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１．まえがき 
火原協が実施している調査研究活動の一環である「欧米における電力エネル

ギーと環境に関する研究会」（以下、欧米エネ研究会という）は、欧米の電気事

業で起こっている諸問題を取り上げ議論することにより課題を抽出し、今後の

日本における電力エネルギーの在り方について参考にして頂く事を目的にし

て活動している。 
本研究会の活動としては、欧州を中心としたエネルギー関係について講演会

で講演、火力発電所等のエネルギー関連の施設の見学や情報交換を行ない、欧

米における電力エネルギーと環境について火原協会員等に周知した。 
本レポートは 2019 年度における欧米エネ研究会の活動結果の報告である。 
欧米エネ研究会は欧州の電力エネルギーに影響のある VGB PowerTech の会

誌、データ、VGB 大会での講演内容、VGB - TENPES 技術交流での発表、デ

ィスカッション、また、ヨーロッパの電力エネルギー、特にドイツの状況を記

した Agora Energiewende や海外電力調査会の報告資料等を分析することに

より、再生可能エネルギー（以下、再エネという）の大量導入や電力の自由化

を進めている欧州の電力エネルギー、環境政策、技術的な現状と課題を述べる。 

 
２．活動内容 

研究会開催状況・活動内容は以下の通りである。 
・第１回 （2019 年 4 月 23 日） 

【議題】 ・2019 年度活動方針 
 ・構成メンバーと自己紹介 
 ・2018 年度アニュアルレポート原案審議 
 ・エネルギー関係情報交換 
 

・第２回 （2019 年 7 月 24 日） 
【議題】 ・JERA 西名古屋火力発電所視察（概要説明、構内見学、質疑

応答） 
 ・エネルギー関係情報交換 
 

・第３回 （2019 年 11 月 6 日） 
【議題】 ・新メンバー紹介 
 ・JERA 西名古屋火力発電所視察結果 
 ・VGB 大会概要報告 
 ・RD20 概要報告 
 ・その他エネルギー関係情報交換（火力発電 EXPO 関西他） 
 ・今後の進め方 
 

・第４回 （2020 年 2 月 20 日） 
【議題】 ・欧州における脱炭素化の状況 
 ・火力発電 EXPO の紹介（講演概要）  
 ・協会誌「火力原子力発電」70 周年記念特集号・小特集 
 ・2019 年度アニュアルレポート 
 ・その他エネルギー関係情報交換 
 ・今後の進め方 
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３．研究会名簿 
2020 年 3月末現在 

氏  名 所 属・役 職 備  考 

大地 昭生 
東北テクノアカデミア  

産学連携事務所 所長 

研究会 主査 

火原協技術顧問 

船橋 信之 東電設計㈱ シニアオフィサー 次回からの研究会主査 

荒岡 衛 

三菱日立パワーシステムズ㈱ エンジ

ニアリング本部ボイラ技術総括部 

ボイラ戦略部 開発・デジタル推進課 

技師 

 

壹岐 典彦 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 

福島再生可能エネルギー研究所 

再生可能エネルギー研究センター  

総括研究主幹 

(兼務）エネルギー・環境領域 

省エネルギー研究部門 

ターボマシングル－プ 

公立大学法人首都大学東京 

客員教授（連携大学院） 

恩田 徳雄 

東北電力㈱  

発電・販売カンパニー  

火力部火力企画課長 

 

勝谷 元揮 
㈱JERA O&M 本部 O&M 技術部  

技術総括ユニット長 
 

河井 研介 

東電設計㈱ 

海外ビジネスユニット火力本部  

業務管理部 

 

川上 宏 

東芝エネルギーシステムズ㈱  

グリッド・アグリゲーション事業部 

再生可能エネルギーサービス部 

発電事業開発担当 参事 

 

