状況」（EIA のウェブサイト

http://www.eia.doe.gov/oiaf/analysispaper/rps/index.html）が参考になる。また、「各

州の再生可能エネルギー奨励策に関するデータベース」には、総合的な概要が掲載さ

れている（http://www.dsireusa.org）。本報告書は、水力を除く再生可能エネルギー

の現在に至るまでの動向を考察している。そこで、連邦法規と両輪となって再生可能

エネルギー開発を促進したカリフォルニア州の政策を検討することは意義深い。言う

までもなく、前述の連邦法規各種（特に PURPA 並びに EPACT）は同州の再生可能

エネルギー開発に著しく影響を及ぼしたが、州レベルで導入された法規もカリフォル

ニアでは効果が大きかったのである。 
 
2.3.1 背景 

カリフォルニアは米国最多の 3,500 万人の人口を擁する州で、面積は 15 万平方マ

イル強である。同州は 2003 年に 2,770 億 kWh の電力を生産し、電力需要の 22%を

輸入した。州内で発電した電力の内訳は、化石燃料 58%、原子力 15%、大規模／小規

模水力発電 18%、そして約 9%が再生可能エネルギーであった（図 3）。再生可能エネ

ルギー電力は大半が地熱エネルギーによるもので、バイオマス／風力／太陽エネルギ

ーによる発電は地熱に比較して少量であった。 
 

図 3. カリフォルニア州の電力内訳（2003 年） 

 
出典：カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）「カリフォルニア州電力総計 2003」2004 年 8 月 12 日 

 
2.3.2 カリフォルニア州における水力を除く再生可能エネルギー政策の歴史 
初期対応 
 1976 年、カリフォルニア州は再生可能エネルギー技術、特に太陽エネルギー発電機
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器の導入に対し 10%の投資税額控除を始めた。2 年後、税額控除の率は 55%に引き上

げられた。この制度は風力発電プロジェクトに関しては 1986 年まで、その他の再生

可能エネルギーに関しては 1990 年代まで延長されたが、断続的な延長は市場に不確

実性をもたらした。再生可能エネルギー技術の構築と利用促進に関し、1978～1985
年に実施された連邦政府の奨励策に加えて、この州レベルの奨励策が導入された。

1978 年、カリフォルニア州は「風力発電プログラム」を開始し、1980 年代半ばまで

に 500MW の設備導入容量達成を目標に掲げた。同じ時期、連邦政府も風力発電技術

の開発研究に出資していたが、カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）は連邦政

府のプログラムよりも適用範囲を拡げようとした。この方針に基づき、異なる設計の

風力タービンの有効性を評価するために、複数のプログラムに対し投資が実施された。 
 
市場開発 

1980 年代初期、風力エネルギーの研究開発に限定されていたカリフォルニア州の投

資対象は、風力タービンの実証プロジェクトへと移行した。その結果、設計方法が改

良され、風力エネルギー開発事業者にとってコスト削減の一助となった。この間、連

邦政府レベルでは MW 級の大型機器導入を目指す研究開発が行われていたが、同州は

比較的規模の小さい機器に焦点を当てていた。 
 

 1982 年、カリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）は同州における「回避可能コ

スト」の解釈について、公益事業規制政策法（PURPA）で使用されているものと同義

である旨明言した。この解釈は、長期回避可能コストが、天然ガス並びに石油の予想

価格に一部由来するという考え方に基づくものであった。こうして算定された金額は、

初めの 10 年間を経過した後に実際の回避可能コストに反映されることとなった。し

かし、1980 年代半ばに石油価格が大幅に下落したため、実際の回避可能コストは協定

上の価格をかなり下回る結果となった。その結果、初めの 10 年間が経過した後に風

力発電事業者が（電力を販売して）受け取ることのできる金額は非常に少なくなった。

この現象は「11 年目の落とし穴」とも呼ばれている。1982 年、CPUC は再生可能エ

ネルギー電力を保障するため「標準提供価格協定 No.1～3」を創設した。これは、10
年間に及ぶ価格協定で、金額は 1kWh 当たり 6.9 セントであった。電力事業者あるい

は QFs のどちらで発電が行われても、電気の販売価格に格差があってはならないとい

う概念がこの協定の基礎になっている。 
 
 翌年、CPUC は「暫定標準価格協定 No.4（ISO4）」を認定した。協定の適用期間は

15～30 年間、価格が保障されるのは初めの 10 年間である。カリフォルニア州の風力

発電設備容量の大半はこのプログラムによって導入された。1992 年、同州の風力エネ

ルギー関連プロジェクトは「11 年目の落とし穴」に足を踏み入れつつあった。これに

より稼働後 10 年を経た風力エネルギー開発プロジェクトの収益性は減少していった。 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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 それでもなお、カリフォルニア州の風力発電設備は主に ISO4 によって、1985 年ま

でに 1,000MW 導入された。1990 年の時点では 1,799MW に増加し、当時世界の導入

容量の半分以上が同州で占められていた。 
 
 1996 年、同州は、1MW までの太陽エネルギーまたは小規模風力エネルギー発電を

実施する民生部門ユーザー向けに、新しいネットメータリング法を制定した。2002
年には試験的プログラムの下、バイオガス発電も適用範囲に含まれた。電力事業者は、

最大でもピーク電力需要の 0.5%までのユーザーをネットメータリング制度に登録さ

せることだけが義務付けられている。この条件は電力会社の財政上の負担を制限する

ために設けられている。最終的に、電力買い戻し価格は小売価格と同額となり、電力

事業者が配線手数料の支払いをユーザーに要求することは州法により禁じられている。 
 
 更に、小規模の再生可能エネルギー関連プロジェクトを支援するため、カリフォル

ニア州は「新興再生可能エネルギー初期投資費用返戻プログラム」を 1998 年に開始

した。民生部門または小規模商業部門に対し、再生可能エネルギー技術の初期投資費

用を援助する制度であり、払い戻し価格は導入設備の規模と利用する技術の種類に応

じて 1kW 当たり 2,000 ドルから 3,600 ドルまでの幅がある。 
 
 1999 年には再生可能エネルギー電力のユーザーに対し、1.5 セント／kWh の料金

控除を開始した。2000 年に控除額は 1 セントに減額となり、年間 1,000 ドルの上限

も設定された。この奨励金制度は後述のオランダで活用されている需要けん引型の施

策（環境税支払い免除）に類似しているが、水力を除く再生可能エネルギー電力の需

要を増加させるまでには至っていない。 
 
 2002 年、カリフォルニア州は RPS 法を導入し、電力事業者に対して 2017 年まで

に 20%の再生可能エネルギー電力購入を義務付けた。適用対象となるのは水力を除く

全ての再生可能エネルギー、小規模水力発電、一般固形廃棄物による発電である。20%
という目標を達成するためには、電力事業者は 2017 年までの間に毎年最低でも 1%ず

つ、再生可能エネルギー電力の比率を高めていく必要がある。カリフォルニアエネル

ギー委員会（CEC）の試算によれば、同州は 2003 年に発電された水力以外の再生可

能エネルギー電力約 250 億 kWh に加え、2017 年までに 306 億 1 千万 kWh を発電す

れば、RPS 法に定める目標値を達成できる。 
（つづく） 

編集：情報・システム部 
（参考資料） 
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/non_hydro/nonhydro_toc.htm


