
【政策・評価】 エネルギーインフラ 
 

電力網とガスパイプラインの優先ルートを欧州委員会が提案 
 
欧州委員会（European Commission）は、2010 年 11 月 17 日に、今後 20 年の優先的エ

ネルギーインフラを発表した。これは、21 世紀にふさわしいネットワークの構築を目指

すものである。欧州委員会は提案書の中で、電気、ガス、石油を輸送するための欧州連合

（European Union: EU）の優先ルートを明示している。優先ルートの地図は、具体的な

プロジェクトに関して将来の建設許可と資金拠出を決定する際の基準として機能すると

みられる。 
 

Günther Oettinger エネルギー担当委員は、以下のように述べた。「エネルギーインフラ

は、我々のエネルギー関連のすべての目標にとって重要である。その目標とは、安定供給

から、再生可能エネルギー源の統合、エネルギー効率、域内市場の適正な機能までを指す。

エネルギーインフラは、我々が資源を結集し、EU の優先プロジェクトの実現を促進する

のに不可欠なものなのだ」 
 
 提案書は、競争力、持続可能性、安定供給という EU の政策目標を達成するために、早

急に実施されるべき EU 優先ルートを厳選している。優先プロジェクトは、①欧州のエネ

ルギー市場からほぼ孤立した加盟国の市場への接続、②既存の国際相互連系インフラの集

中的な強化、③再生可能エネルギー由来電力のグリッドへの連系、という三つの要素を通

じて、その目標を実現しようとしている。事前に決定されたルートに基づき、2012 年に「欧

州の利益に適う」具体的なプロジェクトが決定される計画である。こうしたプロジェクト

は、財政面や建設許可（EU 法、特に環境法を完全に遵守し市民参加を実現しつつも、最

終決定までにかかる時間を制限するなど）の点で恩恵を受けることになろう。プロジェク

トの計画および実施に当たって、欧州委員会は加盟国間の地域的協力を奨励する。同委員

会はさらに、「欧州電力ハイウェイ」を含む長期的な目標を設定した。 
 
 電力部門については、以下の 4 件を EU 優先プロジェクトとして提示した。 

・北海海域のオフショア・グリッド建設により北欧および中欧に連系し、洋上ウィンド

パーク注1で発電された電気を大都市の消費者向けに送電するとともに、アルプス地方

および北欧諸国の水力発電所内に蓄電するプロジェクト 
・風力、ソーラー、水力から発電された電力を南西欧において相互連系し、大陸の他の

地域に送電するプロジェクト 
・中欧・東欧および南東欧へ連系し地域電力網を強化するプロジェクト 

                                                 
注1 洋上ウィンドパーク（wind park）とは、風力発電用のタービンが一面に設置されている海域を指す。（参

照：「ウインドパーク」、kotobank 
（http://kotobank.jp/word/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%91%E3%83%
BC%E3%82%AF）） 
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・バルト諸国のエネルギー市場を欧州市場に統合するプロジェクト 
 
ガス部門については、以下の 3 件を EU 優先プロジェクトとして提示した。 
・カスピ海で産出したガスを欧州に直接輸送し、ガス供給元の多様化を図るための南部

ルートを確立するプロジェクト 
・バルト諸国のエネルギー市場を統合し、中欧および南東欧に連系するプロジェクト 
・西欧の南北をつないで域内のボトルネックを除去し、将来の域外供給から最大限の恩

恵を受けるプロジェクト 
 
本記事の背景 
 EU は、2020 年までに温室効果ガス排出を 20％削減し、最終エネルギー消費に占める

再生可能エネルギーの割合を 20％にまで高め、エネルギー効率を 20％向上すると約束し

た。これらのエネルギー関連および気候関連の目標を達成するためには、エネルギーの輸

送用（ガスパイプラインの建設や電力網の整備）だけで約 2,000 憶ユーロを投資しなけれ

ばならない。民間部門の投資はそのうちのほんの一部だけになるとみられるため、1,000
億ユーロが不足することになろう。 
 
詳細 
詳細については、以下に記載するQ&A（MEMO/10/582）を参照されたい。 

  
エネルギーインフラに関する欧州委員会の提案についての詳細は、ウェブサイト注2から

参照できる。 
 
 
  

                                                 
注2 “Energy Infrastructure”（http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm） 
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エネルギーインフラに関する Q&A 
 
Q: なぜ新たなパイプラインや電力網が必要なのか？ 
A: パイプラインや電力網といったエネルギーインフラは、我々が掲げる気候関連および

エネルギー関連の全目標にとって重要なものである。 
・2020 年までに、最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を 20％にま

