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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（2/3） 
－ 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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3. 各国の水力を除く再生可能エネルギー政策 
 この章では、ドイツ・デンマーク・オランダ・日本の計 4 ヶ国における再生可能エ

ネルギー政策と米国の類似政策とを比較する。 
3.1. ドイツ 
3.1.1 背景 
 ドイツの人口は 8,200 万人であり、国土面積はモンタナ州より多少狭い。経済及び
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送電網共に米国の規模を下回るが、世界の経済大国の一つである。この国では水力以

外の再生可能エネルギーによる発電量が 1980～1987 年にかけて減少し、1980 年の

52 億 kWh から 1987 年には 38 億 kWh となった。しかし、1987 年以降は堅実に増加

し、1991 年の時点で 1980 年のレベルまで回復した。1990 年代初頭までは、水力を

除く再生可能エネルギー発電設備の導入容量は非常に小規模だったが、風力タービン

と太陽電池パネルの導入に伴い増加し始めた。1987～1997 年の間に、水力を除く再

生可能エネルギー発電量は毎年約 10%の成長率を達成し、約 100 億 kWh となった。

この間、設備導入容量は 20 倍となり、1987 年の 100MW 以下から 1997 年には

2,000MW 以上に増加した。また、ドイツは世界最大の風力発電設備導入容量を誇る

国でもあり、2003 年末時点の容量は 14,500MW 以上である。 
 
 2002 年、ドイツは 720 億 kWh の電力を発電したが、約 63%が化石燃料によるもの

であった（図 4 参照）。その他の内訳は原子力約 29%、水力約 4%、水力を除く再生可

能エネルギーが約 5%である。2001 年以降再生可能エネルギーの割合は主には風力発

電の増加により高まっている。2002 年には 3,200MW を超える風力発電設備が追加で

導入され、2003 年は更に 2,645MW 増加した。その結果、合計容量は 14,609MW と

なっている。 
 

図 4．ドイツの電力内訳（2002 年） 

 
出典：国際エネルギー機関（IEA）「OECD 加盟国のエネルギー統計 2001～2002」OECD/IEA、2004 

 
 ドイツが再生可能エネルギーの振興に興味を持ち始めたのは、石油の輸入コスト高

騰によりエネルギー危機が発生した 1970 年代のことである。政府は石油の輸入依存

度を低下させるために様々な政策を活用した。例えば、国内の石炭生産への助成、石

炭輸入量の増加、原子力発電の拡大、新エネルギー（主に再生可能エネルギー）技術
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の研究開発促進等である（図 5 参照）。当初、再生可能エネルギー電力の開発は、国

外の石油資源に依存する割合を低下させるという動機に基づき進められていたが、現

在の政策は大気汚染と CO2 排出量の削減が目標になっている。政府は先頃、今後 20
年間で原子力発電から段階的に脱却するという意向を明らかにした。この動きにより、

将来における再生可能エネルギー需要の増加が続いていくであろう。1998 年からは

「緑の党」が連立政権に加わり、国家のエネルギー／環境政策に大きな影響を及ぼし

ている。 
 
 再生可能エネルギー振興について、ドイツと米国は類似の政策を実施した。しかし、

ドイツは送電網の規模が小さいにもかかわらず、風力発電設備導入容量は米国を上回

っている。この節では再生可能エネルギーへのアプローチについて、ドイツと米国の

類似点と相違点を検討する。 
 
図 5．ドイツの水力を除く再生可能エネルギーの成長と関連政策（1980～2002 年） 

 
出典：（発電量）EIA「国際エネルギー年報」、（政策）EIA 石炭、電気、代替燃料局が様々な出典から収集・引用したデータに

よる 

 
3.1.2 研究開発並びに実証活動（1974 年～現在） 
風力 
 ドイツは再生可能エネルギーの開発に極めて多額の投資を実施している。米国と同

様に、風力発電に関する初期の研究開発は全て政府の出資によるもので、航空産業が

実施した。1975～2000 年の間に、ドイツ政府は風力タービン技術に 2 億 1,500 万ド

ル（1995 年当時のドル換算）を投資した。出資額は年ごとに差があり、1980 年並び
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に 1981 年のピーク時は 2,800 万ドル以上（1995 年当時のドル換算）、その後 1990 年

