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〇 トーマス・コーベリエル 

私どもの財団では、いかに日本の再生可能エネルギ

ー導入をスピードアップするか、それを経済効率よく社

会に便益をもたらす方法で導入するために何が必要か、

等を追及することが大きな使命だと考えている。再生可

能エネルギーの導入には様々な障壁があり、コストも不

必要に高くなっている。障壁の一つは、独占の電力会社

が既存の発電所をコントロールし、さらに発電所から消

費者につながるまでの送電網を全て所有・管理している

ということである。旧来の電力会社が、新規参入業者と

の競争から自らの古い発電所を保護しようとして、送電

網の現状を口実に、アクセスを難しくしているのである。

それに対して、欧州では 1990年代から市場の規制改革

を行い、経済効率をあげ、本来の意味での競争の導入

を行ってきた。その重要な柱として、所有権の分離、少

なくとも電力事業者と送電事業者との法的な分離をやっ

てきた。このセッションでは、3 つのプレゼンターションを

聞く。まず北欧と欧州中央部の少し異なるシステム事情

を伺い、その後日本における計画と進捗を聞くことにな

る。 

 

 まずは、ミカエル・オーデンバーリ氏にお話しいただく。

オーデンバーリ氏は、スウェーデンの国有 TSO の社長

兼 CEO である。スウェーデンで、電力の需給バランスを

保ち、常に明かりを灯し続ける責任を負っているのは、

他ならぬ彼である。発電会社間の競争があっても、それ

が機能することを身をもって知っている人である。90 年

代中盤に送電網の規制改革を牽引した国のエネルギー

委員会にも属していらっしゃった。 

 

〇 ミカエル・オーデンバーリ 

 より効率的な電力システムを構築したいのであれば、

その市場のデザインや構造が極めて基本的で重要な前

提条件となる。近年、EU が単一電力市場への統合をめ

ざしている中で欧州全土で発送電分離の動きが加速し

ている。この発送電分離、つまり発電事業と電気の販

売・営業事業との分離は、すでに長い歴史がある。25 年

前に英国の規制緩和を行ったのが始まりで、その後、特

に北欧の国々では発送電分離や市場改革が進んだ。 

 

ノルウェー・スウェーデンが初めて分離を始めた頃と

今の日本は似ている。当時は両国とも電力市場で垂直

統合という形態をとっていた。発電部門ではほとんど競

争はなく、地域独占体制がしかれ、電力価格も規制され

ていた。その結果、発電部門も送電部門も非効率的で

過剰設備に陥っていたのだ。また顧客へのサービスレ

ベルも低かった。顧客が完全に発電業者に依存し、その

逆はなかったので、明らかに発電業者側の権力が強か

った。 

 

改革の推進力となったのは、政府が国全体の電力シ

ステムをより効率的に活用し、資産管理をよりうまく行う

必要があると考えたことだ。また、鉱業、パルプ・製紙業

等、スウェーデンの主要産業が電力集約型も、彼らが消

費側にとってより便益の高い電力システム、より低い電

気料金を求めたことも、大きな推進力だった。この独占

体制から自由市場システムへの移行は、巨大な変化だ

った。それまで独占を享受してきた電力会社は抵抗した。

当然だろう。それまで非常に都合のいい状況を享受して

いた電力会社、電力産業にとって、自由化された電力市

場システムへの移行は非常に不利で難しい移行だった

からだ。しかし、政府としては自由競争が可能な部分に

はできる限り自由競争を市場に導入することが目的であ

った。つまりそれは、送電網は自然独占が最も良い形態

であるから、そこには自由競争を持ち込まないが、発電

と営業部門に関しては自由競争は可能であるという事で

ある。もちろんグリッドの独占を監視する公正な規制機

関も重要視した。 

 

こうして、規制緩和としての発送電分離が、北欧で進

んだ。それまでスウェーデンでは巨大な電力コングロマ

リットが存在していたわけだが、これが 1991～1992 年

にかけて分離された。発電および販売部門はヴァッテン

ファール AB 社という国有電力会社に移され、送電網の

所有・運営・開発が、私が現在社長をしている当時新しく

国営で設立されたスヴェンスカ・クラフトナット社に移され

た。その結果、発電でも販売でも自由競争が促され、第

三者のグリッドへのアクセスも保証された。新規事業者
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による市場参入に障壁はない。それが今もスカンジナビ

アの現状である。そして、いったんグリッドへのアクセス

が叶うと、全国のグリッドにアクセスでき、相互連系を通

じて周辺諸国のグリッドにまでアクセスできる。そして、

同じ送電網使用料金で、どこの市場のプレーヤーとも電

力のトレードができる。たとえば、スウェーデンの最北部

で発電した電力を、どの国で売ろうとも、同じ送電網使

用料で販売ができるのだ。 

 

では、TSO は、具体的にどのような役割を果たしてい

るのか。TSO は送電網を所有し、運営しつつ、開発する

義務を負っている。システムを維持・管理し、システムの

信頼性を確保し、短期的な需給バランスをとらなければ

ならない。また、スウェーデンのケースでは、効率的な電

力市場を促進するのも大きな役割である。市場のプレー

ヤーではないが、中立かつ独立した立場において公正

な競争を促す立場にある。また我々はインフラの一部で

もあり、効率的な市場の一部として存在しているのだ。 

 

わが社は、北欧の電力市場取引所ノードプールの創

始メンバーでもある。ノードプールは現在、デンマーク、

ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、エストニア、リト

アニアの TSOで共同所有している。たぶん、世界で最も

効率的な電力取引所なのではないか。この 6 カ国の電

力の約 80％にあたる約 400TWh が、この取引所で取り

引きされている。ノードプール・スポット市場では、プレー

ヤーが一時間ごとに、翌日のための売買契約を結ぶ。ノ

ードプール・スポット市場は、金融市場で締結される取

引の参照価格となるシステム価格を計算するが、そのシ

ステム価格はまた二者間の契約の参照価格としても用

いられる。また、前日取引は、調整機能の役割も果たす。

ここでは、スポット市場が終了した後に残っている需給

のインバランスを調整するのだ。そして、この市場では、

実際に電力が使われる一時間前まで、そのような調整・

取引がこの 6か国間において行われるのだ。 

 

金融先物市場もあり、そこでは電力購入者が価格変

動のリスクをヘッジできる。標準化された金融証書で、電

力の先物を購入できるのだ。この金融市場はコアなビジ

ネスではない。我々の取引所が始めたのが、波に乗っ

てきたので、その後、ストックホルム株式市場に売却さ

れた。ここで行っているのは、実際に物理的な取引では

なく、電子的な取引である。以上が、北欧の TSOの主な

役割である。 

 

では、政治はどのような役割を果たしたのか？ 税金、

環境関連の料金等の法制化および、セキュリティ関連の

法律が遵守されるような監督等を行った。次に、その議

会が決めたことをしっかり遵守しつつ、発電設備の構築

を進めるのは、電力会社の役割だった。 

これらは全て、ロケットを創るような最先端の科学を必

要とするものではなく、他の産業セクターでは当たり前

のように行われていることである。 

 

1990 年代半ばにスウェーデンでこの改革が行われた

とき、大きな電力会社の役員からは抵抗があった。社員

の一部からの抵抗もあった。電力集約型産業からの抵

抗はなく、彼らは改革に賛成だった。議会では少数政党

からの反対が少しあった。そして、一般国民は無関心な

人が多かった。 

 

しかし、改革が行われた結果、どのような利点があっ

たか。まず、過剰発電能力を削減することができ、期待

通り、効率の良い電力市場ができ、北欧諸国間での取

引が急速に増加して共通市場への統合が進み、発電資

源のよりよい活用が実現し、経済面でも環境面でも利益

があがった。そして、非常に効率の良い電力取引市場ノ

ードプールが出来上がっていったのだ。 

 

では、どのような壁が残っているのか。一番大きな懸

念材料は、電力の安定供給である。これは、効率のいい

システムのデザイン・構築にかかっている。市場に任せ

て本当にどういう状況でも大丈夫かという不安がなくは

ないだろう。前のスピーカーが、ドイツの電力供給能力

市場の可能性の話をしていたが、スウェーデンでは、

TSO がシステムの中に一定の予備を必ず準備すること

が法律で義務づけられている。これには二つあり、一つ

が予備の発電手段、もう一つが予備の消費削減手段で

ある。予備の発電手段とは、例えば、TSO が公正な調

達プロセスを通して発電業者にお金を出して、非効率的

で利潤が上がらなくなった古い石油火力発電所を、電力

不足時のバックアップ用として保つこと等である。また、

予備の消費削減手段の方だが、一定の大規模電力需

要家と契約を結んでお金を払い、TSO から要請があっ

たときに迅速に消費電力を削減してもらえるようにして

おくのだ。 

 

では、風力発電の発電量が増えすぎてしまった時の

対処をどうするのか。これは全ての送電網にとっての課

題である。スウェーデンは恵まれており、発電量の調整

を行いやすい水力発電設備が多い。しかし、価格の変

動する電力市場がうまく機能していれば、需要家が自然

と調整を行うことになる。電力が不足すると電力価格が

上がり、需要家は消費量を減らすからだ。 

 

（日本の 50Hertz と 60Hertz のように）二つのシステ

ムが共存できるのか、とよく尋ねられるが、北欧では三

つのシステムがうまく共存している。エストニアとリトアニ

アは、ロシアとベラルーシと同期化したシステムを持ち、

フィンランド、ノルウェー、スウェーデンおよびデンマーク

の半分が一つのシステムを持ち、デンマークの残り半分

は大陸欧州の国々と同期化・リンクしている。そのような



三つの同期化した市場が共存するのが十分可能なので

ある。欧州で可能なことは日本でも可能だろう。大変明

確な答えである。 

 

