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この日本語版は名古屋大学の下で編纂されたものであり、内容についての責任はドイツ語

版の編者に帰するものではありません。オリジナルについてはドイツ政府の原文（URL：
http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Artikel/2011/04/2011-04-28-
ethikkommission.html）を参照してください。 
 
 
 
 
 
 
 

議事次第 

 
 
 
日時 2011 年 4 月 28 日 
 
 
議事 1 経済政策的・社会政策的観点 
 2 科学的・技術的観点 

3 社会的観点 
4 NGO と市民社会の視点 

 
 
参加者 
 
安全なエネルギー供給のための倫理委員会メンバー 

委員長 クラウス・テプファー キリスト教民主同盟（CDU）。コール内閣で連邦環境・自然保護・原

子力安全相を務める。元国連環境計画（UNEP）事務局長。 

共同委員長 マティアス・クライ

ナー 

ドイツ研究振興協会（DFG）代表、ドルトムント工科大学教授（エンジ

ニア工学） 

以下、委員 ウルリヒ・ベック 元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン教授（社会学）、リス

ク研究者 

 クラウス・フォン・ド

ナーニ 

ドイツ社会民主党（SPD）党員。元連邦教育相、元連邦教育科学相、元

ハンブルク市長。市長在任当時に原子力発電所反対運動が起きたが、平

和的解決に尽力した。 

 ウルリヒ・フィッ

シャー 

神学者、プロテスタント教会バーデン領邦監督 

 アロイス・グリュック CSU党員。ドイツカトリック中央委員会（ZdK）代表。CSUの党綱領

委員会を統率して市民の自己責任や社会の連帯を取り入れた綱領作成に

も携わったことがある。 
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 ヨルク・ハッカー 生物学者、ロベルト・コッホ研究所の所長を務めた経験あり。ドイツ国

立レオポルディナ自然科学者アカデミー代表。 

 ユルゲン・ハンブレヒ

ト 

世界 大の総合化学メーカーBASF欧州会社（SE：Societas Europaea）

の代表取締役。2010年8月に、ドイツの原発稼働延長をめぐる4大電

力会社が率いる原子力ロビーイニシアティブのエネルギー政策アピール

にサインした40人のうちの一人。 

 フォルカー・ハウフ ドイツ社会民主党（SPD）党員。元連邦研究・技術相。持続可能な発展

に関する政府諮問委員会（RNE）元委員長。元連邦交通相。元フランク

フルト市長。 

 ヴァルター・ヒルヒェ 自由民主党（FDP）党員。ドイツユネスコ委員会会長。連邦環境省政務

次官、ブランデンブルク州経済相、ニーダーザクセン州経済相などを歴

任。持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）メンバー。 

 ラインハルト・ヒュッ

トル 

ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長、ドイツ理工学アカデ

ミー（acatech）共同代表。森林・地質学者。1996〜2000年まで環境問

題諮問委員会（SRU）メンバー。 

 ウェイマ・リュッベ 哲学者。レーゲンスブルク大学で教鞭をとる。2008年よりドイツ倫理

評議会（Ethikrat）メンバー。 

 ラインハルト・マルク

ス 

ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教 

 ルチア・A・ライシュ 経済学者。コペンハーゲン・ビジネススクール教授。持続可能な発展に

関する政府諮問委員会（RNE）メンバー。専門：消費行動、消費者政

策、持続可能な消費、CSRなど。 

 オルトヴィン・レン リスク研究者、シュトットガルト大学社会学教授、バーデン＝ヴュルテ

ンベルク州持続可能性諮問委員会代表。専門：サステナビリティ学、科

学技術社会学、リスクコミュニケーション、参画研究、技術予測、大衆

の科学理解。 

 ミランダ・シュラーズ 米政治学者、ベルリン自由大学環境政策研究所所長。 

 ミヒャエル・ヴァシリ

アーディス 

ドイツ社会民主党（SPD）党員。鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合

（IG BCE）代表。持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）メ

ンバー。 

 
 
 
 
ゲスト専門家： 
 
1 経済政策的・社会政策的観点 

ヨハネス・タイゼン博士 E.ON AG 

ドイツ4大電力企業連合体の 大手。本社はデュッセルドルフ。 
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ミヒャエル・G・ファイスト ハノーバー都市公社 

ハノーバー市が約75%出資するエネルギー公営企業。市内および周辺地

域住民65万人に電気、ガス、水、地域熱を供給。 

ディートマー・シュッツ 再生可能エネルギー協会（BEE） 

ドイツの再生可能エネルギー分野の団体25団体および個人３万人が加盟

する統括組織。1991年設立。在ベルリン。 

ハインツ＝ペーター・シュリューター トリメット・アルミニウム株式会社 

ドイツ 大手のアルミ加工メーカー。本社エッセン市。 

シュテファン・コーラー ドイツエネルギー機構（dena） 

エネルギー効率・再生可能エネルギー分野のシンクタンク。2000年設

立。連邦が直接50％出資、さらに銀行を通じて間接的に連邦と各州が出

資しているためほぼ国営に近い。 

フランツ＝ゲオルグ・リップス博士 ドイツ賃借人連盟 

ドイツ全土に320の賃借人団体を抱える。 

ラインハルト・ライプシュ 欧州鉱山・化学・エネルギー労連（EMCEF） 

欧州5ヶ国の128労働組合を抱える。ブリュッセルに本部を置く。 

 
 
2 科学的・技術的観点 

エバーハルト・ウムバッハ教授 カールスルーエ工科大学（KIT） 

実験物理学。 

アイケ・ヴェーバー教授 フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）所長 

フライブルク大学で物理・太陽光エネルギーを教えている。 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授 ボン大学 

農学者。農業経済学。 

スヴェン・クランダー教授 ウプサラ大学 

物理学者。 

ラファエラ・ヒラーブラント教授 アーヘン工科大学（RWTH） 

理論物理学者。哲学者。専門：エネルギー・テクノロジー倫理、科学・

技術哲学。 

マルクス・フォークト教授 ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

神学者。キリスト教社会倫理。 

フェルディ・シュート教授 マックス・プランク研究所ミュルハイム 

化学者。※マックス・プランク研究所ミュルハイムは石炭研究所。 

 
 
3 社会的観点 

フェリックス・マテス博士 エコ研究所エネルギー・温暖化防止分野コーディネーター。エネルギー経

済学者。 
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※エコ研究所は1977年反原発運動の流れを汲んで設立された。会員には

約30の地方自治体も含む。 

ミヒャエル・ヒューター教授 ケルン・ドイツ経済研究所（IW） 

経済分野のシンクタンク。 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授 ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

ヒルデガルト・ミュラー 連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW) 

※BDEWは前身は電気、ガス、地域熱、上下水道、系統網の分野のロビー

団体で、約1,800の団体を代表する。 

ディーター・ザロモン博士 フライブルク市市長 

緑の党初の市長として名高い。 

ディルク・U・ヒンドリヒス シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 

高効率な窓や外壁、建材、サッシ、断熱材等システムのメーカー。 

ラインホルト・ギスパート RWE Power AG社、ビブリス原子力発電所経営協議会代表 

ドイツ4大エネルギー企業体の1つRWE社のエネルギー分野の子会社。 

 
 
4 NGOと市民社会の視点 

レギーネ・ギュンター WWFドイツ 気候・エネルギー政策担当長 

政治学、中世・現代史を修めた。 

ハインツ・シュミタール グリーンピース・ドイツ 

原子核物理学者。 

アンゲリカ・ツァーント教授 持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）メンバー、ドイツ環境自

然保護連盟（BUND：FoEドイツ）名誉理事。 

カールステン・ヴァッハホルツ ドイツ自然保護連盟（NABU） 

クリスティアン・シュヴァルツァー 未来のエネルギー青年連盟 

BUND青年部、NABU青年部等、複数の環境NGOの青年部や教会青年組

織メンバーおよび個人が組織。連邦環境省に若者の利害を伝えるユース委

員会としての役割も持ち、定期会合などを行う。2004年ボンで開催され

た再生可能エネルギー会議Renewables 2004のユース・エネルギー・サ

ミットの準備段階で設立された。 

スヴェン・フライエ ドイツ青年リング 

ドイツ連邦青少年団体連合会という邦訳もある。政治において若者や青年

活動の利害を代表する組織。連邦レベルの25団体とその他州レベル等の

団体がメンバー。 

トーマス・ヒルシュ 「世界にパンを」 

1956年に世界の危機に対してプロテスタント教会が組織したアクション

がきっかけで開始。食糧安全保障、教育、健康、平和、人権、HIVなどの

分野で活動。 
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第1章 経済政策的・社会政策的観点 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

……（略）……ベルリンのここ dbb フォーラムにて（訳者補足：安全な）エネルギー供給（訳者補足：のた

めの倫理委員会）を開催し、共同委員長を共に務めるクラウス・テプファーに代わって（訳者補足：ご挨拶

いたします）。ゲストの皆様に特段の感謝の意を表し、心よりご挨拶させていただきたく存じます。倫理委

員会との対話まで数日間という短い準備時間にもかかわらず、これだけ多くの方に、ほとんど全員出席いた

だいたことに感謝いたします。倫理委員会のメンバーの方にご挨拶させて頂きますが、ほぼ全員揃ったこと

を素晴らしく思います。一度目の 3 日間の非公開討論を経て、私は委員会の皆さんに非常に親しみを持って

います。皆さんもそうであるとよいのですが。これはよい兆候です。この興味深い冒険となるだろう対話の

場に立ち会い、ご参加いただいている Phoenix の視聴者の皆様へ、心よりご挨拶させていただきます。今日

は 4 月 28 日です。 

 

 1789 年 4 月 28 日。ちょうど 222 年前に、地球の反対側、詳しく言うとトンガ諸島付近で激しい議論があ

りました。この熱い議論は当時まったく予期されなかった事件を引き起こしました。今日よく知られている

バウンティ号の反乱です。今日はここにはフレッチャー・クリスティアンもブライ艦長もいません。そう考

えれば、今日の私たちの議論はもっと平和的に進み、平和が保たれるのではないかと考えます。なぜなら私

たちにはひとつの共通の目標があるからです。それは私たちのエネルギー供給の平和で安全な未来にたどり

着くことです。 

 

 倫理委員会は、委員会を開示し、今日行われる専門家や意見の代表者との対話による諮問や、この公開中

継を行うことで、透明性の証としたいと思います。なぜなら、皆様、未来の安定したエネルギー供給への転

換は、公の議論と意見形成の上に、誠実さと信頼の上に成り立つだろうからです。私たちはこの議論と相談

の結果によって、社会における広範な議論そして社会の幅広いコンセンサスへと貢献したいと思っています。

そうしてのみ、未来の安定したエネルギー供給が実現できると考えます。 

 

 どんな立場や論拠、考量、予測が出されるのだろうかと楽しみにしています。これはゲストの皆さんに対

してお話していますが。というのも、単純な答えはないというこの問題の難しさを、皆さんご承知のことと

思うからです。まっすぐな道はありません。おそらく道はひとつではなく、平行して進むべき道、もしくは

進むことのできる道が複数あるのかもしれません。 

 

 ですから、私個人的としては、今日ここで、この問題についてためらいを競おうというわけでなく、解決

策の多様性、これはつまりコストだけを意味するわけでなく、収穫や成功といったことを意味するわけです

が、そうしたものを問おうとしているわけです。オルタナティブのないものはない。親愛なるゲストの皆さ

んには、今日この 11 時間の対話で皆さんのオルタナティブな視野の仕掛け花火を期待したいと思います。 

 

 構成や進行について、そしていくつか少ないですがルールを、また後ほど私のほうからお話ししたいと思

いますが、その前に私とともに共同委員長を務めるクラウス・テプファー氏と交代したいと思います。 

 

 

クラウス・テプファー 

 ありがとうございます、マティアス・クライナーさん。敬愛するゲストの皆様、私たち委員は皆、皆様が

時間を割いて私たちとともに公開でこのテーマについて話してくださることに、非常に感謝していると思い

ます。というのも、社会の議論でここまでずっと中心にあって激化し、ひどく調和を乱し、社会に深い亀裂
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を作り、「私たちの繁栄の中長期的な結果の責任を私たちはどうやって負うのか」といった、非常に根本的

な倫理上の問題を再三提起した問題というのは、ここ少なくとも 30 年の間、他にはなかったと思うのです。

世界の他の地域の人々にコストを転嫁したり、あるいは未来や次世代や自然へ押しつけたりすることで自ら

の繁栄を進めようというのは、道徳的でしょうか？倫理的に責任を負えることでしょうか？ そのことに特

に 貧の人々が関係してくるというのは、とりわけ倫理的な側面ではないでしょうか？ これらすべては、

長い間もう何年も議論されてきた問題です。多分に感情的にというのは間違いありませんが、専門知識も蓄

え続け、「どうすれば原子力のエネルギー利用なしの未来をできるだけ早く実現できるか」が、私たち社会

の多くの責任感ある市民によって繰り返し問われ、求められてきました。 

 

 そう考えると本来驚くべきことではありません。世界の他の国々とは違い、我が国ではチェルノブイリ事

故の以前にすでに、社会共通の確信がありました。「原子力は未来の技術ではない、原子力は移行のための

技術である」と。これは確認であり、この得られていた共通認識までもがふりだしに戻らないように、繰り

返し強調しなくてはならないと思うわけです。この共通認識はひとつのエネルギーであり、再生可能エネル

ギーだけがエネルギー供給を左右するような時代へとできる限り早く移行しなくては、と多くの人が期待し

ています。「どれくらい早く可能か」という問題は、今日まで活発に議論されてきました。これは本質的な

問題で、「そのことで国民が支払える額を超えるレベルまでエネルギー価格が上昇するなどと社会に歪みを

生じさせないようにするには、どれくらい早く可能なのか」と、繰り返し結論を求めて問われています。問

題にさらに踏み込むと、「非常に輸出の多いドイツという国において、雇用を脅かさず、ドイツ経済の競争

力が雇用を確保できなくなるほどに落ち込まないようにするには、どうやってこのエネルギーから手を引け

ばいいのか」。 

 

 雇用を脅かすことなく原子力エネルギーから手を引くこと、化石燃料の投入量を増やして気候への追加的

な負荷に目をつぶることなく原子力を後にすること、エネルギー収支の 22 パーセントを占める原子力発電

の穴埋めを電力の輸入でまかなおうといった特に疑問の残る道へと進むことなく原子力から手を引くこと、

事によれば先日停止した原発の分もそうですが……。これが私たちの中心的な問いであり、この福島で起こ

った大惨事の状況の進捗によってもちろん、社会での重要性が今一度、非常に高まったわけです。 

 

 敬愛する皆様、私たちがフクシマについて話をする際には、現地の人々に対し特段配慮しましょうという

ことに、 初に触れておきます。というのは、何千人、何万人と、どれくらいの数の人々が地震と津波によ

って命を落とされたのかまだはっきりしない状態であり、そこに向けるべき私たちの挑戦やモラル上の責任

がフクシマのために向かなくなってしまうのではないかという不安を、人は時に持つものだからです。です

から、被災地支援を行ったり物資支援を行った人々への感謝も、実に忘れないでください。このことをこの

場でも忘れるべきではないと思います。この自然災害の犠牲者のことをとりわけ深く思いましょう。この自

然災害がさらに私たちに課題を与えるということは、原子力の問題と関係し、それがまた私たちに強います。

「私たちはこの人間が実際目にした光景から目を背けるのではなく、空中待機にしておくのでもなく、どう

やって行動に導くことができるのでしょうか。」責任を求める根本的な問いは以前にも増して強くなってい

るということです。倫理の基本問題、この委員会が倫理委員会と名づけられた所以はそこにあります。多く

の場で、確かに十分に、専門知識を用いたり、時には専門知識から離れて議論されてきました。いや、大切

なのは、私たちがリスクにどう対処するのか、どれだけの長期間そしてどれだけほかの影響と天秤にかける

ことができるのか、「今やこのリスクを比較考量する場合ではなく回避しなければならない範疇に分類され

る状況なのだ」と言わざるを得ない状況にいつなるのか、といった問題です。（これこそ）重要な倫理上の

基本問題です。私たちはこの責任への基本問題を特に重視していると思います。一度目の非公開会議ではこ

れについて非常に広範に、そして皆に対し非常に実りあるかたちで取り組んだと思っていただいて結構です。 
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 では、そうだったとしたらこの議論はどう続くのか。コストについて言及する機会はあるのでしょうか？ 