田村 吉章 マグナ通信工業㈱ 顧問  

中山 寿美枝 
電源開発㈱  

経営企画部・火力発電部 審議役 
 

福田 雅文 
(一社) 高効率発電システム研究所 

代表理事 
 

麦倉 良啓 
(一財) 電力中央研究所 エネルギー

技術研究所 研究参事 
 

吉田 敏明 ㈱ベストマテリア 技師長  

（事務局） 

阿南 英誠 
火原協 技術部 次長 九州電力出向 

  



 
 

- 3 - 
 

４．今後の活動計画 
・ 各支部の講演会、講習会への参加 
・ 海外電力調査会、電力中央研究所他の関係者を交えた講演会の実施 
・ 火原協会他研究会との連携 
・ 研究会アニュアルレポートの作成と協会 Website への掲載 
・ 発電大会発表への参加 
・ 火原協会誌他への欧米電力エネルギーと環境に関する記事の投稿 
・ 電力エネルギー関係の火原協会員への情報提供 

 
５．欧州の電力エネルギーに関する最新状況 

欧州の電力エネルギーに関する最新状況を紹介するに当たって、2019 年 9
月にオーストリア・ザルツブルグで開催された VGB Congress 2019 での研究

発表のオーガナイズドセッションでは再生可能エネルギーの拡大が、エネルギ

ーシステムを複雑かつ脆弱になっていることからエネルギー大転換を推進す

るには「sector coupling」の推進が進められている。またデジタル化の進展に

伴い「digitalization」が推進され様々なエネルギー貯蔵、配電網のスマート化、

デマンドサイドマネジメントが示されている。これらの状況は、最近の欧州に

おける電力エネルギーの状況を象徴している。 

 
５－１ 2020 年の欧州電力エネルギー状況と予想 

2020 年第 1、2 四半期は新型コロナウイルスの影響で世界的に電力需要

に影響があった。IEA Global Energy Review 2020 の報告によると、各国

のロックダウン対策により電力需要が大幅に落ち込み、電源構成にも影響

を与えている。石炭火力発電、ガス火力発電、原子力発電からの発電量は

減少した。一方、再エネ発電はその出力が需要にほとんど影響されないこ

とから相対的に割合を高めた。 
2020 年第 1 四半期の世界の電力需要は 2.5％減少したが、2020 年の予

測では、世界の電力需要は 5％減少し、一部の地域では 10％減少する。 
特に、完全なロックダウンによりフランス、インド、イタリア、スペイ

ン、イギリスおよびアメリカ北西部で毎日の電力需要は少なくとも 15％
減少した。特にサービス部門における日々の平均電力需要は 3 月には大

幅に減少し、イタリアでは 2019 年の同時期に比べ 75％も減少した。 
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５－２ 2019 年の欧州電力エネルギー状況 
欧州全体の 2018 年と 2019 年の電源別発電電力量比率は図 1 の通りで

ある。 
2019 年の EU28 の発電電力量は 3,222TWh である。 
2018 年から 2019 年の 1 年間で石炭、褐炭火力発電とも発電設備が廃止

されていることもあり合計 19%から 14.6%に減少している。また、ガス

火力発電はガス価格の低下もあり 19.1%から 21.7%に増加している。一

方、再エネ発電は 32.8％から 34.6％に増加し、特に風力発電については

11.6％から 13.4％と大幅に伸びている。 

 
 

 

図1 2018年と2019年のEU電源別発電電力量（出典：Agora 2019） 
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また、図 2 では 2010 年から 2019 年の電源別発電電力量が示されている。 

 

 
図 2 2010 年から 2019 年の電源別の EU 発電電力量（出典：Agora 2019） 

 

 
  １）再エネ発電 

2019 年の発電電力量比率は 35%（1,115TWh）で 2010 年 21%（705TWh）
から約 15 ポイント増加しており、年間 46TWh 増加している。また、2030
年には再エネ発電の発電電力量比率の目標を 57%としており、2019 年から

年間 97TWh 増加させることが示されている。（図 2、3、4 参照） 

 

 

図 3 2010 年から 2019 年の欧州再エネ発電電力量比率（出典：Agora 2019） 
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図 4 2030 年の欧州再生可能エネルギー発電電力量比率（出典：Agora 2019） 