〇 コーベリエル 

非常に明確にスウェーデンの TSO の役割についてお

話いただいた。発電業者にグリッドと市場への公正で平

等なアクセスを提供し、また一日前スポット市場におい

ては一時間ごとの価格を決める過程で需給バランスを

調整し、また誰が発電し消費する権利があるのかを決

定し、そして短期の供給不足の時も公正な状況で灯がと

もるように、古くなった発電設備に補助金を出して保つ、

という役割を果たしている。また、電力取引会社の一つ

が倒産したことがあったが、その過程もきちんと管理す

ることで、供給に影響が出ないようにしたことも、付け加

えておきたいと思う。オーデンバーリ氏の結論は、北欧

で上手く機能しているので、日本でも上手く機能するだ

ろう、という事だった。 

 

次にドイツの TSOである 50Hertzかたお話をいただく。

スウェーデンと違いドイツでは国内に複数の TSO（発送

電系統運用者）があるということだが、それもうまく機能

するという例である。またドイツでは TSO が非常に多量

の再生可能エネルギーをそのシステムの中で扱ってお

り、それによって、彼らの仕事はとても面白いものになっ

ているといえるだろう。ではお話を伺おう。 

 

〇 ボリス・シュヒト 

 すでにドイツでは目に見える形で再生可能エネルギー

の統合が進んでいる。それがエネルギーシステムにど

のような意味合いを持っているのかについて話したい。

また、それがエネルギーシステムの変化にどういう意味

合いを持つのか、我々の発送電分離や自由化の経験と

それらが再生可能エネルギーの統合と拡大にどういっ

た意味合いを持ってきたのかについても話す。 

 

 まずは、我々の会社について。我が社は欧州で完全

に発送電分離がされた TSO グループに属している。多

くの国で TSOは国有企業だが、ドイツでは別の選択をし、

民間企業であり続けた。以前はスウェーデンの統合企

業に属していて、そこからベルギーの TSO に売却され

たという経歴がある。現在はこのベルギーとドイツの二

つのグループの資本が入っている。 

 

 いくつか興味深い数字がある。50Hertz はドイツの面

積の約 3 分の１をカバーしている。エネルギー消費は

20％。ほとんどが以前の東ドイツの地域をカバーしてお

り、歴史的な関係で、西部や南部ほど産業密度が高くな

い。しかしこの地域には、ドイツの風力発電設備容量の

40％、再生可能エネルギー全体の設備容量の 30％以

上がある。ドイツにおける化石燃料発電所の多くも、この

地域に位置している。そして、地域全体の設備容量の

50％が再生可能エネルギーである。再生可能エネルギ

ーでも非常に安定した電力を供給できることが示されて

いる。故障率が大変低いことにも誇りを持っている。 

 

 私からの最初のメッセージは、我々のこの地域ではす

でに変動の大きい再生可能エネルギー導入が世界で最

高レベルになりながら、きちんと機能しているということ

だ。この地域で再生可能エネルギーの主な推進力となっ

たのは、ドイツ北部の豊かな風力だった。これは、過去

10 年間に開発されたものばかりで、今後 10 年間も、ペ

ースダウンすることはないと予想されている。政府およ

び社会が、再生可能エネルギー大国への移行を願って

いるので、今後も変わらず拡大していくだろう。 

 

もちろん、再生可能エネルギーの統合に課題は色々

ある。初めの頃は再生可能エネルギーを入れるために

は、例えば天気予報がどのような効果があるのかを学

ぶ必要もあったし、系統に入ってくる再生可能エネルギ

ー量を予測し、従来型発電所からの発電するものをど

れくらい供給すべきかも学んだ。今や、従来型発電所で

は運営面でもっと柔軟性が求められる。例えば、風力が

足りないときには石油・石炭火力が短期間で切り替わっ

て供給ができなくてはならない。ときには、風の強い秋

の時期には、風力が突然 800MW 増え、15 分後にはそ

れが止むという状況が起きることもある。 1 万 MW から

ゼロになり、またゼロから 1 万 MW になるということもあ

り、非常に起伏の激しい発電である。それにどう対処す

るかが、我々の運営面での手腕の見せ所である。 

 

我々は先ほどの地図でお見せしたよりもさらに再生可

能エネルギーを導入する方針で、そのために、さらに送

電網を拡大する所存である。ドイツ南西部の大工業地

帯に北部の再生可能エネルギーを送り込めるようにしな

いといけないのである。もともと欧州中央部で送電・発電

の開発が行われた時は、大きな産業地域であるライン

川、ルール地方等、消費地の近くに大型の発電所を置

いていた。送電網は短距離の送電のためにあるもので、

これで供給の安定化を図るという目的があった。しかし

今はこれを完全に変えなくてはならない。今の欧州では、

再生可能エネルギーの電力供給を長距離送電で、北欧

の蓄電容量を活かすために接続していくことが求められ

ている。そのため、北欧では再生可能エネルギーをもっ

と統合する役割が送電網に求められてきており、そのた

めに、新しい送電網が必要になってくるのだ。 

 

今までの経験から言えることは 発送電一体の世界

では、発送電分離された世界に比べて、送電網等インフ

ラへの投資確保が難しい。発送電が一体化された世界

では、自分の地域の発電容量にしか関心がいかず、よ

り遠いところへ電力を供給することにまで、関心がわか

ない。しかし、中立的な TSO が出来上がると、状況は一

変する。 



ではここで市場や一般的な電力システムを見たときに、

何が欧州の政策決定者を突き動かしているのかを見て

みよう。 

 

まず、発送電分離と自由化というテーマがあった。決

して簡単ではなかった。これは北欧の国々やイギリス等

が初めにスタートを切った。1996～97 年頃に欧州で自

由化をすることが決められた。もちろん欧州内でも自由

化されていない国・地域があるので、欧州全体が自由化

されたわけではないが、発送電分離は、自由化への一

つの初めのステップとして、何カ所かで行われた。EU の

電力自由化指令第３パッケージをきっかけに本当の発

送電分離が始まったのは、ほんの数年前だった。 

 

グリーン化とスマート化が、欧州がエネルギーの世界

全体に広めたがっている二大技術的・操業的トピックで

ある。 

 

具体的に何を指すのか。今までの欧州の経験をみる

と、やはり自由市場と発送電分離がない限り、なかなか

再生可能エネルギーの統合ができない。なぜか。コーベ

リエル氏が初めにおっしゃったように、垂直統合された

大規模な電力会社からの妨害が多発したということがあ

る。初め彼らは、再生可能エネルギーの価値を信頼でき

ず、嫌っていたのだ。垂直統合された会社の誰も、そし

て当時若いエンジニアだった私も、先ほどお見せしたよ

うな再生可能エネルギーの成功は、当時はなかなか予

想できなかった。これは新規事業者が出てきたおかげだ

が、新規事業者の成功が可能になったのは、発電と送

電を明確に分けたことがベースとなっている。 

 

この発送電分離は、ドイツではそれほど速く進んだわ

けではない。ただドイツでは、法律で再生可能エネルギ

ーは、どんなことがあっても必ず市場へのアクセスを可

能にすることが決められた。そのように本当にシンプル

なルールで再生可能エネルギーを保護したのである。し

かしもちろん、本来は市場志向のやりかたで再生可能エ

ネルギーの保護をする方がずっと良い。自由化され、完

全に発送電分離された市場は、再生可能エネルギーの

統合を成功させていくには、明確な必須条件なのだ。 

 

統合された電力市場の創設にもいくつか課題がある。

まずは広域に渡って同じ市場ルールを作っていかなけ

ればならないのだが、ここはまだまだだ。EU には統合市

場があると言われがちだが、部分的にしか統合されてい

ないのが現状だ。また再生可能エネルギーに対して補

助金システムを持っている国々も多い。また、キャパシ

ティ市場を導入しようとしている国もある。欧州で単一電

力市場をつくろうとすると、各国のキャパシティ市場とど

のように折り合いをつければいいのかが問題となる。と

いうのは、それぞれの国ですでにエネルギー価格がキ

ャパシティ市場で支払われるからだ。近い将来に EU 市

場統合するには、まだまだ大きな課題が残っている。こ

れらは全て市場デザインに関する課題である。 

 

最後に、重要度が非常に高い前提条件として、再生

可能エネルギーを自由化市場に統合させるためには、

需要サイドの柔軟性を増やす必要がある。このことは、

忘れられがちだ。最終的に自由化された市場が完全に

規制された市場よりずっといいかどうかはわからないの

だが、TSO の我々は、自由化された方がいいと信じてい

る。欧州の経験を見ても、自由市場の方がコスト効率が

高い。価格も安定している。自由化後、発電側にも様々

な効率改善がみられるようになった。ただ、一方で大き

な困難もある。それは、自由化された市場が、発電容量

新設を決断するときに、必ずしもその決断の仕方がより

賢明なやりかたになったとは言い切れないところだ。こ

れは、再生可能エネルギーではなく、従来型の設備につ

いての投資が正しくなされるような市場デザインとはどう

あるべきなのか、が現在課題となっている部分だ。これ

は、電力の安定供給にも関連する重要課題であり、今

後も検討がなされなければならない部分である。 

 

我々は、デマンドサイド・マネージメントもすでに始め

ている。スマートグリッドやスマートメーターが必要だが、

これにはスマートな（賢い）需要家、そしてスマートな技

術も必要で、これらが連動して、消費者が価格に反応す

ることによって電力消費量を調節するシステムだ。まだ

欧州全体ではそのようなシステムになっていない。 

 