もしくは、チャンスについて言及する機会はあるのでしょうか？ 後者については言及されるだろう、と私

たちは確信しています。これは、この脱原発を未来という大きな共同作品へと発展させるチャンスです。そ

うなれば、「それは私たちが負うべきコストや投資なのか」、という疑問がわいてきます。もうじき 90 億

に達する人口を抱えるこのひとつの世界で、エネルギーがどんな中心的役割を担うのか私たちは知っていま

す。 

 

 私は 8 年間国連本部の仕事でアフリカにおり、そこで学びました。貧困とはいつもまず先にエネルギーの

貧困であると。エネルギーの貧困を乗り越えることができなければ、貧困を乗り越えることはできない。こ

のアフリカという大陸は人口が急増している大陸のひとつです。私が住んでいたケニアという国では、近代

的なエネルギー供給へアクセスできる人は人口の 10 パーセントもいませんでした。では私たちになにがで

きるのでしょうか。 

 

 この 90 億人を抱える世界のために、世界中が再生可能エネルギーに新たなチャンスを認めて研究するよ

うになることは、私たちの経済にとっても大きなチャンスではないでしょうか。私たちはこれを既に何年も

かけて行ってきました。ドイツは研究開発政策が極めて功を奏したことにより、このエネルギー分野で技術

的に世界を率いる状態にきています。このことは、現時点で既にエネルギー供給の 17 パーセントを再生可

能エネルギーによってまかなっているように、私たちに可能性を与えてくれました。これらのことが、私た

ちに輸出という成果を実現しています。風力発電による発電エネルギーの 70 パーセントが既に輸出されて

いるという事実が、これを明確に示しています。他の国々が再生可能エネルギーにいかに大量に投資してい

るかを私たちは見ています。私は、このエネルギーを具体的に進めるためにどのような著しい取り組みがな

されているのかを知るために、中国を頻繁に訪れています。 

 

 ここで出てきたのは科学に対する問いです。私たちがそれをまたここで行えることに感謝しています。ひ

とつのテーマだけをつかむための科学ですが、炭素循環の輪1を閉じ、CO2 が廃棄物ではなく資源となるよ

うな可能性はあるのでしょうか。これは世界においてすばらしいチャンスではありませんか？私はまだ多く

の人が炭によってエネルギー供給をまかなっているのを中国で見て彼らに言いました。クリーンな石炭使用

がひとつのブランドとして定着した国として私たちに何ができるしょうか？ そのようなポテンシャルはあ

るのでしょうか。そうだとしたらその可能性はどれくらいでしょうか。このように、ある例では科学は大幅

に、しかし他の分野でもまた緊急に求められています。「この可能性を生かすことでどんなチャンスが切り

開かれるのか」という問いは、現実的かつ重要な質問です。「どんなコストが出るか」だけでなく、その収

穫についても問うているわけです。ドイツ経済の多くの者がこのチャンスに既に取り組んでいることを嬉し

く思います。 

 

 皆さんおわかりのように、この催しは、どうせ互いに耳を傾けないだろうという前提で行われるわけでは

ないのです。実際はその反対です。私たちは全 17 名で構成されたひとつのグループです。つい 近まで、

この 17 名で 2 ヶ月の間にこのようなテーマに答えを出しなさいと言われたとしたら、私は「そんなことお

忘れなさい」と言ったことと思います。そんなこと無理だ。けれども皆さんお望みならば、これが恐ろしい

惨劇の末の結論なのです。ですので、私が冒頭に申し上げたことを取り上げることはまたひとつのよいチャ

ンスでもあるのです。つまり、確かに私たちはテクノロジーの移行や橋渡しが必要です。しかし私たちには

社会自体でもそれが必要なのです。私たちにはこの溝をまた少し一気に片づけ、この乱された調和を元に戻

す必要性が要るのです。私たちには本当に共同作品にたどり着く可能性が必要なのです。 

                                                                 

1炭素が遷移するサイクル。燃焼によって二酸化炭素となった炭素が再び植物などに吸収されるような構造をいう。 
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 もしかすると少し広範で遠大に聞こえるかもしれませんが、このような重要な課題は、朝食の食卓では片

づけられず、少し別の視点から見る勇気を持たなければなりません。本日お招きした皆さんこそ、正にこれ

ができると私たちは知っています。 

 

 改めてようこそおいでくださいました。大体こうしたものが背景にあります。確かに私たちは倫理委員会

としての自覚を持っています。ええ、確かに 2 ヶ月間というのは極めて短い時間ということも、そして、だ

からこそいつ何が起きて、だから今どうということが 後の kW 時まで見積もれるのか、私たちに期待でき

ないこともよくわかっています。しかし、私たちに忠告する機会が与えられ、開かれた民主主義で真に決断

すべき問題を抱えている議会と政府が、これについて決めるために追加的な論拠で装備をかためるのはよい

ことなのではと思います。私たちがこの問題についての社会の議論をさらに進めることができ、この状況を

も乗り越えることができるとしたら、それこそ見事でしょう。 

 

 私宛ての E メールが急増したことは、テレビ中継なしでもこの社会において市民の関心が非常に高いこと

を示します。ひとつひとつにお答えできないことを視聴者の皆様にお詫びしなければならないほどですが、

人間は一匹狼ですから、皆様も毎日届く数百通（の E メール）に対処されてみてはいかがかと。とはいえ、

皆様にお立ち合いいただいていることは結構なことです。これが示しているのは、私たちは今日ここで設け

ることができる以上の幅広い対話の場にいるということです。誠にありがとうございます。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 クラウス・テプファーさん、ありがとうございました。皆様、この安全なエネルギー供給のための倫理委

員会の公開対話は 4 つのブロックに分かれます。ここでもう一度短く触れておきます。まず経済・社会的観

点、次に科学的・技術的観点、社会的観点、 後に 4 つ目のブロックとして非政府組織もしくは新語で

NGO、そして市民社会の観点です。 

 

 各ブロックに 2 時間 15 分程度を取り、 初のブロックの後に短いお昼休憩をはさみます。かなり詰め込

んだ時間枠を予定しているわけですが、そのためには少しのみならずしかるべき量のプレゼン規則、ディス

カッション規則が必要になるかもしれません。 

 

 各ブロックには 7 人ずつのゲストがいます。この 7 人のゲストはご自身の立場を表す意見をそれぞれ 7 分

の持ち時間で、 大 7 分間発言できます。各スピーカーのために小さな補助装置を用意しました。6 分が経

過すると黄色いランプが点灯し、7 分経った時点で赤になります。皆さんの場所には比較的大きなディスプ

レイがありますので、もっとはっきりご覧いただくことができるでしょう。そうしましたら私のほうでスト

ップをかけますので、あらかじめご承知のほどお願いいたします。 

 

 その後に倫理委員会とゲストの方々とのディスカッションに移ります。ここで委員会のメンバーにお願い

ですが、手短かな質問を遵守するようお願いします。質問より長くなるようなご自身の発言とは極力結び付

けて質問しないようにし、ゲストのどなた宛ての質問なのかを明確にしてください。そうしましたら、ゲス

トの方々からの返答とそれに対する抗弁などを可能な範囲で認め、活発な対話となるようにします。 

 

 以上が、前もって規定しておくべきことかと思います。私たち二人は交代でブロックの進行役を務めます

が、それでは今から第一ブロックを開始します。 
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ヨハネス・タイゼン博士、E.ON 株式会社（デュッセルドルフ） 

 委員長、ありがとうございます。倫理委員会の皆様、本日諮問にお招きいただきありがとうございます。

スライドなどをお見せするのは意識的にやめたいと思います。会話を束縛するだけだと思うからです。ここ

ではまず倫理的な問題がテーマということですから、私はエネルギー業界で 20 年の職業経験を持つ E.ON 社

の社長としてだけではなく、この国で育つ 4 人の子供の父親であり、彼らへの倫理的な責任をも抱えている

ことも意識してお話します。 

 

 日本の恐ろしい自然災害とそれに続く福島の原発事故は、もちろん私、私たちをひどく狼狽させました。

私たちも救援に力を入れました。一部には実際そうでなかった人たちもあるようですが、私たちはお悔やみ

の時間も取りました。私どもの職員は、現地の子供たちのために数万ユーロの義援金を集めました。共に生

きる人間としての証が、今この時に重要であると考えます。 

 

 多くの市民が政党や教会、企業、メディアの違いを超えて、新たにもしくは再び原子力技術への不安や心

配を強くしていることを、私は尊重します。私たちもいわば別の側から、フクシマの前も後も安全性技術の

問題そして倫理的な問題に注力して取り組んできたうえ、倫理的なスタンスも決めているということを、皆

さんも皆さんの側から尊重してください。ここでは私にとって、私たちにとって、今は E.ON の代表として

お話していますが、多くの偏見をよそに、利益や市場支配力が全面的に重要なわけではありません。反原発

論者もが認める気候政策的・エネルギー経済的な原子力のメリットが肝要なのです。 

 

 原子力が倫理的に支持しうるかという単独の問題のみがテーマだとすれば、私たちにとって答えはおそら

く比較的簡単になるでしょう。エネルギーコンセプトの代替案すべてにそれぞれデメリットがあるというこ

とから、比較的広い意味での倫理上の衝突や、ともすれば倫理上のジレンマが生じているのです。未来永劫

倫理上のリスクやデメリットのない、ドイツのエネルギー供給の王道を私に示した者は、いまだかつていま

せん。 

 

 それぞれのエネルギー技術は 5 つの問いを受けざるを得ません。 

 

1．その利用によってどんな直接的な危険が新たに加わるか。 

2．この技術の利用が、人間社会や生態系に長期的にはどのような影響を与えるか。 

3．安定した、社会が常時頼りにできるエネルギー供給のために、その技術はどんな仕事ができるか。 

4．その技術がわが国と国民の繁栄のためにどんな貢献ができるか。 

5．ヨーロッパや世界の国際的な約束を守るのに役立つか。 

 

 皆さんには大きな責任があります。ひとつの個別のエネルギー技術だけを評価するべきではないのです。

エネルギーコンセプトの代案を倫理的に評価、考量すべきです。 

 

 私の目から見れば、まずこの秋に成立した連邦政府のエネルギーコンセプトから検討するのがよいと思い

ます。まだこれを引き合いに出すということに驚くかもしれませんが。このエネルギーコンセプトにはビジ

ョンがあり、それには変わりないのです。なぜなら、産業や市民が料金を支払えるように、たった一世代で

化石燃料と従来のエネルギー時代から純粋な再生可能なシステムへの移行を完全に行う意向であったし、今

もそうなのですから。そこでの考えの中心にあるのは、原子力を橋渡しとして活用するというものです。こ

の橋の助けによって、そしてこの橋だけが、この国の石炭・ガス発電所の新設を手放すことを可能にできる

のです。この橋の助けがあれば、ドイツの、ヨーロッパの気候政策的な削減義務を 30 パーセントまで引き
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上げることが可能となるでしょう。この橋の助けがあってのみ、化石燃料や原子力発電による電力の一時的

な輸入も手放すことができるでしょう。 

 

 原子力を軽率に押し退ける前に、これらのメリットのことをよく念頭に置いておくべきです。また、この

橋は随意に短くしたり狭くしたりはできないのです。越えるべき谷を思うように狭くできないのと同じです。

橋の実体は、長いとか、狭いとか、広いとか、高さがあるとか、そうしうものではないのです。橋の実体は、

何かを乗り越えるということです。短すぎる橋は無意味な橋です。ですので、早期的に脱原発をするのでし

たら、橋のコンセプトにはどうか完全に別れを告げたいところですし、そうする必要もあります。しかし、

もちろんどの橋の下にも代わりとなる陸路もあります。オルタナティブのないエネルギーコンセプトはない、

という言葉に同意します。オルタナティブは必ずあります。ただ鑑定を行うべきというだけです。しごく簡

単なことです。 

 

 しかし、個人的には、代案に内包される否定的な意味を制限したり挙げたりすることが、やむを得ず必要

だと思います。即時的な脱原発がどのみち不可能であるということはみんな知っています。原子力技術もし

ばしの間陸路のお供をしなければなりません。これはよく比較考量すべきことです。陸路がどれくらいの長

さ必要なのかを考えるなら、できるだけ短い年数で済ませようという競争に加わっても当然無駄です。 

 

 皆さんにエネルギーコンセプトの代案のために 3 つの枠組み条件を提案したいと思います。これは、倫理

的な視点から必要不可欠と私が思うもので、これがなければ他の倫理上のジレンマに陥り、皆さんの責任が

問われるからです。 

 

1．気候保全 

 ドイツは 2020 年までに 40 パーセントの削減という国際法上の責務を守れる状況を、断固として交渉の余

地なく死守しなければならない。私の試算、私たちの試算によれば、次の 10 年内にドイツのすべての原子

力発電所を閉鎖するならば、これは断じて不可能です。そうすると、2020 年、この年の終わり、というのが、

倫理的な命令かもしれません。 

 

2．倫理的な問題を近隣諸国に輸出しない 

 ドイツは自国の倫理上の利害の衝突を軽率に輸出してはならず、解決しなければなりません。構造上輸入

するならば、それを理由に輸入した CO2 も計算に入れなければならず、それはどこか別の分だったと言っ

てはなりません。ですから 後の 1 基の閉鎖を 終的に決める前に、私たちは同じだけ残存リスクのある化

石燃料や原子力による電力を構造上輸入しないですむということを確かめなければなりません。この倫理上

のジレンマの解決には、ある程度の年数、それも倫理上の 低限以上に操業を続ける必要があるかもしれま

せん。それには、私の知る試算の多くによれば、少なくとも 5 年間、つまり次の 10 年の半ばまでかかりま

す。 

 

3．雇用と富の保持 

 ドイツは商工業と中規模企業で成り立っています。値上げによってドイツのこの強みを脅かすことはいか

なる場合も許されません。私の子供たちもこの国に研修や仕事の場を見つけたいと望んでいます。多くの試

算を見た結果、10 パーセントの追加的な値上げは危険だと感じます。エネルギー集約型企業は退散させられ

るかもしれません。エネルギー集約型企業なしには、長期的には他の企業も存在できません。 

 

以上は議論のきっかけに過ぎません。ご質問ありましたらぜひどうぞ。ありがとうございました。 
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ミヒャエル・G・ファイスト、ハノーバー都市公社 

 ありがとうございます。皆様、 初に私の会社については時間の関係で割愛させてください。私のほうか

らは、タイゼン氏がお話されたオルタナティブな陸路の可能性について、非常に分散型の供給構造を持つ自

治体の供給者の視点からお話したいと思います。ここに根拠として連邦政府のエネルギーコンセプトから何

枚かスライドを用意していますが、これはひとつの中立的な評価基盤であるのでこれに基づいています。た

くさん棒グラフがありますが、すべて見ていく必要はないと思っています。各スライドにひとつのメッセー

ジが大まかにあるわけですが、4 つスライドがあります。 

 

 この左の棒グラフの 初のメッセージですが、現時点では原子力によって約 150 テラワット時の電力生産

をしています。原子炉を 7 基停めた時点で、この国の供給にはこれまで何の問題もありません。7 千メガワ

ットもしくは原子力の 40 パーセントを実際停めることができています。 

 

 次のメッセージですが、原子力から撤退するかどうかというのはなんの問題でもなく、これはエネルギー

コンセプトにも書かれています。2040 年と 2020 年の間にはいずれのシナリオにも原子力は含まれません。

問題はつまり、そのあとに要求された枠組み条件の多くを満たすような安定したエネルギー供給があるよう

にしつつ、移行期をどれだけ短くできるかということだけです。それが原子力抜きでできるということは、

エネルギーコンセプトにおいても議論の余地のないことと思います。 

 

 3 点目は、現在まだ稼動していてこの国のエネルギー供給をまかなっている原子力発電所を停止したらど

うなるかということですが、この 150 テラワット時のうち 60 パーセントは停止しても大丈夫なわけです。

つまり、90 テラワット時程度の電力は代替可能でしょう。ガス発電や高効率な石炭火力発電によって置き換

えることができます。これによって CO2 の排出量は 4 千から 7 千万トンの規模で増加するでしょう。それ

に加えて、分散型の発電設備において地域熱供給2を供給し、消費者のセクターでこの国の熱供給の面で

CO2 の排出をさらに減らす可能性もあります。ここで原動力となるのは、天然ガスは排出する CO2 が非常

に少ないという技術上のメリット、そして古い石炭火力発電と比べてかなり向上された近代的な高効率石炭

火力発電所のメリットです。 

 