で増加するには、ウィンドパークやソーラー発電所で作られたエネルギーを消費者に

届ける必要がある。このために、今日存在するネットワークと比べて、より分散的で

分化したネットワークを構築する必要がある。 
・技術革新を通じて、2020 年の予想エネルギー消費量の 20％を省エネするためには、

スマートメーターやスマートグリッドを導入しなければならない。これらにより、消

費者は、自らの電力消費を厳密に管理できるようになり、習慣を変えることによって

節約や省エネがもたらされる。  
・危機が発生したときでもガスの供給を確保するために、供給元を多様化し、危機が発

生している地域からガスを欧州に直接送る新パイプラインの建設が必要である。 
・競争を通じて公正で競争力のある価格を提供する域内市場を機能させるためには、加

盟国間の相互連系が必要である。これにより、電力事業者はすべての加盟国にサービ

スを提供できるようになる。 
 

Q: なぜ EU が積極的に動く必要があるのか？ 
A: 主として以下 2 点の理由から、2020 年の目標を達成するのに必要な資金は、スケジュ

ール通りに投資されないと考えられている。 
・建設許可取得に要する時間が極めて長い 
・必要な投資のすべてが商業化に結びつくとは限らない 

 
提案書に述べられている戦略は、この問題に取り組むものである。欧州でネットワー

クの構築を調整し、最適化するためには、EU レベルでの戦略が必要である。 
 
Q: 今回の提案では、何が新しいのか？ 
A: 提案書は、EU にとっての優先ルートを厳選して提示している。予め提示されたルート

に基づき、2012 年に「欧州の利益に適う」具体的なプロジェクトが決定される計画で

ある。これらのプロジェクトは、財政面や建設許可の迅速化（特に環境法を完全に遵

守し市民参加を実現しつつも、最終決定までにかかる時間を制限するなど）の点で恩

恵を受けるだろう。欧州委員会は、プロジェクトの計画、実施に際して、加盟国間の

地域的協力を求めている。 
 
Q: どのようなプロジェクトが提案されているのか？ 
A: 電力部門については、以下の 4 件が EU 優先プロジェクトに選ばれた。 
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・北海海域のオフショア・グリッド建設により北欧および中欧に連系し、洋上ウィンド

パークで発電された電気を大都市の消費者向けに送電するとともに、アルプス地方お

よび北欧諸国の水力発電所内に蓄電するプロジェクト 
・南西欧を相互連系（スペイン‐フランス間の相互連携を含む）し、風力、ソーラー、

水力から発電された電力を大陸の他の地域に送電するプロジェクト 
・中欧・東欧および東南欧へ連系し地域電力網を強化するプロジェクト 
・バルト諸国のエネルギー市場を欧州市場に統合するプロジェクト 

 
ガス部門については、以下の 3 件が EU 優先プロジェクトとして提示された。 
・カスピ海で産出したガスを直接欧州へ輸送し、ガス供給元の多様化を図るための南部

ルートを確立するプロジェクト 
・バルト諸国のエネルギー市場を統合し、中欧および南東欧に連系するプロジェクト 
・域内のボトルネックを除去するために西欧の南北をつなぐプロジェクト 

 
Q: なぜこれらの優先ルートが必要なのか？ 
A: 2 点例示して説明する。 
・イベリア半島は欧州の他の地域と十分に連系されていないため、南西欧の相互連系が

必要である。スペインで発電された再生可能エネルギー由来の電力を西欧に送電し、

スペインを欧州ネットワークに統合するためには、スペインとフランスを結ぶ送電

線の能力を、今日の約 1,400MW（メガワット）から 2020 年に 4,000MW にまで増

強しなければならない。 
・南部ルートの目的は、906 億 m3 という世界最大のガス埋蔵量を誇るカスピ海流域／

中東からガスを直接輸入することである。これにより、ガスの供給元を多様化し、

供給の安定性が高まるだろう。年間 450 億 m3～900 億 m3のガス輸入を目指してい

るが、この量は 2020 年までの EU におけるガス需要のおよそ 10%～20%に相当す

る。 
 

Q: いくら資金が必要なのか？誰がプロジェクトの費用を負担するのか？EU が負担する

のか？ 
A: ガスパイプライン建設と電力網整備のための投資額は、2020 年までに約 2,000 億ユー

ロ必要になる。この投資額のうち 1,000 億ユーロは、スケジュール通りに市場のみで

調達できると見込まれている。しかし、残りの 1,000 億ユーロを調達するには、政府

による建設許可の支援や必要な民間資金の活用が求められる。 
 
欧州委員会は 2010 年 6 月に、「欧州の利益に適う」プロジェクトを支援するために、

新たな財政手段を提案した。これは、2013 年以降の新たな財政見通しの基になるもの

である。無償援助以外に、資本参加、借入保証、官民パートナーシップローンといっ

た革新的な市場ベースの解決策が提案される可能性がある。 
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EU の法律がエネルギー企業間の競争を促進するようになるため、企業は消費者向け

