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「送電線の有効利用を目指して」
電力インフラ有効利用のための方策

ー 送電線は空いていないのか？ ー

日時：2018年1月29日（月）
会場：東京 大手町サンケイプラザ

主催：京都大学大学院経済学研究科
再生可能エネルギー経済学研究講座

後援：経済産業省資源エネルギー庁

京大再エネ講座シンポジウム



再生可能エネルギー経済学研究講座
小史

京都大学は、産官学連携を通じて研究成果の還元と社会貢献を
積極的に進めることを基本理念の１つとしています。 社会と産業界
に広く貢献することを目的に、民間企業等と京都大学の双方が共
同でプロジェクトの拠点形成することで、イノベーションの創出を図
るという新たな制度が共同研究講座です。経済学研究科では、
2014 年度に３つの共同研究講座を開設しました。

□ 再生可能エネルギー経済学講座
□ 自然資本経営論講座
□ エネルギー政策講座

2



3

再エネ講座：海外エネルギー研究調査活動（主要）

資料：京都大学再エネ研究講座の関係資料より
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表- 再エネ講座関係者の書籍の刊行(2014年～ ）
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京都大学大学院経済学研究科
再生可能エネルギー経済学研究講座 シンポジウム（２０１４～）
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資料：http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/eventより引用

http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/event
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注1）政党、超党派議員連盟主催講演会（開催順）
注2）政党、議連主催についてのみの記載、注3）講座の個々人のメデア等を通じた相当数の議論・対応などについては割愛。

表- “空容量など”に関する政党主催の講演会
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ドイツの電力事業者が国内数紙に広告記事

例え長期的にも

４％以上はできない

注釈
2 In a now-famous ad placed in several newspapers German utilities claimed in
1993 that, even in the long run, RES could not provide more than 4% of overall
electricity supply (German utilities 1993).

いくつかの新聞に掲載された有名な広告では、ドイツの電力会社は1993年
に、例え長期的にも電力供給全体の4％以上を供給できないと主張していた
（ドイツの電力供給事業者 1993）。
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例え長期的にも４％以上の再
エネのための空容量は”ゼロ”

４％以上の接続は無理と・・
※本記事には明確な４％の根拠は示されていない

例：１９９３年７月３０日付の「Die Zeit」の広告

ドイツの電力供給事業者が数紙に広告掲載

Die Zeit：ドイツ・ハンブルクが本拠地。週刊発行される全国紙。質の高い新聞との評価。
1946年2月21日発行開始、毎週木曜日に発行。発行部数は約49万部（2017年現在）。
推定読者は、200万人以上、最も広く読まれるドイツ紙のひとつ。

11

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1946%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2%E6%9C%8821%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%9C%E6%97%A5


注）再エネ導入率は電力消費に占める構成率 資料:ドレスデン情報ファイルなどより筆者作成
12



注1)%は全電力消費に占める再エネの割合、注2）EU RES政策等、電力自由化、ドイツの気候変動対策法等の表記は割愛。2017年値：速報値。
資料：連邦経済・エネルギー省, “Die Energie der Zukunft, Vierter Monitoring-Bericht zur Energiewende” 等より筆者作表(2018.1)

ドイツの再エネ関係法・制度の経緯 － エネ転換に向けた改正と数値目標の法定化
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以上の様に4％(1993）から９倍の
36.1％（2017）に大転換し、更に
勢いをつけているドイツ・・・・・。

ドイツ等に学ぶべき法・制度が、少な
からず存在する。

長期的に、”接続できない”どころか。２０数年を経て、昨年１年
間（2017）は,記録的な再生可能エネルギーの構成率（電力消
費）となった。
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河野外相、国際会議で日本の再エネ水準：「嘆かわしい」

