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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（3/3） 
－ 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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3.3. オランダ 
3.3.1 背景 
 オランダは欧州北部に位置する小さな低地の国で人口は 1,600 万人、面積はニュー

ジャージー州のおよそ 2 倍の国である。2002 年の発電量は約 960 億 kWh で、内訳は

化石燃料による発電が約 88%、原子力約 4%、水力を除く再生可能エネルギーが約 8%
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であった（図 8 参照）。オランダの水力を除く再生可能エネルギー電力は、バイオマ

ス並びに廃棄物燃焼による発電の割合が 75%で、欧州連合（EU）加盟国の中で最も

高い。その他、再生可能エネルギー電力の内訳は風力が約 24%、太陽エネルギーは 1%
以下であった。 
 
 オランダは 1970 年代、石油危機の対応策として再生可能エネルギー発電の開発促

進に着手した。1980 年代初期には、オゾンや地域の大気汚染等、環境問題への関心か

ら再生可能エネルギー部門の発展が継続した。1980 年代後期、オランダ政府は海抜が

低いこの国にとって特に重要な気候変動問題を懸念するようになった。 
 

図 8．オランダの電力内訳（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 

 
 風力発電の研究は、1976 年「国家風力エネルギー研究プログラム（National Wind 
Energy Research Program：NWER）」として始まった。太陽エネルギーの研究プロ

グラムは太陽熱エネルギー分野への出資と共に 1978 年にスタートし、1980 年代には

太陽電池（PV）への出資も始まった。再生可能エネルギー資源の分野別構成を見ると、

バイオマス並びに廃棄物は高い割合を占めている。バイオマス産業は、農業部門への

助成金による恩恵を受け、二酸化硫黄（SO2）と CO2 の排出量を削減するという役割

を果たしている。また、オランダは木質廃棄物、わら、刈草の量が豊富である。バイ

オエネルギーの研究プログラムは 1990 年に開始され、研究課題としては複合燃焼、

ガス化、熱分解、廃棄物からのエネルギー回収、廃棄物埋立地ガスの利用技術と実用

化、バイオガスによる排水処理、植物性廃棄物の分解、バイオエタノールとエネルギ

ー作物の生産等が網羅されていた。 
 
 1981 年、NWER の後継となる二番目の風力エネルギー研究開発プログラムが始ま

り、基礎研究と共に実証プロジェクトが実施された。オランダの研究開発プログラム



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.959,  2005.7.13 
 

3  

は両方とも大規模の風力タービンと発電設備を対象としており、米国とドイツにおけ

る初期の研究開発と似通っていた。 
 
 オランダの再生可能エネルギー政策の顕著な特性は、産業界とビジネス界を主導す

るための国家計画を採用した点である。1980～1997 年に策定された 3 つの国家計画

には、建築物のエネルギー効率向上、熱電併給設備（コージェネレーション）の利用

増加、再生可能エネルギーの開発促進等が包含されていた。最新の計画は気候変動対

策の目標も掲げており、1997 年の「再生可能エネルギーに関する行動計画」では国の

エネルギー需要全体に占める再生可能エネルギーの割合を 2010 年に 5%、2020 年に

10%とする目標値を定めている。国家計画の採用により、産業界、ビジネス界そして

政府が広範囲に渡る政策目標を達成するための環境が整備された。 
 
3.3.2 投資補助金（1986、1991 年） 
 オランダの場合、基礎的な研究開発から実証プロジェクトへの移行期間は、1970
年代後期から 1981 年にかけてと比較的早かった。米国・ドイツと同様に、オランダ

の研究開発プログラムは当初、大規模風力タービンの技術を対象にしていた。風力産

業の開発支援プログラムとして最初に導入されたのは、1986 年に始まった「風力エネ

ルギー統合計画（Integrated Programme for Wind Energy：IPW）」、並びに 1991 年

の「オランダ風力エネルギー適用計画（Application of Wind Energy in the 
Netherlands：TWIN）」であった（図 9 参照）。両者は似通っており、2 種類の補助金

