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　気候変動枠組み条約や京都議定書等を受け，わが国

でも温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー普

及の必要性が高まっている．1999年には，地球温暖化

対策推進法が施行されたし，2002年にはエネルギー政

策基本法が制定され，その第3条では，rエネルギー

の消費の効率化を図ること，太陽光，風力等の化石燃

料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効

率的な利用を推進すること等により，地球温暖化の防

止及び地域環境の保全が図られたエネルギーの需給を

実現し，併せて循環型社会の形成に資するための施策

が推進されなければならない」と記されている。同じ

く2002年には「地球温暖化対策推進大綱」が策定され，

温室効果ガスの排出量削減のための228の具体的施策

が掲げられた．

　しかし，わが国の2002年度の温室勤果ガスの排出量

は13億3，100万．トンで，基準年である1990年の12億

3，700万トンから7．6％も増加しており，京都議定書で

定められた基準年からの6％削減という目標を達成す

るためには13．6％もの大幅削減が必要となっている紙

　わが国で，温室効果ガスの削減が進んでいない理由

の一つは，原発政策にある．前述の大綱では，原子力

発電所を増設し，火力発電量を減らして温室効果ガス

の排出量を削減することを見込んだ．しかし，原発の

トラブル事故隠しなどにより，原発の新設が抑制され，

温室効果ガスの削減が進まない事態に陥っている．

　一方，ドイツでは，脱原発の方針を明確に打ち出し

つつも机京都議定書で定められた温室効果ガスの削

減目標を着実に達成している．具体的には，ドイツは

二酸化炭素の排出量を2005年までに1990年の水準から

25％削減することを目指しており，2002年までに16％
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の削減が達成され（大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領

事館2002）・その利用の丁つ1砿・離可鰹デル・

ギー政策の実施が挙げられる．

　そこで，本研究の目的は，①再生可能土ネルギーの

一つとしてのバイオガスシステムに注目し＊3，その原

理と多面的効果等を明らかにした上で，②’EU及びド

イツの再生可能エネルギー政策をレビューし，③事例

に基づいてドイツにおけるバイオガスシステム普及の、

実態を明らかにし，バイオガスシステム導入を支援す

る制度や仕組みの視点から，その普及条件を検討する

ことにある．

　なお，本研究は，わが国における再生可能エネルギー

政策のあり方を再検討し，バイオガスシステムの成立・‘

普及条件や課題を明らかにするための基礎となろう．

バイオガスシステムの
　原理と多面的効果

　1」バイオガスシステムの原理

　有機物を嫌気状態において置くと，メタン菌の活躍

により，燃焼性の気体，いわゆるバイオガスを発生さ

せることができる．バイオガズは，主にエネルギーに

富むメタン（50－75％，CH4）と不燃性の二酸化炭素

（25－50％，CO2）から構成され，そのほか微量の硫黄

分轄雑む・帽オガスは6丼Wh／m3という高い

．熱量を持っており．脱硫後のバイオガスは天然ガス同

様に扱うことができる（FNR，2002）．

　ドイツで普及している個別経営型のバイオガスシス

テムは，．図1のとおりである．

　バイオガスの主な原料となるものは，家畜糞尿（ス
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図1匹バイオガスシステムの模式図．

＊3再生可能エネルギーどしてバィ才ガス』システムに注目する理由は，‘後述する．
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ラリー）や食品廃棄物，麦・デントコーンのサイレー

ジなどの有機性擁棄物である，①食品廃棄物と穀物の

サイレージは，②70℃で消毒・殺菌処理された後，③

スラリぎξ混合され；」発酵槽へ送られる．④発酵槽は

常時，メタン菌の活動温度（33－40℃）に保たれ，麗

搾機にようて内部が均一rlご保だれるン．

　発生し牟バイオ万界1ま，，⑤CHP（軍熱併給：Comb－

ine〔IHeat・and’｛Po宙erl・コ」ジェネレーシヨンとも

呼ばれる）プラントに送られ，⑧電気エネルギーと熱

エネルギーに転換される．生産された電力は，⑨バイ

オガスプラント内の動力や，・自家消費用，畜舎用に使

用されたり，⑩電力会社に売られ，公共電気網により

送電される．発電の際に発生した廃熱は，⑪湯を沸か

すことで回収され，そのお湯は暖房熱として，⑫経営

内建造物の暖房や，⑬殺菌・消毒槽，発酵槽の加温に

使われたり，⑭近郊地域の熱暖房として利用される．

　発酵過程後に残った液状の発酵残渣は，一時⑥貯留

槽に蓄えられ，⑦農地に液肥として撒布される．⑮液

肥を用いて生産された穀物奄⑯発酵用，⑰家畜飼料

用として利用することにより，物質・エネルギーの循

環システムが形成される．

　2．バイオガスシステムの多面的効果とその意義

　バイオガスシステムは，エネルギーや環境の面から，

多面的な効果をもたらす．

　（1）再生可能エネルギー源として

　再生可能エネルギーは，「風力や太陽などのように，

絶えず資源が補充されて枯渇することのないエネルギー」

と定義される（アメリカDOE／NREL）．換言すれば，

資源が利用後に「補給や成長の過程により以前の水準

まで回復しうる」エネルギーという概念と考えられ，

自然エネルギーのみならず燃焼用バイオマス等につい

ても「Combusti6nablelReneWables∫として再生可

能エネルギーの範疇に含まれているとされている

（IEA統計）．国際機関や諸外国において紡計上整理

されている再生可能エネルギ」の範囲を比較すると，

太陽，風力，バイオマス等に加え水力（揚水式を除く），

地熱におおむね共道しており｝’その他）各国の状況に

応じて，廃棄物，波力・潮力等が加えられている竺

再生可能エネルギーはその性質上，エネルギー国内自

給率向上，分散型エネルギー源，電力の負荷平準化な

どの点で，エネルギー安定供給に寄与できる．・

　このうち，バイオマスとはr植物の光合成により，

太陽エネルギー，空気中の二酸化炭素及び水分とミネ

ラルから生産され，保存されたエネルギー．自然界に

おいて生存または生育する有機物，’並びに生存または

死亡した有機物の廃棄物のこと」（Lucke，2002）で

あり，バイオガスはその一つとして位置づけられる．臼

　バイオガスは先に述べたよう．に，6kWh／m3とい

う高い熱量を持ち，天然ガスの性質に似て，大変扱い

易いエネルギー源である．’また，．現段階で再生可能エ

ネルギーの中で最も広いシェアを持つ風力発電と比較

すると，・バイオガスは，ガスという形態で貯留可能な

ことから，エネルギーの保存ができるという利点を有

する．　　　、　’．阜．㌧　　　　　’