代初頭には減額、もしくは頭打ちとなり、毎年約 600 万ドル（1995 年当時のドル換

算）が投じられている。風力発電に関する研究開発への出資額は米国の方が多かった

が、毎年の研究開発費は両国で同様の経緯をたどり、1981 年度にピークを迎え、次の

10 年間で減額もしくは横ばい状態となり、1992 年度に増加し始めた。 
 
 1986 年、ドイツは風力タービンについて「250kW 試作機プログラム」を開始した。

このプログラムは、企業が試作機を設置し試験を行った後に、タービン 5 基までを対

象に政府が助成金を交付するというものである。本プログラムにより 50 基以上の商

用風力タービンが導入されたが、当時の国内市場におけるコストは依然として非常に

高額であった。1989 年には「100MW 実証プログラム」に引き継がれ、認定を受けた

風力タービンで発電した電力 1kWh につき 0.08 ドイツマルク（DM）（米国の 4.3 セ

ントに相当）の助成金が交付された。プログラムの参画者はこの発電助成金か、設備

投資費用の 60%をカバーする助成金のいずれかを選択できた。この政策は好評だった

ため、1991 年の「250MW 風力発電プログラム」として拡充された。同年半ばまでに

2,300 件以上、設備容量にして 520MW 分の申請が受領され、1998 年までには 350MW
以上の風力発電設備からの電力がドイツの送電網に供給された。これらの施策の中で、

大容量の設備（100MW、250MW）を対象とするプログラムは、米国の風力エネルギ

ー振興策に似通っていた。従って、両国の風力発電に関する研究開発プログラムはそ

の出資パターンや目的が酷似している。 
 
太陽電池（PV） 
 1990 年、ドイツ政府は「1,000 世帯ルーフトップ・プログラム」を開始した。これ

は、再生可能エネルギー関連政策の目的を研究開発から実証試験に移行しようとする

政府の動きを反映したものであった。1991～1994 年の間に、本プログラムに基づき

約 5.25MW の太陽電池（PV）パネルが実地試験に成功し、2,000 以上の PV システム

が送電網に接続された。1994 年以降、多くの連邦州政府と地方自治体が PV システム

の開発促進に取り組むようになり、地域レベルの奨励策が功を奏して 1999 年までに

新たに導入された PV システムの容量は 6MW であった。 
 
 更なる進展を目指して、ドイツ政府は「10 万世帯ソーラー・ルーフ・プログラム」

を 1999 年に開始し、PV システムを設置する対象者に低金利の融資を実行した。この

プラグラムと 2000 年に制定された「再生可能エネルギー法（Renewable Energy 
Law）」の組合せにより、1997 年の時点で 50MW 以下だった PV の設備導入容量が増

加し、2003 年末には約 400MW となった。 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.958,  2005. 6. 29 

14  

3.1.3 「電力買い取り法（1991）」と「再生可能エネルギー法（2000）」 
 1991 年に成立した「電力買い取り法（Electricity Feed-In Law）」は、再生可能エ

ネルギー電力の購入を電力事業者に義務付け、価格を確定したことにより、再生可能

エネルギー電力生産者を取り巻く市況に変化をもたらした。電力事業者は、再生可能

エネルギー電力を一般電気料金の 90%に相当する額で購入するよう義務付けられた。

ドイツ国内の再生可能エネルギー電力生産者にとって、この法律は二つの重要事項を

達成した。第一に、再生可能エネルギー電力の市場を創設したことである。第二に、

電力生産者に長期コストを十分賄えるような持続可能な価格を保証したことである。

この二つの要素が一体となり、再生可能エネルギー発電設備は良い投資対象となった。 
 
 米国の「公益事業規制政策法（The Public Utility Regulatory Policies Act：
PURPA）」は、ドイツの「電力買い取り法」と多くの類似点を持っている。非電力事