を交付している。前者の IPW は、タービン設置費用の 35～40%をカバーするもので、

米国（1980 年代）及びデンマーク（1979～1989 年）が導入した補助金制度と類似し

ている。 
 
 後者の TWIN に基づく補助金は、騒音に関する厳密な要求事項に適合したタービン

に交付され、一般市民に受容されやすいタービンの製造を業者に促した。また、この

制度は立地上の問題を緩和するために、過疎地域に風力発電設備を建設するプロジェ

クトに対しても補助金を出した。一方デンマークでは、種類の異なる補助金制度を用

いて市民の抵抗感緩和を試みた。旧式の風力タービンを新型でより効率の高いモデル

に交換する際の設備投資に助成を行ったのである。オランダでは、1986～1990 年の

間に水力を除く再生可能エネルギーの設備導入容量が 3MW から 48MW と、16 倍増

加した。一方、米国は効率の高い風力タービンを製造するための研究開発に投資を行

ったが、地域住民の抵抗感を緩和する政策は導入しなかった。 
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図 9．オランダの水力を除く再生可能エネルギーの発展と関連政策（1980～2002 年） 

 
出典：（発電）EIA「国際エネルギー年報」、（政策）EIA 石炭、原子力、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 

 
3.3.3 ウィンドプラン（Windplan） 
 オランダは米国と同様、ボランティア・プログラムに最大限依存していた。その一

例は電力事業者が構築した「環境行動計画（Environmental Action Plans：MAPs）」
である。これは、1990 年代中期に電力事業者が CO2 の排出量削減方法を自主的に設

定したものである。MAPs の一環で導入された「ウィンドプラン（WindPlan）」は、

ドイツが 1989 年に開始した「100MW 実証プログラム」に類似していた。ドイツの

プログラムは強制力があり、風力発電設備導入容量を 300MW 以上増やすことに成功

した。しかし、オランダは 100MW の導入すらできなかった。ウィンドプランが自発

的な計画であったことも原因の一つだが、ウィンドプランへの参画要件として、電力

事業者が製造業者に指定したタービンの仕様にも関係がある。その仕様は取扱いや製

造方法に難があり、タービンの効率も他のモデルに比べ劣っていた。その結果、ウィ

ンドプランは弱体化し、オランダの風力タービン製造業者は、世界市場での競争力を

失った。 
 
 オランダ国内で風力発電設備の導入容量増加を阻んできたもう一つの障壁は、計画

期間の長さと、多数の許可申請である。デンマークやドイツでは国が地方自治体に対

して風力発電設備の導入を促すことができる。しかし、オランダでは設備計画並びに

立地場所を決定するプロセスも、すべて地方自治体が管轄している。地方自治体は環

境と建設に関わる大量の許可申請を義務付け、地域住民の合意に基づく意思決定を推

奨するため、計画期間が延び、時には風力発電設備の計画そのものが中止されてしま

う。何段階にも及ぶ許認可プロセスに関しては、デンマークやドイツよりも米国の方
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がオランダに似通っている。米国では、建築規制を地方自治体が、電力事業者の管理