 この道を進み、ガスと高効率石炭火力によって原子力の停止を補うのだとするのであれば、問題は、CO2

調整の小道をどう作っていくかということです。 

 

 このスライドの一番左を見ると、ドイツでは約 8 億トンの CO2 を排出しています。エネルギーコンセプ

トでは、この CO2 の排出を 2050 年までに約 1 億 5 千万トンにまで減らす予定です。6 億 5 千万トンほど減

らすということです。 

 

 石炭とガスで原子力の代替をすることで 6 千から 7 千万トンの CO2 を生むということをしっかり認識す

れば、つまり、移行期の間に対処しなければならない調整の道に 10 パーセントほどずれが生じる、という

ことを言っているのですが、このずれを照合するのに 20 年、25 年という時間があります。対策を講じない

限り、CO2 排出が一時的に限定的に増えるということです。 

 

 私たちは、この点で比較的早く対策を取る可能性があると考えています。どうするかというと、建物のセ

クターでは、建物改修と既存の建物の非常に古い暖房設備の取替えによって CO2 の排出を減らすことがで

                                                                 

2地域単位で配管を通じて温水や蒸気などを配給するシステム。 
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きるという、実体のあるポテンシャルがあります。この 後のスライドでは、こちらをご覧いただきたいの

ですが、ここには電力市場に存在する価格効果がもう一度示されています。これについてもケルン大学のエ

ネルギー経済研究所で研究されたのですが、つまり、脱原発のための様々なシナリオにおいて価格はどのよ

うに変化するかということです。ここに様々なシナリオがありますが、それぞれのシナリオではいずれも 1

メガワット時につき約 15 ユーロの幅で価格が揺れているというのがわかります。これは原発の稼動延長を

した場合としない場合といずれもです。つまり、2020 年の脱原発と 2015 年の脱原発では、1 メガワット時

につき 15 ユーロの違いがあるということです。これは卸値の約 15 パーセント、20 パーセントの規模です。 

 

 こちらに国民経済学者が試算した推移では、私たちが今日有している電力市場のボラティリティよりも長

期的には明らかに少ない、ということがご覧いただけます。スライドの左に 3 つ、とても小さい棒が見えま

す。この小さな棒は 2005 年から 2008 年までの電力価格の揺れを示しています。市場にある通常のボラティ

リティというのが、1 メガワット時につき 30 ユーロあたりにあるというのがわかります。これは明確に言う

と、つまり原発の稼動年数の市場への影響はそれほどないということです。なぜなら、電力価格市場でのボ

ラティリティは、全体を見れば他の要因によるところのほうがはるかに大きいからです。 

 

 まとめに入りたいと思いますが、都市公社（訳注：地方自治体や地域でエネルギー供給や水道、廃棄物処

理、インフラなどを担当する公営企業。各地にある。）の側からは、地域熱供給分野での分散型供給構造の

構築によって、ガスと高効率石炭火力で補いながら、残る原発の約 1 万メガワットの残存発電容量を比較的

早く系統から外す可能性があるのがわかります。そのことで発生する追加的な CO2 排出は、建物改修プロ

グラムを加速化することで比較的速やかに補償できる可能性があるのがわかります。 

 

 建物改修プログラムでは、2050 年までに約 6 千から 7 千万トンの CO2 を削減する計画です。重要なのは、

それがいかに早くできるかということだと思います。これを加速することができ、次の 10 年から 15 年の間

に行うというのなら、より早く脱原発ができ、供給の安定が確保され、それと同時に CO2 排出削減の道も

守ることができます。そして、全体として私がケルン大学のエネルギー経済研究所（EWI）のデータによっ

て皆さんに明らかにできるよう試みたように、市場の価格効果には実際には影響はないのです。ありがとう

ございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 今のお話と関連して、ボラティリティという概念を揺れという言葉に置き換えてもよいでしょうか？ 市

場の揺れ。ただ解説のために。 

 

 

ディートマー・シュッツ、再生可能エネルギー協会（BEE） 

 このチャートに見られるように、再生可能エネルギーは過去 10 年の間に、現在の 17 パーセントにまで類

まれな伸びを示しました。これには再生可能エネルギー法が功を奏しました。この法律は今後も必要となり

ますから、もう一度この手段について触れておきます。まず再生可能エネルギーの他のエネルギー形態に対

する優先、次に価格差をつけた系統接続と接続の補償、そして系統接続補償価格の累減、です。私たちは加

盟団体の間で業界アンケートを行いました。私たちには実際どれくらい達成できるのでしょうか。その結果

がここにあります。 

 

 この構築を担うのが風力です。ドイツには現在 27 ギガワットの設備容量があります。これが 2020 年まで

に倍増する予定です。この拡大は主に陸上で起こるでしょう。特に、すでに発表され建設が始まっているは
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ずの南ドイツの州での風力発電によるものですが、もちろん北ドイツにおけるリパワリングにもよります。

古い設備を交換し、発電量を 3 倍にすることができるでしょう。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 リパワリングについてもう一度短く説明していただけませんか？ 

 

 

ディートマー・シュッツ、再生可能エネルギー協会（BEE） 

 リパワリングとは、新しい設備を効率よく増やして古い設備を代替することで、これで出力は 3 倍ほどに

なります。オフショア風力発電を増やす必要があるとはもちろん思っていますが、ポテンシャルがあるのは

陸上です。 

 

 PV3が猛烈に広がったのはご存知のとおりです。価格の累減については既に決まっているわけですが、家

庭で支払う電力料金が PV の電力のコストよりも高いような価格状況になったら、再度需要が上がるように

なるため、PV は 2020 年の時点でもまだ拡張する力を持ち、拡大するに値する、と私たちは思っています。 

 

 バイオエネルギーの可能性についても、まだ完全に終わったとは考えていません。エネルギー植物と食糧

生産の間のコンフリクトは、解消できる上、持ちこたえうるものだと考えています。なぜなら、私たちはな

によりもマテリアルリサイクル4や廃棄物リサイクルによるバイオエネルギー生産に参入しなければならな

いのですから、これは重要と見なすべきです。バイオエネルギーは、たとえばバイオガスなど、特にエネル

ギー貯蔵のために必要です。他の再生可能エネルギー発電と組み合わせ、再生可能エネルギー自体で調整電

力を担うための再生可能エネルギーを組み合わせた複合型の発電所を建てるために。 

 

 小型水力にもまだ少しポテンシャルがあります。地熱はそもそもまだ全然ありません。これは 2020 年ま

では必要なく、再生可能エネルギーがもっと広がってからのことでしょう。 

 

 今ご覧いただいたように、電力生産の出力を 123 ギガワットと著しく強化しても、16.6 ギガワットしか安

定した出力は見込めないということを示しました。この量は非常に控えめに予測したものです。なぜなら特

に風力はどんどん全負荷相当運転時間5を上げているからです。そのことで風力は非常に強い、それどころ

か安定した出力を出すことができます。 

 

 それでも、こちちらにご覧になれるように、現時点において年間 大負荷時で安定した出力が確保されて

いるのはわかっており、原発は必要ありません。再生可能エネルギーと揚水発電所は、既存の石炭火力発電

所と建設許可の下りている石炭発電所およびガス発電所と組み合わせれば、2020 年のドイツの電力供給をい

かなる時間帯も、いかなる天気でもまかなうことができます。こちらを見ると、年間 大負荷以上の出力が

あることがわかります。ですから、私たちの主張としては、2020 年にはもう原子力発電所は必要ないという

ことです。しかし、現在認可されている分以上に、もっと石炭火力発電所を増やす必要もありません。 

 

 私たちは、再生可能エネルギー協会（BEE）として行動計画をまとめ、これを今後どれだけのスピードで

                                                                 

3太陽光発電（Photo Voltaic）。 
4廃棄物を物質として再利用するリサイクルの方法。 
5対象設備が年間に何時間定格運転されるかを示す値。 
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進めることができるかの拠りどころとしています。とりわけシステムの統合とインフラの強化を私たちの計

画の中心とみなすべきだというのが、この行動計画では示されています。エネルギー効率対策と需要統制対

策、そして分散型の発電施設を賢く取り入れそれを組み合わせて使うことに対してインセンティブを与える

ことで、あらゆるレベルにおいて、配電網においてもまた、電力系統の拡充を 小限化することが可能とな

ります。複合型の発電所についてはすでに言及しました。 

 

 分散型の発電構造と南ドイツにおける風力発電の増強が、今非常に議論されている 380 キロボルトの高圧

線の敷設を 小化するものと信じています。私たちは、連邦経済・技術省が発表した CONSENTEC 社によ

る鑑定は納得できるものと思います。それによれば、ドイツエネルギー機構（dena）の研究 dena-I6で試算し

ている 850 キロメートルの拡張需要に加えて、さらに 250 キロメートル拡張するだけで済むということであ

り、つまり議論されているほど超高圧線の拡張をしないでよいのです。これについては恐らくコーラー氏が

もっと解説されるでしょう。なぜなら、そのことで市民グループや環境団体も私たちの側についてくれるで

しょうから。 

 

私たちは連邦建設法に拡充加速法を加えたいと考えています。私たちの要求や自然保護の要求、そして他の

利害を比較考量して結び付けられることで、障壁を取り除くためにです。たとえば、風力発電設備の高さ制

限や太陽光発電の敷地構造などの制限などの障害が廃止されれば、より早くそこにたどり着くことができま

す。 

 

 価格についてもお見せしたかったのですが、これは口頭で説明するしかありません。連邦省に提出したデ

ータですが、そこでも価格構造についてももう一度精査しました。私たちは、再生可能エネルギーのシナリ

オで、家庭の消費者には約 0．5 から 1 セント増えると見込んでいます。これは家庭だったと思います。こ

れについては後ほどのディスカッションでもっと説明できると思います。どうもありがとうございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 シュッツさん、ありがとうございました。お見せいただいたスライドを倫理委員会にだけでなく、視聴者

の皆様もダウンロードして再度見られるようにすることを、ご了承いただけたらと思います。また、先ほど

ちょっと口を挟んだのですが、あまり一般的でない専門用語はできるだけその場でかみくだいて言い直すか、

使用しないようにお願いします。では次にシュリューターさん、お願いします。 

 

 

ハインツ＝ペーター・シュリューター、トリメット・アルミニウム株式会社 

 委員長、そして皆様、まずはエネルギー集約型エネルギー業界とその従業員の心配や不安をお伝えする機

会を与えてくださったことにお礼申し上げます。時間の都合から、私たちにとって も重要な 4 つの点にし

ぼってお話したいと思います。 

 

1．ドイツの安定したベース負荷供給7が電力集約型産業にどのような重要性を持っているか。しかし、逆に

言えば、電力集約型産業が電力の安定供給にどのような重要性をもっているのか。 

 

                                                                 

6環境負荷の少ない経済の実現を目的として、エネルギー効率並びに再生可能エネルギー分野での活動を行う官民連携の

独立法人。未来志向型のエネルギーシステム開発と普及を行っている。 
7電気需用が も低い時間帯でも存在する負荷に対する供給。 
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 私たちのような電力集約型企業は、一日 24 時間、週に 7 日間、年間 365 日、電力を継続して必要として

います。私たちはベース負荷供給用電源の顧客として電力を原料として必要としています。このベース負荷

供給がなくなれば、私たちの存在基盤は直に失われます。たとえば、私どもの会社で 4 時間停電が起きます

と、私たちの生産設備はすぐに、取り返しがつかないほどにすべて壊れてしまうでしょう。そうなれば、ド

イツの電力の安定供給にも大きな打撃となるでしょう。というのは、電力網には私たちベース負荷供給用電

源の顧客が必要であり、顧客があるからこそ電力の安定した供給に不可欠なベースロード発電所がまわるの

です。動き続けるベースロード発電所と継続的に消費するベース負荷供給用電源の顧客の組み合わせによっ

て初めて、いわば、信頼できるエネルギー供給の基盤ができるのです。電力集約型産業なしでは、四六時中

コンセントから安定的に電気を流すのは無理です。ですので、次の質問となります。 

 

2．電気料金が私たちの競争力にとってどれくらい重要か。 

 

 私どもエネルギー集約型産業には、年間約 1200 億キロワット時の電力需要があります。これは製造業に

おける 50 パーセントであり、ドイツ全体での電力需要の約 20 パーセントです。7 つの原子力発電所の暫定

的な停止により、国内の電力入札価格は約 7．5 パーセント近い打撃で減少しましたが、ベース負荷部分に

ついては約 15 パーセントです。ライプチヒの電力市場、欧州エネルギー取引所（EEX）における価格決定

はこの電力不足にすぐさま反応し、短期的にも、年間先物取引額においても、1 メガワット時につき約 8 ユ

ーロ上昇となりました。ドイツのエネルギー集約型産業にとって、この上昇は少なくとも年間 7 億 5 千万ユ

ーロという追加コストを既に意味しています。私たちの会社にとってはどうかというと、お話してよろしい

でしょうか？ この 8 ユーロの価格上昇は、結果的に年間 4 千万ユーロの損失です。通常は一年間でそんな

額を稼いだことはありません。 

 

 ドイツのエネルギー集約型産業は、今日既に、ヨーロッパ内外の先進国のなかで も高い電気料金を支払

っています。これはベースロード料金体系がないということが大きな要因ですが、CO2 排出権証書が、今日

既にいわゆる機会費用として 100 パーセント電力価格に計上されていることも原因です。脱原発となれば、

ベースロード電力は化石燃料発電を増やすことでまかなわなければなりません。これは CO2 排出権証書の

さらなる価格上昇につながり、そのことで電力の排出権取引コストもさらに上昇することになります。この

追加コストを顧客にそのまま転嫁するわけにはいきません。なぜならエネルギー集約型の基礎素材産業の会

社は国際的な競争の場に立たされているからです。アルミニウムやその他の基礎素材は、世界統一の市場価

格で取引されています。 

 

3．私たちにとって重要な 3 つ目の問題は、電力集約型産業はドイツの再生可能エネルギーにどんな重要性

を持っているのか、ということです。 

 

 電力集約型企業のハイテク素材と製品なしでは、風車も PV 設備も、恐らく電気自動車も、余談ですが、

新たな高圧線も存在しえないでしょう。これらもアルミニウムからできていますから。ドイツの電力集約型

企業なしでは、再生可能エネルギー法による風力や太陽からの揺れ幅のある系統接続のための場は送電網に

ないでしょう。ベースロード電源の顧客が十分にいなければ、風力は夜には定期的に停止され、太陽光は晴

れた週末の今日にでも、電力網で大きな安定性の問題が起こるでしょう。このように、私たちは新しい風力

や太陽光発電所の建設を促進することで、送電網の強度や電力網での負荷が急増した場合の電源喪失の回避

に、大きく貢献しているわけです。電力網強化のため、電力網のトラブルの際に一時的なつなぎとして、自

社の生産設備を必要とあらば秒速で停止することができるのは、電力集約型産業の会社だけです。 

 

4．電力集約型産業は、ドイツの経済にどのような重要性をもっているか。 



17 

 

 ドイツは工業国であり、工業は価値創造の 4 分の 1 に寄与しています。ここでエネルギー集約型の業界は、

ある特別な役割を担っています。つまり、私たちは 83 万人の従業員を雇用し、それ以外にも複合的なバリ

ューチェーン（価値連鎖）の根幹となっています。このことで私たちはドイツ経済の も重要な業界と深く

かみ合わさっているのです。エネルギー集約型の基礎素材産業企業が、材料自体の生産のためにたいへんな

エネルギー需要を抱えているというのはあたっています。しかし、これは真実の半分しか表していません。

私たちエネルギー大量投入型の素材や材料から生まれる部品は、投入されたエネルギーの何倍をも使用段階

で抑えます。つまり私たちは気候問題の一部なのではなく、その解決策の一部なのです。エネルギー集約型

の産業は、世界トップレベルの環境・リソース・エネルギー効率基準に従って生産しています。たとえば、

私たちの製鋼所では廃棄物をまったく生み出していません。自社の製造所もしくはパートナーと共同ですべ

て受け容れています。私たちの顧客の 80 パーセントが、各製品の業界での世界市場のリーダーです。彼ら

との密接なパートナーシップにより、テクノロジーを牽引する市場における彼らの競争力を確保するために、

共同で新しい素材や合金、部品を開発しています。 

 