 

 

 

２）石炭火力発電 
石炭火力発電は再エネ発電と市場経済の関係で減少している。石炭火力発電が

大幅に低下している国々では再エネ発電が大幅に増加している。2012 年から

2019 年まで英国やドイツでは石炭火力発電が各々136TWh、106TWh 減少して

いる。一方、水力を除く再エネ発電各々78TWh、102TWh 増加している。また、

ガス火力発電は英国で 30TWh、ドイツで 15TWh と少し伸びている。ギリシャ

でも褐炭火力発電は 2010 年から 2019 年で 18.5TWh 減少した。一方、再エネ発

電は 5.6TWh、ガス火力発電は 4.7TWh 増加している。（図 5、6、7 参照） 

 
 

３）褐炭火力発電 
褐炭火力発電については環境の影響から段階的に廃止が計画されていること 

もあり、2019 年は 2018 年から EU 全体で 49TWh（16％）減少し、特にドイツ

は 22％、ギリシャ 26％、ポーランド 16％、ルーマニア 13％減少した。（図 5、

6、7 参照） 
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図 5 EU 全体の石炭火力発電電力量と再エネ発電量の比較（2019 年） 

（出典：Agora 2019） 

 

 

 

 

 

図 6 火力発電における発電電力量（出典：Agora2019） 
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図 7 EU 各国の 2012 年から 2019 年における燃料別発電比率 

（出典：Agora 2019） 

 
４）ガス火力発電 

ガス火力発電について 2019 年は 2010 年から 8％減少したが、この 5 年間

は石炭火力発電からガス発電に切り替えたことから増加している。特に、

2019 年は 2018 年からスペイン 27TWh、オランダ 12TWh、イタリアとドイ

ツ各々9TWh、フランス 8TWh 増加し、この 5 か国で EU の 70％を占めて

いる。（図 8 参照） 

 

図 8 EU 各国のガス火力発電電力量（2019 年）（出典：Agora 2019） 

 
５）原子力発電 

原子力発電に関しては、フランスが 399TWh で 2010 年からほぼ横ばいで

EU28 カ国中最大の発電量で全体の 48%を占めている。しかし、ドイツの原
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子力発電の順次廃止の影響もありピークの 2010 年から徐々に減少しており

2019 年は 2010 年に比べて 10%減少している。2022 年にドイツが全ての原

子力発電所を廃止することとフランスが 2025 年に現状から半減させるとの

議論がなされていることから今後も減少していくと推測される。（図 9 参照） 

 

 
図 9 EU 各国の原子力発電電力量（2019 年）（出典：Agora 2019） 

 
５－３ ドイツの電力エネルギー状況 

本項では、ドイツの電力エネルギーの状況を「発電関係」「再エネ関係」

「原子力発電関係」「電力の輸出入」「脱石炭の状況」「送電線関係」の 6
項目について述べる。 

 
１）発電関係 

 
図 10 ドイツにおける 2019 年電源別発電量比率（出典：Agora 2019） 
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図 11 ドイツにおける 2019 年電源別発電量（出典：Agora 2019） 