我々の TSO は発送電分離によって真に中立・独立的

な運用者となった。また、我々はときに規制庁とは違っ

た、エネルギーシステムの発展のため、政治的・社会的

に対する強力なアドバイザーの役割も果たしている。こ

のようなエネルギーシステムは非常に複雑なので、安定

供給の責任を持ちながら独立している組織が存在する

ことはいいことである。エネルギーがグリーンであろうが、

赤、青、黄色、その他何色であろうが、法の下で平等に

同価格で支払いを受ける。このような中立的な立場のお

かげで、どのような政策や選択が未来にどのような影響

を与えるか、透明で良識的なアドバイスを社会に対して

行うことができている。 

 

我々TSO は、長い歴史の中でも新しい事業の部類に

はいっている。日本でもこのシステムが導入されれば、

エネルギー市場に新たなタイプの会社が生まれることに

なる。我々は、送電部門の投資に大変力を入れている。

これが我々のビジネスモデルである。社会が市場を本

気で変革し、様々なタイプのエネルギーを導入しようと望

むならば、インフラも変化が可能であり、責任感のある

企業はそれを阻止しないものだ。TSO なら誰しも、その

変革に対応していく覚悟があり、その変革の実現のため

に努力を惜しまない。 

 



その意味で、我々は EU レベルでも国レベルでも、政

治家たちの心強いサポーターであるに違いない。EU とド

イツの将来の電力システムやインフラを整備することを

通じて、EU および各国のエネルギー目標を満たすこと

に大きく貢献しているからだ。 

 

我々は様々な経験を積んできたので、皆様ともそのお

話をできればと思う。 

 

〇 コーベリエル 

今説明をしていただいた経験は、日本にとっても非常

に重要な意味合いのものだと思う。垂直統合された会社

が当初、大量の風力・太陽光発電はとても導入できない

と言っていたが、今は実際にはそれが可能だと証明され

たからだ。古い世代は、「そんなことは、無理だとは言わ

ないまでも、難しい」と言いがちだ。しかし、このような太

陽光・風力発電を大量に扱うことにやりがいを感じてい

る、能力のあるプレイヤー達もいるのだ。また、ここで大

変重要な点は、発送電分離によって、新規参入者、風力

や太陽光に対する投資者が、フェアに扱われ、市場にア

クセスでき、古くからの電力会社が自らの利益を守るた

めに設定する障壁にあわずに済むということだ。 

 

さて、ＴＳＯや送電網のオーナーは、誰をも平等に扱う

という責任を負っているとはいえ、独占組織である。従っ

て、監督機関が必要で、欧州では多くの国で、その役割

を公共事業機関が担っている。発電・売電を監督してい

る機関もあれば、送電網・系統が全ての顧客を平等に

扱っているか、価格をつりあげていないか等を監督して

いる機関もある。それではここで、ドイツ規制庁のグレー

ベル氏にお話をいただく。 

 

 

〇 アンネグレート・グレーベル 

今の話にあったように、独立したＴＳＯをモニターし、

監視する機関が必要である訳だが、欧州では、これを独

立した国の規制機関が行っている。私の勤めるドイツ連

邦ネットワーク庁 BNetzA（ビー・ネッツ・アー）を例に、そ

のしくみについて紹介する。特に、BNetzA が、ドイツの

新しいエネルギー政策「エネルギーヴェンデ（大転換）」

を進める上でどのような役割を果たしているかをご説明

する。 

 

エネルギーヴェンデにより、BNetzA は新たな権限を

与えられた。2012 年につくられた最初のネットワーク開

発計画の実現に向けて、調整、コンサルタント、承認の

役割を任されたのだ。現在、計画段階が終了し、法制化

する段階に入った。送電網の改造及び拡充を滞りなく進

め、再生可能エネルギーの統合をスムーズに進めるた

めの法整備がなされないと、エネルギーヴェンデは機能

しないからである。もちろん、このプロセスは継続中なの

で、最終的にこれが成功なのかどうかの結論はまだ出

ていない。今後の課題と対策案を紹介する。 

 

EU のコンセプトによると、独立規制機関は、市場をマ

イクロマネージするためではなく、規制される側に事前

に一定の義務を課すことで、競争を促すためにある。そ

こでは常に、競争を促進する規制が重要となる。BNetzA

の特徴は、独立したネットワーク規制当局で、複数のセ

クターを監督している点である。エネルギーの送電網だ

けでなく、通信、郵便、電力、ガス、鉄道も監督している。

これらのネットワーク産業全体の規制を担っているのだ。

我々は日本の経産省にあたる連邦経済技術省の管轄

の範囲に入るが、連邦経済技術省の一部をなしている

わけではなく、予算もスタッフも全く別建てであり、経済

技術大臣からも完全に独立している。責任範囲が広い

ため、職員は 2600 名、そのうち 200 名がエネルギー規

制を担当し、更に 240 名が、エネルギーシステムの改革

のための新しい送電網・ネットワークの計画立案のため

に新採用されることになっている。 

 

先ほど申し上げた通り、BNetzA は、連邦経済技術省

とは全く別建ての構成となっている。BNetzA のトップに

は、総裁と２名の副総裁がいて独自の管理規則がある。

独立性を確保するために、総裁と２名の副総裁の任命

の仕方に関しても、色々と配慮がなされている。最終的

にはドイツ大統領に任命されるが、それは上院議員、下

院議員から成る諮問委員会の提案に基づいた任命であ

る。民主的なコントロールになっている一方で、個々の

決定プロセスには横槍を入れられないようになっている

のだ。 

 

ここで重要なのは、この諮問委員会からの介入が全く

ないこと、そして、経済技術省から日々の業務について

横槍を入れることができないということだ。経済技術省で

あっても、BNetzA の決定を覆すことはできない。

BNetzA の決定を支配できるのは法律だけで、反論があ

るときは司法の場で争うことができるが、経済技術省が

上から覆すことはできない。政治的な介入ができない訳

だ。電力会社が BNetzA に対してロビーイングをすると

か、陳情をするとか、そのようなことは決して許されない。

これは重要な点だ。市場でのプレーヤーが規制当局に

影響力を持つことも防げる。このように、独立性を確保

することは、この二つの意味をもつ。すなわち、政治的

支配から独立することで、決定を覆されないようにするこ

と、そして、市場プレーヤーが規制側に対して影響力を

持てなくすることである。規制当局は中立的でなくてはな

らない。法律を履行し、それにのっとって、規制される側

の企業等に中立的に事前義務を課していくのである。不

服があれば裁判で争うことができるのは重要な点だが、

判決が出るまでは BNetzA の決定が有効であり続ける

ことも重要である。BNetzA の決定の履行が遅れると、

従来からの既存企業に有利に働くことが多く、市場開放



と自由化を妨げがちだからだ。BNetzA は市場の自由化

を始め、促進する役割を担っているのだ。 

 

次に、BNetzA が実際にエネルギーセクターをどのよ

うに規制しているかを説明する。バリューチェーンの全て

について監督しているわけではない。発電・卸売取引・

小売りレベルといった供給側は、原則として競争が導入

されているため、ドイツで正当な競争を監督する連邦カ

ルテル局が管轄している。BNetzA が監督責任を負って

いるのは、託送を行っている送電・配電網である。これら

は自然独占分野なので、規制が必要となるからだ。ここ

でいう規制とは、数ある義務を事前に規制することであ

る。電力会社が送電網を所有していると、送電網に接続

できる会社を選別できてしまうので、発送電分離によっ

て、送電網へのアクセスを公平化した。また、第三者接

続を保証して、新規参入者も全て送電網に接続できるよ

うにした。発送電分離とネットワーク規制については、

別々に行うことができる。スウェーデンでは一気に行っ

たが、ドイツでは、発送電分離の方は少し遅れて実現し

た。それでも、BNetzA ができた当初から、第三者接続

の保証義務だけは課すようにしてきた。交渉の必要はな

く、接続を望む会社には接続権が与える。 

 

もし TSO がある会社に対して接続を許可しない場合、

その TSO は BNetzA に対して、許可しない正当性を立

証しなくてはならない。接続権が法的に保証されている

ので、その法律を遵守させなくてはならないからだ。この

ような接続義務は、通常、料金規定と抱き合わせになっ

ている。そこで BNetzA は、託送料金を事前に決め、そ

れを適用している。これも重要な役割だ。原価を十分回

収でき、送電網に対する投資を促し、送電網の新設が

進むような料金を設定しなくてはならない。次の投資もで

きないような価格水準を設定するつもりはなく、適切な利

潤が得られる水準にする必要がある。効率的な原価の

回収がなされ、設備投資が適切に進められることが必

要である。送電網を効率よく運用し、必要に応じて送電

網や新しい設備への投資も行われるためのインセンティ

ブがある、そしてきちんとコスト回収も行われる価格設定

をする必要があるのだ。送電網の老朽化や、自然エネ

ルギーの拡大によって、送電網の再構築や新設が必要

になるときに、特にそれが重要になってくる。そして、ドイ

ツではエネルギーヴェンデが始まり、今まさに、送電網

の再構築・拡張がハイスピードで進んでいるのである。 

 