　（2）環境負荷の削減一

　①温室効果ガスの削減

　温室効果ガスは，て太陽光の放射エネルギrの殆ど

を通過させる一方で，地表面から生じる赤外線の放射

熱を吸収して，地表の温度を上昇させるガスのこ．と

で，二酸化炭素・（CO2），メタン（CH4），’亜酸化窒素

（N20），フロンなどがそれに含まれる．’

　バイオマスは，化石エネルギーとは異なり，・カrボ

ン・ニュートラル，つまり追加的な二酸化炭素の排出

がなく，再生可能，つまり再び二酸化炭素が固定され

るという点から，地球温暖化の抑止に資するとされる．

　ドイツのバイオガス協会（2002）によれば，バイオ

ガスにより発電された電力1kW当たり7トンの二酸

化炭素が削減され，ドイツ国内で年間3，900万トンの

二酸化炭素が削減可能であるとしている．

　また，同協会によれば，嫌気性発酵により，家畜糞

尿に含まれるメタンガスの放散を防ぐことができると

いう意味で，1大家畜単位（GV）当たり年間1，502kg

のメタンが削減され，ドイツ国内で年間52万トンのメ

タ．ンガス，二酸化炭素換算で1，800万トンを削減可能

としているポ

　ただし，上記の温室効果ガス削減については以下の

点を注意する必要がある．まず，バイオマスエネルギー

が追加的な二酸化炭素を排出しないことは，化石エネ

ルギーなど再生不能エネルギーを代替して初めて総体

的な二酸化炭素削減に寄与することができるのであり，

発電過程で二酸化炭素を全く発生させない風力エネル

ギーや太陽エネルギーなどと区別する必要がある．

　また，上記のドイツ国内のメタンガス削減量につい

ては，，メタンガスの燃焼過程における二酸化炭素の発

＊4経済産業省ホ‘ムページhttp：／／www．meti．9・．jpを参照．



220 松尾大樹・佐藤剛史

生分の考慮を欠いている．つまり1メタンガス1kg

で二酸化炭素の35倍の温室効果を持つからン（ドイツバ

イオガス協会，2002），メタンガス放出削減量年間52

万トンはたしかに二酸化炭素換算で1，800万トンに値

するが，その後発電過程においてメタン燃焼によって

二酸化炭素量を差し引かなければならない．

　第三に，そもそも家畜糞尿の処理過程でメタンが発

生することは，これまで言われてこなかったことであ

り，家畜糞尿の処理過程で発生するメタンは温室効果

ガスの発生とはみなさない，したがってこのメタン発

生量を削減しても，温室効果ガス排出量の削減量とし

ては計算に入れない，といった指摘がある．

　②土壌・水質汚染の軽減

　過密な畜産地域では，家畜糞尿の不適切な土壌還元

による水質汚染が問題となっている．しか、し，バイオ

ガスの発酵過程（消化）を経た発酵残渣は，未処理の

家畜糞尿と比較してに比べて，土壌からの窒素の流出

度合いが小さく　（図2参照），地下水や河川，湖沼の

水質汚染を減少させることが可能である．

　③家畜糞尿からの悪臭減少

　畜産農家の畜舎や尿溜，家畜糞尿の圃場への撒布す

る際に発生する悪臭は，地域住民との摩擦を引き起こ

すこともあり，畜産農家にとってその問題は決して小

さくはない．

　しかし，バイオガス生産過程は，密閉状態の嫌気性

発酵によるものであるため，悪臭の拡散を防ぐことが

可能である．また，圃場に撒布する際の悪臭に関して

も，発酵残渣は，未処理の家畜糞尿に比べ，悪臭が減

少することが明らかになっている（図3参照）．

　バイオガスシステムがもたらす環境への正の効果に

ついて以上のようなものがあるが，施設が農耕景観を

害する点などマイナスの効果や，再生可能エネルギー

の生産ならびに温室効果ガス削減について，余剰電力

を生産していることなど必要条件等も同時に考慮する

必要があろう．

北学肥’

牛のスラリ

未処理スラリー

消化液

　　　　　0　　　　120　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　流出度kgN／ha

資料：The　Danish　Agricultural　Advisory　Centre

　　（2000）
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図2　窒素流出度の減少．
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　（3）肥効の高い液肥の生産

　前述のように，十分な発酵過程を経た発酵残渣は，

均一性が高く，液状であるため圃場への撒布が容易で

あり，また，病原菌や雑草の種子などは部分的に殺菌

され，栄養分は植物への吸収性が高められている（図

4参照）．

　これらの点から，発酵残渣は，質の高い液肥として

の利用が可能である．

資料：図2に同じ

消化液

牛スラリー
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図3　悪臭の減少度．
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資料：Sven（2002）

40　　60 80　　100
　　　％

図4　植物に対する窒素施用効率．
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EU及びドイツの再生可能
エネルギー政策の推移と体系