監督を州政府が行い、電力事業者の設備が国有地に建設される場合には連邦政府の管

轄となるので、連邦政府に許可申請すべき案件も存在する。 
 
3.3.4 需要けん引型環境税システム 
 近年オランダで導入されている環境税の仕組みは、米国の政策とは異なる需要けん

引型で、消費者が再生可能エネルギーを購入するように仕向けるものである。これと

対照的に、米国では連邦政府の研究開発や、多数の州による再生可能エネルギー導入

標準（Renewable Portfolio Standard：RPS）の設定等、供給サイドのシステムが好

まれた。オランダの環境税はエネルギー規制税とも呼ばれ、次の二つの要素から成る。

まず、グリーン電力の発電事業者には生産助成金が交付される。更に、一般家庭がグ

リーン電力を購入すれば、その分についての環境税は納税義務が免除される。この二

つの奨励策が一体となり、オランダの一部の地域ではグリーン電力が化石燃料で発電

した電力よりも安くなったが、化石燃料による電力の方が依然として経済的な地域も

あった。 
 
 これらの政策に呼応して、（一般家庭のように）規模の小さい消費者からのグリーン

電力需要は高まった。1998 年の時点ではグリーン電力の購入世帯数が数千世帯であっ

たが、2002 年 7 月には約 100 万世帯へと増加した。オランダの再生可能エネルギー

電力の需要は供給を上回り、2000 年以降はグリーン電力を輸入するようになっている。

2001 年、オランダは輸入したグリーン電力の正統性を証明する「グリーン電力認証制

度」を取り入れた。 
 
3.4. 日本 
3.4.1 背景 

日本は人口約 1 億 2,700 万人の島国で、国土面積はカリフォルニア州よりわずかに

狭い。2002 年の発電量は 1 兆 970 億 kWh で、内訳は化石燃料（71%）、原子力（21%）、

水力（6%）、水力を除く再生可能エネルギー（2%）であった（図 10 参照）。水力を除

く再生可能エネルギーの中では廃棄物とバイオマスが大半を占め、地熱／太陽／風力

エネルギーによる発電も行われた。 
 
 ドイツ、デンマーク、オランダと同様に、日本でも 1970 年代のエネルギー危機の

時代に再生可能エネルギーへの関心が高まった。1973 年、日本はエネルギー需要の

76%を石油で賄っていたが、その依存度は 1980 年代後期には 68%まで下がった。日

本のエネルギー危機対策は、安定した石油供給確保、原子力並びに再生可能エネルギ

ー資源の開発促進、そして省エネルギーの励行であった。 
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 1997 年、日本は「国連気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）」の主催国と

なった。会期中、国連気候変動枠組条約のメカニズムとして「京都議定書」の導入が

協議された。日本はこの議定書を批准し、2012 年までに 1990 年における CO2 排出量

の 6%を削減することに同意した。当初は、エネルギー供給／安全保障の観点から再

生可能エネルギーに対する関心が高まったが、近年は気候変動を含む環境問題への認

識を踏まえて再生可能エネルギー振興政策が進められている。 
 

図 10．日本の電力内訳（2002 年） 

 
出典：IEA「OECD 加盟国のエネルギー統計 2001～2002」OECD/IEA、2004 

 
図 11．日本の水力を除く再生可能エネルギーの成長と関連政策（1974～2002 年） 

並びに太陽光発電システム（PV）導入容量（1992～2002 年） 

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

ータ、（PV導入容量）IEA「IEA  PV技術の現況並びに予測2002年報告書」 
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3.4.2 政策 
 日本における再生可能エネルギーの支援政策は 1974 年の「サンシャイン計画」か

らスタートした（図 11 参照）。これは、研究開発活動を通して代替エネルギー資源（太

陽／地熱／石炭ガス化・液化／水素）の発展を目指す計画であった。太陽エネルギー

に関しては、当初太陽熱利用が主な焦点となっていたが、1980 年代以降は太陽電池

（PV）の研究開発に多くの資金を注入するようになった。1978 年の「ムーンライト

計画」は、省エネルギー関連技術の研究開発を目的として始まった。この 2 つの計画

は、産学官連携の下で行われた基礎・応用研究を統括するものであった。 
 
 1980 年に制定された「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に

よって、代替エネルギー資源の活用と関連技術に関する指針並びに開発促進の年度計

画策定が政府に義務付けられた。また、この法律を根拠として、石油燃料ではない新

しいエネルギーの開発を促進するために「新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）」が創設された。 
 