ドイツには高圧レベルで４つの TSO があり、より低圧

のレベルで多くの配電会社がある。ここでは、TSO ４社

について話す。これら４社は新しい法律にのっとって発

送電分離が進められている。BNetzAは、そのうち３社に

対して、発送電分離が完了したと認証した。残念ながら

テネットについては、発送電分離の認証がおりていない。

送電ビジネスに関して、十分投資資金をつぎ込み、適切

なファイナンスがなされているかを証明できなかったた

めで、ここはまだ進行中である。RWE 社とアンプリオン

社、50Hertz社、EnBW 社とトランスネット社はもう発送電

分離が済み、その認証が下りている。 

 

では、福島の原発事故の後、何がドイツで起こったか

をご説明する。福島についてはご存知の通りなので、説

明はしない。ドイツでは、ご存知の方もいるかとも思うが、

最も古い原発８基については、福島の原発事故直後に

政府が操業停止を決定し、原子力発電所全てをいつ廃

止するか、議論がされた。それと同時に、再生可能エネ

ルギーによる発電を 2050年までに 80％に引き上げるこ

とを決めた。これはもちろん、送電網の安定性と運用に

大きな影響を及ぼす。そこで、BNetzA は送電網の安定

性を分析するよう依頼され、その報告書は HP にも載せ

ている。 

 

その原発の一時操業停止は、メルケル首相によって

即刻行われた。そしてこれらの議論が行われた後、今で

もそのモラトリアム（一時操業凍結）は続いている。2022

年までに原発全てを停止することが最終決定された。 

 

もちろん、操業停止は一夜にして決定されたが、政治

的なプロセスはもっとすでに長い間続いていた。「再生

可能エネルギーへの転換」という決定は、前政権、つま

り社民党と緑の党の連立政権によって行われていた。し

かし、メルケル首相が 2009 年に再選した際、この決定

を少し変更し、原発の操業期間の長期化を許可したの

であった。だが彼女は原発事故後、操業期間を短縮化

する政策に戻し、古い原発８基の操業凍結を決定した。

このように基本的には、プロセスはずっと前から続いて

おり、福島の原発事故の後押しで、前政権の政策に戻

ったことになる。 

 

ここで重要な点は、多くの法律の修正が必要になり、

エネルギーパッケージを議会が可決したことだ。こちら

（PPT23）がそのエネルギーパッケージ、エネルギー関

連法の一覧である。原子力発電所の段階的廃止が基本

となり、そのためには送電網の速やかな拡充、またその

加速化が必要だと盛り込まれている。送電網拡充への

迅速な投資を妨げている最大の障壁は、計画・許可申

請に 10 年かかることである。従って、送電網拡充の加

速化促進法は、許認可プロセスの時間短縮のために作

られた。これは、BNetzA が責任を任されているエネル

ギー関連法・規制に大変似通っている。BNetzA の権限

の核となり、また新たな権限を与えるのが「エネルギー

産業法」で、これは EU の第３の域内市場指令がドイツ

に適用されたものである。 

 

また、2050 年までに再生可能エネルギー80％をめざ

すことを記した EEG（再生可能エネルギー法）には、送

電網のための賦課金の計算式等も盛り込まれている。

このような変革や再生可能エネルギーの統合に関する



法律は、他にもいくつかある。そして第３の柱として、デ

マンドレスポンス等を含むエネルギー効率向上が掲げら

れている。 

 

次に、ドイツの再生可能エネルギーの現状を説明した

い。 

 

ドイツの再生可能エネルギーは、2011 年末で 20％に

到達し、2012 年は 22％になっている。この部分はうまく

いっている。原発を再生可能エネルギーに転換する過

程にある訳だが、古い化石燃料から再生可能エネルギ

ーへの転換もしなくてはならない。古い化石燃料は二酸

化炭素を排出し、環境にやさしくないため、減らす必要

があるからだ。再生可能エネルギー拡大は予定以上の

速さで進んでいるので、送電網の整備・強化・拡大のス

ピードアップが必要である。 

 

近年、発電地域と消費地域の距離が広がりつつある。

特にドイツでは、例えば北海の洋上風力で、かなりの発

電がされるようになる見込みだが、消費地は自動車産

業等が盛んな南部、西南部である。従って、南北軸の送

電網強化が必要である。これ（PPT35）がネットワーク、

送電網の開発についての計画である。ドイツの TSO ４

社と協議して作成したもので、3800km の送電網新設を

提案している。BNetzA は、昨年 11 月、ついにこれを承

認した。初めて、３本の高圧直流リンクが作られることに

なる。2100km の送電網が新設され、交流リンクを中心と

した既存のリンクも強化されて、ドイツの南北を結ぶのだ。 

 

BNetzA はこのネットワーク開発 10 年計画を承認して

経済技術省に提出し、同省はそれに基づいた法案を提

出した。法案が議会で採択されれば、この計画が法的

拘束力を持つようになる。それにより二つのことが起こる。

一つ目は、計画が法的拘束力を持つと、送電会社に投

資義務が発生すること。二つ目は、BNetzA に、全国の

送電網の計画・許認可を与える権限が与えられること。

今までは、送電網の計画立案・許認可について州が権

限を持っていたのだが、今後は BNetzA に権限が委譲

され、計画および申請手続き期間を短縮し、送電網への

投資やネットワーク再構築をスピードアップできるように

するのだ。これは、エネルギー大転換の成功の鍵をにぎ

る、重要なことだ。これ（PPT42）が許可を得た南北の軸

である。緑で示されているのが新設される３本の高圧送

電線である。 

 

では結論に移ろう。国民の８割がこのエネルギー大転

換を支持している。しかし、もともとの熱狂的な支持は、

徐々にもっと現実的な認識に変化していることも事実だ。

これはものをつくりだすという一大プロジェクトで、しかも

すでに始まっているので、このまま勢いを維持すること

が大切である。特に BNetzA の新しい役割としては、調

整役、あるいはワンストップ・ショップとして、送電網に関

する規制化・立案・許認可に関して、BNetzA に行けば

全てできるという窓口になっていかなくてはならない。そ

れにより、全体的なプロセスが加速化できる。もちろん、

我々は、市民が NIMBY 精神（総論は賛成だが自分の

生活圏で受け入れるのは反対という精神）に陥らないよ

うに、彼らをプロセスに入れていく必要がある。そこで

BNetzA は送電網を敷設する場所をどのように決定する

べきか、広くコンサルティングを行っている。 

 

もちろん、各 TSO、各プレーヤーは、それぞれの役割

を果たし、プロセスを速やかに進め、このプロジェクト全

体を成功させることが必要である。今の勢いを保たなけ

ればならないし、独立規制機関として、明確な、そして中

心的な役割を果たしていきたいと思う。 

 

〇 コーベリエル 

欧州電力市場の規制改革に関して、３つの側面から

話を聞いた。まず、できるだけ発電部門に市場競争を導

入する必要があるということ。それによって、発電コスト

が最小化するということだ。一方で、開かれた市場を保

証するためには、発送電分離し、送電網を独立・中立的

に管理する必要があるという話だった。スウェーデンとド

イツとではその分離形態が少し異なっていた。北欧では

所有権まで分離し、国有 TSO 会社が送電網を運用して

いる。ドイツでは需給バランスが重視され、発電会社は

顧客が使用する電力と同量の電力を供給する義務を負

っている。 

 

もう一つの務めである送電網への投資が、公共の便

益のためになされるべきだという点も指摘された。これ

は、送電網の所有者が発電所も所有していると難しくな

る。送電キャパシティの有無は、その地域の電気料金や

電力の価値を左右し、発電所の利益率を左右するから

だ。 

 

オーデンバーリ氏率いるスウェーデンでは、TSO が送

電網や投資の計画立案も立てるが、ドイツでは、複数の

TSO を監視するネットワーク庁が、国内のシステムを調

整し、TSO が立てた計画を、チェックし、承認する。所有

権分離がなされていない場合、発電所の所有者の利害

関係に左右されてしまうことがあるが、ドイツではそれが

起こらないようにネットワーク庁が監視をしているのだ。 

 

では、今後日本ではどのように市場が変わるのかと

いう話になる。高橋洋氏は、欧州の状況を色々調査され、

日本での展開にアドバイスを色々行っている。今度は日

本の現状についてお話を伺いたい。 

 

〇 高橋 洋 

ここまで送電会社２社、ネットワーク庁／独立規制機

関の方々のお話をいただいた。いずれも日本には今存

在しないものである。偶然ではあるが、スベンスカ・クラ



フトナット、50Hertz、ドイツネットワーク庁、私は全て訪問

してお話を伺ったことがある。そういう先進事例を踏まえ

て、日本は今後どうするのかが、私に与えられた課題に

なっている。 

 

電力システム改革は、日本でも 1 年前から委員会で

議論してきているが、なぜこういう議論が起きているの

か。冒頭で、オーデンバーリ氏からもお話があったが、

世界各国が 90 年代から議論をし、日本も決して遅れて

はいなかった。しかし、ここ 10 年くらい、日本でこの議論

は完全に停滞していた。それは、何も問題がなかったか

らではない。以前からいくつかの問題があった。電気料

金が高い、家庭が電力会社を全く選べない、大口の企

業は選択肢があるようになっているが実質的には選べ

ない、再生可能エネルギーがなかなか普及しない、等で

ある。この原因としては、やはり独占である。これは法的

独占もあれば、事実上の独占、つまり競争がないという

場合もある。また、午前中にもさんざん議論されたように、

送電網が開放されていないために再生可能エネルギー

が普及しないという問題が以前からあった。 

 

しかし、多少電気が高くても停電がないので、日本の

電力システムは最高品質であると、日本の消費者であ

る我々も、それを容認してきた。ところが 3.11 の後で、こ

のような問題が表面化した。これが、電力システム改革

のこの度の議論の出発点となった。 

 