　1．EUの再生可能エネルギー政策の推移と体系

　（1）EUの再生可能エネルギー白書

　EUにおけるエネルギー政策の歴史は，1953年の欧

州石炭鉄鋼共同体（ECSC）の創設にまでさかのぽる．

そこでのエネルギー政策では，欧州におけるエネルギー

供給の確保と，欧州・世界双方のレベルでの環境保護

という2つを主要目標としてきた（NEDO，1999）．

　1995年に採択された「EUエネルギー政策に関する

白書」では，再生可能エネルギー＊5が，将来の環境

保護や電力確保の重要な手段の一つとして明確に位置

づけられた（NEDO，1998）．

　さらに，1997年の「未来へのエネルギー：再生可能

エネルギー資源一EU（欧州連合）の戦略と行動計画

のホワイトペーパー（白書）」（以下，再生可能エネル

ギー白書と略）では再生可能エネルギー源別に目標値

を定めて，4つの柱からなる行動計画を詳細に提示し，

2010年までに再生可能エネルギーを12％にまで引き上

げる目標を掲げている（NEDO，1998；蔦谷，2002）．

　4つの柱からなる行動計画とは，①再生可能エネル

ギーが市場に構成に参入できる条件を整備し，環境価

値を評価した金融措置実施など，EU域内エネルギー

市場統合をにらんだ方法，②EUの環境，研究開発，

地域政策，そして途上国支援といった領域での政策・

計画・予算の点から，再生可能エネルギーをより重視

するEU共同体としての政策を強化，③加盟国間の再

生可能エネルギー政策での協力強化，④再生可能エネ

ルギー倍増に向け，ステークホルダーを巻き込んだ

「初期離陸のためのキャンペーン（CTO：Campaign

for　Take－off）」を1999から2003年まで実施すること

（自然エネルギー促進法ネットワーク，2000），である．

　CTOは，表1のとおり，8つのプロジェクトによっ

て構成されている（自然エネルギー促進法ネットワー

ク，2000）．

　こうした行動計画の実施に対して，総額1，650億ユー

ロが投資される．その一方で，66万人の再生可能エネ

ルギー産業への新規雇用，燃料節約による210億ユー

ロの利益が生まれ，1997年の「国際気候変動枠組み条

約第三回締結国会議（COP3）」で決まったEUの二

酸化炭素削減目標の1／3に当たる4億トンが削減でき

るとされている（自然エネルギー促進法ネットワーク，

2000）．

表1CTOプログラムの内容．

キャンペーンの対象 内容規模
推定投資費用

合計（億EU）

予想される公的資金

の投入額（億EU）

EU内でのPV（太陽光発電） 6．5万台設置 28．5 12，825

途上国におけるPV設置 3．5万台設置 （24．5）
一

太陽熱温水器 1500万m2 47 7．05

風力発電 10万kW 101 ，20．2

バイオマス発電供給 10万kWth 101 20．2

バイオマスによる住宅の熱供給 10万kWth 44 4．4

バイオガス 1万kWth 12 3
バイオ燃料 500万t 12．5 6．25

合計 300．5 70

注）ここで言う公的資金とは加盟国及びEUによる予算をさす．

　のうち，加盟国負担が80％，EU負担が20％となる．

資料：自然エネルギー促進法ネットワーク編（1999）

公的資金の合計70億EU

＊5「再生可能エネルギー」は，「風力や太陽などのように，絶えず資源が補充されて枯渇することのないエネルギー」

　と定義される．換言すれば資源が利用後に「補給や成長の過程により以前の水準まで回復しうる」エネルギーと

　いう概念と考えられ，自然エネルギーのみならず燃焼用バイオマス等についてもrCombustionable　Renewables」

　として再生可能エネルギーの範疇に含まれているとされている．国際機関や諸外国において統計上整理されて

　いる再生可能エネルギーの範囲を比較すると，太陽，風力，バイオマス等に加え水力（揚水式を除く），地熱に

　おおむね共通しており，その他，各国の状況に応じて，廃棄物，波力・潮力等が加えられている（経済産業省

　ホームページhttp：／／www．meti．go．jpより作成）．
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　（2）RES－E指令

　EUでは，上記の白書で示された目標を実現するた

めに，1999年5月の理事会において，r再生可能エネ

ルギーを電源とする電力（Electricity　from　Renew－

able　Energy　Source：RES－Eの推進に関する指令」

（以下，RES－E指令）案の作成を決定し，議論を重ね

た後＊6，2001年9月7日に，エネルギー担当閣僚理

事会が最終採択され，2001年9月27日から同指令が施

行された．

　RES－E指令で定義された再生可能エネルギーには，

風力，太陽光，地熱，波力，潮力，小規模水力

（10MW以下），バイオマス，そして埋め立てガスが

あり，廃棄物焼却による発電は制限付きで支援されて

いる（除・佐々木，2002）．

　EU加盟国の発電分野におけるRES－E普及支援策

は，①固定価格買い取り制度，②入札制度，③RPS

（Renewable　Portfolio　Standard：再生可能エネルギー

供給割当）の3タイプがある（除・佐々木，2002）．

　①の固定価格買い取り制度は電力会社に対し，政府

決定固定価格での再可エネの買い取りを義務付けるも

ので，主にドイツ，スペインが採用している．固定価

格により再生可能エネルギー事菜者は安定した経宮を

のぞむことができるため導入インセンティブが非常に

大きいが，導入が進むにつれて同制度による社会的負

担は増大する．

　②の入札制度は再生可能エネルギー事業者が発電量

とそれに掛かるコストを入札し，その中から政府が再

生可能エネルギー導入目標量を最小の費用で達成する

ように選択する方式である．入札過程における競争に

より政府の買い取り価格は経済効率的に決定されるが，

選択に多大な行政費用が掛かる他，導入インセンティ

ブが働かず，再生可能エネルギー導入策としての意味

合いは弱い．現在フランス，アイルランドが採用して

いる．

　③のRPS制度は電力会社に対し，再生可能エネル

ギーの一定量の購入を義務付け，過不足分を証書取引

する制度である．義務量を達成できなかった場合，そ

の電力会社にペナルティが課されるため，達成の確実

性が高く，再生可能エネルギー導入のインセンティブ

も働く．また，発電された再生可能エネルギーの過不

足分は証券化され市場取引されるため目標（＝義務量）

を最小の社会的費用で達成する．再生可能エネルギー

を経済効率的に導入する手法としてEUでイギリスを

表2　ドイッにおける再生可能エネルギー別発電量．

　　　　　　　　　　　　　　単位：10億kWh
　　　　　　　　　　　　　※括弧内は前年比

種類 1998年 1999年 2000年

全電力消費 482 　486（o．8％） 　498
（2．5％）

再生可能

エネルギー

25．3 　29，1

（15％）

　19．7

（14％）

　34．3

（18％）

水力発電 17．3
　20．5

（4％）

風力発電 4．5
　5．5
（22％）

　9．2
（37％）

バイオマス ？ 3．8
　4．5
（18％）

太陽光発電 0，015
　0．02

（33％）

　0．05

（150％）

資料：NEDO（2002）

＊6立法審議は困難を極めたとされる．1999年5月に理事会による指令作成決定を受け，立法を担う欧州委員会は，

　RES－E導入の国別目標値の設定及び同目標値達成に向けた競争的な域内統一支援枠組みの構築を目指し，加盟

　各国との調整を開始した．しかし，総論では賛成した加盟各国も，RES－Eの国別導入目標値の設定には反対意

　見が多く，欧州委員会は2000年5月に，国別目標値を設定する一方で，域内統一支援策の導入は棚上げし，当

　面，各国の現行支援策を継続するという内容の新提案を行った（NEDO，2002）．

　提案後の審議では，欧州議会が指令案の一層のグリーン化を要求して理事会と対立した．2000年10月，欧州議

　会に付属する産業委員会は，上述のRES－E指令案の修正意見をとりまとめた．同委員会によって採択された修

　正案は52項目に及び，全体として環境に対する影響が少ないRES－Eの特性を協調し，一層の促進を施行する内

　容となった（NEDO，2000）．具体的には，欧州委員会による当初案で明示された当該国の電力市場に占める

　RES－Eシェアの目標値は強制力を伴わない努力目標としての位置づけであったので，この修正案では，同目標

　値は各国が達成義務を伴う最低限の目標値とされ，各国に対しより確実な結果を求める意味合いを強めるもの

　とされた．また，今後の省エネ効果による電力需要の伸びの鈍化を理由に，EU全体としてのRES－Eの導入目
　標値も当初案の22．1％から23．5％に引き上げられた（NEDO，2000）．

　しかし，2000年12月に理事会が採択した暫定合意では，議会側の要求は殆ど考慮されなかった．しかし，2001

　年4月以降，3ヶ月にも及ぶ協議の結果，議会側が大きく譲歩して修正項目を9つに絞り込み，理事会側もこれ
　に応じたことで，2001年9月の発効が実現した（NEDO，2000）．
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表3　再生可能エネルギー電力売電価格推移（バイオマス施設の場合）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：セント／kWh