業者が発電した再生可能エネルギー電力の購入義務を電力事業者に課している点、取

引に際し電力の価格が（米国ではおおまかに）定義付けられている点などである。た

だし、電力事業者が再生可能エネルギー電力生産者に支払う価格の設定については、

二国間で相違がある。米国で算出される「回避可能コスト」は、ドイツの固定価格に

比べて安く、電力の市場卸売価格により近い傾向にある。つまり、ドイツでは再生可

能エネルギー電力生産者に支払われる金額が高かったので、関連する新技術がいち早

く競争力を持つようになった。更に、ドイツでは買い戻し価格が将来の「小売価格」

に関連付けられていたが、カリフォルニア州の買い戻し価格は初期の 10 年間に限り、

石油並びに天然ガスの「予測価格」に基づいて算出された。10 年を経過した後、買い

戻し価格は実際原価と同額に変更されたが、これがかなり低額であったため、電力生

産者に支払われる金額も減額された。 
 
 ドイツの「電力買い取り法」と米国の PURPA には、もう一つ大きな違いがある。

それは、前者が再生可能エネルギー資源の利用促進を主な目的としていたのに対し、

後者はエネルギー効率向上を目指していた点である。米国の連邦エネルギー規制委員

会（FERC）が「回避可能コスト」の解釈を統一する 1995 年まで、PURPA は再生可

能エネルギーの振興にとって有利な「回避可能コスト」算出方法を採用していた（例：

カリフォルニア州）。ところが、FERC の解釈統一後、この法律が再生可能エネルギ

ー電力生産者にもたらすメリットは少なくなった。それでもなお、非電力事業者によ

る効率の良い発電促進という本来の目的については、有用性があった。 
 
 米国の「ネットメータリング（Net Metering）制度」は、電力事業者に再生可能エ

ネルギー電力の購入義務を課していることから、ドイツの「電力買い取り法」と比較

できる。ネットメータリングはユーザーが余剰電力を送電網に販売できる制度だが、

ドイツの政策とは異なる点がある。ドイツの場合は、電力事業者が再生可能エネルギ
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ー電力を購入する際、生産者（民間発電事業者）の規模は問われない。つまり、民間