 私たちの産業にとって、ドイツにはとてもよい条件があります。意欲のある、トップレベルの熟練工、優

れたインフラ、要求レベルの高い顧客との密接な関係、大学や研究機関との秀逸な協業、そして、特に私た

ちが資源やエネルギーを節約するのを助けてくれる完全なリサイクル循環です。私たちの従業員は、政策や

社会がドイツの産業を認めてくれることを期待しています。私たちは喜んでドイツで働き、生産しています。

しかし、それにはフェアなチャンスが必要であり、ベース負荷電源供給に対する需要を支払えるレベルに保

つことを考慮した、長期的視野でのエネルギーコンセプトがまず重要です。 

 

 ありがとうございました。 

 

 

シュテファン・コーラー、ドイツエネルギー機構（dena） 

 皆様、この複合的な問題について私のスタンスをお話する場を与えていただきありがとうございます。本

日は特にエネルギーシフトについて議論することになっていたかと思います。エネルギーシフトを短縮でき

るのは当然電力業界だけ、というのは間違っていると思います。なぜなら、議論のたびに思うのですが、い

つも個別の業界をピックアップしてそれについて議論していて、全体をどう 適化するかという体系的な議

論にはちっともなっておらず、実際はテーマを次から次へと変えているだけだからです。 

 

 エネルギーシフトは、一方では技術的な問題ですが、特に社会での受容の問題でもあります。エネルギー

シフトというのは、石油や石炭、天然ガスなど今日行われているエネルギーの輸入やエネルギー生産を人々

にもっと身近なものとするという意味であり、そうなればエネルギーシフトへの社会的受容も当然必要とな

ります。南ドイツの人々が高圧線とウィンドパークのどちらを前アルプス地方に受け入れたいかについては、

後ほどきっちり議論したいと思います。しかし、このどちらをも考慮しなければならないと私は思います。

問題には、技術的な問題、経済的な問題、そして、なによりも受容の問題があります。 

 

 こうしたことから、私の側からはエネルギーシフトの中心的な構成要素として、電力分野に焦点を当てな

がらも、常に周辺分野や他の分野も少しは考慮するようにしています。つまり、電力分野でドイツにおける

電力消費を約 8 から 10 パーセント減らさなければならないと仮定すると、電力需要を相応に減らすために、

つまり再生可能エネルギーや従来の発電所の拡充を減らすことになります。 

 

 8 から 10 パーセント節電するということは、将来的にすべての人が新しい電化製品が必要な際に高効率の
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機器だけを購入するということです。もしエネルギーシフトを 2020 年まで、つまりあと 9 年で達成したい

のならば。しかし現状ではそうではないことを私たちは市場で知っています。平均的には確かに効率は向上

していますが、8 パーセントの消費削減を達成するのに本来必要と思われる規模ではありません。 

 

 コジェネレーション8の拡充についてはファイストさんも言及されていましたが、コジェネレーションを

急増させるという仮定でいつも話がされていて、気候バランスが動かないようにするためにも、倍増もしく

はそれ以上に増やさなければならないという話になっています。ここでひとつ指摘しますが、計画通り、

2020 年までに、そして長期的には 2050 年までに建物の熱エネルギーを 80 パーセント節約すると仮定するな

ら、これは政府の計画でもあり、確かにエネルギーコンセプトの基盤となっているのですが、コジェネレー

ションにはそもそもどれくらいのポテンシャルがあるのか、経済性の点でも有効か、ということと結び付け

て考えなければなりません。 

 

 再生可能エネルギー源の拡大について。再生可能エネルギー源の選択では、私たちの試算では、2020 年ま

でに電力供給の約 40 パーセントを再生可能エネルギーでまかなうことができるということを仮定していま

すけれども、これは今日の約 17 パーセントから、22 パーセントほど増やすということになります。これは

現在原子力によって生み出している量にほぼ相当しますが、ここには違いがあります。これはなにも躊躇さ

せようというのではなく、再生可能エネルギー源の利用を進めるという挑戦を単に確認しなければならない

のです。シュッツさんは、将来的には特に PV や風力発電に重点を置いて増やし、バイオマス9についても 8

千から 1 万メガワットの規模で増やすということを、もう示されました。ただ、代替のメインとなるのは

PV や風力であり、このエネルギー発電機には高低がある、つまり揺れ幅があるということ、常に需要をカ

バーできるとは限らないということ、今日ある発電設備に比べてエネルギー密度が比較的低いということ、

ほとんどの場合消費する場所で発電するわけではないこと、などの課題があります。 

 

 これはつまり、電力網のインフラも増やすけれども、貯蔵技術もそれに合わせて増やす必要があるという

ことです。システムは賢くなければならない、ということをいつもお話していますが、つまり、スマートグ

リッド10、スマートなシステム、スマートメーターつまり賢いメーターがあれば、発電需要を PV や風力発

電に合わせることができます。そうすれば、貯蔵技術が省けるように負荷移行対策も実施することができま

す。これらが私たちに課せられた挑戦です。 

 

 規模についてはシュッツさんがおっしゃったことに同意しますが、再生可能エネルギー業界は確かに非常

に成功しているといえます。2020 年までに約 10 万メガワットの PV と風力発電を建てることができます。

しかし、私たちが特に重要視している説に電力網の増設はそれほど必要ないというものがありますが、私は

それには反論していて、私たちには頑丈な電力網が必要です。安定供給と電力網の安定性は必要です。何か

しらのポテンシャル分析を行ったところで何の役にも立たないのであって、電力網の安定性、つまり電力網

のサービスを検証し、その後も使えるような具体的な負荷の流れを計算しなければならないのです。ここに

こそ電力業界でのエネルギーシフトに今必要な挑戦が見えます。 

 

 我々にはインフラの適応が必要です。現在 4,500 キロメートルか 4,300 キロメートルかには口を出しませ

んが、スケールにおいては再生可能エネルギーの供給を 40 パーセント組み込むには、超高圧電力網におい

                                                                 

8火力発電の廃熱などを利用することによって総合的なエネルギー効率を高める技術。 
9元々は生物を質量などの物質量で表現する際の用語。転じて、生物由来のエネルギー資源を意味することがある。 
10需要と供給の 適制御を実現するための電力送電網。電力の流れを需要側・供給側双方で把握し、需要のピーク時間

をずらしたり、発電側の運転を効率化することによって 適な組み合わせになるように制御する。 
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て電力網を拡充せざるをえません。PV や分散型の設備を増やすのに、低圧電力網についても増やす必要は

あります。しかしもう一度強調しておきますが、電力網を増やすことだけでなく、貯蔵技術の準備もまた大

事です。再生可能エネルギーでは仕事率と仕事の間に少々アンバランスがあるわけですが、その再生可能エ

ネルギーを急激に拡充するという理由から、貯蔵技術も急速に必要となり、それを適切に使えるようにする

必要があります。 

 

 後になりますが、ドイツがヨーロッパの中心に位置しているということを忘れてはなりません。接続網

の運営と電力網の安定性というテーマは、ヨーロッパの問題です。また、ヨーロッパでの議論に注意しなく

てはなりません。私が今ここで言っているのは原子力の議論ではなく、ドイツがヨーロッパの中心にある国

として接続網と結びついているということです。ここでもまた、電力網の安定性の問題を相応に考慮すべき

です。 

 

 

フランツ＝ゲオルグ・リプス博士、ドイツ賃借人連盟 

 皆様、倫理委員会のメンバーの皆様、本日はお招きいただきありがとうございます。昨日昼にメラーノに

連絡があったため、何も書いてきておりません。まず申し上げておきますが、私どもはエネルギー政策に関

する連盟でも、エネルギー産業に関する連盟でもありません。私たちはこの集まりでは当然やや部外者であ

るのですが、私たちもエネルギー経済の特に経済的な視点には含まれます。私が、私たちが特に興味がある

のは、誰がそれを支払うか、ということです。近代的な、耐久性のある、持続可能なエネルギー供給のため

のコストを誰が支払うのか。まずは基本姿勢をはっきりさせたいと思います。私たちは賃借人連盟として、

住宅がエネルギー効率の向上の分野で非常に大きな役割を果たすことに疑問の余地はないと言ってきました。

温室効果ガスの排出の約 40 パーセントが住宅によってもたらされており、大至急改善が必要なこと、それ

には当然お金がかかること、そのお金は誰かしらが当然支払わなければならないことを知っています。それ

について私たちは 3 つの方針としてまとめました。 

 

1．ドイツでは省エネがまだ十分に行われていないと私たちは思っています。 

暮らしの中で既に 15 から 25 パーセント省エネのポテンシャルがある、しかしそれにはドイツの家庭の多く

に対し、そして多くの賃借人や持ち家居住者に対し、もっと広く啓発をきちんと行う必要がある、と確信し

ています。 

 

2．エネルギー効率を高めなければなりません。 

これについてはこの後お話します。 

 

3．再生可能エネルギーの導入を強化する必要があります。ただ、正直に申し上げると、ドイツ賃借人連盟

は原子力に対し、連盟の政策としての確定した意見というのは有していません。このテーマは非常に難しく、

利益団体の政治的マンデート（委任された権限）の観点からこれまで棚上げにしてきたくらいです。しかし、

今年の 6 月にここベルリンで行われる賃借人会議で、近いうちに脱原発をすべきという立場を明確にするだ

ろうと、私はかなり確信しています。 

 

 誰がこのコストを払うかという問題についてみていきましょう。エネルギー効率と関係のある私たち全員

が、結果的には三等分しなければならないと思います。なぜならこれは社会全体での任務だからです。そし

て、三等分というのは、 

 

 三分の一が国で、国の補助金や適当な支援プログラムによって負担する。ここで CO2 という温室効果ガ
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スの排出を抑えられるため、これは国益にもなります。 

 もう三分の一は賃貸人です。賃貸にしても売却にしても資産価値が高まるからです。 

 残る三分の一は借主です。賃借人もコストを負担すべきということにも疑いようはありません。この点に

ついてもはっきり申し上げようと思います。どのみち皆さんから質問が来るでしょうから。エネルギー効率

があがれば当然暖房コストが節約できます。これは確かです。また、コーラーさんが説明されたように、適

切な電化製品を購入することでコストも節約できます。しかし、エネルギー効率を上げるためのコストは節

約できるエネルギーコストよりもはるかに高いのです。それを私たちの連盟の会員が非常に恐れているとし

ても、私はあくまでも賛成で、テプファーさん、この問題について私も間違いなく膨大な数のメールを受け

取りますよ。私たちはもっと負担しなければなりません。連盟としてこの負担を請け負う心構えもあります。

エネルギーコストも変動するものであり、見込みとしては上方に伸びるでしょうから、借主の負うべき負担

も相応に増えるということもまったく疑いようがありません。しかしそれも我慢できる範囲にとどめるべき

です。 

 

 

 エネルギー効率については、街区・区画単位で対策を施すというのに私たちは賛成します。これは単に量

的な効果で、ここでは非常に高い効率をねらっています。これについて委員会でも再度精査するようお願い

します。この点についてもさらに研究を進め開発する必要があり、そのために実践的な経験を集める必要も

あると思います。 

 

 ドイツでは階級闘争はなく、住宅市場では協業が非常によくできています。老齢化する持ち家居住者の割

合が増え続けており、効率向上のために投資してもいいという心構えが明らかに後退しているという実情か

ら、持ち家居住者の間に大きな受容の問題が存在しているということに、委員会に注目していただきたいと

思います。既存の一世帯住宅や二世帯住宅を強化することと年齢に適した効率上昇の活用とを、結び付けら

れるかどうかの検討に取り組むことをお勧めします。これで結構受容を高めることができるだろうと思いま

す。みんな自分の家に留まりたい、老人ホームやその他の施設には入りたくないのです。ここでは明らかに

もっとよい結果が期待できます。 

 

 技術的な側面はもとより、電化製品などの使用についても、エネルギー上の効率向上についてのアドバイ

スがドイツでは不十分である、ということも指摘したいと思います。そのアドバイスを強化するにあたって

は、たとえば消費者保護団体など独立した機関が適した担い手であろうと思います。 

 

 いくつか具体的な観点について短くお話させてもらいます。エネルギー消費への制限値を決めることが経

済秩序政策的にも必要でないかどうかを検討していただきたい。それが守られない場合、まぁ、私たちは新

しい技術を受け容れることに賛成ですし、規制の導入までに時間を取ることに賛成ですし、導入までの期間

が無難な長さとなることに賛成ですが、万一それが守られない場合、制裁措置がなされるのにも賛成です。

これまで政治のうえではこの提案は挫折してきました。しかしこれはいまだに検討する価値のあるものだと

考えますので、倫理委員会でもどうかこのテーマに取り組むようお願いします。その際に忘れてならないの

は、投資を決定するのは借主でなく、ほとんどの場合所有者や貸主であるということです。ですので、この

効率を取り入れ実現できるように、借主もまた、圧力をかける手段を持つ必要があるのです。 

 

 エネルギー上の近代化を強く推し進めること、つまり省 CO2 建物改修プログラムが必要だと思います。

50 億ユーロという話が現在されています。これは実に何かしら進められる規模だと思います。しかし、連邦

政府の目標は今日の不十分な助成では達成できない、これははっきりしています。 
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 そして、社会的弱者に対する気候住居手当についても検討する必要があります。これは、低収入世帯もエ

ネルギー近代化改修に参加し、適正なコストを負担できるようにし、それを住宅手当によって家賃補助する

という概念です。 

 

 後になりますが、家賃相場の枠内で家賃値上げをする際には住居のエネルギー状態を考慮するべきだと

思います。これはエネルギー的な家賃相場という問題です。これはつまり、賃貸借法のなかに適切な条項を

補い、エネルギーに関する状態も重要な役割を果たすということを適切に記載するということです。ありが

とうございました。 

 

 

ラインハルト・ライプシュ、欧州鉱山・化学・エネルギー労連（EMCEF） 

 ええ、惜しい、エンジニアではなくエネルギーです。私たちは鉱山業や加工産業をはじめ医薬品産業まで

の分野を欧州の連合体としてカバーしているわけです。私どもの 大の加盟団体は、ドイツの鉱山・化学・

エネルギ−産業労働組合（IG BCE）です。エネルギー分野においては、私たちは欧州レベルで も多くの加

盟人数を抱える組織であり、それには当然特別な魅力があるわけです。 

 

 先ほどミヒャエル・ヴァシリアーディスさんにお話したのですが、私はフラマンビルにあるフランスの加

盟団体との会合から昨晩戻ったところです。そこには 3 号機目が建てられているところです。原子力エネル

ギー自体の是非については、彼らは心配していません。彼らは、中欧や東欧そして合計 27 の他の国々で作

業に従事している建設現場の人々がどんな条件で働くのかを心配しているのです。これはひとつ考慮すべき

観点だと私は考えます。この観点は、 終的には当然エネルギー政策と関係してくるあらゆる問題を、いわ

ば貫いています。私たちは社会問題をどうするのか。結局のところ、人々が決定に関与し、連れ立ってゆか

なければならないのです。これが大事だと私は思います。 

 

 私たちにとっては、経済的成功と社会的成功はヨーロッパにおける持続可能な発展の 3 本の柱のうちの 2

本です。これらが確かに過去既に EU の戦略であり、そこではグローバルな比較において 2010 年までに

様々な点で競争力あるゆとりを達成することを目指していたのを、私たちはみてきました。これは達成され

ていません。しかし、それには非常に様々なわけがあり、この挑戦はさらに続くのだと私は考えます。 

 

 私たちがドイツで行うすべてのことが、 近はヨーロッパとの文脈で行われているということを、私たち

ははっきり意識しなければなりません。これが私たちの、そして私の個人的な経験のひとつです。ここでな

される決定の多くがなんらかの方法で欧州の決定につぶされる、……つぶされるとは申し上げたくありませ

んが、なぜならドイツは欧州の決定において重要な役割を果たしているからです。私たちはこのヨーロッパ

の発展の一部であり、そのことを私たちははっきりとわかる必要があるのです。 

 