【アブダビ共同】
河野太郎外相は訪問先のアラ

ブ首長国連邦のアブダビで、１月
１４日、国際再生可能エネルギー
機関（IRENA）の総会に出席。再

生可能エネルギー導入に向けた
日本の取り組みは国際水準にも
達していない。「嘆かわしい」と批

判。同時に「今後、日本は新し
い思考で再生可能エネル
ギー外交を展開する」と訴えた。

河野氏は、電源に占める再エネ
の２０３０年日本政府の数値目標
２２～２４％目標について、「再生
可能エネルギーの電源割合の世
界平均は現在２４％。日本が目
指す数値が今の世界平均という
ことは、日本の外相として何とも
悲しく思う」と強調した。

ＩＲＥＮＡの総会で演説する河野外相（左端）＝2018年1月14日、ＵＡＥ・アブダビ（共同）

2018年現在：

世界平均は ２４％
2030年：日本の目標

最大で ２４％
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It's not because things are difficult that we dare not venture.
It's because we dare not venture that they are difficult.

Seneca (1 BC)
私たちは物事が難しいから、思い切って挑戦しないのではない。

私たちが思い切って挑戦しないから、物事が難しいのだ。

セネカ（紀元前１世紀）

日本はドイツよりもうまく対処できるだろうか。私はイエスと言いたい。

ただし、市民が競争に向けた障壁を取り払うよう常に声を上げるならば、が条
件となる。競争上の障壁がなくなれば、日本の繁栄と安全保障と影響力は押し
上げられるだろう。日本は、どこの国よりも手際よく、かつ、迅速に新しい火の創

造に取り組み、世界をリードするだろう。皆さんの選択がありさえすればと
いうことだ。

「Reinventing Fire」：「新しい火の創造」
by Amory B.Lovins 、 Rocky Mountain Institute
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長時間、手狭なスペースで恐縮です。
最後に、諸富教授からご提案がありま
す。最後まで宜しくお願い申し上げます。



（補足）
本文が冗長になるため記載をさけた部分を補足
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（見出し） 批判的に尋ねる者であっても、
必ずしもまだ原発反対派とは言えない。

（本文）
多くの若者が原子力発電所を脅威と認識している。ドイツの電力
供給者である私たちは、批判を軽く棄却したことはありません。ドイ
ツは原子力から抜け出すことができますか？ はい。

しかし、その結果、石炭燃焼の莫大な増加、ひいては温室効果ガ
スの二酸化炭素の排出が大きくなるでしょう。

太陽、水、風などの再生可能エネルギーは、長期的に電
力需要の4％以上をカバーすることはできません。

そのような行為に責任を負うことができますか？ いいえ。

第三世界のエネルギー需要の高まりは、豊かな国々にCO2排出
量の削減を求めています。エネルギーを節約するだけで、原子力
を使わずにこれを行うことができますか？ いいえ。

原子力発電所はドイツの電力の34％を供給し、年間1億６千万ｔの
大気汚染を回避しています。CO2の総トン数は国際的に模範的な
安全基準を示しています。だから温室ガス または 原子力発電
か？ それは、疑問です！

多くの若者が批判的な質問をします。
我々も。私たちの最も厳しい批評家は自分自身です。

あなたの電力供給者

（仮訳） 加藤 修一20



資料： より、引用原図に一部筆者加筆

ドイツ：再エネ電力供給が最大85％

４％どころか、瞬間ではあるが、８５％に達する時さえあった

（２０１７年４月３０日13:00～15:00）
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総発電量：2017年実績 <再生可能エネルギー>

再エネは記録的に高い構成、石炭と原発は記録的に低い構成

資料: AG Energiebilanzen 2017より 速報値
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６５４２億KWh総発電量の内、２１６６億KWhを占めた再生可能エネルギーの構成率
は、前年の28.9%から2017年に33.1%に急増。



ドイツ：「エネルギー転換」の数値目標と現状（2014 年時点）

資料：連邦経済・エネルギー省, “Die Ene：rgie der Zukunft, Vierter Monitoring-Bericht zur Energiewende”
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