原発がたくさん止まった際、実は他に電源はあったが、

例えば工場の自家発電等がうまくグリッドにつながれず、

マーケットに出てこなかった。また、関西で余っていた電

気が十分に関東に送れなかった。さらに、供給が足りな

ければ当然需要を抑えるしかない。ふつうはここで価格

を上げる。価格が上がれば需要が下がるという、非常に

簡単な原理だが、それがうまくできなかった。そういう問

題である。地域間の送電網が細いとか、広域運用されな

いとか、あるいは、価格メカニズムが十分働いていなか

ったとか。価格メカニズムが働かないということは実は、

システムが安定ではないということに我々は気づいてし

まった。だからこそ、電力システム改革をやろうという話

になり、１年間議論をしてきた。 

 

その結果がこちらである（PPT2）。 

 

午前中にエネ庁からご報告があったが、（2013 年）2

月初めにこちらの審議会で最終的な答申がまとめられ、

いわゆる工程表が発表された。これからこの電気事業

法の改正案が、今国会で出される。そして、小売りの全

面自由化も進めていくし、送電網の開放の件、つまり広

域系統運用機関をつくり、法的分離をやっていく。発電

分野でもさまざまな競争をやっていかなければならない

し、全体的にこれを監視・促進するために独立規制機関

をつくろうという話になっている。 

ここでもう一度振り返っておきたいのが、やはり発送

電分離である。発送電分離が電力システム改革の一番

の骨子であり、鍵になると思われるからである。 

 

こちら（PPT3）の左側が現在の発送電一貫の状態で

ある。これでは送電網という独占インフラが自由に使え

ないので、図の右側の法的分離をしようとしている。法

的分離というのは、残念ながら、スベンスカ・クラフトナッ

トや 50Hertz とは違って、その前段階である。持ち株会

社をつくって、持ち株会社の下に発電子会社や送電子

会社を位置づける。今の NTT さんがこのような形になっ

ている。NTT東西のような独占部門と、NTT ドコモとかコ

ムのような競争部門を分けることになる。従って、子会

社は所有関係でいうと同じグループにあるが、独立登記

されるので、中立性が高まるのではないかということで

ある。 

 

 日本には 10 の一般電気事業者があるので、そのまま

だと 10 の送電会社ができてしまう。域内の中立化はあ

る程度進むかもしれないが、今もう一つ必要なのは広域

化である。日本全国で電力を融通し合えるシステムだ。

それをやるために、広域系統運用機関、これはアメリカ

の ISO に相当するものとお考えになったらいいと思うが、

地域間連携線の運用をする中立的な機関を別途、全国

規模でつくるというのが、今回の答申の内容である。 

 

 これについては、今でも根強い反対論・懐疑論がある。

これは、委員会の場で実際に電気事業連合会から出さ

れた資料からとったものであるが、技術的には可能であ

るが、まだまだ検証しなければいけないのではないか、

というのである。また、今は原発が止まっているので、電

力会社の財務状況が極めて悪いので、そのようなときに

発送電分離のようなことをやられたら困ると。金融市場

にも悪い影響があるのではないかと。広域系統運用機

関はいいが、発送電分離は先送りして欲しいというのが、

電力会社の主張である。 

 

 それには、さらなる反論がある。技術的に可能なのは

当たり前で、ほとんどの主要国が、法的分離にしろ、所

有権分離にしろやっているので、技術的にできないはず

はないだろう。検証すべき点が残されているのはその通

りかもしれないが、各国が 10 年くらい前から取り組んで

いるし、日本も 10 年くらい前から会計分離をやっている

ので、時間はかかるかもしれないが、方針を決めた上で、

検証していけばいいのではないか。 

 

 財務状況の悪化は直接関係ないというのが私の考え

である。送電網を分割する、そして送電網は独占インフ

ラなので、こちらは今後もしっかりと送電インフラが守ら

れていくようにするというのは当然なことである。逆に、

発電や小売りは、もっと独占を崩し、競争していこうとい



う話なので、ここは電力さんにも頑張ってもらうことが必

要なのだと思う。 

 

 その上で私が強調したいのは、まさに本日二人の送電

会社の CEO が呼ばれているように、今後、日本でも送

電会社、日本人には馴染みがない言葉だろうが、この送

電会社が極めて重要な役割を果たすことになるというこ

とである。 

 

送電会社には二つの大きな役割がある。一つは、送

電網を所有し、維持管理や設備投資をするという役割。

もう一つは、送電系統を運用するという役割である。他

方、送電会社は発送電分離された会社なので、発電設

備を持ってはいけないことになっている。他方、先ほど

から何度もあるように、送電会社は今後も独占企業であ

る。自由化と言っても全ての部門を自由化するわけでは

なく、送電部門は今後も独占的に残る、インフラだからこ

そ、競争的プレーヤーに開放しなくてはならないというの

が、発送電分離のロジックである。 

 

ここですぐ寄せられる批判というのが、発電所を持っ

ていない送電会社が、どうやって安定供給に責任を持つ

のかということだが、そちらがこの通りである（PPT６）。 

 

基本的には、マーケットを通して安定供給に責任を持

つ。先ほども、ノードプールの話もあった。ここでもノード

プールをベースにして図示してみた。まずは前日のスポ

ット市場でおおまかに需給をバランスさせる。それでも、

どうしても当日にそれが合わなくなってくるので、リアル

タイム市場でバランスをさせる。このバランスに責任を持

っているのが、北欧の４カ国＋バルト２カ国の TSO であ

る。６カ国が協調して需給バランスをとっているのだ。発

電所を持っていないから需給バランスをとれないという

話では全くなく、むしろ、発電所をもっていない中立的な

プレーヤーだからこそ、需給バランスがとれる。マーケッ

トをうまく機能させることによって需給バランスがとれると

いうのが、この新たなしくみのミソなのである。 

 

こう考えると、今我々は送電網を単にちょっと変えると

か、原発を少なくして再生可能エネルギーを増やすとか

いう話ではなく、まさにシステムの改革をしているのだと

いうことに気付く。確かに電源も集中型から分散型に大

きく変わっていくと同時に、これまでは発電所の方で頑

張って需給バランスを合わせたものを、ネットワークの力、

融通をする力、あるいはマーケットの力を通してやって

いきましょうというのだ。あるいは、供給者が全て責任を

持っていたものが、市場を通して、デマンド・レスポンス

のような形で、消費者にも関わってもらってしくみを維持

していくのだという、分散的・多元的なしくみになっていく。 

これがまさにシステム改革の本質ではないかと思ってい

る。 

 

 そして今、自民党政権は成長戦略ということを強くおっ

しゃっている。全く大賛成である。その要がまさに発送電

分離であると。発送電分離なくして経済成長なしというの

がポイントだと思っている。 

 

発送電分離がなされれば、大きく二つポイントがある。

一つは、送電網が開放されることによって、例えば小売

りの競争が起きる。あるいは、発電分野においても競争

が起きていく。様々な投資が舞い込んで、新規参入が起

きて、あるいは様々なサービスが増えていく。もう一つが

こちら（PPT8）である。こちらはなかなか日本では認識さ

れていないが、本日の三人の話を聞いてお分かりだと

思うが、送電ビジネス自体が、大きな成長ビジネスにな

るのではないか。これまでにない様々なノウハウ、再生

可能エネルギーを統合するための気象予測や、デマン

ド・アンド・レスポンスも必要だろう。そのような様々なノ

ウハウが必要である。また、先ほどのドイツでの事例に

もあったように、ドイツでは確か、10年間で２兆円投資す

る計画だったと思うが、送電網の建設をやっていかなく

てはならない。それを通じて再生可能エネルギーの導入

にもつながっていく。だからこそ、発送電分離が経済成

長のためにも必要だということだ。 

 

では、今後どうなっていくのか。 

 

まず、第一に非常に短期的に重要なのは、電気事業

法の改正案がどうなるかということだ。今、自民党の部

会で議論が行われており、かなり紛糾しているという話

が聞こえてくるが、どこまで答申の内容が盛り込まれる

のか。法的分離は附則に書かれると。答申では５～７年

後にやろうとなっているが、ちゃんと目標年限まで盛り込

まれるのか。そのようなことが鍵になってくると思う。もち

ろん、法律が最終的にどうなるのかが重要である。 

 

そして、やはり参議院選挙が鍵を握る。参議院選挙ま

では自民党も非常に気を遣って改革志向でやろうとなさ

っていることはよくわかる。他方、自民党がこのまま参院

選挙でねじれが解消されたとしたら、より大きな改革を

やっていくのではないかと期待されているので、ぜひ、

自民党政権にはこの電力システム改革を前向きにどん

どん進めていっていただきたい。 

 

他方、やはり電力会社の状況を考えると、原発の再

稼働がどうなるのかが、財務状況に極めて強く影響する。

あるいは、東京電力。実は今、最も改革に前向きなのは、

国有の東京電力である。カンパニー制を４月 1 日で導入

し、疑似的な法的分離を先んじて行うという話も聞こえて

いる。 

 

あるいは、最後に独立規制機関。政府は 2015年につ

くると言っているが、本当にどこまで独立になるのか、ど

れだけの権限を与えるのかというところが鍵になってくる



と思う。こういうポイントを今後も注視しながら、ぜひ発送

電分離を中心としたシステム改革を進めていっていただ

きたいと思っている。 

 