発電事業者により発電された再生可能エネルギー電力を、送電網により多く供給でき

るような法律となっている。 
 
 ドイツで 2000 年に制定された「再生可能エネルギー法」は、限られた期間内では

あるが、再生可能エネルギー源に応じて、独立系の電力生産者が受領する固定価格を

設定した。例えば、同年新たに設置された風力タービンのプロジェクトについては、

1kWh 当たり 0.178DM（米国の 11 セント）が最初の 5 年間支払われ、以降はその金

額が引き下げられた。これは、再生可能エネルギー関連プロジェクトのコスト競争力

向上を、ドイツ政府が期待していたことの表れである。PV システムで発電した電力

の買い戻し価格は 0.51 ユーロ／kWh（米国の 45 セント）に設定され、毎年 5%ずつ

減額された。最終的にこの法律は、再生可能エネルギー電力の送電網接続コストを電

力事業者の負担とし、消費者の電気料金に上乗せすることも可能であると規定した。

この新しい法律は、電力事業者による買い戻し価格の設定を規定しているが、再生可

能エネルギーの更なる進展を目指し、それぞれの技術分野についてより適切な価格設

定を行う余地がある。というのも、技術分野によりその発生コストに差があり、多様

化した市場の中で競争力を維持するためには相応の支援策が必要となるからである。 
 
 ドイツの「電力買い取り法」が、再生可能エネルギー発電振興にあたり絶大な効果

を発揮したことは明らかである。一方、PURPA は米国全土に同様の効果を及ぼさな

かった。カリフォルニア州のように、再生可能エネルギー発電設備の導入容量が増加

した地域も一部には存在し、PURPA は不可欠な政策であった。しかし、新たなプロ

ジェクトへの投資促進に関しては、十分な奨励策とは言えなかった。 
 
 PURPA がドイツの「電力買い取り法」と同等の効果を発揮できなかった原因の一

つは、おそらく法整備のタイミングである。風力発電産業が技術・コストの両面で飛

躍的に発展したのは、PURPA が制定された 1978 年当時ではなく「電力買い取り法」

が制定された 1991 年であった。つまり、米国の風力タービンの開発は 1980 年代初期

の、およそ効率的とは言い難い機器で行われたことになる。一方、ドイツではより安

価で先進的な風力タービンが「電力買い取り法」制定後に導入された。仮に、両国に

おける政策導入のタイミングだけが問題だったとすれば、風力タービン設計技術の発

展に伴い米国市場が成長し始め、結果としてコストダウンにつながることも期待でき

ただろう。しかし、風力タービンの先端技術を持ってしても、PURPA が「電力買い

取り法」のように市場を発展させるきっかけにはならず、1992 年の追加の奨励策（特

に、生産税控除等）が登場するのを待たなければならなかった。 
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3.2. デンマーク 
3.2.1 背景 
 デンマークは米国に比べると小さな国で、人口は 530 万人、マサチューセッツ州の

約 2 倍（16,000 平方マイル）の国土面積を持つ。欧州の大規模な電力系統と相互接続

しているが自国の送電網は米国よりはるかに規模が小さい。デンマークの発電量に占

める再生可能エネルギーの割合は 18%に上り、この比率は世界最高である。 
 

図 6．デンマークの電力内訳（2002 年） 

 
出典：国際エネルギー機関（IEA）「OECD 加盟国のエネルギー統計 2001～2002」OECD/IEA、2004 

 
 2002 年の発電量は 390 億 kWh、うち 83%が化石燃料によるものであった（図 6 参

照）。デンマークの水力発電設備容量は 10MW を下回っており、これ以外の再生可能

エネルギー資源による電力（17%）は主として風力発電によるものである。 
 
 デンマークは 1970 年代半ば、石油輸入価格上昇の対応策として再生可能エネルギ

ー資源の開発に着手した。政府の政策展開は研究開発への出資に始まり、1979 年には

風力タービン／バイオガス発生装置／ソーラーパネルについて最大 30%の投資補助

金制度を設置し、産業振興を目指す方向へと移行した。石油依存度の低減は、現在も

再生可能エネルギー振興政策との関連があるが、この目的はデンマークが導入した環

境保護政策によって影が薄くなりつつある。デンマークが特に重要視する目標は、CO2

の排出量を削減し、欧州連合（EU）への公約を順守することである。 
 
 1970 年代以降、政府は再生可能エネルギー開発事業者にとって確実性のある環境を

醸成するために、一貫性のある政策の制度化と出資に取り組んできた。このような首

尾一貫した政策決定は二つの要因によって導かれた。まずは、環境保護に関し国民の
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合意形成ができているため、「より持続可能性が高い」と見なされる手法でのエネルギ

ー開発が促進された点である。次に、デンマークの風力エネルギー産業は、風力ター

ビンを地域の協同組合が所有するという仕組みを構築したため、地元の農業者や土地

所有者がプロジェクトへの興味を示した点である。国内で陸上に設置されている風力

タービンの約 3 分の 2 は、個人あるいは地域協同組合が所有している。協同組合の存

在によって風力発電に対する地域からの反発が減り、風力エネルギー産業に出資する

住民も出てきた。 
 
 1975～2000 年にかけて、デンマークは再生可能エネルギー振興に関する主要 5 政

策を遂行した（図 7：太字(1)～(5)参照）。加えて、一般的なエネルギー政策も立案さ

れた。例えば、1985 年には原子力発電所の廃止を決定しており、この決定もデンマー

クの再生可能エネルギー振興に影響を及ぼした。この節ではそれぞれの政策を検証し、

米国における類似の政策と比較する。 
 
図 7．デンマークの水力を除く再生可能エネルギーの成長と関連政策（1979～2002 年） 

 
出典：（発電量）EIA「国際エネルギー年報」、（政策）EIA 石炭、電気、代替燃料局が様々な出典から収集・引用したデータに

よる 

 
3.2.2 投資補助金（1979～1989 年） 
 デンマークの投資補助金は、風力タービン／ソーラーパネル／バイオガス発生装置
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の資本コストを個人に直接払い戻す仕組みであった。この補助金制度は 1979～1989
年に実施され、補助率は 30%から 10%へと徐々に削減された。1978 年、米国では「エ