 また、私たちはこれまで一連のテーマに集中的に取りくんできましたが、今ちょうどエネルギー分野が対

象となっていました。エネルギー分野が欧州の規制や規制緩和でも核となる分野のひとつであったからです。

そのひとつに、過去 10 年にはエネルギー市場の規制緩和がありました。そこでは多くのことが決定され、

多くの国でそれが全く違った風に行われていることがわかりました。電力網を開放したり、電力網を境界な

く結んだりと、意気込みは国ごとにだいぶ違ったように発展しました。私たちにとっては、このエネルギー

政策とこの過去の規制緩和の結果がそもそも、ヨーロッパ規模での甚大な雇用の削減でした。数 10 万もの

雇用がこのプロセスで犠牲となりました。これは当然人々の疑念を招きました。なによりも、それに伴って

起こるべきこと、つまりより安定した供給とより安いエネルギー価格が思ったように達成できなかったため

です。 
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 二つ目のテーマは、先ほど既に話に出ましたが、欧州レベルでひとつの役割を果たしている温室効果ガス

の削減です。それが必要だということは明白です。2020 年までに 3 つの 20 パーセントを達成するという目

標はひどく重要であり、また可能であるとも思います。ただ、これらの目標は、今日使用しているエネルギ

ー源にも莫大な費用を投資し、新たなテクノロジーを開発することでしか達成できません。これはとりわけ

化石燃料の継続利用についても言えます。これは欧州の規模で見て申し上げているのです。そこではドイツ

は技術面で重要な役割を果たしています。このテクノロジーからさよならできないということを、私たちは

はっきり理解しなければなりません。 

 

 より効率的なエネルギー利用がエネルギー分野の 2020 戦略のもうひとつのテーマで、これはまだ議事日

程にあります。この分野では私たちはより大きなポテンシャルや可能性も見出しているのですが、それはた

とえば建物において先ほどお話されたようなかたちで、ただ直接的に省エネでというだけでなく、もっと改

善された、より効率的なエネルギー利用においての話であって、たとえば輸送や新たな駆動装置や製品など

の、いわば産業用製品における変革の面でということです。 

 

 これにはイノベーションが前提となります。研究と開発、これらに狙いを定めて推進しなければなりませ

ん。また、人的資源の分野においても大々的に推進する必要があるというのも前提です。ドイツもヨーロッ

パも現在資源が豊富とは言えません。私たちが所有する も重要な立地条件の強み、つまり、豊富な才覚と

有能さで私たちが解決や新たなテクノロジーへとたどり着くように導く人的資源を、将来においても活用す

る必要があります。人口推移の時代、つまり人口の高齢化と同時に労働市場の若年層の雇用のポテンシャル

が低い時代において、今後も高い水準で労働条件を保つことがとりわけ重要です。 

 

 世界市場においては、私たちは社会福祉分野での割安で有利な条件と張り合うことはできないでしょう。

そうしようと思えば、アイディア豊かで向上心ある研究者や開発者、そして生産者たちまでも私たちに興味

を持たなくなるでしょう。このことは、ことさら私たちが代表する業界から知っています。ですから、この

社会問題を将来においてももっと考慮することが必要なのです。その際にもちろんエネルギー価格もひとつ

の役割を果たします。なぜなら、エネルギー価格は EU の社会水準の一部だからです。 終的にエネルギー

価格が上がれば、人々の社会水準の一部が失われる。このことも念頭においておく必要があると思います。

私たちの見解としては、社会的な条件に幅広く目を向けてこのテーマに取りかかる必要があります。ありが

とうございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

ライプシュさん、ありがとうございました。非常にきちんと進んだ回でした。うまく進んで素晴らしいです。

では議論に移りましょう。ヴァシリアーディスさんが先陣を切ってくださるようですね。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス 

 50 分間の凝縮した情報、そして視聴者の皆さんも頭と耳の上でのパワープレイ（訳注：アイスホッケーで

敵より多い人数で攻め続けること）をありがとうございました。倫理委員会のメンバーから皆さんにいくつ

か質問させて頂きたいと思います。今一度テーマの複合性について指摘させていただきます。人はとかく全

体的な問題について何か話そうとしますので。この 初の回では、エネルギーの安定供給の経済的そして社

会的な視点が問題になっています。 
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 私は鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG BCE）の代表です。私の組織の分野、私の組合には、エネ

ルギー生産企業もありますが、なによりエネルギー集約型産業もあります。組合員にもまた当然賃貸住宅で

暮らしている者もおり、そこでは通常の人々と同じように上昇するエネルギー価格を被っています。ですか

ら当然、既に何人かの発言で言及された点もまた重要になります。 

 

 エネルギーは、将来性ある製品、特に私たちが将来エネルギーを節約する手助けとなるような製品を開発

するための前提条件です。また、エネルギーは家庭のコスト要因の主なもののひとつであり、その点ではま

ったく直接的にドイツの社会問題と結びついているものです。 

 

 皆さんの発言の中で、この問題に対する非常に異なるアプローチを今聞きました。もちろん私たちは倫理

委員会で多くの論拠を探しています。しかし私たちがなにより探しているのは解決策です。 

 

 ですから、タイゼンさん、そしてファイストさんとシュッツさんにも補足があればお聞きしたいのですが、

エネルギーシフトにたどり着くには一体何が不可欠なのでしょうか？エネルギーシフトを 終的に実現させ、

安定した安価なエネルギー供給を保障するためには？ これは両立しないのでしょうか？それとも可能性が

あると思いますか？たとえば原子力なしで、CO2 排出削減目標での約束を破ることなく、この脱原発という

目標を達成する。これはポジティブな意味での質問です。 

 

 それからリプス博士にもお聞きしたいのですが。建物改修の分野だけでも CO2 削減をも達成できるとい

う信じがたいほどのポテンシャルが隠れているということ、それを 100 パーセント満たせばそれだけでほぼ

単独でドイツの気候目標が達成できるだろうことが、非常にはっきりしたと思います。それではなんだか代

償が生まれそうな気もしますが。あなたは連邦政府の現行の投資プログラムをお褒めになりましたが、それ

と同時に少な過ぎると言いました。これを本当に進めるには一体いくら必要なんでしょうか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 解説ですが、今の詳しい質問は 初の質問者だけの特権でした。ではタイゼンさん。 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 値段が可能かというご質問から始めましょうか。ファイストさんが仰った 1．5 セントという数字を単純

に例に取りましょう。これは大したことないように聞こえます。これは 6 千億キロワット時では 90 億ユー

ロです。そうすると 22 パーセントという数字が考え付きますが、じゃあ何十億になるでしょうか。これは

卸値だけです。あなたの仰った、揺れが折悪しく常にいつもそれを上回る状態であると懸念します。これは

揺れの中でなく、その上に来ます。 

 

 次に家庭が支払うべき電力網の料金です。その点であなたは仰いました、それほどたくさんは必要ではな

いと。ドイツ環境支援協会（DUH）の言うように、ボラティリティ、つまり再生可能エネルギーの貯蔵性を

相殺するためにノルウェーから 40 ギガワットだけ接続するとしましょう。これは 25 本のケーブルを、つま

り数メートルごとにひとつのケーブルを北海を通すことになります。これが北海沿岸に届いてもそこで終わ

りではありません。そこでは誰も必要としていませんから。ケーブルをドイツ全体に張り巡らさなければな

りません。「あ」とだけ言って、そのあとの言葉を言わないなんてことはできないのです。つまり電力網を

大量に拡充する必要があるということです。すべてがうまくいくわけではありません。電気の話ではどうか

忘れないでください。仕事率と仕事はイコールではないのです。電気には毎秒 50Hz の周波数が必要です。
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だから夏の日中に電気がたくさんあっても、冬の夜に全くなければ全く無駄なのです。そうなればお仕舞い

です。そしてその装置は 4 時間後には壊れ、一日の停電はドイツで数十億ユーロのコストがかかります。つ

まり、仕事率をよく見なければならないのです。このことは確かコーラーさんも仰ったかと思います。 

 

 何が必要か。非常にたくさんのガスが必要です。そしてもちろんいつかは原子力がなくても問題なくなる。

原子力を持たない国もあります。つまり、「いつになっても原子力がなくては無理だ」とは誰も言い張れな

い。しかし天然ガスは急ピッチで大量に必要です。やめておいたほうがいいと思います。絶対にとは言いま

せんが。E.ON はヨーロッパ 大の天然ガス業者で、ちょうど現在 大規模の天然ガス発電所群を建てたと

ころです。値段を言えば、私がその文句を言うつもりだとすぐに思われるでしょう。本来は値段が高いほど

私の暮らしはよくなります。ただ私が心配するのは、そうなると私の顧客が暮らしていけないということで

す。そうなれば私も残念なことに商売ができません。言ってしまえば、値段が上がることに対して私は反対

ではありません。ですので、この論拠は慎重に取り扱うべきかと思います。 

 

 そして、いくらなら我慢できるのか？ 私の収入では、一般的な被雇用者がどれくらいなら耐えられるか

についてコメントする資格はありません。それを言ったら、すぐに新聞の投書欄に書かれてしまう。しかし、

多くの方が言う 4 セントの場合で 150 ユーロです。被雇用者の収入がばらばらな中、二人の子供のいる低収

入者にとって 150 ユーロは大きな金額でしょうか？ そうだと思います。 

 

 まぁ、料金の問題というのは重大な問題ですが、安定供給も実に重大な問題であり、この点では私たちに

は高い出力つまり仕事率が必要で、仕事率と仕事を混同してはいけません。 終的にはもっと再生可能エネ

ルギーが必要で、その点では私たちの見解は一致していると思います。ドイツの再生可能エネルギーのチャ

ンピオンは我が社じゃないかと言わざるをえません。私たちは 4 千メガワットの出力の風力設備を敷設しま

した。私たちも再生可能エネルギーには何も反対することはなく、もちろんそこかしこで参加するでしょう。

私たちはただ、どれだけのスピードで何を達成できるのかということを、しっかり検討しなければなりませ

ん。これは徹底的によく考える必要があります。でなければ、その途中でスタミナが切れてしまいます。 

 

 

ミヒャエル・G・ファイスト 

 はい、価格の問題について短くお答えしますが、タイゼンさんも仰ったように 1 キロワット時につき 1．5

セントです。これは平均的な家庭にとって、現在の約 10 パーセントの値上げに相当します。これは年間 50

から 100 ユーロの規模で、これは私がこの席上で評価しようとせずとも、規模としても証明できます。 

 

 これが常に上がり続け、ボラティリティもその上に来るのでしょうか？ 再生可能エネルギーの系統接続

が、私たち発電事業者にとっても価格の揺れを抑える効果を持っているのがわかります。たとえば、ソーラ

ーエネルギーが PV を通じて日中に電力網に流れ、電力がもっとも高値である場合、いわゆるピーク値、市

場でのピーク価格が下がるということがわかります。その限りでは、ケルン大学エネルギー経済研究所

（EWI）の研究結果も裏付けているわけですが、再生可能エネルギーは長い目で見れば価格を下げる効果を

生み出すということです。再生可能エネルギーにおいては、再生可能エネルギー法を通じて保証される立ち

上げ資金が間違いなく必要です。そして発電設備が建った暁には、風力や PV など、設備の多くが投入資源

のためのランニングコストなしで動くよう、後に価格減衰効果にも役立つよう考慮しなければなりません。 

 

 電力網が必要だ、ということを私たちはもっと細かく見ています。この 3,500 キロメートルというのは、

バイエルン州とバーデン＝ヴュルテンベルク州を北海からの洋上風力発電でまかなうということに基づいて

います。そのためには 3 千か 4 千キロメートルの長さの送電線が必要です。たとえば南ドイツにガス発電所
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を建てたり、風力優先地域の建設を予定し始めれば、そこに分散型の発電を構築し、現地での送電線の需要

を減らすこともできます。ガス発電所はどのみち必要になります。再生可能エネルギーの拡充とともに、タ

イゼンさんがお話されたように、変動する発電を調整しなければなりません。それが もうまくできるのが

ガス発電所です。ですので、続く年でドイツの発電所を、それはもう非常に大々的に更新しなければなりま

せん。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 私たちのフィロソフィーは確かに、分散型のシステムを構築し、それぞれをネットワーク化するというこ

とです。つまり、たとえばバイオエネルギーの分野でも非常に強い南ドイツに風力を建てるとすると、それ

ほど多く南ドイツに運ぶ必要はありません。もし次の 10 年の間にするのでしたら。これはたとえば電力網

拡充の問題への答えです。私たちはもう今の時点で既に小さな地域が自給できるような状況に入ろうとして

いるのです。一つだけ例を挙げるならダルデスハイム（訳注：オースターヴィーク市の一地区）がそうです。

私たちが構築しようとしているこの分散型構造は、電力網の拡充と少し関連があって、これを 小限化する

のです。 

 

 2 点目に価格です。問題は、家庭の電力消費者にどれくらい要求できるかということです。現在のところ、

2010 年までは家庭の電力ごとに 2 セントでしたが、今は再生可能エネルギー法割当て金で約 3．5 セントの

上昇となっています。私たちはアンケートを行いましたが、約 4 セント、4．5 セントが再生可能エネルギー

に関連して要求しうる価格上昇で、これが許容値です。 

 

 問題は、化石燃料はどうなるかということです。長期的には安定するという見解が正しいと思っています。

なぜなら燃料コストが必要ないため、 終的には価格をしぼることができます。ファイストさんが仰った、

電力市場で再生可能エネルギーの割り当てによって価格減衰効果があるのは明らかです。つまり、私たちが

価格を吊り上げているわけではありません。家庭の消費者に極度に負担がかかってはいないと思います。 

 

 

ウルリヒ・ベック 

 時間がないため、2 つの部分から成る鋭い質問をひとつタイゼンさんに。あなたは責任感のある父親そし

て責任感のある投資家として、チェルノブイリの後、ちょうど今私たちは 25 年後にいて当時を今一度あり

ありと思い浮かべているわけですが、あなたはどうしてなんの躊躇もなしに安全なエネルギーとして原子力

に投資できたのですか？ ありとあらゆるテクノロジーにリスクがあるということはわかっています。その

点では同意します。しかし、原子力によって冒すリスクの及ぶ範囲の規模というのは全く違うものです。言

うなれば、なぜこの投資決定と責任ある決定とをすることができたのですか？ 

 

 2 点目は、今のことと密接に関連していて、ほとんど皆さんが仰ったのですが、原子力はとりわけ安価で、

そのため 適に活用できるとも言われます。原子力のための民間保険がなく、今ちょうどフクシマで再度経

験しているように、原子力の影響コストは一般の人々に要求されるということは恐らくご存知でしょう。ド

イツでは、保険に加入せずに車に乗ればそれは犯罪です。しかし、民間の保険に加入していない原子力発電

所は説明を求められない。もし民間の保険を計上するとしたら、全く他の計算根拠が、そしてそのことで真

のコストが表に出ることでしょう。あなたは国家社会主義的な産業でもある原子力の責任をどう取れるので

すか？ というのも、特殊なケースでは国家、納税者がその肩代わりをしなくてはならないからです。 
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ヨハネス・タイゼン博士 

 あなたがそう表現なさるなら、では私もこのように表現し返させてください。私に何の躊躇もないとは、

何を根拠に仰るのですか？ しかしそれは懸案にしておきましょう。例えばマルクス大司教もそうだと思い

ますが、私が も古い原発のひとつであるイザール原発から 20 キロメートルのところに 4 人の子供たちと

一緒に住んでいるということを考えてみてください。現地に家族と一緒に暮らす私や従業員にとってこの問

題がどうでもよく、私たちが全力を尽くしておらず、どんな安全性システムを持っているのか、どれだけの

被害防止措置を行っているかを非常に入念に考慮していない、と、もしあなたが本気で思われるのなら、そ

れはあまりに短絡的ですし、それは一種の信条倫理（心情倫理）であって、私にはついていけません。 

 