年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

法律 電力供給法 再生可能エネルギー法

500kWまで 7．68 7．65 7．63 7．46 7．31 10 10 10 10 9．9 9．8

501kW－

5MW
6．24 6．22 6．2 6．06 5．97 9 9 9 9 8．9 8．8

5MW－20MW
8．5 8．5 8．5 8．5 8．4 8．4

資料：Biomasse　Info－Zentrum（2003）より作成

はじめとして広く採用されている．

　2．ドイツの再生可能エネルギー政策の推移と体系

　（1）ドイッのエネルギー政策の基本的指針

　現在，ドイツの政策は環境的近代化を基本方針とし

ている．これは1998年に成立した社会民主党と緑の党

連立政権が政策協定として打ち出したもので，経済社

会システムに環境保全の視点を積極的に取り込み，環

境税や排出量取引などの経済的手法を用いた環境政策

により，環境保全と経済性との融合を目指している．

　例えば，地球温暖化対策に関しては，ドイツは97年

京都議定書の同意目標として，2008～2010年まで

に1990年比で21％のCO2排出削減を掲げ，2000年

10月「気候変動プログラム（Climate　protection

program）を採択し，2005年までに1990年比で25％

削減するものとし，翌月11月にはドイツ産業会と，

1990年比で2005年までに28％，及び2012年までに35％

という自主的削減目標を定め，今日と議定書指定の目

標達成に向けて取り組んでいる．

　具体的な再生可能エネルギー政策に関しては，ドイ

ッ政府は2001年再生可能エネルギー法を施行し，その

普及目標を2010年までに再生可能エネルギー源電力が

全電力に占める割合を，現在の2倍に当たる12．5％ま

で引き上げることとしている．こうした方針の下，ド

イッでは，2002年中に新たに1，896MWが新設され，

総発電設備容量が10，650MWに達しており，ヨーロッ

パの約50％に相当する規模に成長している（IEEJ，

2003）．

　バイオマスによる発電は2000年の段階で電力消費全

体の0．9％を占めるに過ぎない（表2参照）．またその

伸び（バイオマス：前年比＋16％）も風力発電（前年

比＋67％），太陽光発電（前年比＋150％）と比較する

と小さい．しかし，ドイツはバイオマスを風力発電同

様貴重なエネルギー源としており，連邦環境省は将来

的にはバイオマスによって電力消費の20％を賄うこと

も可能だとしている（ドイツ連邦環境省，2003）．

　ドイツ連邦政府は，再生可能エネルギーの促進のた

めに，主に，①電力価格政策，②再生可能エネルギー

電力施設に対する初期投資補助や低利融資，③研究開

発補助という3つの柱の政策を実施している．

　（2）電力価格政策

　ドイツは1991年施行の電力供給法において，再生可

能エネルギー電力の高価格買い取り制度を導入した．

これは電力会社に対し，再生可能エネルギー電力を平

均販売価格の80～90％という高価格で買い取ることを

義務付けたものである．そのため，ドイツにおける再

生可能エネルギーは特に風力を中心として著しく普及

した．

　しかし，その一方で，全額が電力会社の負担となっ

たので，風力発電が急速に拡大し集中する北部の電力

会社の負担が大きくなり，強い反発が生じた．このた

め98年に電力供給法を改正し，電力会社による買い取

り量の上限を電力会社の扱う電力量の5％としたが，

抜本的な解決には至らなかった．

　また1998年には電力自由化が開始され，一般電力価

格が徐々に下がり，一般電力価格にリンクした再生可

能エネルギー電力価格の低下も懸念された．

　そうした背景を受けて2000年4月，再生可能エネル

ギー法が施行された．同法はまず，全電力に占める再

生可能エネルギー電力の割合を2010までに2倍にし

（2000年：6．8％，2010年目標13％以上），気候温暖化

防止，環境保護，持続可能な発展を促進することを目

標とした．これは前述したEUのRES－E指令が定め



224 松尾大樹・佐藤剛史

たドイツの導入目標値（2010年までに12．5％導入）と

完全に一致しており，EUの意向を具現化しようとす

るものである．

　同法は，価格の低下が懸念された一般価格にリンク

した価格での買い取り制度に代え，固定価格買い取り

制度を導入した．この価格は政府が再生可能エネルギー

源別に決定するもので，その水準もさらに引き上げら

れた（表3参照），

　また，再生可能エネルギー法では新たに5MW以

上20MW未満の大型施設向けの買い取り価格が設定

された．さらに，近頃，再生可能エネルギーのうち，

風力，ソーラー，バイオマス電力価格が2004年以降年

1％づつ逓減することが決められた．これは早期のプ

ラント導入をに働きかける作用を持つとともに，将来

補助金に頼らない経営を目指し，各プラントの市場競

争性を高める方向へ導くものと理解される．

　また，再生可能エネルギー法では，電力会社の買い

取り上限を撤廃するとともに，一部の電力会社に集中

していた再生可能エネルギー電力の購入負担を，全て

の系統運用者によってシェアされるようなシステムを

導入し，負担の平準化を図った＊7．系統運用者間で

平準化された再生可能エネルギー導入負担は最終的に

は消費者が負担することになるが，国家財政が負担せ

ず，消費者負担となる点がドイツの固定買取り制度の

特徴である．

　固定価格による電力買い取り制は，電力市場におけ

る競争を阻害し，自由化の流れと整合しないとの批判

があり，実際に欧州委員会から国家間接補助に当たる

として提訴されていたが，欧州司法裁判所は2001年3

月，同制度はEU指令に違反しないとの判断を下した．

逆に，実績に優れる同制度は，最近オーストリアやオ

ランダが導入したように，再生可能エネルギー導入策

の手本として評価され始めている．

　（3）再生可能エネルギー電力施設に対する初期投資