の料金値上げに慎重になるだろう。 
 
Q: なぜ一部のプロジェクトは民間部門が費用を負担できないのか？ 
A: 電線やガスパイプラインの中には、投資に見合うリターンを得るには市場規模があま

りに小さいために、商業化が可能ではないものもある。バルト 3 国やフィンランドの

ように年間のガス消費量が100億m3程度しかない地域にガスパイプラインの建設計画

を立てるのと、ドイツのように年間のガス消費量が 800 億 m3ある国にガスパイプライ

ンの建設計画を立てるのでは、違いがあるのだ。とはいえ、競争、消費者向け価格の

適正化を促進し、ガス危機が起きた際に異なるガス供給者の参入を保証するために、

市場規模の小さい国々も欧州のエネルギー市場に連系されなければならない。 
 
Q: なぜこうした投資を、国レベルで調達、計画できないのか？ 
A: 北海へのオフショア・グリッド設置のケースで示したように、地域的あるいは国際的

に取り組むことにより、コストを削減することができるのだ。OffshoreGrid 研究によ

れば、すべてのウィンドファームの連系を最適化する地域的アプローチにより、2030
年までに費用を 20～30%削減できるとのことである。 

 
Q: 欧州委員会は、建設許可を促進するために何を提案しているのか？ 
A: 許可を供与する手続きは、より整理され、より迅速に行わなければならない。「ワンス

トップショップ」注3方式を確立する必要がある。そうすれば、「欧州の利益に適う」プ

ロジェクトのために必要なすべての建設許可を効率的にまとめて取得できるようにな

るになるだろう。 
 
Q: なぜ、より迅速に建設許可を供与することが必要なのか？ 
A: 計画し始めてから、最終的に電線を発注するまでには 10年以上かかることがよくある。

準備や当局との議論に時間がかかり、今後プロジェクトが遂行されるか否かについて

も不確定であるために、10 年以上の時間を要することは、プロジェクトの開発業者に

とって多大な開発費用が発生することを意味する。 
 
つまり、必要な資金の投資が EU 2020 の目標達成に間に合わないということである。

2020 年の目標には、①二酸化炭素（CO2）の排出を 20％削減する、②再生可能エネル

ギーの使用比率を 20％にまで高める、③エネルギー効率を 20％向上させる、の 3 点が

含まれる。 
                                                 
注3 ワンストップショップとは、関連するすべての商品やサービスを１ヵ所で購入できる総合店舗を指す。（参

照：「ワンストップショップ」、IT 用語辞典 e-Words 
（http://e-words.jp/w/E383AFE383B3E382B9E38388E38383E38397E382B7E383A7E38383E38397.ht
ml）） 
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Q: 欧州委員会は、EU 内のすべてのプロジェクトに迅速な建設許可を求めるのか？ 
A: そのようなことはない。許可手続きの迅速化を求める提案の対象は、「欧州の利益に適

う」プロジェクトに限られる。そうしたプロジェクトのリストは、2012 年に作成され

る。 
 
Q: 欧州委員会は、許可の手続きに 5 年という時間制限を設けるのか？ 
A: 時間制限を設けるつもりはない。欧州委員会は、5 年といった具体的な期限に言及した

ことはない。単に「時間的な制限」が設けられるべきだと述べているに過ぎない。 
 
Q: なぜ CO2パイプラインを計画しているのか？ 
A: CO2 排出量の多い場所（化石燃料を使用する発電所など）から CO2 を回収し、大気中

に漏れ出さないように貯留することによって 2020 年以降の欧州経済を大幅に脱炭素

化するには、二酸化炭素回収・貯留（Carbon Capture and storages: CCS）を実施す

ることが必要になろう。 
 
CCS の要素技術は証明済みであるが、産業規模でテストされてはおらず、したがっ

て商業化が実現可能であるとはいえない。現在、6 件の大規模実証プロジェクトで施設

を建設中で、欧州委員会が合計 10 億ユーロを共同で拠出している。本格的な商業化は

2020 年以降であり、発電所から貯留場所まで CO2 を輸送する必要があることから、

CO2の貯留場所は欧州中に分散すると見られている。CO2の輸送量は非常に多いため、

パイプラインで輸送する方がタンクローリーで輸送するよりコストを低く抑えられ、

また、より環境に優しいのである。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：本記事は以下の EU 記事を翻訳したものである。 
① Energy infrastructure: Commission proposes EU priority corridors for power grids 

and gas pipelines 
（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1512&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 

② Questions & Answers: Energy infrastructure 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/582&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
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