〇 コーベリエル 

欧州の規制改革をめぐる議論に関して、オーデンバ

ーリ氏の話では、産業界を含んだ電力消費者は、競争

が生まれ、電気料金が下がるということで、改革に対し

て非常に前向きだった。機器の提供者も、新しい投資、

新しいビジネスチャンスがあるということで喜んだ。しか

し電力会社は初め、競争に反対していた。しかし、「電力

会社の中でも効率のいいところはコストを抑えて競争で

勝つであろう、競争に負けるのは効率の悪い会社だけ

だろう。従って、競争に反対するのは効率の悪さを自認

している会社である」と説明し続けた。日本ではどうなの

か。誰がまだ競争に反対しているのか。 

 

〇 高橋 

80 年代に鉄道とテレコムでも民営化・自由化が行わ

れた。その際、鉄道は強く反対をしたが、電電公社はあ

まり強く反対をしなかった。なぜか。鉄道は、もう大赤字

でどうしようもなかった。テレコム、電電公社はそこそこ

競争力もあって、イノベーションの力もあった。だからそ

れほど反対せずに、むしろ自由化を、歓迎したとまでは

言えないが、前向きに迎えた、という事例が日本にもあ

った。 

 

 電力について、事実関係だけを言うと、90 年代からず

っと反対をし続けているという事実がある。それにはもち

ろん、安定供給が大事だという主張も、一定の真理はあ

ったのかもしれないが、他方、今のコーベリエル氏の指

摘通り、やはり競争力にちょっと問題があったのかもし

れない。 

 

 あるいは、もう一つ公的に表明していたのが、原子力

発電をやるためには自由化をしてはいけないのだという

主張もあった。電力会社にとってみれば、原子力発電は

国策であって、30～40 年かけて元を取るような電源であ

るから、原子力発電やって欲しいんでしょ、ならば発送

電分離はダメですよ、というようなことを、正式、公式に

発言をしていた。 

 

 色々な理由があるのかもしれないが、今は、競争的な

市場の方が安定供給に寄与すると、しくみをガラッと変

えるんだということが、ようやく日本でもメインストリーム

の考え方になってきていると思う。ぜひ今回こそは、改

革を実現したいと私は思っている。 

 

〇 コーベリエル 

 では、ここで一つサプライズがある。 

本日の目的は、どのように再生可能エネルギーの競

争力を高めるか、またどういった日本独自の不必要な要

因が日本のコストを引き上げているのか、どう改革を進

めていけば日本の再生可能エネルギーに競争力を持た

せ、大規模に経済効率をもって導入を加速化できるかを

考えるということであった。 

 

本日は、ヴェスタス社という、世界最大の風車メーカ

ーの CEOディトレヴ・エンゲル氏が飛び入りで話をしてく

ださる。世界には、風力が最も低コストの発電手段であ

る国があるのに、なぜ国によってこうも違うのだろうか。

エンゲル氏にお伺いするが、10 分でこの質問に答えて

いただければありがたい。 

 

〇 ディトレヴ・エンゲル 

 その大きな質問に 10 分で答えることは非常に難しい

が、まず言えるのは、エネルギーコストの計算の仕方 

が影響しているだろうということだ。国によっては、キロ

ワット時あたりの風力と減価して見積もった石炭火力の

コストの差はどれくらいなのかがよく議論されている。ブ

ルームバーグ ニューエナジーファイナンスが最近オース

トラリアで発表した社会的コストの方が、ずっと興味深い

計算だと思う。納税者としては、私の払った税金を政府

がどう使うのか、つまり病院に使うのか発電に使うのか、

ということより、どれだけの税金を私が払っているのかが

気になる。少なくとも税率は、ほとんどの国で共通した関

心事だろう。従って、あなたの質問に答えるためには、ま

ず、正しい計算とは何でどう計算するかを議論するべき

だと考える。 

 

 そのような計算の試みを始めているのはオーストラリ

アだけではない。我々は米国のコロラド州に４カ所、製

造プラントを持っている。コロラドはかつて石炭の生産地

であった。しかし、観光収入に頼るところも大きかったの

で、魚も釣れるような湖にするためのクリーンアップにど

れだけのコストが必要なのか、健康管理コストがどれだ

けかかるのか、等の計算が始まり、2005～2006 年に計

算がなされた。その際、風力や太陽光の可能性も大き

かったのでそれらも同時に計算され、それによってコロ

ラド州の枠組み全体が大きく変わっていった。今必要な

のは、このような計算やそれに伴う議論である。 

 

 では、なぜどこでも再生可能エネルギーを導入しない

かという質問に戻ると、我々には社会に対するコストを

計算する新しい尺度が必要だと思う。それはメガワット

時のエネルギーコストというものではない。 

 

○ コーベリエル 

しかし、今の計算法でいっても、すでに風力発電コスト

が非常に安くなっている国がある。例えば、ブラジルで

は 2012 年 12 月に風力価格が 44USD/MWh 以下にな

ったとブルームバーグが発表していた。そのような非常

に低コストの風力が可能なところもあるのに、なぜ国に

よってコストが違うのか。 



○ エンゲル 

第一に、単純だが、どれだけ風が吹いているか、とい

うことが重要だ。ばかげているようで、非常に重要なこと

だ。第二に、その実施の仕方がある。系統の接続をはじ

め、様々な規則を正しく定める必要がある。電力インフラ

の開発というのは、地下鉄や電車、空港のシステムの統

合と全く変わりなく、それらが上手くいっている国とそうで

ない国があるのと同様で、そのようなインフラが国の発

展の一部として考慮されるかどうかにかかっている。そ

の際、明らかに、風力発電所をつくって意味のある場所

とない場所がある。 

 

本日は日本にいるので特に強調するが、もう一つ重

要な点は、技術の急速な発展だ。今、必要な風はどれく

らいか。我が社の最新設備だと、1 秒当たり 3 メートル

だ。以前は風速５～25 メートルが必要だと言われていた

が、今では秒速３メートルでも風車が回る。それだけでも、

年間何時間風車が回るかという事を大きく左右するので、

ある場所の年間風力コストが大きく異なってくる。 

 

中国に、波を見るのではなく、潮流を見よ、ということ

わざがある。我々がこのセクターの展開において約束で

きる唯一のことは、技術革新によってコスト低減が継続

し続けるという事だ。これがブラジルや他の場所でも起

こっていることで、それによって明らかにコストが非常に

下がってきているのだ。 

 

○ コーベルエル 

日本での経験をすでにお持ちだが、日本で風力開発

を加速化させるために、何が必要だと思うか。 

 

○ エンゲル 

まず第一に、日本人は社会や自然保護への配慮を手

厚くしているが、これは我々が行っていることと非常に合

致する。情報を十分に集め、長期計画をきっちり立て、

やるべきことを見極めることが重要だ。北海道の風力資

源は、他の土地よりもずっとポテンシャルがあることは分

かっている。それが活用できるように送電網に投資を集

めるようにすることが必要だ。そこで、日本の国の在り方

としてこのエネルギーがふさわしいのかを考え、（私はふ

さわしいと思うが）それがふさわしいと考えるならば、そ

の実現のために必要なことを考えるべきなのだと思う。 

 

2012年にデンマークでは、電力の 28％が風力で発電

されたものだった。それを 2020 年までに 50％にすると

デンマーク政府が言っている。その実現可能性に疑いを

はさむ人もいるが、可能だと言える。ただ、簡単ではない。

長期的な計画とコミットメントが必要で、インフラの整備

が必要である。でもそれが実現できれば、非常に価格予

測がしやすくなることも事実だ。 

 

 

○ コーベリエル 

私が日本に初めて来たときに、ある電力会社の方は、

3％以上の風力はとても無理だという話をされていた。 

 

○ エンゲル 

 それには反論したい。 

 

○ コーベルエル 

他にコメントがあればお願いしたい。 

 

〇 エンゲル 

 先ほどの波と潮流の話に戻るが、日本は G20 のメン

バーである。私はここ３年間、G20 のグリーン成長ワー

キンググループの議長を務め、韓国、メキシコ、フランス

で会合をもってきたが、そこで提案し続けてきたことがあ

る。これはヴェスタスからの提案としてではなく、多くの

大手企業を代表した共同議長として、世界経済をグリー

ン化しつつ成長させるために何をするべきかを、各国の

首脳に提出するためにまとめたのだ。この提案はここ３

年間の議論を経て、グリーン経済に関する部分として、

G20 共同声明に盛り込まれたので、日本にも関係があ

るだろう。 

 

世界中の企業が求めているものは非常にシンプルで、

「予測可能性」である。産業界において最悪なのは、価

格がどう変動するか予測できないことだ。例えば、ワー

キンググループに参加していたあるエネルギー集約型

の会社は、二酸化炭素に価格をつけることで、化石燃料

産業への補助金を減らしていこうという提案を推してい

た。エネルギーの大型消費者なのに、なぜその案を支

持していたのか。それは、いずれそのような方針になる

なら、早めにそう確定してしまった方が、将来への投資

がしやすいからだそうだ。 

 

G20への４つの提案は、非常に真剣に受け止めてほ

しいものだ。すなわち、グリーン分野の自由貿易の保証、

この分野の研究開発への投資の増加、二酸化炭素価

格の設定、そして化石燃料産業への補助の停止である。

この４つの提案は、３回にわたる G20会合で繰り返され

た。この４つの提案を見ていただきたい。そして、風車の

セールスをする私のような人間ではなく、大型電力消費

者である世界中の大企業が、なぜこの提案を支持する

のか、理解していただきたい。私はヴェスタスの代表とし

てではなく、ワーキンググループのスポークスマンとして

この提案を提出したのだ。日本にも大企業がたくさんあ

るが、なぜこの提案がなされ、どのような人々がそれを

サポートしていたか、ぜひ見ていただきたい。 

 