 ちょっと私と一緒に想像してみていただきたいのですが、そこを超えたら CO2 が気候バランスを崩すと

いう一線があるとして、私たちが今この場で決定する内容で CO2 が少しでも増えてそのバランスが崩れる

としたら、そのラインがどこにあるのかは私たちは誰も知りません。私たちが今ここで、次の世代に化石燃

料による発電をすることに決めて、気候バランスを崩すのに加担するとしたら、世界規模でこの星を破壊す

ることになります。これは限定的なことでしょうか？ 私たちがもっと化石燃料への道を進むと決め、世界

中で被害を巻き起こし、もう誰も損失を償えないとしたら、それは限定的なことでしょうか？ これは、把

握されている原発の地域的な被害やリスクよりも安全なのでしょうか。私はなにも今、原発を運転するのが

倫理的に不可欠だと言っているわけでもありません。そうは一度も言っていません。しかし、たとえば核廃

棄物の流れのことも考えると、あなたはゴアレーベンにはいらっしゃったことはありますか？ドイツの原発

から出た 30 年分の核のごみが収められているところです。そのごみの 3 倍の量でもこの部屋に収まってし

まいます。それだけです。3 倍。それだけ。ドイツにあるすべての化石燃料発電から出る CO2 のごみの山が

どれくらいの大きさになるか、想像してみたことはありますか？ その規模は想像を絶するものです。 

 

 オルタナティブはある、どの道にもメリット、デメリットがある、ということだけ申しておきます。私が

どれだけのリスクを冒しているかについては、非常に責任感を持って質問していただきたい。社会がある種

のリスクは絶対に冒さないように判断を下すかもしれない、というのもわかります。それを民主主義におい

てすんなりと受け入れることができます。ただ、今モラル的もしくは倫理的な判断を下すことだけは受け入

れることができません。これについては、教会を代表して来られているお二方の意見ももう一度考慮してい

ただきたいのです。なぜなら、この問題は恐らくいつか、この世が終わる日には、あの世で裁かれるかもし

れませんから。そして誰が正しいかは、全く別の時点にならないとわからないのです。ですから、私たちは、

誰かが支持することを自分は倫理的に支持できないといって互いに非難し合うことのないよう、本当に気を

つけなければならないと思います。 

 

 

オルトヴィン・レン 

 タイゼンさん、質問は直接今のお話とつながってきます。放射性廃棄物についての質問ですが、脱原発し

た後においてもこの問題があなたにとってどれだけの重要性を持つのでしょうか？というのもこれは将来世

代の負担であるし、コストはどれくらいになるのでしょうか？ これは今ここで中心的な問題ですし。 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 

 えー、核のごみが出るということはもちろん原子力技術の核となる問題のひとつで、それはそうと、CO2

もこれと似ていて大気中に果てしなく残ります。しかし、核廃棄物、高レベルおよび低レベル放射性物質も

また処理しなければなりません。しかしこれはどのみち処理しなければならないものです。稼動延長によっ
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て増えた量だけでも、仮にそれがまだそのままだとすれば、放射性廃棄物の総量は 4 パーセント増加、高レ

ベル放射性廃棄物については 25 パーセントの増加となります。原発を数年長くもしくは短く運転する場合

には、もっと多くの、もしくは他の 終処分地が必要だと今日まで主張してきた人は誰もいません。私たち

にはこの問題を解決するモラル上の義務と責任があります。それは今日既に私たちが負っているものであり、

明日負っているものです。脱原発を早期的にだろうが後になってだろうが、しようがしまいが、解決すべき

ものです。ただ、私個人的にはこれは政治的な問題だと思っています。この問題はドイツの 後の原発が停

止されたら即刻解決されると思います。なぜなら、そうなると、ごみを恒久的に放っておくのは良くないと

いうことにみんな突然気づくからです。これはもう敵の弱点ではないのです。これは、私が思うに、私たち

が自分たちの子供たちみんなに本当に負い目を感じる問題と突然なるのです。もはや終わりのない中間貯蔵

施設の立地を決めようというのではなく、恒久的に解決するべき問題に。そして、もちろん私たちはこれを

解決するでしょう。というのも、原子力は私たちがかつて始めたわけで、つまりドイツ社会民主党（SPD）

のゴーデスベルク綱領においてです。国民の広い合意において開始したのですから、どうか広い合意におい

て終わらせ、解決することができるでしょう。この問題は今日そこにあり、明日もあり、今あなた方の評価

に追加的に影響する問題ではないと思うのです。 

 

 高レベル放射性廃棄物のためのコストは原発の運営者が負担します。そのために引当金があります。本来

は病院など主に他の施設から運ばれる低レベル放射性廃棄物のためのコストは、原因者が負担します。たと

えば、スウェーデンでは入札があり、 終処分地の誘致に 2 つの地方自治体が応募しました。ここでは二箇

所がコンペで競って、ひとつのほうが勝って、現在そこに建てられています。つまり、自らが始めた問題は

きちんと終焉に導かねばならないということを世界中の人間が知っていると思うのです。そして、問題は解

決されるし、そのためのコストも支払われる。しかも、当然ほぼ原因者によって。でなければ一体他の誰が

するのでしょう？ 

 

 

ヨルク・ハッカー 

 エネルギーというテーマはシステム的に見なければならないということが何度も言われましたが、つまり

社会的にはサブシステムの総体としてということですが、そこでリプスさんに質問です。あなたは人口推移

とエネルギーあるいは電力の問題についてこの興味深い関連を示されました。お聞きしたいのは、その点で

何か解決策があるかということです。もしくは、この関連の釣り合いを取るために何かご提案がおありでし

ょうか。 

 

 

フランツ＝ゲオルグ・リプス 

 ハッカーさん、私が「どれだけのエネルギーを節約できるかもまず見守る必要がある」と言ったことに対

しての意見をあなたが問われているのかどうかわかりません。この省エネの一部は人口推移によって起こり

ます。しかしながら、テプファーさんならきっと認めてくれるでしょうが、今現在もまだ居住用面積が広が

り続けているということを、私たちは住居分野の政治家として実によく知っており、それは疑いの余地はあ

りません。ですから、人口の後退にも関わらず、住居用面積はさらに広がります。こういう状況が続く間は、

人口推移からはそれほど大きな省エネは発生しません。 

 

 コーラーさんが「人々の受容」と呼んだこと、もしくは人間の意識に関することから始めなければならな

いようです。ごまかさないようにしませんか。人々の多くはエネルギー問題にまだ本当にきちんとは向き合

えていません。どのように節約するか？ 暖房やエネルギー、電気をどうやって節約して使えるか？といっ

たことについてです。ここにはまだ活用されていない非常に大きな啓発のポテンシャルがあると思います。
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これは利害中心に関わっていない団体を通じてのみ可能となるでしょう。というのは消費者団体として私た

ちにはエネルギー消費が下がってもまったくメリットがないからです。要するにこれは重要な問題です。二

点目は、興味深い関連とおっしゃったのは、もしかして私が「持ち家居住者がエネルギーの近代化にあまり

興味がない」と言ったからでしょうか。これは単にこれらの人々の年齢構造と関連があります。彼らは「20

年後にまだ何を節約できるのか」知っているのです。自分の寿命はあと何年だろうか？ それでまだ元が取

れるだろうか？ これは一般的な話ですが。ですが、皆さん老人ホームに入ることを避け、自分の家をでき

るだけ年齢に適した形で使用できるように増改築したり、適応させたりすることに高い関心がある。これら

を結びつける支援プログラムや統制モデルを開発することを求めます。私はその道の専門家ではないという

ことをはっきり言っておきたいのですが、これは皆さんでよく検討する必要があります。とにかくこれらを

結びつけるモデルを、年齢に適した持ち家の改築がある意味自動的にエネルギー効率の向上にもつながるよ

うなモデルを開発することを。これでエネルギー消費を明らかに減少させられるだろうと思うのです。 

 

 

フォルカー・ハウフ 

 タイゼンさんに質問があります。あなたはとりわけフクシマの後、お悔やみ、思いやりを表現する必要性

を感じておられると冒頭に仰いました。これはとても気に入りました。「脱原発しようとするなら、私たち

が共に責任を負うべきこと、過去 20、30 年に起きたこと、それは非常に困難な共同社会の課題ですが、広

いコンセンサスを得るために協力しなければなりません。さもないと成功しません」と仰るのもまったく正

しいと思います。あなたはその後、連邦政府のエネルギープログラムにスキップし、原子力は橋渡し技術だ

と言いました。私がよくわからないのは、これが私の質問ですが、私たちはそもそもなぜ原子力を今後も使

うべきではないのでしょうか？ あなたの論拠はいかがですか？ 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 まぁ、ここは倫理委員会ですから。それに対する倫理的な回答はないと思いますし、お伝えすることもで

きません。国民がどう決定するか、このリスクをそれぞれどう考えるかは、世界中で非常に様々な答えがあ

るでしょう。私どもはたとえば広くヨーロッパに分布している企業で、私は多くの国々で仕事をしています

が、この議論が非常に略式に行われている国もあれば、まったく違ったように行われている国もあります。

それぞれの国でどういったことが決められるかを、私は尊重しなければなりません。ここではこれが決定的

な質問になると思いますが、いつか脱原発したい、より早く脱原発したいと思っている国民、市民、議会が

多数派なのでしょうか？ そうだとすれば、残るすべての論拠は空しいものです。国民の意に反してひとつ

の技術を断行するつもりもありませんし、できません。それは無意味です。この点について私が言えるのは、

私たちには他のものでもなんでも提供できます、ということだけです。ただ、人々に真実を言う必要がある

だけです。もし私が純粋に自らの利益だけ追求するとすれば、「そんなことは別にどうだっていい、電気料

金が急速に上がれば、それこそ素晴らしいじゃないか」と言えます。私はただ、産業がこれからも機能する

よう、仕事や職業訓練の場があるよう、あなたが仰ったように、欧州が急激に不安定にならないように、私

たちは責任を負っていると思うのです。ところで、電気料金と CO2 を高くするとしたら、それは私たちの

ためにだけではなく、それはギリシャの人々のためでもあって、アイルランドやポルトガルなど既にエネル

ギー価格以外にも他の問題を抱えている国々のためにもしているのです。どうか忘れないでください。あな

たがたが始めることは近隣国のためにも行うのであって、問題を輸出する、CO2 をどこか別のところに、と

いったことだけでなく、料金は他の国も共に支払わねばならないのです。私たちはこれからも助け合わねば

ならないと思います。皆さんは今、エネルギー集約型企業の周りに市民農園を、もしくはドイツの周りに市

民農園を育てることはできません。ここで決められるすべてのことは、欧州そして世界規模で責任を負わな

ければなりません。そしてもちろん 終的には有難いことに、あなた方や私たちではなく議会が責任を負わ
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ねばならないのです。しかし、あなた方や私たちたちがここで提案を行う際には、世間に顔向けできないよ

うにならないよう注意すべきだと思います。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト 

 エネルギーシフトとはもちろんある程度の時間のかかるプロセスを意味します。このスケジュールを少々

実感を持って把握できればと思います。皆さん、多かれ少なかれスケジュールについて言及されました。私

たちがそうするなら、私たちがそうするなら、と。しかし、私がこれを非常に具体的にして、タイゼンさん

に質問してみますと、石炭火力発電所とガス発電所は今日一体どれくらい早く認可され、建設できるのです

か？ 建物改修と効率向上はどれくらいの速さで本当に実現できるのですか、ファイストさん？ 今日の電力

網や貯蔵設備も一体どれくらいの早さで建てられるのですか？私たちが話していることについての感覚や勘

が持てるためにです。確実で支払い可能なエネルギー供給を得られるまでに、私たちがここで話し合ってい

る対策にどれくらいの時間がかかるのでしょう？ お答えになれるようでしたら、コーラーさん、電力網と

貯蔵についてご回答願います。 

 

 

シュテファン・コーラー 

 はい、もう一度短く電力網についての議論です。バイエルンで風力発電を使えれば電力網を減らせるとい

う意見は間違いです。電力網の拡充というのは、私たちが例えば東ドイツや北ドイツで風力発電所を大々的

に増設するということから始まっています。電力網の調査では、その地域でどれくらいの電力が使用できる

か、地域ごとに厳密に計算しました。もし余剰が出れば、輸送の必要性が出てきます。つまり、もう一度言

いますが、これからバイエルン州やバーデン＝ヴュルテンベルク州でどんな速度であれ風力発電を増やすと

しても、電力を例えば東ドイツの風力発電が盛んに行われているところなどから消費の多い州であるバイエ

ルンやバーデン＝ヴュルテンベルクなどに輸送しなくていいわけではないのです。つまり、バイエルンに風

力発電を増やせばもう送電網は建てなくてもいい、というのはやや短絡的です。これは間違いです。 

 

 一番の問題は、これは委員会の皆さんの担当なのか、担当していると感じるのかわかりませんが、私たち

は再生可能エネルギー法が理由で、エネルギー経済的な原理にはそぐわないような再生可能エネルギー源を

増設しているということです。PV 発電は必要なのか？ 風力発電は必要なのか？ そのためのインフラはあ

るのか？ デマンドと時間のマネジメントや貯蔵を通じて、これをシステムに組む込むことができるのか？

こうしたことは問われません。ですからこのことを議論しなければなりません。再生可能エネルギー業界の

成功は、PV と風力をさらに増やすことができるほど成功していることです。問題は、ドイツでエネルギー

の安定供給を保障するためにこれがエネルギー経済的に必要か？ということです。何を増設できるかという

問題ではないということです。 

 

 電力網の拡張速度ですが、今日の認可計画手続きでは、新しい送電線を作るのに 10 年から 15 年かかりま

す。dena の系統調査では、例えばケーブルシステムによって受容を高められるかどうか集中的に取り組みま

したが、ケーブルシステムも自然へ影響を与えます。ですので、連邦政府も現在開始している受容戦略が非

常に決定的です。なぜなら、計画の期間を短縮し、認可期間を短縮できるからです。しかし、それでも電力

網が建てられるまでに 6 年から 8 年の期間がかかっています。 

 

 貯蔵技術においては、南ドイツ、シュヴァルツヴァルトにまだ残る揚水発電容量を活用することを私たち

は提案します。現地の合意も得る必要があります。現地ではヨーロッパの他国同様に揚水発電所に対する反

対運動がありますので。これまた経済的な面で連盟として協働している問題、つまりオーストリアとスイス
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ですけれども。ノルウェーについてはもうちょっと問題があるように見ています。ノルウェーはもう揚水発

電所がありませんから。彼らには水力発電があります。それを 適化できます。しかしこれは既に挙げられ

ました。私たちがこのポテンシャルを活用したいなら、そのための電力網を拡充しなければなりません。ド

イツを見れば、負担の中心となるのはバイエルン州、バーデン＝ヴュルテンベルク州、ヘッセン州、ノルト

ライン＝ヴェストファレン州で、そこに電力を送らなければならないということは、争う余地がないと思い

ます。 

 

 もうひとつ短い注釈ですが、コストと価格もいつもひどく混同されているようです。私たちの提案するエ

ネルギーシフト案のためには、確かに 4 から 4．5 ユーロセント余分なコストがかかるわけですが、そこで

はスマートメーターの分も計上しているのであって、つまりスマートメーターの敷設工事にもまたお金がか

かるのです。つまり、電力網の増設だけではなく、システム自体をスマートにすることが必要なのです。こ

れがコストです。値段については今のところ言及する自信が私たちにはありません。じゃあ、私たちは現在

何をしているのでしょう？ これも判断の一助になるかもしれませんが、再生可能エネルギー法に従って支

払われる再生可能エネルギー源による発電コスト全体は、発電市場から抜かれ、それが電力網使用料で支払

われています。すると、このコストを単純に他のシステムに移しますので、もちろん市場では、PV の場合

は、価格の減衰効果があります。問題はひとつ、これをどれくらい続けられるのか、ということ。エネルギ

ー市場の 40 パーセントに再生可能エネルギー法を通じて資金提供できるでしょうか？実際は生産コストを

そこから完全に拠出しているのです。それとも、再生可能エネルギーが本当に 40、50、近い将来 80、90 パ

ーセントにまで上がるのなら、じゃあどの市場モデルがいいかなどは議論する必要はないのでしょうか？ 

これももう一度考慮すべきでしょう。 

 

 コストと価格は明確に分けるべきです。システムの中にひどく揺れのある性能があり、たくさんの調整エ

ネルギーが必要な場合、価格が市場でどのように変化するか、今日の私たちには 2020 年がどう予測される

か、自信を持って言えません。 

 

 

クラウス・テプファー 

 コーラーさん、あなたは価格とコストについてお話されてます。市民にとって重要なのは、どれくらいの

請求書が来るのかということです。先ほど、断熱が 80 パーセントの減少につながると仰いましたけれども、

そうなると価格に、支払うべきものに相当影響が出ることになる。価格が上昇するとしても、消費者が使用

する量が少なくて済むのなら 終的に支払うべき請求書の額は下がる。経済学概論Ⅰ。ちょっと野次を入れ

させていただきました。 

 