 1981 年、NEDO はサンシャイン計画に基づき、風力エネルギー発電の研究開発推

進に着手した。1981～1986 年には 100kW 規模の風力発電パイロットプラントの開発

に成功し、材料、信頼性、制御方法、発電能力、風力発電設備で生産された電力が送

電網に及ぼす影響の度合い等を研究した。1986 年には、より大規模なメガワット級の

機器を対象とするようになった。1990 年代の特色は、送電網への接続と安定性に重点

を置いた一連の実証プロジェクトと、更なる研究が実施されたことである。1990 年代

半ば、通商産業省（現在の経済産業省）は、風力発電設備の導入容量を 2000 年まで

に 20MW、2010 年までに 600MW とする目標値を明確に設定した。2003 年末の導入

容量は 500MW をわずかに上回っていた。 
 
 1992 年、政府は発電用代替燃料の開発を更に推進するため「ニューサンシャイン計

画」を導入した。このプログラムはムーンライト計画の研究開発活動と旧サンシャイ

ン計画を統合したものである。政府は送電網への接続と電力供給を促進するため、

1992 年と 1993 年に（余剰電力を送電網に戻す）ネット・メータリングの基本的原則

を確立する法律を制定し、再生可能エネルギーによる電力を通常電力の小売価格と同

額で買い戻すことを規定した。 
 
 2002 年 5 月、政府は「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置

法（RPS 法）」を策定した。この法律は、太陽／風力／バイオマス／地熱／小規模

（1,000kW 未満）水力エネルギーの利用促進によりエネルギー安全保障を確保し、地

球温暖化を緩和する目的で成立した。この法律に基づき、電力事業者は新エネルギー
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の利用義務量を満たすため、自ら発電するほかに他の発電事業者から電力を購入する

か、再生可能エネルギー証書取引システムを通じて事業者間での取引を行う、という

選択肢が与えられた。8 年間の目標値は、4 年おきに見直しと再設定を行っている。 
 
太陽電池（PV） 
 1990 年代、日本における太陽電池（PV）関連技術の市場はめざましい発展を遂げ

た。1992 年の PV システム導入容量は 19MW 未満であったが、2002 年末時点では

635MW へと増加している。政府によって 1992～1994 年の間に進められた 4 種類の

施策がこのような成長を促した。一番目は、PV システムで発電した電力の余剰分を

いかにして国内の送電網に接続するかを規定したネット・メータリングの指針を示し

たことである。二番目は、2010 年までに 4,600MW の PV システムを導入するという

意欲的な目標を設定したことである。三番目は、PV 関連技術の導入を支援するため

に補助金を交付したことである。そして、四番目は「7 万世帯ソーラー・ルーフ計画」

を策定し、住宅への PV システム導入を促進すると共に、PV システムのメリットにつ

いて人々に情報を提供したことである。 
 
 PV システム導入への補助金制度は 1994 年の「住宅用太陽光発電システムモニター

事業」として始まった。これは PV システムの設置者に補助金を交付し、設置者は電

力需要と発電効率のデータを 3 年間収集するという制度であった。1997 年からは「住

宅用太陽光発電導入基盤整備事業」と名前を変えて継続されている。PV システムの

設置費用に対して補助金を交付することにより、住宅への導入コストを低減すること

が、これらの事業の目的であった。対象は PV システムを設置する住宅所有者、建売

住宅販売事業者、公共施設に設置する公的機関であった。また、PV システムを送電

網の低圧線に接続するための補助金も整備されていた。一連の事業実施期間中に PV
システムの経済性が向上したことから、補助金は減額されていった。1994～2000 年

にかけて、5 万世帯以上の住宅に PV システムが導入された。 
 
 日本のネット・メータリングに関する指針は、カリフォルニア州他多数の州が導入

したものによく似ている。日本は PV システムを送電網に接続するためのコストに補

助を行ったが、カリフォルニア州の法規制では、送電網への接続コストは電力事業者

の責任範囲と定められた。日本・カリフォルニア州が実施した PV システムの初期投

資／設置費用に対する補助金制度は、PV システムの経済性をより向上させる要因と

なった。 
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3.5 水力を除く再生可能エネルギー振興政策の比較 
 表 2 はこの章で検討した水力を除く再生可能エネルギー振興政策並びに奨励策と、

第 2 章で述べた米国の政策とを比較し要点をまとめたものである。 
 

表 2. 各国の水力を除く再生可能エネルギー振興政策並びに奨励策の概要比較 

国名 規定 米国の類似点 米国との相違点 

ドイツ 
研究開発 
（1974～現在） 

・初期の研究開発活動

は航空宇宙産業が実

施、市場での実現可能

性が最大と認識され

ていた大規模の風量

タービン（1MW 以上）

が対象 

・初期の研究開発活動

は航空宇宙産業が中

心、大規模の風力ター

ビン関連技術が対象 

 