〇 コーベリエル 

ありがとう。それでは、先ほどからのディスカッションで

ある電力市場の再規制の話に戻ろう。日本の状況につ

いて、３名の欧州の登壇者からのインプットをいただきた



い。先ほどの高橋さんのお話をお聞きになって、欧州の

方から見て、それはおかしい、不思議だ、間違っている、

また欧州から十分学んでいるか、またもっと欧州から学

べることがあると思われるような点があっただろうか？ 

 

〇 シュヒト 

日本が取りかかろうとしているプログラムは、非常に

大がかりなものだと思う。欧州の場合、私が言おうとした

ように、またミカエル・オーデンバーリ氏もおっしゃってい

たように、たくさんのステップを段階的に進んできた。ま

ず自由化を 10 年以上前、15 年前とかに始めた。次に

発送電分離が、国によって形態や時期は異なっていた

ものの、進んできた。今は、各国ならびに欧州における

将来的なエネルギーミックスについても、盛んに話が行

われている。 

 

日本では、（自由化、発送電分離、エネルギーミックス

をめぐる議論の）３つを同時進行でやっていこうとしてい

るのが余計大変である。このことは誰もが認識した方が

いいだろう。簡単ではないが、不可能でもない。ただ、慎

重にみていく必要があるだろう。 

 

〇 コーベリエル 

日本の方々はやはり欧州の国々の事例を参考にでき

るアドバンテージを持っている。本日皆さんがプレゼンテ

ーションしてくださったのは、欧州の成功談である。面白

い失敗談はあったか。日本の方々が避けるべきことはな

んだろうか。 

 

〇 シュヒト 

もちろん、詳細部分に関してはたくさんの小さな失敗

があった。特に再生可能エネルギーの統合に関して。例

えば、ドイツで再生可能エネルギーを考え始めた時は、

日本の今の状態と似て、垂直統合の会社がグリッドを担

当していた。新しい再生可能エネルギーのプレーヤーは、

垂直統合された会社に再生可能エネルギー資産の情報

を開示することを非常に嫌がった。そこで彼らは、色々と

他の国々とは違うロビー活動を行なった。その結果リア

ルタイムデータ、小さな分散型の発電資産や再生可能

エネルギー資産に（垂直統合された会社から）アクセス

ができなくなった。そのせいで、発送電分離された今でも

（TSO 側から）安定供給のための誘導ができず、時々、

やむを得ずいくつかの電源をスイッチオフする必要が出

てきてしまう。 

 

 他の国の中には、もっとスマートなやり方をとった国も

ある。ドイツでも、今ではこの状況を法的に改正した。発

送電分離した今、再生可能エネルギーの会社も我々（へ

の情報開示）を恐れていないからだ。各会社が送電網に

きちんと接続して売電できるよう保証する責任を我が社

が負っていること、そして彼らが電気を売るためには

我々が各事業者の状況を把握できないとうまくいかない

ということを、各社が理解しているのだ。 

 

 これはドイツが完全に失敗した一例で、ここ数年で四

苦八苦しながら改めていかなくてはならない。再生可能

エネルギー市場への新規参入者がたくさん生まれてい

る一方で、発送電分離されていない垂直統合の会社が

あったことを巡っては、他にも小さな問題がたくさんあっ

た。不信感が全ての原因だった。 

 

〇 コーベリエル 

 垂直統合された電力会社に対する、再生可能エネル

ギー投資家の不信感が、運営の効率を下げてしまうとい

うことだ。 

 

これにスウェーデンの経験をこれに付け加えると、新

規の投資家が風力発電機のパフォーマンス実績を見れ

るようになったおかげで、既存の発電所の周辺に投資す

るときに、投資をするためのより確実でリスクの低い根

拠となっている。この部分は初めは守秘傾向が非常に

高かった情報部分だが、今ではより多くのデータが送電

網オペレーターに提供されているだけでなく、一般の

方々も見ることができるようになっている。 

 

他にも失敗はあったか。 

 

〇 グレーベル 

多分これは失敗とは呼ばないと思うが、重要なのは、

どこかでスタートしなければならないということだ。永遠

に議論することもできるが、特に規制庁の立場から言う

と、ある段階で法律ができ、その適用に向けてとりあえ

ず何かを始めなければならない。 

 

ドイツのアドバンテージは、すでに 2005 年からエネル

ギーの規制庁があり、新しい部門が追加されただけだっ

たことだろう。もちろん、色々な議論があったが、福島の

原発事故から、エネルギー大転換の完全なパッケージ

を採択するまで、5 か月で全部決めた。様々な分野の相

互関係をみていくことが重要である。改革、グリッドへの

アクセス、再生可能エネルギー法、計画の加速化、エネ

ルギーの規制等々。そのパッケージ全体が８月５日に可

決され、翌日には施行された。非常に素早いプロセスで

即決がなされ、行動に移された。 

 

遅れは助けにならない。もちろん、永遠に議論するこ

ともできるが、最終的には役に立たない。ある時点で決

定をし、前に進まなくてはならない。延滞させないこと、

つまり時間を失うより、その時間を使って実効・導入に入

った方がいい。これが重要なメッセージだ。 

 

 

 



〇 コーベリエル 

競争がコストを削減し、効率を高めるので、やはり決

断を遅らせることは、経済的な損失にもつながるというこ

とだろう。高橋さん、この欧州の３名のエキスパートに何

か聞きたいことがあるか。 

 

〇 高橋 

確かに、日本は今色々なことを一度にやらなければ

いけない。おっしゃる通り、これは非常に大変だ。しかし、

逆に言うと、ドイツは非常に短期間で 3.11 の後に大きな

政策転換、もとに戻ったという話もあるが、転換ができた

ということは、やはり一つには政治的リーダーシップがあ

ったこと、二つめには、国民の支持があったことだと思う。 

 

 例えばスウェーデンについて昨日お話する機会があっ

たのだが、ヴァッテンファールという発送電一貫の会社

が 92 年に発送電分離された際にも、政治的意思があっ

たため、それほど大きな反対運動はなかったという。 

 

従って、日本においても、当然、政治的意思を国民の

合意のもとに確立することが極めて重要なのだが、逆に

言うと、ここが今非常に揺れているというか、非常に難し

い点でもある。なので、スウェーデンでもいいし、ドイツの

方がより状況が近いのかもしれないが、例えば脱原発を

やるんだ、エネルギー大転換をするんだという国民的な

合意を形成するときの経験と言うか知恵と言うか、倫理

委員会の話等、日本でも知られているところはあると思

うが、その辺の経験や知恵を教えていただければと思う。 

 

〇 オーデンバーリ 

この質問に答えられるかどうかわからないが、他の関

連した質問にお答えできると思う。私は国会議員だった

立場からお話ししたい。私たちは電力産業が改革の対

抗者であるような言い方をしがちだが、既存の伝統的な

エネルギー市場から近代的なエネルギー市場に移行す

るということは、非常に大きな移行だということを理解し

なくてはならない。国会議員にとっても大きな移行である。

伝統的な感覚では、エネルギー産業は確かに少し特別

なセクターで、政治が絡んでいると見なされるからだ。国

家の自主決定権、独立、安定供給等が関係しており、そ

のような重要課題は市場に簡単には渡せない。発電・売

電に競争を導入すると、市場の力と価格変動を用いるこ

とで大きな変革が生まれ、メリットが大きいことを理解す

るまで、精神的にも時間がかかる。 

 

この改革は、日本が原発をどうするかに関わらず、重

要なことである。（改革と原発の）二つの課題は、基本的

に分けて考えられる。いずれにしても近代的市場デザイ

ンと市場改革は重要で、原発をどうするかという問いか

らは独立しているのだ。 

 

 

〇 コーベリエル 

私もオーデンバーリ氏と同じ委員会に参加していたが、

（スウェーデンで）電力会社が競争の導入に反対してい

た様子は、今日の日本で耳にする議論に良く似ている。

しかし、運営が上手くいっている効率のいい会社は、競

争市場でも得をするという理解が広まった。すると、電力

産業の中でも自信を持っている会社は、競争市場でも

自分たちが生き延び繁栄できるだろうと、納得したので

ある。 

 

スウェーデンでは日本の場合に比べて、電力消費側

の企業が改革に賛成していた。電力消費者としての企

業が、競争市場の方が効率を上げ価格を下げることを

はっきりと見ていたのだ。これは、福島の原発事故以前

から長年アジアで最も電気料金が高い国の一つである

日本にも大きな参考材料になると思う。競争を使って電

気料金を下げることは重要なのだ。 

 

スウェーデンと日本のもう一つの違いは、政治的な話

である。オーデンバーリ氏は議員だったので良くご存知

だろう。スウェーデンの電力産業も非常に強かったが、

日本は伝統的にもっと強い政治的立場にいたと思う。独

占企業であったために非常に高い電力料金を課すこと

ができ、そのおかげで経済的な力があり、資産の一部を

使って影響力を高めてきたからだ。この点は、スウェー

デンより日本の方が問題として大きいだろう。 

 

高橋さんは政治面に関してどう思われるか。先ほども、

新政権が夏以降、どのような政策を打ち出すのかわか

らないとおっしゃっていた。私は、少し楽観視している。 

分別のある政府ならば、競争を導入し、コストを下げ、競

争力を上げるだろうと思うからだ。 

 