 

シュテファン・コーラー 

 いえいえ、これはもうここでコメントさせてください。テプファーさん、建物での 80 パーセントの省エ

ネがただでもらえると思ってはいけません。私たちの計算全体を見ると、この高いエネルギー効率を 16、18、

20 年保つのが前提であり、このための資金繰りも必要です。そして差は全くありません。もちろんこれは元

が取れますが、エネルギー効率に全くコストがかからず、そのための資金繰りも必要ないかのようには振舞

うべきではないのです。これは経済的に資金繰りを行えるはずですが、市民にはさらに投資の償却期間が分

割払いされなくてはならない期間を通じて、そのコストがかかるのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 
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 しかし償却というと、当然いつかしらはもとが取れる投資のことを連想しますが。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル 

 この国にとってのエネルギーの安定供給とは、なにも電気のことだけでなく熱のことも差します。ここベ

ルリンのように 99 パーセントまで化石燃料による熱供給を行っていると、もう一度伺いたいのですが、こ

の問題にはどう取り組むのでしょう？ もう一度、あなたが 2020 年以降の予測をされた地熱の問題を、取り

上げようと思います。ヨーロッパについてもうひとつ質問があります。ドイツだけでなく、確かに多くの国

が再生可能エネルギーについて議論しています。それはちょっと、外側から単にポテンシャルを測ってそれ

を自分たちのために利用できるようにしようとしているかのようです。それについてもう一度ご判断を伺い

たいのですが、これは実際どれくらい現実的なのでしょうか？それとももっとしっかりと自分たちにフォー

カスしなければならないのでしょうか？ 再生可能エネルギーの分野に限定しますと、このオンショアエネ

ルギーつまり陸上の南ドイツの大々的な増設には私は少し驚きました。私はベルリンとブランデンブルク州

でエネルギー技術クラスターのスポークスマンをしています。ブランデンブルク州という一地域だけでも、

風力エネルギーに反対する 29 もの市民運動が既に立ち上がっています。ただ私がもう一度関心があるのは、

これが本当にどのように合意の方向へ実現するのかという現実的な判断です。私たちは相応の視野を持った

理性的な結果が欲しいのですから。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 私は 2、3 週間ほど前にドイツ環境自然保護連盟（BUND）の理事と会談し、受容の問題についてもお話

しました。ひとつは電力網についてで、コーラーさんにちょっと申し上げたいのですが、南ドイツの風力の

問題についても話しました。バイエルン州とバーデン＝ヴュルテンベルク州は現在それに対する態度を表明

しています。私たちはこの両州において北ドイツと同じ議論をし、この議論を南ドイツで大々的に行わなけ

ればならず、特に風力がとても期待できる地域について、これは明らかにする必要があるのですが、そこで

多くのポテンシャルを高めることができると思います。当時私は議員としてこの受容の議論に加わっていま

したから、この議論を知っているわけです。私たちは地方自治体と州との協働によりこの構造を準備しなけ

ればなりません。その他、バイオエネルギーに非常に強いバイエルンで、とても強力な複合型の発電所やネ

ットワーク化ができる可能性が出てきます。私はそれに賭けています。 

 

 電力網について、コーラーさんに一言だけよろしいでしょうか？ コーラーさん、あなたは今スケジュー

ルについての質問を受けました。私の知るところによれば、あなた方は denaⅠで提案した中の 90 キロメー

トルをようやく建てたところです。つまり、まず 1,100 キロメートルをひとつの規模として見れば、そこに

は対処すべきまた非常に多くのポテンシャルがあることになります。こういう前提で始めて、それと同時に

自分たちのほうに向かって南ドイツにも風力を持てるように電力系統を建てる。これが原動力です。風力は

大の力を持っています。信頼性の問題でも、風力は PV より確実ですから、まずこちらに注力して、それ

からこれらを連結しなければなりません。これが分散型構造を作るひとつのパターンです。そして自己消費

分をもっと利用することにして、PV でもいいし、熱の問題でも、そこで何かする場合には、太陽熱を強化

してもいいでしょう。 

 

 これについても一言申し上げてよろしいでしょうか？ 委員会が現在要求している国家予算についての市

場インセンティブプログラムですが、そもそもこれまで常に失敗してきたのを目にしています。予算担当者

がいつも突っかかってきたためです。私たちの提案は、価格を通じて方向転換の可能性を提示することがで

きるように、化石燃料エネルギーに少し割増料金を課さないかどうかを検討するべきではないかということ
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です。これを面白くないと思う人もいようと思いますが。しかし、規律・統制の可能性を通じて、また経済

秩序政策を通じて、この点ではリプスさんに同意しますが、熱消費を大々的に下げることを達成することで、

私たちが先に進むことで、これを達成しなければなりません。なにせ 50 パーセントが熱にあるのですから。 

 

 

ラインハルト・ライプシュ 

 再生可能エネルギーから始めようと思います。私が知る限りでは、ドイツが も進んでいます。他の国々

においては議論が始まり、緩やかに投資も始まっているところです。これはもちろん、それに応じた技術の

輸出がドイツにとってある種の経済的な役割を果たすという結果につながります。私たちがそこで先駆者で

あり続けることが必要であると私は考えます。このことは、もはや風力発電でも太陽光発電やその他の技術

でもあてはまります。再生可能エネルギーについてひとつ警告もしておきたいと思います。これは、私たち

がその点において当然詳細に入って注視しなければならないということです。 

 

 ひとつの例を私たちの業種から挙げてみます。木は再生原料でエネルギー生産に投入されますが、これに

は同時に製紙業界や家具業界のための原料でもあるという弊害が伴います。過去 10 年の間に、木の原料価

格は毎年約 10 パーセントもしくは二桁上昇し、10 パーセント以上に上ったこともあります。その結果は、

ヨーロッパの製紙産業で倒産が相次ぎ、雇用に関しては数万人の単位で影響が出ました。しかも構造基盤が

弱い地域においてです。これでは引き換えに社会問題を引き起こしているようなもので、その裏にあるもの

をきちんと見なければならないと思います。 

 

 もう一度、他の国々についてと、ヨーロッパの問題についても少しお話しておきます。私は言ってみれば

ヨーロッパを代表してここに招かれたわけではありませんが、ここはもちろんその真ん中にあるわけです。

フランスは自国のエネルギーの 80 パーセントを原子力で発電しています。ポーランドは電力の 95 パーセン

トを石炭・褐炭11をベースに発電しています。イタリアは原子力の計画があります。オランダにも一基建て

られていて、イギリスは増設しています。つまりそれぞれの国がそれぞれ異質な様相であるわけです。ここ

でもドイツで一度議論しておかねばならないと思う視点は、私たちはヨーロッパレベルでどう振舞えばよい

のか、という問題だと思います。EU の改革条約（リスボン条約）では、欧州連合がエネルギーミックスに

ついての決定を行うことも、それに介入することも、排除しています。しかし、リスボン条約に含まれてい

なかったにもかかわらず安定成長協定も決まりましたが、それと同じようにするべきではないか、と思いま

す。この問題に少なくとも取り組むことには意義があるのではと思います。 

 

 

ウルリヒ・フィッシャー 

 二つ質問で、ひとつはシュッツさんに、もうひとつはコーラーさんにです。シュッツさん、あなたは先ほ

どバイオガス発電施設について、小さいが激しく論議を巻き起こしているセクターだと仰いましたが、もし

モノカルチャー12が作られれば景観の荒廃にもつながります。バイオガスのための廃棄物の残渣の再資源化

について何か、そこにどれだけのポテンシャルがあるかお話いただけますか？ 

 

 コーラーさんへの質問は、あなたは貯蔵技術についてお話されましたが、ソーラー発電と風力発電のボラ

ティリティについて、これらの発電種別の余剰エネルギーの貯蔵はどうなりますか？ もう少しお話いただ

けると思うのですが、というのも、揚水発電だけが重要なのではなく、これから開発されるだろう貯蔵技術

                                                                 

11比較的低品位の石炭。水分含有率が高いため、エネルギー発生量に対する二酸化炭素排出量は多くなる。 
12単一の作物を栽培する農業生産の様式。 
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もあるからです。このことについて何かお話いただけますか？ 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 バイオガス発電では、景観のつまり“とうもろこし化”が一番強く、50 パーセントのうちの約 40 パーセン

ト、つまり 40 パーセントが食品産業、加工産業、そしてエネルギー市場のためにはたった 10 パーセントで

す。しかし、ではご質問に具体的にお答えしますと、バイオマス発電のための残渣の約 3 分の 2 がごみや剪

定ごみなどであると算出しており、3 分の 1 だけが食品市場で競合しています。例えばフェヒタ市にあるよ

うに、残渣のみで発電される施設もあります。このようなものもあり、私たちはこのセクターをただもっと

進展させなければならず、そうすればポテンシャルを生かす可能性もさらに出てきます。 

 

 

シュテファン・コーラー 

 貯蔵技術については、dena 系統調査 I で、現在既に開発されている貯蔵技術すべてについて 2020 ｰ 2025

年までを調査しました。揚水発電、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)、電池貯蔵から水素、つまり水を電気分

解して得られた水素を天然ガスのネットワークに入れるというもの、そしてメタン化戦略までです。2 つ注

釈をつけると、2020 ｰ 2025 年までに経済性が見合うものは揚水発電以外にはありません。ですから、どんな

支援プログラムを追加導入するか話し合わなければなりません。そして、これは高いです。電池貯蔵は今日

1 キロワット時あたり約 40 ユーロセントの貯蔵技術コストがかかります。では、それを実用化するのかどう

かを議論する必要があります。私たちは単純に経済性の理由から、2020 年までこの技術が実用化されない前

提で計算しました。 

 

 二点目に、私たちはもう少し効率に注意する必要があるということも指摘したいと思います。私たちはち

ょうど dena の水素プラットフォーム13を開始したところです。しかし電気によって作った水素を天然ガスの

ネットワークに入れる場合は、システム作用値は約 40 パーセントで、なんと 60 パーセントエネルギーロス

があるということです。こうなると、どのみち再生可能エネルギー源なんだから、ということもできますが、

そのような貯蔵技術の議論においても、効率を二の次にしないよう気をつけなければならないと思うのです。

ということは、再生可能エネルギー源の導入をコストと効率の視点でも見るべきでしょう。ですから私たち

は、デマンドと時間のマネジメント対策を次の 10 年間で非常に大きく投入することにかけているのです。

つまり、生活のリズムとは関係がない需要である冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、食器洗浄機は太陽が照っていな

い時や風が吹いていない時には稼動する必要がなく、一定期間にフレキシブルに使用できるのです。システ

ムをスマートにしさえすれば。これは 2020 年までの実に面白いオプションであると思いますが、それには

参加してくれる市民も必要です。当然、システムにどうやって組み込むかというのは受容の問題でもありま

す。ですがこれは大変興味深いオプションで、貯蔵技術も回避できれば、再生可能エネルギーを 適に使う

こともできるのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 もちろん、2020 年の予測をする場合、そのような貯蔵技術の価格の進展を見ておかねばならず、2020 年

のことを今日のコストで計算してはならないですが。 

 

 

                                                                 

13エネルギー供給の媒体として水素を用いるためのインフラ。 
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シュテファン・コーラー 

 いいえ、そのことはもちろん常に問題の中心にあり、だからこそ私たちも 2050 年には踏み切っていない

のです。なにしろ 40 年ですから。それで、40 年振り返ってみて、今日の技術でエネルギーシフトを 2050 年

までにしようというと、これは非常に劇的なことになるでしょう。この点ではこれからも多くのイノベーシ

ョンが起こるでしょう、これは私も確信しています。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 そうなると私自身、学者として放っておかれた気分ですが。ライシュさん。 

 

 

ルチア・ライシュ 

 私の質問もそれと見事につながってきます。エネルギーシフトでは、確かに共同体プロジェクトや市場そ

して需要の側面についても話しています。送電線に対する受容も必要だが、経済秩序政策についても受容が

必要だということについて私たちは話しました。議論では、エネルギーシフトの連帯付加税（訳注：東西ド

イツ統一にあたり東西格差を補正するために導入された税制）のような話もあります。計画プロセスへの参

加もまた重要です。私はシュトゥットガルト出身ですから、それについては比較的たくさん知っています

（訳注・シュトゥットガルトでは大規模な駅前開発をめぐって市民の大きな反対運動が起き、計画プロセス

への更なる市民参加が求められた）。しかし、行動を変えることや省エネもまた重要です。皆さんからとて

も素晴らしい例をたくさんお聴きしました。リプスさん。私の質問は、既存のプログラムで事足りるのか、

それとも、この市場の需要の側面を供給に合わせるために、エネルギー消費者向けの政策とでも呼ぶような

ものが必要なのでしょうか？ 

 

 

フランツ＝ゲオルグ・リプス博士 

 はっきり言うためですが、私たちがこれまで誘発させてきたことは十分であるとは思いませんが、行動の

変化は既にかなりあります。この国の 10 年前をみて御覧なさい。当時たとえば私たち賃借人連盟のような

団体はどうだったでしょうか。効果的な改変やイノベーションもあります。ただ、もっと消費者へアドバイ

スをし、消費者が自分で対策を取れるようになることが必要だと私は継続して主張してきました。私の考え

では、これはそれなりに評判があり、効率的に業務の行える第三者機関を通じてのみ可能であります。例え

ば消費者保護団体がそうだとみなされます。これははっきり言わなければなりません。私たちはただの消費

者団体ではありません。各地の消費者センターや消費者センター総連盟（VZBV）についても同じです。私

どもは過去 2 年間に連邦環境省と共に大きなアクションを行い、この意識変化を強化し、明確にすることに

取り組みました。しかしそれに恒常性を持たせることはできませんでした。つまり、この支援対策は 2010

年末に終了してしまったため、一部完了しない結果に終わるケースもありました。 

 

 ひとつ例を挙げますと、私たちは近代化協定のモデルを持ちかけました。これは、近代化のための賃料値

上げの観点でエネルギー効率に対処する際に、借主と貸主がどのように協定を結ぶことができるかを示した

規範モデルです。しかし、これは私が期待したほどには、まだ人々に浸透していません。つまり私の見る限

り、まだ行動の必要性があります。 

 

 

ヴァルター・ヒルヒェ 

 この回では、なによりも雇用の場への影響についてもまたお話しするのだということを、シュリューター
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さんは非常に明確にされました。私たちはどうすればエネルギーシフトがヨーロッパにおいて特殊な道では

なくモデルプロジェクトになりうるのか、その方法を探し出したい。そのため、私の質問はシュリューター

さんとシュッツさんに対してで、キーワードはベース負荷です。なぜなら、構造改革によってベースロード

電源が安定的に供給されないとなれば、そして価格もうなぎのぼりともなれば、産業にとっては大きな不安

でしょうから。しかし、それについては既に質問が出ました。ベースロードの問題についてもう一度。シュ

リューターさん、その点でどうして危機が起こりうるのか、もっと具体的な兆候があるのですか？ また、

シュッツさん。再生可能エネルギーについては分散型供給や家庭などの分野では大きな受容を得て繰り返し

議論されていますが、産業の分野では、非常にたくさんエネルギーを消費している分野では、電力網の安定

性の問題と価格を理由にこの問題に対して猜疑心が浮上しているというこの状況を、一体どうご説明されま

すか？ 過去 10 から 20 年の間に互いに対話はなされなかったのですか？それとも送電網の拡張だけに専心

してらしたからでしょうか？ また、シュリューターさん、ヨーロッパや国際的な関連では値段などについ

てはどのように整理なされますか？ 

 

 