ネルギー税法（Energy Tax Act：ETA）」が成立し、風力／太陽／地熱／海洋温度差

発電技術への投資に対し 10%の税額控除が適用された。この投資税額控除制度

（Investment Tax Credit：ITC）は改定を重ねたが、基本的方針は保たれていた。ITC
は 1980年代初頭、カリフォルニア州で起こった風力発電設備建設ブームに貢献した。

PURPA で規定された「回避可能コスト」を、再生可能エネルギー振興に際し有利な

方向に解釈したことと、連邦政府による複数の投資奨励策が一体となり、風力エネル

ギーは収益性のある投資対象となった。しかし、ITC の性質上、風力発電設備の建設

自体は促進されたが、効率の高い機器の開発が前進した訳ではなかった。建設完了後

も、多くの風力タービンは遊休状態にあった。 
 
 両国の制度には、もう一つの相違点がある。それは、デンマークの投資補助金が補

助率を固定し、対象者に直接払い戻しをした点である。デンマークはこの制度によっ

て風力エネルギー産業の構築に成功したが、米国の ITC で風力発電設備の導入容量が

増加したのは、カリフォルニア州だけであった。適切に調整された投資補助金があれ

ば、投資家は節税目的というよりも、むしろ再生可能エネルギー振興のために関連プ

ロジェクトを進めていくのである。これは、風力タービンの稼働率を高める上で重要

な要素である。再生可能エネルギー関連プロジェクトを推進する上で効果の出なかっ

た例は、1980 年代初頭、風力発電プロジェクトを対象とした米国連邦政府並びにカリ

フォルニア州の税額控除制度である。連邦政府とカリフォルニア州の両者の制度を併

用すると税額控除率はプロジェクトに要するコストの 50%近くになった。その結果、

多数の風力タービンが建設されたものの、稼働率は非常に低くなった。カリフォルニ

ア州公益事業委員会が電力の価格を保証した「暫定標準価格協定 No.4（ISO4）」が

1990 年代初めに効力を失うと、これらのプロジェクトは中止された。基本的に、ITC
受給要件の設定が不十分であったか、税額控除率が高すぎたのである。効果の低い奨

励策の実例である。 
 
3.2.3 生産助成金並びに他の直接支援メカニズム（1981、1992 年） 
 デンマークで生産助成金制度が導入されたのは 1981 年のことで、風力発電事業者

に課税されるエネルギー税の相殺という形式であった。1992 年には、風力エネルギー

産業に大きな利益をもたらす法律が相次いで成立した。一番目に、電力事業者は民間

の発電事業者から再生可能エネルギー電力を購入することが義務付けられ、その価格

は電力小売価格の 70～85%（民間発電事業者が化石燃料から発電する電力の卸売価格

よりも高い金額）に固定された。二番目に、1981 年に制定されたエネルギー税が CO2

の量を基準とする課税システム「炭素税」に置き換えられ、従来の助成金は再生可能

エネルギー技術全般を対象とし、CO2 排出量削減に関連付けられた生産助成金制度に
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変更された。金額は 1kWh 当たり 0.10 デンマーク・クローネ（DKK）（1992 年時点

の米ドル換算で約 1.6 セント、2000 年時点のレートでは 1.2 セント）で、民間発電事

業者と電力事業者の両者に適用された。この制度が目指した最終的な効果は、CO2 の

排出を伴う発電のコストを引き上げ、相対的に再生可能エネルギー発電のコストを下

げることである。三番目は、民間の風力発電事業者に対する追加の生産助成金制度で

ある。その金額は 0.17DKK／kWh（1992 年時点の米ドル換算で約 2.8 セント、2000
年時点のレートでは 2.1 セント）であった。従って、民間の風力発電事業者は、CO2

排出量削減に関連した生産助成金と追加の生産助成金とを合わせて 1kWh 当たり

0.27DKK（1992 年時点の米ドル換算で約 4.4 セント、2000 年時点のレートでは 3.3
セント）の受給を期待できた訳である。加えて、電力事業者への販売価格も保証され