ドイツ 
電力買い取り法 
（1991）、 
再生可能エネルギー

法（2000） 

・電力事業者に再生可

能エネルギー電力生

産者からの電力購入

を義務付け 
・買い取り価格は電力

小売価格の 90% 

PURPA 
・電力事業者に再生可

能エネルギー電力生

産者からの電力購入

を義務付け 
・買い取り価格は州が

規定する「回避可能コ

スト」と同額 

・再生可能エネルギー

電力生産者に支払わ

れる電力の価格はド

イツの方が米国より

高額 
・ドイツの電力買い取

り価格は小売価格に

連動、カリフォルニア

州は（実際の金額を上

回る予想額）「回避可

能コスト」に連動 
デンマーク 
投資補助金 
（1979～1989） 

・風力タービン、ソー

ラーパネル、バイオガ

ス発生装置の設置者

に資本コストの 30%
を助成 
・Riso 検査所から仕様

を認可された風力タ

ービンが対象 

エネルギー税法 
（ETA）（1978） 
・風力/太陽/地熱エネ

ルギー、海洋温度差発

電の設備投資に対し

10%の税額控除 
・1985 年と 1988 年の

2 度に渡り制度延長 

・デンマークの奨励策

は補助金交付、米国は

税額控除 
・米国は税額控除の条

件となる技術面の要

求事項無し 

デンマーク 
生産助成金並びに他

の直接支援メカニズ

ム（1981、1992 年） 

・生産助成金は風力発

電事業者に対するエ

ネルギー税（後の炭素

税）課税額との相殺 
・民間の風力発電事業

者に対し追加の生産

助成金交付制度有り 
・電力事業者に対し再

生可能エネルギー電

力生産者からの電力

購入を法律で義務付

け 
・電力の買い取り価格

は卸売り価格の 85%
と法律で規定 

PURPA 
・電力事業者に再生可

能エネルギー電力生

産者からの電力購入

を義務付け 
・買い取り価格は州が

規定する「回避可能コ

スト」と同額 
 
PTC 
（1992 年以降 
EPACT） 
・一定期間毎に連邦議

会での延長が必要 

・再生可能エネルギー

電力生産者に支払わ

れる電力の価格はデ

ンマークの方が米国

の PURPAで規定する

額より高額 
・デンマークの生産助

成金は米国の PTC よ

り高額 
・デンマークの奨励策

は補助金交付、米国は

税額控除 
・デンマークの生産助

成金制度は定期的な

延長手続き不要 

< 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959号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/959/
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国名 規定 米国の類似点 米国との相違点 