　　補助や低利融資

　1999年から，連邦経済技術省と復興金融公庫

（KfW）により，r再生可能エネルギー導入のための市

場促進プログラム」が2003年までを目途に実施され，

740のバイオガスプラントに対し2億1，122万ユーロ

（約275億円）に上る補助金を支給した（ドイツ連邦環

境省，2003）．このプログラムによって，例えばエネ

ルギー効率90％の発熱機関を持つ8～100kWのバイ

オガスプラントに対し発電能力1kW当たり60ユーロ

に加え，モーター費用として最低1，700ユーロの補助

金が支給されることになった（C．A．R．M．E．N．，2003）．

　2002年には，ドイツ連邦政府は，再生可能エネルギー

法に関連して，再生可能エネルギー利用促進のための

新しい指導要綱を施行した．これにより，70kWまで

の小規模プラントは復興金融公庫（KfW）から15，000

ユーロまでの分割債務免除並びに低利子融資を受ける

ことができ，70kW以上のプラントは低利子融資を受

けることができるようになった．また，この公的な投

資援助措置は，全投資額の40％を超えない限り，その

他公共機関からの援助措置との重複が許可されている．

この新要綱は再生可能エネルギーをさらに奨励してい

るが，特に小規模プラントに重点を置いていることが

新しい動きとして特徴付けられる．

　欧州復興銀行（ERP）が行っている「ERP環境，

省エネプログラム」は，再生可能エネルギー施設に対

して10年間以上平均年利2％という低利融資を行い，

その総額は7，600万ユーロ（約98億8，000万円）に上る．

さらにドイッ調整銀行（DtA）による「DtA環境プ

ログラム」はさらに同じく再生可能エネルギー施設に

対して10年間以上平均年利1．5％の低利融資を行い，

その総額は3，600万ユーロ（約46億8000万円）に上っ

ている（ドイッ連邦環境省，2003）．臼

　この他，連邦消費者保護・食料・農業省が行ってい

る「農業投資促進プログラム（AFP）」や，バイオガ

＊7それぞれの装置の最も近くにある配給回路に送られた電力は，そのまま同じ供給事業所によって末端消費者に

　売られるか，あるいは（量が多い場合や自己の回路では売電を受け入れることが技術的にできない場合など）

　高圧配電線網（送電網）に送られる．送電網を経営する事業所は，末端消費者への電力配給網を持つ事業所か

　ら再生可能エネルギー電力をやはり上記の価格で買い取る義務がある．全国の送電網の事業所は，それぞれが

　買い取った電力の量と買い取り価格を把握して，相互に調整しなければならない．買い取り額の平均値以上の

　支払いをした事業所は，平均以下の事業所から補てんを受ける．これによって，付加的なコスト負担が均一に

　ならされるのである．また，こうして再生可能エネルギー源による発電が活発な地域と活発でない地域の差が

　解消される．風力発電所や太陽光発電が近くにない電力消費者も，これらの電力を買うことができるし，電力

　供給事業所問の負担の地域問格差も均一にならされるのである．そして，付加コスト負担は末端消費者まで次々

　と送られていくことになる．付加コスト負担は現在の発電状況では1kWh当り約0．1ペニヒ，法律の自標どお
　りに再生可能エネルギー発電が増えた場合でも，約0．2ペニヒであるという（今泉，2001）．
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図5　ドイツのバイオマス電力価格とバイオガスプラント数の推移．

ス協会が行っている援助などがあり，連邦環境省や連

邦消費者保護・食料・震業省が研究として行っている

モニター実験に参加し，建設費用補助を受ける場合も

ある．また，州毎に独自の多様な資金補助または低利

融資プログラムが存在している（C．A．R．M．E．N．，

2003）．

　（4）研究開発補助

　ドイッ連邦政府は，1998年から2001年までの間，原

子力を除くエネルギー関連の研究開発に約7億ユーロ

（約810億円）の公的補助を行った．研究開発の殆どは，

再生可能エネルギーの利用の効率化，発電技術の効率

化を目的としたものである．また，公的補助の約70％

は，産学提携をベースとしたプロジェクトに給付され

ている点が特徴的である．

　これら通常のエネルギー関連研究予算に加え，政府

は今後さらに再生可能エネルギーの研究開発を目的と

して，応募形式で選出された21のプロジェクトに約

3000万ユーロ（約39億円）の予算を組んでいる

（NEDO，2003）．

ドイツにおけるバイオガスシステムの

　　　　普及の実態と成立条件

　　　　一事例に基づいて一

　1．ドイツにおけるバイオガスシステムの普及の実

態

　こうした再生可能エネルギーの普及政策により，ド

イツのバイオガスプラン．トは近年著しい発展を遂げた．

特に，再生可能エネルギー電力価格とバイオガスプラ

ント数の増加とには，確かな相関関係がある（図5）．

電力供給法が施行された1991年以降，バイオガスプラ

ント数は着実に増加し続け，2000年の新エネルギー法

施行時の増加の傾向は著しい．

　現在では，ドイツ国内で約2，000のバイオガスプラ

ントが稼働している。その殆どが個別型プラントで，

農家個人の経営内で稼働しているものが多い．その他，

食品加工会社が加工残渣の処理にプラントを導入する

例もある．

　今後は，再生可能エネルギー電力価格の逓減により，

その増加速度は落ち着くものと思われる．ドイツ政府

＊81993年ドイツ消費者保護・食料・農業省（The　FederarMinistry6f　Consumer　Protection，Food　and

　Agriculture）が同省のプロジェクト運営組織として，再生原料分野における研究，発展及び実施計画の為に設
　立した公的機関．http：／／www．fnr．de／
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は最終的には2万基のバイオガスプラント普及を目標