ていた。 
 
 1992 年、これら 3 種類の政策は個別に導入されたが、デンマークの風力発電設備

容量がそれぞれの政策につきどの程度増加したかは特定できない。しかしながら、お

そらくは 1992 年に施行されたこれらの政策が一体となって多大な効力を発揮したた

め、この国の風力発電設備容量は 1996 年から 2001 年にかけて毎年 30%成長した。

デンマークの基本的な電力価格保証制度と電力事業者の購入義務はドイツで導入され

たものと酷似しているが、追加で導入された生産助成金制度は、デンマークにおける

再生可能エネルギー関連技術の経済性を高めた。 
 
 米国では 1992 年、「エネルギー政策法（Energy Policy Act：EPACT）」に基づき、

「生産税控除（Production Tax Credit：PTC）」並びに「再生可能エネルギー生産イ

ンセンティブ（Renewable Energy Production Incentive：REPI）」が導入された。

しかし、これらはデンマークの生産助成金制度とは多くの側面で根本的な違いがある。

まず、米国の PTC は連邦議会の議決を経て定期的に更新される必要があった。当初、

この制度は 1994～1999 年に建設された発電設備が適用対象であった。短い失効期間

の後、PTC は 1999 年に 2 年間、更に 2001 年に 2 年間延長されたが、制度の将来性

が確実でなかったことが主な要因となり、再生可能エネルギーの継続的な発展が阻害

された。とはいえ、対象となる発電設備の建設が完了していれば、PTC の期限が切れ、

新規設備が適用対象にならなくとも、10 年間の生産税控除は確実に保証されていた。

また、REPI については年度ごとに連邦議会での予算承認を受けることが条件となっ

ており、その効果には限度がある。なぜなら、公共電力事業者は、仮に発電設備の建

設を完了していても、REPI による資金を再生可能エネルギー関連プロジェクトの財

務計画に予め盛り込むことが不可能なためである。 
 
 REPI と PTC の両制度は、米国の風力発電設備導入容量の増加に確かに貢献したと

言える。制度が導入された 1994 年当時 2,000MW 以下だった導入容量が、2003 年に
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は 5,500MW 以上に達している。しかし、PTC の不確実性は米国風力エネルギー産業

の発展プロセスに好況・不況の循環をもたらした。つまり、PTC 期限切れの前年には

設備導入容量が大幅に増加し、失効している間は事実上風力発電設備が建設されない、

という状態である。米国とは対照的に、デンマークの生産助成金制度は 1992～2000
年の間変更されることがなく、より着実な成長を可能にした。一部に異論はあるが、