デンマーク 
国 内 市 場 開 発 支 援

（1990） 

・デンマーク製タービ

ンを使用する大規模

風力発電プロジェク

トに対する政府の長

期債務保証制度 

無し  

オランダ 
IPW（1986）並びに

TWIN（1991） 

・風力発電設備投資費

用の 35～40%をカバ 
ーする補助金制度 
・低騒音型、あるいは

遠隔地に設置される

風力タービンへの追

加助成金制度（住民の

抵抗感緩和） 

ETA（1978） 
・風力/太陽/地熱エネ

ルギー、海洋温度差発

電の設備投資に対し

10%の税額控除 
・1985 年と 1988 年の

2 度に渡り制度延長 

・オランダの奨励策は

補助金交付、米国は税

額控除 
・オランダで導入され

たような住民の抵抗

感を緩和する補助金

制度は米国には類似

例無し 
オランダ 
ボランティア・プログ

ラム（電力事業者によ

る） 

・250MW の風力発電

設備導入容量達成に

向けての電力事業者

間の合意（実際には実

現できず） 

PVUSA 計画 
（1986） 
並びに 
TEAM－UP 計画 
（1994） 

PVUSA と TEAM－

UP には連邦政府の支

援も含まれていた（後

者は DOE と電力事業

者のコスト共同負担

によるプロジェクト） 
オランダ 
需要けん引型環境税

システム（2000） 

・消費者が環境に優し

い電力を選択するよ

う、環境税の納税義務

免除（結果としてグリ

ーン電力需要が高ま

り輸入の必要が生じ

た） 

・再生可能エネルギー

電力を購入した消費

者に対する払い戻し

制度（カリフォルニア

州、1999 年） 

カリフォルニア州の

払い戻し金額は 
1kWh 当たり 1 セン

ト、オランダの政策は

納税義務免除 

日本 
（余剰電力を送電網

に戻す）ネット・メー

タリング制度 

・小規模、分散型の

PV システム並びに風

力発電設備を送電網

に接続する上での条

件を設定 

・類似の政策が 32 州

及びコロンビア特別

区で導入されている 

 

日本 
投資補助金を伴う「7
万世帯ソーラー・ルー

フ計画」（1994） 
RPS 法（2002） 

・住宅での PV システ

ム利用促進 
・PV 関連技術につい

ての消費者教育 
・2010 年までに総電

力の 1.35%を再生可

能エネルギーで発電 

ミリオン・ソーラール

ーフ設置計画（1997） 
・2010 年までに 100
万基の PV または太陽

熱利用システム導入

を目指す 
・連邦政府レベルの財

政支援無し 
・RPS 法は様々な州で

制定された 

・連邦政府レベルの

RPS 法は制定されて

いない 

出典：EIA石炭、原子力、電気、代替燃料局が本報告書のために様々な出典から収集・引用したデータ 

 
4. 結論 
 ドイツ、デンマーク、日本の 3 ヶ国における水力を除く再生可能エネルギー振興政

策は、全般的に見て調和が取れており、首尾一貫した傾向にある。米国では多数の政



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.959,  2005.7.13 
 

11  

策が州レベルで策定されており、一定期間ごとの再授権や予算決議を前提とする連邦

政府の政策とは連動していないこともある。更に、オランダと米国では何段階にも及

ぶ複雑な許認可プロセスが要因となり、再生可能エネルギー関連設備の開発に遅れを

生じる場合もあった。 
 
 デンマークとドイツは法整備によって水力を除く再生可能エネルギーの市場シェア

を高めた。米国も両国の成功事例と同じような法律を施行したが、両国ほどの市場シ

ェアは達成していない。国家間で再生可能エネルギー導入量に差異が生じているのは、

富の蓄積、政治経済システム、文化の伝統、電力価格等の違いに関係がある。しかし、

他にも重要な要素が 3 つある。全般的なレベルでは、デンマークとドイツが再生可能

エネルギーの導入について非常に強力な政策上のコミットメントを掲げ、両国共に一

貫性があり、拠出された資金も多額であった。更にデンマークは、風力タービンを地

域協同組合が所有するという仕組みを活用し、関連技術に対する一部住民からの、あ

るいは政治的な反対を克服した。最後に、デンマーク、日本、ドイツは再生可能エネ

ルギーの振興を明確な目標とした政策を立案した。米国では 1992 年に「エネルギー

政策法（Energy Policy Act：EPACT）」が施行されるまで、こうした政策は実施され

ていなかった。以下の節では、この 3 つのポイントについて検討・詳述する。 
 
4.1. 政策上のコミットメント 
 デンマークは政策上のコミットメントとして、再生可能エネルギーに関する意欲的

な目標値を公表した。重要な点は、目標値の公表そのものでななく、産業界が目標を

達成できるような政策を政府が立案したことである。例えば、再生可能エネルギーに

関するデンマーク初の目標値は、風力発電に対し政府が助成を始めた 1981 年に設定

された。その時点では、1995 年までに 13 億 kWh の電力を再生可能エネルギーで発

電するという目標を掲げたが、これは 1993 年までに達成した。1990 年、政府は目標

値の再設定を行い、2005 年までに 1,500MW の導入容量実現を目指し、これは 1998
年には達成した。この目標値は「デンマークエネルギー計画 2000」で明らかにされ、