としている〔30〕．ドイツの再生原料研究組織FNR＊8

（Fachagentur　Nachwachsende　Rohstoffe）の推測

によると，バイオガスを用いた電熱併給によりドイツ

国内で1，700万戸の家庭用暖房熱と440万戸の家庭用電

力の供給が可能であるとしている．

　2．ドイツにおけるバイオガスシステムの導入事例

　バィオガスシステムを導入した2戸の農家の事例を

紹介しよう．

　（1）A農家

　バーデン・ヴュルテンベルク州のA農家は，150頭

の乳牛を飼養する酪農農家で，およそ10haの農地に

は，小麦・トウモロコシが作付けられている．A農

家は，1998年に110万ユーロ（約1億3，400万円）を掛

けて，バイオガスシステムを導入した．その内80万ユー

ロが，有機性廃棄物の圧搾機，貯留槽，発酵槽，撹押

機，汲み上げ機（ポンプ），撒布車∋倉庫などに充て

られ，30万ユーロがCHPモーター導入費用に充てら

れた．バイオガスプラントの導入に際しては，おおよ

そ110万ユーロの約半分が，公的なプログラムによっ

て補助されているということである．

　A農家では，150頭の乳牛から排出される家畜糞尿

と，休耕地で栽培されたデントコーンと小麦との混合

サイレージに加え，近隣の業者から持ち込まれた古チー

ズ等食品廃棄物をバイオガスプラントに投入し，混合

発酵を行っている．『家畜糞尿のバイオガス発生率は比

較的小さいので，バイオガス発生率の大きいデントコー

ンや食品廃棄物との混合発酵を行い，・バイオガス発生

効率を高めている．バイオガスプラントが経営的に成

り立つか否かの一つの鍵はバイオガスの発生効率であ

り，農家は事例のように投入する有機物を工夫してい

るのである．

　A農家の場合，252kWのCHPモーターにより発

電された電力を公共電力網へ送電し，これは1kWh

あたり最低10セント（約13円に相当）の価格で買い取

られる．これは，再生可能エネルギー法で定められた

額である．また，A農家では価格の下がる夜間は電

力供給を抑えるなど，高い価格で電力販売を行うため

の工夫がなされていた．この電力供給調整が，ある程

度，可能である点がバイオガス発電の長所である．

　また∫発電の際に発生する熱は暖房熱として利用さ

れている・A農家では，発酵槽の加温に用いる他・

住居及び畜舎等の暖房として使用レている．課題は，．

夏期の発生熱の利用方法である．

　A農家では，地中に2，000立方メートルの発酵残渣

貯留槽を二基備えており，内部は常に撹搾され，均一

性が保たれている．ここに一時貯留される消化液は有

効な肥料として農地に還元されている．消化液の臭い

は，未処理の糞尿スラリーと比べて大きく減少してお

り，近隣住民からも好評である．発酵残渣の輸送・撒

布にはタンク車が使用され，A農家はこのタンク車

を近隣のバイオガスプラント導入農家と共同所有して

いる．

　（2）B農家

　バーデン・ヴュルテンベルク州のB農家は，120頭

の乳牛を飼養する酪農農家で，13師aの農地を所有し，

そこでは牧草などが生産されている．B農家は，1999

年に22万ユーロを掛かて，バイオガスシステムを導入

した．そあうち，5000ユーロがプランニング及びコン

サルタント費用，6万ユーロがバイオガスの本体（貯

留槽・発酵槽等），3方ユーロがCHPモータ」1残り

はその他の建設費用や諸機械の購入費用である．補助

金は，22，000ユー口であった．バイオガスプラントの

建設には，約10週間掛かった．

　乳牛から排出されるスラリーは1日に約5tで，近

隣のパン工場から持ち込まれた食品残渣（1t／週）と，

1日4回自動的に混合され，発酵槽に送られる．約60

日掛かて消化され，1日当り5立方メートルの消化液

が生産される．これらの消化液は，所有する農地に還

元されている．

　CHPモーターでは，1日に約700kWhが発電され，

発電された電力は全て買電している．販売価格は10セ

ント／kWhである．ただし，気温等によって，発酵

の度合いが異なるので，発電量にも波があると言うこ

とだ．また，自家用の電気は、安い電気を買っている

のだという．

　CHPモーターで発生した熱は，蓄えられた5000リッ

トルの水で吸収し，そのお湯は，発酵槽の加温に用い

る他，住居等の暖房として使用されている．

　B農家の意識としては，「バイオガスで金儲けがで

きるわけではなく，電気を販売することで，もとがと

れる程度」ということだ．しかし，スラリ」よりも消

化液を農地に撒布する方が悪臭が軽減され，近隣の住

民との問題が解決されたことは，バイオガス導入の大

きなメリットとして実感している．また，・軽減された

燃料コスト等については，・正確に把握できていないが・

住居等の暖房用にCHPモ廿タrで発生した熱を利用

することについても大きな魅力を感じているというこ
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図6　ドイツのバイオガスプラントの分布．

ト導入の大きなインセンティブとなっている．

　また，’表3のとおり，バイオマス電力の売電価格は

施設規模別に設定されている．このような再生可能エ

ネルギーの固定高価格買い取り制度はバイオガスプラ

ントの採算性を大きく向上させ，その結果個人農家が

経営するような比較的小規模のバイオガスプラント導

入を可能にした．ドイツのバイオガスプラントの規模

は殆どが500kW以下に当るが，こうした制度が，小

規模個別型プラントの普及というドイツのバイオガス

システムの特徴を形作っている．

　一般的には，バイオガスプラントの経済利益のうち，

最も大きいのが売電収入とされ，その割合は経済利益

全体の半分以上を占めるとされる．このことから，い

かに売電価格がプラントの経済性を左右する重要なファ

クタ｝となっているかが理解される．

とだ．

　3．バイオガスシステムの普及条件

　上述のように，バイオガスシステムには多面的な効

果があり，バイオガスシステムの導入農家はその多面

的な効果を享受することが可能である．ドイツでは，

再生可能エネルギーの促進のために，電力価格政策，

再生可能エネルギー電力施設に対する初期投資補助や

低利融資，研究開発補助を3つの柱からなる政策を打

ち出しているのは前述のとおりであるが，事例からは，

農家にとってのバイオガスシステム導入のインセンティ

ブとなっているのは，より多様な制度や支援の仕組み

の存在であることが伺える．

　事例に基づいて，主にバイオガスシステム導入の支

援制度や仕組みの視点からバイオガスシステムの普及

条件を検討しよ・う．

　（1）再生可能エネルギー電力の固定高価格買い取り

　前述のように，2000年の再生可能エネルギー法の施

行により，その買い取り価格水準はさらに高められ，

プラント導入以後20年，その価格が補償されることに

なった．これが，農家にとっての，バイオガスプラン

　（2）初期投資補助，低利融資

　事例から明らかになったように，バイオガスプラン

ト導入のための初期投資費用は非常に大きい．そこで，

前述のように，連邦政府・州または自治体がバイオガ

スプラント設置のための多様な経済的支援プログラム

を実施し，初期投資費用を一定の割合で補助している．

その補助割合はプラントの規模，バイオガス原料の構

成プログラムの種類によって異なる．事例の二農家

も，経済的支援プログラムを利用している．・こうした

プログラムを有効に活用すれば，ドイツではバイオガ

スプラントの導入に際し，おおよそ全投資額の50％ま

での資金を獲得できるようだ。

　これら資金面での優遇措置の充実も，ドイツにおけ

る個別型バイオガスプラント発展の理由の一つである．

特に，南ドイツのバーデン・ヴュルテンヴェルグ州と

バイエルン州は多くの奨励プログラムを用意しており，

図6に見られるような，バイオガスプラントの南ドイ

ツ集中立地の要因となっている．

　（3）循環経済法に基づく汚染者負担

　事例のAB農家のバイオガスプラントには，近隣

の業者から食品廃棄物が持ち込まれているが，そうし

た場合，農家は廃棄物の処理費用を受け取るケースも

存在する．

　これは，1996年に施行された「循環経済法」が契機

となっている．以降，．ドイッでは，生産者，流通業者，

消費者の各自が，廃棄物の再生利用及び処理に掛かる

費用を負担しなければならなくなった（汚染者負担原

則）（淡路，2003）．
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　これにより，農家は，バイオガスプラントをはじめ