国内の風力エネルギー産業が強固なものとなったのである。2003 年に開始された「グ

リーン証書取引制度」によって、デンマークの助成金システムは何らかの変化を遂げ

ると期待されている。 
 
 更に、米国の PTC とデンマークの生産助成金には相違点がある。前者は税額控除

だが、後者は直接支払われる助成金という点である。税引き後の直接助成金が税額控

除の金額と同額という前提で、税額控除が制度の適用対象となる発電事業者の課税金

額を上回るなら、PTC は大規模・多角的経営を行う発電事業者に有利な制度となる。

例えば、ある風力発電事業者が生産した電力 1kWh 当たり 3 セントの支払いを受け、

課税率が 33%（課税額 1 セント）、そして 1.8 セント／kWh の税額控除を受ける資格

があれば、税額控除は課税金額を 0.8 セント／kWh 上回る。しかし、この事業者が多

様なエネルギー源から発電を行っており、他部門の収益にも課税されているなら、税

額控除は他部門の収益にも適用され、制度の恩恵を最大限享受することになる。この

ように、米国の PTC は小規模の発電事業者にとっては不利な制度である。一方、デ

ンマークの生産助成金は、大規模で多様なエネルギー源から発電を行う事業者を優遇

する効果がない。実際のところ、デンマークの風力タービンの大半は、小規模の共同

組合が所有している。また、送電網に供給される電力買い戻し価格の固定制度や国内

の銀行による柔軟性のある融資条件も、地域の風力タービン個人所有者にとって非常

に有利なものとなっている。 
 
3.2.4 国内市場開発支援（1990～2000 年） 
 1990 年の「デンマーク国産風力タービン保証制度」は、国産風力タービンを導入す

る大規模風力発電プロジェクトに対する政府の長期債務保障システムを確立した。こ

の制度は、当該プロジェクトの財務上のリスクを著しく低減させ、国内における風力

タービン及び関連部品製造業の成長を促した。デンマークで導入されている風力ター

ビンはほとんどが国内企業で生産されたものである。 
 
 1994 年、政府は地方自治体に対し、将来の風力発電設備立地計画を示すよう指令を

出したが、地方自治体に設備導入のノルマを課すものではなかった。また、政府は同

じ時期一般市民の風力発電設備に対する抵抗感を少なくするため、旧式で効率が悪く、

騒音が大きいタービンの撤去と新型機器への交換に助成金を拠出した。そしてついに、

1994 年と 1996 年には国会の議決を経て、風力発電設備を所有する地域協同組合への
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個人出資について、規制緩和がなされた。規制の本来の趣旨は、多くの近隣住民が、

風力タービンを所有する地域協同組合に対し、各々少額の出資をすることであったが、

デンマーク国内全域にわたり、より多くの出資をしたいという投資家の要求がこの規

制緩和に反映されている。1996 年時点までは、デンマーク国籍の成人であれば年間発

電量 3 万 kWh までの出資をすることができた。 
 
 水力を除く再生可能エネルギーによる発電量は 1990～1991 年にかけてやや減少し

たが、その後 1996 年まで、発電設備の導入容量・発電量共に堅実な伸びを見せた。

1991 年～1996 年の間に発電量は 10 億 kWh から 23 億 kWh に、設備容量は 343MW
から 619MW へと増加した。そして、1996 年以降、再生可能エネルギー発電産業の

成長は更に加速し、少なくとも 2002 年までは年間 30%以上の成長率を達成した。こ

の間、特に目新しい政策が施行された訳ではなかったが、産業界が 1990 年代初期に

導入された奨励策を活用したことが急成長の要因であろう。 
 
 1990 年代後期、デンマークは「エネルギー21」という新しい戦略を打ち出した。

これは CO2 排出量と風力発電設備容量について 1996 年時点の目標値を示すと共に、

2030 年までの長期計画に関しても目標を設定したものである。デンマークは 2030 年

までに風力発電設備容量を 5,500MW（4,000MW の洋上発電設備を含む）にすること

を目指している。この値を達成すれば、2030 年の時点で国内電力需要の 50%を風力

で賄うことになる。2003 年末現在、電力需要に占める風力発電の供給割合は 21%で

ある。 
 
 2000 年以降、デンマークは価格保証制度からの脱却を図り、「グリーン電力証書取

引制度」を導入した。新たな目標は、この証書取引を通じての再生可能エネルギー電

力の市場構築であるが、この政策は十分な効果の検討期間を待たずに開始されたもの

である。 
 
 デンマークのタービン製造業の優位性は現在も続いている。2002 年の時点で、世界

の風力タービン製造業で最も規模が大きいのは Vestas 社と NEG Micron 社であった

が、いずれもデンマーク企業である。同年、全世界の新規設備導入容量に占める両社

のシェアは合計で 36%、累計導入容量は 12,131MW に上る。最近の集計によれば、

2003 年の同シェアは両社合わせて 32%とのことである。Vestas 社と NEG Micron 社

は 2003 年後期に合併を発表したが、今後も世界の風力タービン市場において重要な

役割を果たしていくであろう。国内の風力タービン産業が発展したもう一つの重要な

要因は、1980 年代と 1990 年代を通して、国内市場が堅実な成長を続けていたことで

ある。これらのことから、デンマークが遂行してきた政策が風力産業を発展させ、世

界の風力タービン市場で中心的な役割を果たす企業を育成したことがわかる。 
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 ただし、デンマークで成功したこれらの政策も、別の国に適用することは難しいか

も知れない。ここで述べた各種政策が初めに展開されたのは 1990 年代で、EU が現在

の形に組織される以前のことである。EU は、「デンマーク国産風力タービン保証制

度」が不当競争の発生要因と判断しており、この制度は EU 域内においては現在無効

となっている。 
（つづく） 

編集：情報・システム部 
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