1992 年に導入された生産助成金、炭素税関連の助成金、そして（再生可能エネルギー

による電力の）価格保障制度によって支えられていた。このような支援制度によって、

デンマーク政府のコミットメントは更に確実性を増した。支援制度が長期に渡り継続

し、政府による定期的な再検討を必要としないことが保証されていたためである。

1996 年、デンマークは「エネルギー21」の中で、2030 年までに再生可能エネルギー

の導入容量を 5,500MW にするという目標値を公表した。2003 年末の時点における導

入容量は 3,100MW 以上に達している。デンマークは常にスケジュールを先取りして

目標を達成してきたので、風力エネルギー産業の開発業者並びに投資家たちは、政府

が再生可能エネルギーの振興に積極的に取り組んでいるという確信を持つことができ

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959号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/959/
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 ドイツは、再生可能エネルギーの開発に関しては具体的な数値目標をほとんど掲げ

なかったが、CO2 排出量削減に関しては 1990 年に目標値の設定を開始し、この CO2

削減量達成の一手段として、再生可能エネルギーを振興すると表明した。次の文言は

1990 年 11 月 7 日の閣議決定からの引用で、ドイツ政府のコミットメントが反映され

ている。「連邦政府は、CO2 の排出量削減に対する再生可能エネルギー源の貢献度を考

慮し、長期に及ぶ経済的な潜在能力を可及的速やかに開発することを提唱する。（中

略）連邦政府は、再生可能エネルギー源の市場参入を容易にするための地盤形成に向

け、継続的な働きかけを行う。」ドイツは、1991 年の「電力買い取り法（Electricity 
Feed-In Law）」によって CO2 排出量削減の目標達成を後押しし、再生可能エネルギ

ーの導入容量を大幅に増加させることに成功した。 
 
 デンマークとは対照的に、オランダは再生可能エネルギーの振興に向け多くの目標

設定と政策導入を行ったが、ことごとく目標達成に失敗している。1985 年、オランダ

は風力発電設備の導入容量を 2000 年までに 1,000MW に増加させるとしたが、1991
年に TWIN プログラムが策定された時点でもこの目標値は変化がなく、2003 年末現

在も達成されていない。政府は風力発電設備の導入容量を増加させるべく投資補助金

制度を整備していたが、実現したプロジェクトは皆無に近かった。これはおそらく、

オランダの複雑な許認可システムに起因するものであろう。更に、1990 年代半ばには

電力事業者がウィンドプランを立ち上げたが、これは政府の法規制を伴わないプログ

ラムであった。仮にこのプログラムが自発的ではなく、より強制力の強いものであれ

ば、風力発電設備の容量は増加したかも知れない。また、オランダの奨励策によって

再生可能エネルギーは好ましい投資対象となったように見受けられた。しかし、オラ

ンダの法規制は頻繁に変更され、ビジネス界・産業界が適応する猶予期間が無かった

ため、投資家たちは再生可能エネルギーをリスクの高い対象として敬遠するようにな

った。 
 
 日本における再生可能エネルギー、特に PV システムに関する政策上のコミットメ

ントは強力で長期に渡り一貫性を保ってきた。1970 年代後期に始まった「新エネルギ

ー」の研究開発は現在も続いている。1990 年代初期、政府は純粋な研究開発活動から

市場支援メカニズムへと政策の目的を変更し、太陽光発電の振興について意欲的な目

標設定をすると共に、達成に向けての法整備も行った。 
 
 上記 3 ヶ国の事例を踏まえて全体をまとめると、デンマークは、再生可能エネルギ

ー電力の高いシェアを実現するという目標達成について最も成功した例である。ドイ

ツは、別の観点から政策上のコミットメントを示し、風力発電設備導入容量が世界最

大となった。1990 年代、日本が大量の PV システム導入に成功したのも、政府が研究
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開発と市場支援メカニズムについて、政策上のコミットメントを有していたことと関