 
石炭火力発電の利用率は 2018 年から 2019 年の 1 年で 31%低下した。こ

のためメリットオーダーはガス発電の方が優位になっている。ガス発電は

2019 年 11%に同化した。また、褐炭火力は 2019 年に 30TWh 以上低下し、

1990 年以来の最低レベルになっている。 

原子力発電は、Philippsburg2（1.4TW）が 2019 年 12 月 31 日に閉鎖され、

発電量はコンスタントに低下している。（図 10、11 参照） 

 
２）再エネ発電関係 

再エネ発電の増加により既存の火力発電設備に多大な影響を与えている。

（図 13 参照）。 

再エネについては 2019 年発電量 17.8TWh 増加し総電力消費量の 42.6%を

占めている。（図 12、13 参照） 

この発電量は、原子力発電、褐炭火力発電、石炭火力発電の総発電量とほ

ぼ同じ程度高くなっている。この高さは、主に風力と太陽光発電に対して非

常に良好な気象条件に起因しており、再エネ発電の設備容量の拡大によるも

のではない。 

この状況から、陸上風力発電の低下や太陽光発電の成長も 2030 年に達成

を予定している総発電消費量の再エネ発電 65%の達成のレベルを下回って

いる。（図 12 参照） 

連邦風力エネルギー協会（BWE）は 2020 年 1 月 28 日、2019 年の陸上風

力新規導入量は 107 万 8,000kW となり、2000 年の FIT 導入以来最低の水準

に落ち込んだと発表した。導入停滞の原因は、住民等による建設反対の訴訟

や航空安全基準上の問題とされている。 
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図 12 電力消費量の再エネが占める割合 

 
 

 

図 13 ドイツにおける再エネ発電電力量（出典：Agora 2019） 

 
 

３）電力の輸出入 
電力の輸出については 2015 年以降減少し 2019 年は 2018 年から 12TWh

減少した。一方、輸入については 5TWh 増加した。結果として輸入は 17TWh

減少した。近隣諸国の内訳は、オーストリアは引き続きドイツからの最大の

輸入国（19.6TWｈ）のであり、次にルクセンブルグ、オランダが続いている。

ドイツの最大の輸入国はスウェーデンとスイスである。スイス、チェコ、デ

ンマークは輸出入が逆転した。 
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図 14 ドイツの近隣種国に対する電力輸出入（出典：Agora 2019） 

             
    ４）脱石炭の状況 

現在、ドイツは褐炭火力発電 30 基、設備容量として 1717 万 kW が設置さ

れている。しかし、環境などの面から政府は遅くとも 2038 年までに脱石炭

火力を実現させることとしている。このため石炭事業の構造転換、即ち新た

な産業の育成、雇用の創出、地元のインフラ整備等を後押しするために 400

億ユーロ（約 4.8 兆円）を拠出し、褐炭火力発電を運営している電力会社 RWE

などのエネルギー会社に計 43 億 5000 万ユーロ（RWE には 26 億ユーロ）を

政府として保証する計画である。また、雇用の面では褐炭火力発電で約 2 万

人（約 1.5 万人炭鉱、5 千人発電所）を雇用し、間接雇用を含めると 6 万人、

石炭火力発電では約 5 千人が就業している。ちなみに、国際再生可能エネル

ギー機関（IRENA）によると再エネ産業では約 28 万 4 千人が就業しており、

大半が風力発電事業とのことである。 

政府の諮問委員会は炭鉱地域には新たな産業の育成、雇用の創出、地元の

インフラ整備などに、2040 年までに 400 億ユーロの支援や褐炭火力発電に

は 100 万ｋW 当たり 6 億ユーロを補償することを提案している。 

また、同委員会は、2020 年夏に運開が予定されているダッテルン石炭火

力 4 号機について運開を認めるべきでないとしていた。しかし、ユニパ―は、

ダッテルンの建設に 15 億ユーロを投資していることから政府が運開を認め

ない場合は損害賠償を請求する予定だったが、政府は大きな負担となること

があり 18 年間の運転を求めた。これに対して環境団体は石炭火力発電所の

運転について抗議している。このような状況のもと、RWE は 2030 年までに

6 千人減らす予定で、州政府やエネルギー企業も廃止に向けた条件闘争に交

渉の軸足を移している。 
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次にドイツの代表的な炭鉱の近くに設置された褐炭火力である

Niederaussem 発電所の例を示す（写真 1、図 15 参照）。この発電所のボイラ

トップからは褐炭の露天掘り炭鉱を遠くに望むことが出来る。露天掘り炭鉱は

一つの地域を掘り尽くすと、新たな地域を高速道路も含め街ごと移動して掘り、

また、掘り終わった後は農地に埋め戻している（写真 2、図 16 参照）。 

 

 

写真 1 Niederaussem 褐炭火力発電所（代表的な褐炭火力） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 Niederaussem 褐炭火力発電所位置 