とした処理施設を所有していなければ，処理費用を支

払って処理を委託しなければならなくなったし，処理

施設を所有していれば，費用を受け取って廃棄物の処

理を引き受けることも可能になった．これが，バイオ

ガスプラント導入，再生可能エネルギー普及のインセ

ンティブの一因として作用しているようである．

　その一方で，近年のバイオガスプラント増加に伴い，

バイオガスの発生効率を高める食品廃棄物への需要が

高まって需給が逆転し，油脂類などの廃棄物に関して

は，’プラント側が対価を支払って購入するケース出て

きた．

　（4）環境税

　ドイツでは，石油と電力エネルギーに対する課税を

定めたr環境税制改革の導入に関する法律」が1999年

4月1日に施行された．　環境税の対象になるのはガ

ソリン，ディーゼル，暖房用軽油の石油精製品と天然

ガス，液化ガス，それに電力である．1999年の第一段

階から2003年の第五段階まで，毎年加算される予定で

ある．

　重要なのは，その例外措置である．この環境税では，

①年間を通して稼働率が70％以上のコージェネレーショ

ン設備では石油税が免除，②水力，風力，太陽光，地

熱などの再生可能エネルギーは電力税を免除（再生可

能エネルギーからの電力を直接，最終消費者として利

用することと，再生エネルギーからの電力を提供する

企業から供給を受ける場合のみ），③上限0．7MWの

定格出力装置が生産する電力は電力税を免除，という

例外措置が設けられている＊9．これが，バイオガス

プラント導入，再生可能エネルギー普及のインセンティ

ブの一因として作用している．

　（5）スラリーの撒布と悪臭問題

　スラリーの撒布は，1998年にドイッ連邦政府が定め

たガイドラインに従ったものでなければならない。こ

のガイドラインでは，スラリーの撒布時期について，

草地・林地で10月16日から1月31日まで，耕地・園芸

用畑で収穫期後から1月31日までのスラリーの撒布を

禁止し，施肥量について窒素換算で200kgまでを上限

としている他，糞尿6ヶ月分の貯蔵容量を持つ施設の

所持を義務付けている（金山・徐，2003）．

　これにより，圃場への糞尿スラリー撒布を行う畜産

農家は，家畜糞尿貯留施設を建設しなければならなく

なり，買電収入，暖房・電力自給，肥効改善，悪臭減

少等を併せて期待できるバイオガスプラントが農家に

選ばれているのである．

　また，事例のように，スラリーよりも消化液を農地

に撒布する方が悪臭が軽減されると言う効果も，近隣

の住民との間で悪臭問題を抱える畜産農家にとっては，

バイオガスシステム導入の大きなインセンティブとなっ

ている．

　（6）休耕地政策

　1988年に始まった調整金支給の休耕プログラムは，

91年から非常食用の穀物に限って一定の条件で作付け

が可能になったが，92年の農政改革において，休耕プ

ログラムの中での再生可能エネルギーの原料としての

農産物の作付けに対する奨励が強化された具体的には，

作付け面積の拡大（休耕地の1／2から，いずれは全面

積へ），作付け可能作物の拡大（通常の作物は全て作

付け可能），調整金支給の改善（70％から100％へ）等

である（横川，1995）．

　A農家によるバイオガス生産用のデントコーンの

作付けは，こうした休耕プログラムに沿ったものであ

る．これにより，混合発酵によってバイオガス生産量

の安定的増産をのぞむことができる他，休耕地奨励金

も同時に受給できるため，農家の所得向上・安定化に

寄与することになっている．

　（7）技術開発とコストダウン

　ドイッでは，技術開発によって，バイオガスプラン

ト建設費用のコストダウンが進んでいる．農家が導入

するような小規模プラントでは，発酵槽は遮光性，非

透過性に優れ，安価なセメントを用い，屋根の部分は

遮光性，柔軟性を備えた厚さ5mmの黒色プラスチッ

クフィルムを被せるといった形式が一般化している．

これは，ステンレス製の発酵槽等と比較して，かなり

コストダウンできるということである．

　バイオガスプラントを専門に取り扱う企業は，建設・

メンテナンス・専門技術指導をセットにして，導入希

望者の経営に適した規模や形態のバイオガスシステム

を設計している．事例農家間で初期設置費用の差があ

るのは，こうした理由からだろう．

　また，バイオガスプラント製品の規格化が進み，プ

ラント建設・メンテナンス方法などがマニュアル化・

＊9環境税に関しては，大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館HPを参照．
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簡略化されているため，専門的な技術を持たない農家