係があったようだ。オランダも再生可能エネルギー電力のシェアを高めたが、風力発

電に関しては、政策と法規制の矛盾点によって、目標を達成する能力が損なわれたお

それがある。 
 
4.2. 市民の反対 
 多数の市民が再生可能エネルギー関連技術を支持しているが、大規模プロジェクト

が近隣で導入されるとなると、地域レベルで強力な反対運動が起こる可能性がある。

プロジェクトの種類によっては、比較的反対を受けやすいものとそうでないものがあ

る。例えば、住宅や小規模施設に設置される小規模の PV システムに対する反対はほ

とんどない。実際に、規模の大きい PV システムの場合も反対運動の対象になること

はあまりない。多くの場合「建築物一体型太陽光発電システム（Building Integrated 
Photovoltaic Systems：BIPV）」として、より景観に配慮した構造になっているから

である。 
 

その一方、市民の反対でプロジェクト開発が阻止される場合もあるが、構想次第で

は市民の支持率が左右される。風力発電設備を例に取ると、世論調査によれば風力タ

ービン数が少ないプロジェクトであれば、100～1,000 基レベルのプロジェクトよりも

受容されやすい。景観上の問題に加え、騒音やタービン・ブレードに巻き込まれて鳥

が死んでしまう、といった懸念があるために反対を受けるのである。 
 
 このような反対運動について、各国の対処方法は様々である。デンマークでは、風

力発電の振興に一般市民を関与させるため地域協同組合を活用した。その結果、風力

発電を支持する市民が関連技術に投資するようになり、政府の風力並びに再生可能エ

ネルギー振興政策が推進された。また、本報告書で検討した国々の中で、デンマーク

は国際競争力に優れた風力エネルギー産業の構築と保護に最も力を入れており、多数

の雇用機会を国民に提供している。そして、風力エネルギー産業に投資を行う市民も

更に増加している。最後に、デンマーク政府は地方自治体に対し、風力発電設備の立

地候補地点を計画書に盛り込むよう要求した。これによって、多数の地方自治体で立

地計画が検討されるようになり、最終的には風力発電設備の立地に関する問題解決を

平易にした。 
 
 米国では、大きな反対運動に合ったプロジェクトもあれば、容易に進行したものも

あった。しかし、デンマークのように、風力タービンの設置許可申請プロセスを簡素

化する主要規制は米国には導入されなかった。新規設備の建設について、立地場所の

管理と許認可は地方自治体が行い、発電事業者の管理監督は州政府が行っている。こ

の状況はオランダと似ており、複雑な許認可プロセスによって風力発電設備導入計画

< 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959号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/959/
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に遅れが生じ、中断に至ることさえあった。 
 
4.3. 政策構造 
 デンマーク、オランダ、ドイツ、日本、そして米国で立案された政策の決定的な相

違点はその政策構造である。再生可能エネルギーに対する考え方が各国の政策構造に

影響を及ぼしている。EU 諸国及び日本は、再生可能エネルギーを戦略として取扱い、

開発促進に向けて相互関係のある多数の政策を導入した。デンマークとドイツでは電

力の買い取り価格を保証するタイプの法律を制定し、風力発電を振興したために再生

可能エネルギーの導入が促進された。一方、米国ではこれと同等の「公益事業規制政

策法（The Public Utility Regulatory Policies Act：PURPA）」が制定されたが、省エ

ネルギーと電力事業者の効率化が本来の目的であったため、再生可能エネルギーに焦

点を絞り切れていなかった。 
 
 政策構造のもう一つの要素は、導入方法である。1990 年代後期まで、オランダは主

にボランティア・プログラムを活用していたが、ドイツ並びにデンマーク政府は電力

事業者による再生可能エネルギーの買い取り価格を規定した。また、この両国は指揮

統制型のアプローチに加え、様々な財政上の奨励策も講じていた。米国も 1992 年の

「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）」を契機に財政的

な奨励策を導入するようになった。2000 年を境にドイツ、デンマーク、オランダは、

より市場に基盤を置いた振興策へと移行し、オランダとデンマークは「グリーン電力

証書取引制度」を活用するようになった。政策の導入手法は極めて重要な要素である。

強制力を持たないボランティア・プログラムは導入が難しいが、指揮統制型の手法を

採用した場合、電力事業者・消費者に高いコストが転嫁され、市場の開発促進が阻害

されるケースもあった。 
以上 

編集：情報・システム部 
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