ドイツ 

Niederaussem 褐炭火力発電所 
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写真 2 Niederaussem 発電所ボイラトップからの風景 

 
 

 

図 16 Niederaussem 褐炭採掘エリア 

 

  

褐炭炭鉱 
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（参考）RWE の状況 

RWE は炭鉱の町エッセンで 1898 年に石炭火力発電会社として設立され、

現在、RWE の設備容量の内、約 67%が褐炭、石炭などの化石燃料であるが

2040 年に CO₂排出正味ゼロをめざす。2018 ‐ 2019 年に CO₂排出量を 31%削

減、これを達成するために、30 年までにドイツのインデン褐炭採掘場を閉

鎖し、オランダで脱石炭を実施する計画である。現在は再エネ発電（現在 950

万 kW、2 年後には洋上風力増設で 1210 万 kW）中心の企業に変化させる予

定である。 

 
５）送電線関係 

グリッドの拡大は引き続きゆっくりと進んでいる。政府が建設すること

を決定した 7,700 キロメートルの追加送電線のうち、これまでに 1,150 キロ

メートルしか設置されていない。しかし、許可証の授与に関しては 2019 年

に大きな進展があり、さらに 1,000 km が承認され、現在建設可能となって

いる。さらに、多くの国境を越えたインターコネクタが完成に近づいている。

これにより、近隣との追加の電力交換が可能になり、供給のセキュリティを

強化しながら、再生可能エネルギーの統合が促進される。したがって、再生

可能エネルギーの統合を促進すると同時に、供給のセキュリティを強化につ

ながる。（図 17 参照） 

 

 
図 17 ドイツの送電線計画 
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５－４ フランスの電力エネルギー状況 
現在 58 基 6300 万 kW の原子力発電を運転中であるが、フランス政府は

2018 年 11 月 27 日に今後 10 年間（2019 - 2028）「エネルギー多年度計

画」（PPE）案を発表、2035 年までに最大 14 基を閉鎖し原子力発電比率を

50%に低減することを発表した。今後も再処理リサイクルは維持する。 
また、将来は建設における工事量が少なく低コスト化、建設期間が大幅

に短縮するため工場でのモジュール化を目的とした小型モジュール炉

（Small Modular Reactors) や 60 万 kW 級の中小容量原子炉の開発を計画

している。 
2015 年の「エネルギー移行法」の改正法である「エネルギーと気候に関

する法律」が掲示された。 
同法には（1）2050 年までにカーボンニュートラル達成、（2）2030 年ま

でに化石燃料消費量を 40%削減（2012 年比）、（3）2035 年までに原子力発

電電力量比率を 50%に低減等が示されている。 

 
５－５ まとめ 

・ 再エネ発電は今後も進展する。特に、洋上風力発電は北海を中心に増加

する。 
・ 石炭、褐炭火力発電は環境の問題からドイツ、英国を中心に縮小する。 
・ ガス火力発電は価格が有利となっており当面は増加する。 
・ 原子力発電はドイツでは 2022 年に全て廃止としているが、フランスは

今後も維持する。 
・ セクターカップリング（電力、熱、燃料、化学のそれぞれについて、民

生部門、産業部門、輸送部門などの各セクターをつなぎ、新たなエネル

ギービジネスにつながる技術）は、エネルギー大転換を推進するうえで

重要である。 

 
以上が EU の電力エネルギーの状況であるが、VGB 会長の Dr. Hans 

(Innogy) が VGB 大会 2019 オープニングスピーチで EU の現状について次

のように警告している。 

 
・ ドイツの再エネは電力需要の 38%を占めているが、再エネ拡大は、エネ

ルギーシステムを複雑かつ脆弱にしている。 
・ セクターカップリングは、エネルギー大転換を推進するうえで、重要な

政治的、技術的な課題である。 
・ 火力発電のイノベーションは、「頻繁な緊急起動停止」「急速な負荷変化

への対応（大きな負荷変化速度）」「極低負荷運転と短時間のユニット停

止」の技術革新がなされ、エネルギー供給の柔軟性に大きく寄与してい

る。 
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