〇 高橋 

簡単に言えば、自民党政権は原子力は続けると同時

に、電力システム改革は進めるのだと思う。それを一つ

の政策としてどんどん進めていくというのも、先ほど原発

の問題は別だというご意見もあったので、可能なのかも

しれない。ただ、その場合でも、これが我が国のエネル

ギー政策なのだとしっかり示してもらわなければ、やはり

電力会社も民間企業も投資ができないのではないか。 

 

先ほどから何度か Uncertainty＝不確実性という言葉

が何度か言われてきたが、原子力発電は続けるけれど

これくらいに減らす。その場合再生可能エネルギーはこ

れくらいに増やすので、これくらい投資をしていかなくて

はならない、というビジョンをある程度政府から示してい

ただく必要があるのではないか。 

 

 それを 10 年間かけてということを選挙のときにはおっ

しゃっていたが、10 年間日本にエネルギー政策が存在

しないのはさすがにまずいので、やはり安倍政権は安倍



政権のうちに、しっかりとしたエネルギー政策を出すとい

うことを期待はしているが、色々な利害関係があるので、

それが実現できるのかどうかは、正直よくわからない。 

 

 もう一つは、国民の意思である。国民の意思は移ろい

やすいと思うので、福島の原発事故からもうすぐ２年に

なり、需給の問題も最近では言われず、電気料金の値

上げについて言われるようになっている。エネルギーの

問題は１～２年でのど元を過ぎれば忘れてしまえるもの

ではないので、やはり 10 年、20 年、30 年、子孫の世代

まで考えて、我々国民が責任を持って、ちゃんと今の世

代で結論を出すべきではないか。今のドイツがそれなり

に現世代が負担をしつつエネルギー転換を進めている

ように、我々も進めなければならない。鶏が先か卵が先

かという話だが、やはり、政治がそういう意思を持つの

か、あるいは政治を我々国民が動かすのか、そこを今

問われている非常に重要な局面にあると思っている。 

 

 私は一研究者なので、意見を言うことしかできないが、

そういう方向で、国民の皆さんと、日本のエネルギー政

策をみんなで作っていくという方向で努力したいと思う。 

 

〇 コーベリエル 

 オーデンバーリ氏がおっしゃったように、再規制や競争

促進の問題と、原発政策をどうするかという問題は、必

ずしも結びつけて議論される必要はない。原発政策が

はっきりと出ていなくても、競争導入を決定することはで

きる。スウェーデンではまさにそうで、原子力発電会社も

長期的に見て自分たちには競争力があると思っていた。

政府が答えなければならない問題は、原発を承認して

いいのかどうか、原発事故の損害賠償責任は誰が負う

のか、あるいは使用済み核燃料の処理費用をどのよう

に捻出するのか等、原発をめぐる様々な経済的な問題

に対する答えである。それはさておき、電力市場に競争

原理を導入することに関しては、原子力反対論者も賛成

論者も、賛成できるのではないか。 

 

〇 観客１ 

 私は高橋さんの主張とも少しかぶるが、日本で本当に

エネルギー改革を進めることができるかどうかは、脱原

発、原子力発電に依存しないという話にどれだけ早く踏

み切れるかにかかっていると思う。もし早く踏み切れな

ければ、再生可能エネルギーへの転換もどんどん遅れ

るだろう。日本とドイツに決定的な差があるのは、倫理に

対する感覚だと思う。ドイツでは原子力発電は非倫理的

な存在だとしている。それは核燃の廃棄物に関しても、

将来世代に対する責任という点でもそうだ。経済的な利

益を人間性に優先させないという点でも、原発は非倫理

的な存在となっている。 

 

 ところが、日本の場合はなぜか倫理的な感覚が欠落し

ている。あれだけの重大な事故を起こしても、まだ原発

をやろうとしている。 

 

 ドイツから来たお二人に特にお聞きしたいのだが、日

本の再生可能エネルギーは、脱原発にどれだけ早く踏

み切れるかにかかっているのではないか。 

 

（拍手） 

 

〇 コーベリエル 

 賛同される方が多いようだ。もう一人質問を受けたい。 

 

〇 観客２ 

 先日欧州の同僚と話をしていた。彼らはすでに自由化

された電力市場の立場から話していたが、自由化すると

料金が上がる場合もあるようだ。オーデンバーリ氏のプ

レゼンテーションでは、「初めは」原価が下がるということ

だった。長期的にも原価は下がっているのか、それとも

上がっているのか。予想外のコスト上昇はあったのか。

電力市場の自由化からは、どのような影響があったの

か。 

 

〇 オーデンバーリ 

 基本的にはスウェーデンでは電力価格に対するプレッ

シャーはもちろんあった。最初に効果が出たのは、過剰

の発電キャパが取り除かれたことだ。数年間あまり発電

所が建設されず、その結果送電網への投資もしばらくな

かった。今は方向転換したが、何年間もその状態が続い

ていた。 

 

ストックホルムで人々に電力市場改革はうまくいった

と思うかどうか尋ねると、ハッピーではないと答える人も

たくさんいるかもしれない。しかし、だからといって電力

市場改革を責めるのはフェアではない。どちらかというと

議会に責任がある。電力料金の引き上げがあったのは、

エネルギー税引き上げが一つの問題だ。当初の電力市

場改革により、より低い原価になったが、それは電気料

金に反映されず、そこに政治家が介入してエネルギー

税を増額したのだ。それでも、全体的には電力料金は下

がった。 

 

〇 コーベリエル 

 全体像を言うと、競争原理を導入して、スポット市場で

の価格は数年間 1 円/kWh の水準になっていた。その

後値上がりし、数年前は 5 円/ kWh くらいになった。今

はまた下がって３円くらいである。日本と比較すると、電

力料金は極めて低い。 

 

〇 シュヒト 

 最後の質問について、いくつかのコメントを申し上げる。

エネルギー大転換にかかるコストや、送電分離と自由化



がもたらす費用便益について話そうとすると、非常に大

きなトピックで、それだけで 1.5 時間のセッション一つくら

いの話になってしまう。自由化する前までは原油価格に

連動して電力価格が動いていた。しかしドイツでは、電

力市場の自由化以降は、発電・売電をしている産業界

が決めている料金、つまり国が関わっている部分以外

の料金は、過去 13～14 年間、非常に安定している。こ

こ２年間を見てみると、原油価格の高騰にもかかわらず、

電気は５％程度しか値上がりしていない。 

 

 これは大きな成功例だと評価している。電力市場の自

由化は、電力料金に対して大変プラスの影響をもたらし

たのだ。ただ、再生可能エネルギーを導入すると高くな

る。エンゲル氏は、外部コストを計算に入れるべきだと

の哲学的な話もされていたが、料金だけを見てみると、

再生可能エネルギーを入れるほど、料金は高くなる。ド

イツでは再生可能エネルギーの賦課金、これはある意

味補助金だが、実際の電力取引市場で形成されている

価格よりも賦課金の方が高くなっている。電力取引市場

での取引価格は 45 ユーロ/MWh だが、賦課金は 53 ユ

ーロ/ MWh とか、そのようになってきている。しかし自由

化による低コスト化で、これをある程度補てんすることが

できる。 

 

 第二の点としては、ドイツは先進工業国の中では最も

電気料金が高い国の一つで、産業界向けの電力料金は

アメリカの２～３倍である。しかし、それでもドイツの経済

は好調である。少なくともエネルギー価格だけが国の経

済の成否を左右するわけではないことがわかる。日本

はたいへん素晴らしい国で、教育水準が高く、卓越した

エンジニアの方々がいらっしゃるので、やはりエネルギ

ー価格だけが経済的な成功を牽引する訳ではない。 ド

イツの例は、再生可能エネルギーを統合するために、他

の国より高い電気料金を受け入れている例である。 

 

〇 コーベリエル 

 料金が低いからと言って、それが適正価格ではない可

能性もある。今ご指摘いただいたように、需要と供給の

調整がうまくとれ、システムが適正に作動する形でなけ

ればならない。そして、スポット市場があるため、誰でも

実際の発電の限界コストがはっきりわかる。 

 

 スウェーデンにおいては、消費する側が一時間ごとの

メータリングを得る権利があり、スポット市場におけるそ

の時間の価格を支払う契約を結べる。そのため、電力

価格が高い時間を避け、価格の低い時間で電力消費を

行うことで、お金を節約できる。顧客側もシステム側もコ

スト削減ができる訳だが、そのためには、TSO のために

働く多くのコンピュータ・コンサルタントが必要であるし、

需給バランスの責任を負う TSO には、高いデータ管理

能力が必要となってくる。 

 

 ただ、いったんそのような投資がなされると、需給調整

は消費者の間でうまくなされるようになり、独占体制で一

定コストを常に消費者にチャージする場合より、電力の

全体コストを下げることができるようになる。 

 

〇 グレーベル 

 重要なのは、料金が高すぎるのか低すぎるのかでは

なく、コーベリエル氏が言った通り、効率性のあるコスト

に見合った妥当な料金かどうかである。料金はいつもサ

ービスの質に連動していることを忘れてはいけない。過

去においてエネルギー料金は、パンの値段と同様、政

治的に設定されていた。市場を開放して市場の原理が

持ち込まれると、価格は変動し、コストの変動も反映す

る。再生可能エネルギーを入れるためにグリッドへの投

資が必要になると、その対価も必要になってくる。ネット

ワークのチャージが上がることもあるかもしれないし、小

売価格も変わるかもしれない。いずれにしても、規制す

る側として重要なことは、効率性で得られたプラスが顧

客に反映されること、独占レントや異常な利益がどこか

に生じたりしないこと、システムが効率性のあるコストを

反映していることを保証していく必要があるということで

ある。 

 