でも，キットを購入してメンテナンスすることが可能

になっている．A農家では，手作りの倉庫の中に各

種キットを揃え，自らでバイオガスプラントのメンテ

ナンスを行っていた．

　（8）農家・企業・学術研究者の連携による研究協力

　ドイツのバイオガスプラント発展を支えてきた要因

の一つは，上述のように技術開発が挙げられるが，そ

れは，企業だけでなく，バイオガスプラント導入農家

の工夫による現場での技術向上によるところも大きい．

こうした各農家に蓄積されたノウハウは，バイオガス

協会などの組織に集約され，定期的な勉強会（月に1・

2回程度，各地で開催されている）を通じて，その他

の農家へ提供される＊1軌

　また農家と，大学などの学術研究組織との関係も密

である．筆者は事例調査の際，バーデン・ヴュルテン

ベルク州のホーエンハイム大学の農業機械学研究室は，

A農家を含めバイオガスプラントを導入している農

家50戸と連携し，技術面での研究協力を行っている．

調査に同行した学生は，消化液のサンプリング調査を

行っていたが，調査先の農家からバイオガスプラント

運営に関する技術的な相談を持ちかけられていた．ド

イツバイオガス協会が年1回開催する総会では，ヨー

ロッパ全土からこのような学術研究者や企業関係者が

集まり，情報交換を行っている．

　農家・企業・学術研究者の連携による研究協力が，

バイオガスシステム普及の一因となっている．

結論と展望
　本研究では，再生可能エネルギーの一つとしてのバ

イオガスシステムの原理と多面的効果，EU及びドイ

ツの再生可能エネルギー政策，ドイツにおけるバイオ

ガスシステム普及の実態，その普及条件となる，バイ

オガスシステム導入を支援する制度や仕組みについて

言及した．それらを総合して考察すれば，以下の四点

が明らかとなる．

　第一に，EU及びドイツの再生可能エネルギー政策

が，明確な政策意志と具体的な達成目標（数値）を掲

げていることである．ただし，RES－E指令の事例か

らもわかるように，制定までの道のりは決して平坦で

はない．ドイツ連邦政府が脱原発政策を打ち出した際

には，原発運転事業主から反発があったし，環境税の

実施に関しては，連立与党，及びドイツ環境・自然保

護連盟（BUND）対野党及び産業界が対立した＊11．

それでも，こうした明確な政策意志と具体的な達成目

標を掲げることができたのは，政策の意思形成過程と

決定過程に関係者が参加し，環境保全行動の計画と実

行に対して当事者が共同責任を持って協力するという

協力原則（横川，2001）が根付いているためであると

推測される．

　第二に，ドイッでは，再生可能エネルギー政策と経

済活動とをトレードオフの関係と捉えず，経済的な戦

略としても位置づけている点である．トリッティン連

邦環境大臣はr再生可能エネルギー発電の振興で雇用

と輸出の道も開ける」を述べている（今泉，2001）．

事実，風力発電業界は，すでに2万人の新規雇用を創

出し，バイオマスの分野でも雇用の拡大を見込んでい

る．また，EUが加盟国に対してエネルギー市場の自

由化と競争を促しているという背景の中で，再生可能

エネルギーに関する技術開発を進めておけば，ドイツ

は技術の輸出や排出権取引等の場面で，経済的なメリッ

トを得ることができるという戦略も伺える．このよう

に，ドイツでは，再生可能エネルギー政策と経済活動

とをトレードオフの関係と捉えておらず，経済活動の

全ての段階に，環境保護の考え方がインテグレートさ

れているのである（大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領

事館，2002）．

　第三に，ドイツでは，バイオガスシステムがもたら

すことのできるエネルギー面や環境の面の多面的な効

果を高く評価されている点である．再生可能エネルギー

源としてだけでなく，温室効果ガスを削減したり（議

論の余地はあるが），有機物を適正に処理したり，消

化液を農地に撒布する際の悪臭が家畜糞尿よりも少な

く，地下水も汚染しない等の環境負荷を軽減を効果も

あるし，肥効の高い液肥としての消化液も生産できる．

こうした，バイオガスの有する多面性は，様々な分野

の政策・プログラムの対象になる．したがって，「EU

及びドイツの再生可能エネルギー政策の推移と体系」

の章で示したような，再生可能エネルギー普及プログ

ラム，省エネプログラム，農業投資プログラムなど幅

広い分野からの補助対象として補助金を受け取ること

ができる．

　第四に，個別の制度内での工夫が挙げられる．再生

＊10ドイツバイオガス協会ホームページ：www．fachverband．biogas．de／

＊11今泉（2001），大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館（2002）．
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可能エネルギー法では，プラントの規模別に電力の買

い取り価格が設定され，より小規模な農家のバイオガ

スプラント導入を奨励し，その普及に努めている．ま

た，技術的には，導入希望者の経営に適した多様な規

模や形態のバイオガスシステムが用意されている．バ

イオガスシステムの導入希望者は，支援制度や導入す

る技術を選択できるわけである．これが，導入希望者

の選択の自由度を高め，バイオガスシステム導入のイ

ンセンティブとなっていると考えられる．

　第五に，ドイツでは，バイオガスシステムに関する

研究体制が充実している点である．ドイッにはドイッ

バイオガス協会のようにバイオガスシステム研究を専

門とする国際規模の学術協会があり，ヨーロッパ中の

研究者間で連携を図りながら，バイオガスシステムの

さらなる技術的向上に努めている．また，バイオガス

導入農家と大学などの研究者，ならびにバイオガス関

連企業は，三者が技術開発に関し協力する体制をとっ

ている．

　以上のような技術的要因，社会的要因により，現在

ドイツにおいてバイオガスシステムが広く見られるよ

うになってきた．しかし，ドイツのバイオガスシステ

ムが必ずしも順風満帆というわけではない．2003年ま

でに固定支払い制度下で再生可能エネルギーに対して

支払われた費用総額は77億2100万ユーロ（約1兆円規

模）にのぼり　（うちバイオガスプラントに対する補助

金は不明），r再生可能エネルギー導入のための市場促

進プログラム」ではバイオガスプラントに対し2003年

までに2億1，122万ユーロ（約275億円）が補助金とし

て支払われており，その他各プログラムもバイオガス

プラントに対し巨額を費やしている．ドイツの固定価

格買取り制度を初めとする再生可能エネルギー促進制

度はバイオガスプラント導入の大きなインセンティブ

となり，これまでに優れた普及実績を残しているが，

普及に伴って増大するこれら社会的費用負担が今後大

きな課題となるだろう．

　このような状況の中，表3にみられるように，再生

可能エネルギー法により設定されるバイオマス電力価

格は2004年以降1％ずつ逓減することが決定された．

これはバイオガスプラント導入時の優遇期は過ぎ去り，

弱い意味合いではあるが，今後徐々に他のエネルギー

源との競争への移行期に差し掛かったことを示すもの

である．この優遇期を経て（小規模プラント奨励の動

きはあるが），今後ドイッにおけるバイオガスプラン

ト普及速度は鈍化すると思われるが，現時点で，バイ

オガスによる電力は依然として全消費電力量の0．15％

（2001年統計値．Biomasse　Info－Zentrum，2003）を

占めるに過ぎず，再生可能エネルギー源としての重要

性は決して高いとは言えない．今後EU電力市場自由

化の下，これまで大きな導入インセンティブとなって

いた買電収入が縮小する中で，ドイツのバイオガスプ

ラントがどう推移するか，注視する必要があろう．

　本研究における成果から，日本のバイオガスシステ

ムについて言及するならば，ドイツの個別型バイオガ

スシステムは，発酵残渣を撒布する農地に乏しい日本

に即時に適応しないと考える．日本が参考にするなら

ば，自治体主導の大規模集中型プラントが多く，発酵

残渣の固液分離が普及しているデンマークの方がより

相応しい＊1乳また再生可能エネルギー政策について，

日本は2003年4月よりRPS制度を導入したが，再生

可能エネルギー導入期に限定すれば，実績に優れたド

イツの固定価格買取り制度の方が有効であると考える．

　再生可能エネルギー政策に関する精緻な日独比較な

らびに導入手法としてのRPS制度，固定価格買取り

制度比較に関しては，今後の研究課題とする．
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Summary 

Nowadays, biogas system has been considered as a solution not only for creation of 

renewable energy but only for treatment of environmental problems. Currently, biogas 

system in Germany has been remarkably improved. So far, more than 2,000 biogas plants 

have been installed in the country. Thus, the purpose of this study is to analysis the current 

situation of biogas system in Germany and then to find out the factors contributing to its 

develo pment. 

In Germany, biogas plants are mainly invested and managed by individual farmers, so the 

circulation of substances (e.g., slurry from livestock, food wastes and rubbish from field 

fermented -organic fertilizer used for grain -feed for livestock) is formed inside of their 

farms or in nearby areas. Thermal energy from biogas with CHP engine is used as a heat 

source to heat houses of those farmers or other houses in the district. In addition, electricity 

created from it is also used in the farm and the rest is sold to a local electric company. 

The factors contributing to an increase in the number of biogas ,plants in Germany mainly 

are, (D obligation of the electric companies to buy the electricity from renewable energy at 

high price set by the government, (2) public programs of subsidies and finance at low 

interest, (3) the polluter-pays principle, (4) the ecological tax, (5) the nuisances (i.e. bad 

smell etc.) caused by slurry, (6) the set-aside policy under the CAP reform (7) technical 

progress, and (8) cooperation in technical research among farmers, companies and academic. 