ハインツ＝ペーター・シュリューター 

 また自分の持ち時間に厳密にお話できるよう試みます。ヒルヒェさん、ご質問大変ありがとうございます。

実際、クライナーさんが私を指名してくれるように努力したのです。なぜならこの議論がとても心配だから

です。私が心配しているのは、再生可能エネルギーが原子力や石炭エネルギーによるベース負荷供給のオル

タナティブになりうるかのような印象を招くということです。これはもちろんオルタナティブにはなりえま

せん。このことを人々にも言わなければならないのです。風力発電は年間 2,900 時間しか風からエネルギー

を得られる状況にないということ、しかし 1 年間は 8,760 時間あり、残りの時間のためには他からエネルギ

ーを得なければならないことを、人々に言わなければなりません。この点はこの対話で十分取り扱われてい

ないようです。ベースロードはつまり再生可能エネルギーではまかなえません。コーラーさんは先ほど正し

く仰ったと思います。電力はこの地球のありとあらゆる原料と比べて、ひとつの特殊性がある、電力は貯蔵

できないのです。電力がそこにあるのに消費できないなんて、それでは原則的に無駄であり、だったら捨て

てしまうことになります。というよりもタイゼンさんが捨てるのですが。要するに、私たちはコーラーさん

の言うように、急速にこの再生可能エネルギーとベースロードの組み合わせをバランスよくするよう努力し

なければならないのです。 

 

 ここにこそ私たちの不安があります。これを石炭でするとしたら、ベースロード電源の半分、つまり原子

力を取り除きますから、そうすると別の問題が生じます。タイゼンさんがもう挙げられましたが、そして価

格システムも全く別のものになる。他の国ではどうしているか。他の国々が原子力に頼っているということ

は先ほど聞きましたが、ドイツとの明確な違いもあります。ヨーロッパの近隣諸国すべての産業には、いわ

ゆる特殊料金があります。ちなみにドイツにも 1998 年まであったのですが。ヒルヒェさん、そこでは私た

ちが産業界として支えているこの電力網の安定性が、値下げによって補償されています。オランダは例えば

産業界にメガワット時あたり 10 ユーロ、スペインは 20 ユーロを与えており、フランスなどその他の国々は、

この電力負荷の特長つまり 24 時間負荷という特長はベースロード発電にとって重要であり、これは再生可

能エネルギーにも価格を抑えるような影響を与えるため、産業界に特殊料金を提供しても構わない、として

いる。 

 

 これがここドイツでの生き残りを困難にしているのです。そして私たちが非常に心配しているのが、まぁ、

先ほどの私の短いプレゼンで少し伝わっていればいいのですが、つまり、再生可能エネルギーがベースロー

ド電力をまかなうことができるだろうという気に駆られないよう、私たちは気をつけなければならないので

す。少なくとも次の 10 年では再生可能エネルギーでベースロード電力を担うことは残念ながらできません。 
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マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 化石燃料も元来は蓄えられた太陽エネルギーだということも、もちろんシステム的には忘れてはなりませ

ん。シュッツさん。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 先ほど既に、他のエネルギーデザインについてはお話しました。つまり、需要構造と貯蔵構造そして分散

型構造を一緒に動かすシステムを見つけ出さねばなりません。私たちはエネルギーシステムの改造の話をし

ているんですが、そうなると需要を移すことや貯蔵によって変動するエネルギー供給に反応することも必要

となってきます。これは今のとはまた別のデザインです。このチャートで示したように、現在のところは、

私たちは石炭とガスとの連携プレイによってどうにかできています。ここでこの貯蔵構造を作って、自分た

ち自身の貯蔵を使うことで。私たちの課題は、コーラーさんも仰ったように、この新しいデザインをうまく

実現させなければならないということです。 

 

 需要構造を変えることで、電池貯蔵や揚水発電など新しく建てる貯蔵設備を通じて、電力網の安定性を確

保しなければなりません。これは 2020 年の後、大きな課題となるでしょう。当然私たちは基礎素材産業14を

手元に置いておかねばなりません。これは自明のことです。価格構造を見た場合に、基礎素材産業をここつ

まりドイツに引き止めるような価格構造による減額や価格の反応をもどうやって設けることができるか、様

子を見守らねばなりません。これは再生可能エネルギーも対応すべき非常に重要な課題だと思います。貯蔵

技術とネットワーク化に関しては、より集中的に研究すれば可能だと思います。 

 

 

ミヒャエル・G・ファイスト 

 エネルギー集約型産業への供給においてはベースロード電力が必要だという点については完全に追体験し

て理解でき、同意します。ただ、ベースロード電力が年間 8,760 時間必要だから発電所のなかには原発のよ

うに 8,760 時間稼動し続けるものも不可欠であるというという意見は、私からしたら放っておけません。分

散型システムでは、ベースロードも様々な供給源の組み合わせで実現することができると思います。それは、

既に述べたように再生可能エネルギー源でも可能です。それで再生可能エネルギーの発電の揺れを補填する

ためにシステムが必要だというのは、議論の余地がないと思います。発電の揺れが高いものに対しては、将

来的に主にガスで稼動する発電所が使用されます。このように、再生可能エネルギーに統制可能な既存の発

電設備を足すことでベース負荷をまかなうだけの力がある思います。「ベースロードのためには原子力が必

要」と言わなくてもよいのであって、エネルギー集約型産業のベースロード供給の需要をまかなう方法は他

にもあります。 

 

 ここでも道はひとつではないということを見分ける必要があると思います。ひとつの道は今日システムの

中にあります。そして将来的には、分散型構造や様々な要素から組みたてるべき他の道がいくつもあります。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ 

私たちはここで期限について（※マイクなしのため不鮮明）、脱原発の短縮について話しています。シュッ

                                                                 

14各種産業の基礎となる素材を製造する製造業。石油などのエネルギーや鉄鋼などの材料生産が該当する。 
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ツさんは、2020 年までに電力消費の約 50 パーセントが再生可能エネルギーになるかもしれないと仰いまし

た。そうなると気になるのが、一体私たちの経験値をそれとどう合わせるのかということです。2002 年に

2022 年までの脱原発計画が出され、私たちは言わば折り返し地点近くにいるわけです。私の質問は本来コー

ラーさんとシュッツさんにですが、私たちは道のりを半分進んだのでしょうか？ つまり、2002 年に決めた

脱原発での経験はどうなのですか？2020 年か 2022 年までということでしたから、既に約半分過ぎたことに

なります。それまでに一体何が達成されたのでしょうか？ 2002 年の計画に従って、私たちは 2022 年か

2020 年に脱原発できるだろうと大体確実に言えるところまで来ているのでしょうか？ 

 

 

シュテファン・コーラー 

 エネルギー効率の分野とコジェネレーションの分野では、この目標もしくは目標範囲には明らかに届いて

おらず、エネルギー効率においては取り決めた目標にかなり遅れをとっています。また、コジェネレーショ

ンの増設でも目標範囲に到達していません。インフラとの関連では、既に指摘されましたが、現在約 80、90

キロメートルの高圧線網を実現したところで、ここでも目標範囲に届いていません。目標範囲を超えている

のは、再生可能エネルギー源の拡充の分野です。今パーセンテージをはっきり覚えていませんが、再生可能

エネルギーの拡充は計画で予定していたよりも早く進みました。従来の発電所の新設との関連では、ガス発

電所にしても石炭火力発電所にしても、目標通りに進んでいません。これはシステムの安定性を維持するの

に必要不可欠だと思います。市民の反対運動ばかりが理由ではなく、ここ 1、2、3 年ほどあった原発稼動延

長の議論全体を通じて、数多くの計画されていた投資がまるっきり実現されなくなりました。市場での不安

が大きすぎたからです。今や市民の反対運動だけに目を向けるべきなのではなく、控えめに言えば、なぜ天

然ガスや石炭火力発電への必要な投資さえも実行されなかったのかというと、この国を支配している投資へ

の変な安全主義が影響を及ぼしたのです。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ 

 この経験は 2020 年もしくは 2022 年の達成可能性に対して賛成に相当するのですか？それともどちらかと

いえば反対ですか？ 

 

 

シュテファン・コーラー 

 フォン・ドナーニさん、私は思うのですが、できるだけ 10 年間で原子力から撤退しよう、エネルギーシ

フトをしようと社会が一致すれば、そして、次に政治と産業、社会のグループ、環境団体の間で、そうしよ

うとコンセンサスが得られるならば、反対なしにひとつのムーブメントをも起こせます。しかし、では産業

界のためには電気料金のためにはどうしたら？という問題を考慮すると、ええ、投資条件を今きちんと整備

すれば、国民の間でそれに対する受容が得られれば、私たちは達成できるでしょう、というのが私の見解で

す。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 多くは付け加えようとは思いません。この点では私たちの見解はかなり一致していると思います。目標範

囲は私も同じように表現したいと思います。再生可能エネルギーにおいては、PV がまず進んでおり、風力

がやや遅れ、水力ではもう少しできることがあります。これだけに留めておきたいと思います。しかし、今

の勢いや、あなた方が倫理委員会として今世界に出すものもそうですし、圧力を生むことで、私たちが大々

的に増強できることにつながるのだと思います。ええ、目標は達成できます。私たちは市民の行動の面で頑
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張らねばなりませんが、産業界の行動の面でもまた然りです。 後になりますが、再生可能エネルギー産業

には、現在約 37 万 7 千人の従事者がいます。皆さんにご紹介したこのプログラムは、私たちが発電設備に

した 1,500 億ユーロの投資です。これはつまり大規模な産業プログラムです。私たちはこれに取り組み、実

行しなければなりません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 タイゼンさんからのコメントに関連して、私も短い質問をさせていただきたいのですが、私の理解が正し

ければ、あなたは 4,000 メガワットの再生可能エネルギーを資産にお持ちでいらっしゃる。経営学的な視点

からだけ見れば、さらに増設するのに何が障壁になっているのですか？ 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 それよりはるかに多く持ってますよ。水力発電所も 150 以上持っています。私たちはドイツ 大の水力発

電会社であり、ついでにスウェーデンでも 大規模のうちのひとつです。このように、再生可能エネルギー

は非常に効率的になりえるし、もちろん将来の一部分にもなります。 

 

 重要なのは、皆さん今仰いましたが、ありとあらゆる前提が必要なのです。みんなでしっかり手を取り合

ってお祈りしましょう、というのでは不十分だと思うのです。そうではなく、はっきりさせなければならな

いのです。では、いつにするか年を決めてください。私の意見では、既に申し上げたように、倫理的な理由

から 2020 年より前に達成することはできないと思うのですが、まぁ 202X 年としましょう。そうなれば、そ

の 2、3 年前に区切りをつけて、では見てみようと言わなければなりません。電線は十分か？ 貯蔵は大丈夫

か？ ガス発電所はできたか？ ある年を選んで、どうにかなるだろうと願いましょうと、単に言うなんて、

そうは問屋が卸さないと思います。また、これは今非常に重要だと思います。 

 

 ハンブレヒトさん、あなたは建設期間と認可期間についてお尋ねになりました。石炭火力発電所では、6、

7 年。ダッテルン市ではもっとかかります。ガス発電所はもっと簡単ですが、4 年というところです。 

 

 そして、コーラーさんには申し訳ないですが、都市公社の代表者の方々がエネルギーシフトの際、つまり

原発稼動延長の際にテレビに出て「ガス発電所はもう動いていません」と発言されていましたが、じゃあ一

体なぜ停まっていたのでしょうか？ あれはガスの価格と電力の価格にもう差がなかったため停まっていた

のであり、稼動延長のためではありません。稼動延長の影響で停止せずに済んでいた原発はネッカーヴェス

トハイムⅠだけなのです。他のガス発電所はすべて現在採算が合わないため停止しているのです。ですから

もう一度ここで言わなければなりません。そもそもどうして今この 10 基のガス発電所を建てている人がい

るのだろう？と。天然ガスと電気の現在の価格の関係では、まったく採算が合わないためガス発電所を建て

る人は誰もいません。このことも少しは合わせて考えたほうがいいでしょう。このようにすべてのものに何

かしらインセンティブを与える必要があるでしょう。おっと、外来語は使ってはいけないんでした。すべて

のものに動機を促さねばなりません。なぜなら、今の状況で自然にまかせれば非効率的な古い発電所をフル

稼働させるだけです。それはみんな喜んでやります。そして私たちはチェコから褐炭による電力を、フラン

スから原子力による電力を輸入しています。市場の条件からこういうことが起きています。私たちがここで

描いていることはすべて自然に起きるのではなく、そうなって欲しければすべて連帯付加税を導入したり、

補助金を用意したり、インセンティブを用意したり、とすべてを合わせる必要があり――、市場だけに任せ

るわけにはいかないということを、合わせて考える必要があります。 
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ミヒャエル・G・ファイスト 

 口を挟んでよろしいですか？ 私たちは今、1 億 7 千万ユーロをかけてガス発電所を建てているところです。 

 

 

ラインハルト・マルクス 

 幾つかの倫理的な問題があり、ここでひとつ、もしかすると後に公の議論にとって重要になるかもしれな

い問題をもう一度あげておきますが、それと結びつくリスクが故に脱原発をするという論拠です。しかし、

その他方で私たちは、タイゼンさんやファイストさんが仰ったように、もしその代わりに他の分野つまり化

石エネルギーを一時的にでも増やすのならば、気候変動の問題が生まれるということからも目を離してはな

りません。 

 

 ここには 2 つの倫理的なオプションが内包されています。ですからお二方に実はもう一度お聞きしたいの

です。私の理解は正しいのでしょうか？ただもう一度はっきりさせるためにですが、あなたは原子力を橋渡

し技術としてガスと石炭で実際に代替している、代替しようしており、CO2 の排出量が一時的に増えること

には目をつぶり、その責任も取れる、ということでしょうか？ では別の新しい橋渡し技術はあるのでしょ

うか？ 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 いいえ、橋渡し技術というのはありません。橋渡し技術というのはいまだかつて存在したことはありませ

ん。人が何かを回避しようという橋渡しの夢ならばありました。これはずっと間違って理解されてきたと思

います。橋渡し技術はなく、――とにかく、あらゆるテクノロジーはいつかは絶える。風力発電もいつかは

消えることでしょう。よりよいものが何かしら発明される。人間とはそういうものです。永遠を保持したも

のはかつて何もありません。（笑い声）ええ、2,000 年続いたものもありますが、これはかなりうまくいっ

たほうです。ですので、これから先は天然ガスが中心になるでしょう。というのも CO2 価格が上がります

と、恐らくヴァシリアーディスさんは聞きたくないでしょうが、石炭をそのようなシステムで弁護するのは

もっと難しくなります。つまり天然ガスが非常に強くなるでしょう。私たちの試算によると、これは十分な

速度では進みません。これはつまり、2020 年にはこの電力の不足分の約半分を輸入しなければならないでし

ょう。倫理的にフェアならば、ただこう言わねばなりません。これを従来の電力として考える必要がありま

す。これを原子力で作った電気として考えてしまうと、これは不誠実だと思いますが、結局のところただ残

存リスクを左から右まで持ち越しただけであって、少なくともガス発電の電力として考えてみる必要があり

ます。そうなると、私たちは 2 千万トンの CO2 を輸入するかその責任を負うかのどちらかになり、このこ

とを出し抜けに近隣諸国に押し付けるのでなく、倫理的に自分たちの問題としなければなりません。ですか

ら、はっきり言いますが、6 千万トン分の削減が 2020 年に不足している、言い換えれば、2020 年には少な

くともその分がオーバーしています。ファイストさんによれば 8 千万トンにもなると思います。6 千万は

低限の値で、さらに 2 千万を輸入のために加える必要があります。じゃあ、家の断熱やらなんやらをしよう

と言うかもしれませんが、それらは既にすべて計画に含まれており、前の計画のエネルギーシフトでは既に

強力な CO2 削減は常に平行して含まれており、CO2 量は必ずそこに追加的に加わるのです。すべて二重に

加味することはできません。具体的な計画が必要だということです。私たちの試算によれば、ドイツは 2020

年に 40 パーセントは絶対達成できません。もちろん研究の向上を歓迎しますが、私たちの試算によればそ

れは不可能です。ただし、「輸入の際に外国で起きていることは私たちが意識する必要はない。でなければ

失敗に終わる」と目を閉じて言うなら別です。そうなると、私たちが取り決めた国際法上の約束で、今は X

年と短くなったから「まぁ、これは大した問題ではない」と簡単に言ってもいいのか、という問題になりま
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す。問題を頻繁に摩り替えてはならないと思います。私たちには持続可能なエネルギー経済がありました。

気候保全もそこに含まれます。これは妥協の余地はなく、いずれのシナリオにおいても認めてはなりません。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 確かにエネルギーにおいては（※マイクなし）、浮き沈みのあるエネルギーに対してはいつも、制御可能

なガスや石炭火力発電が対処しています。これはつまり、再生可能エネルギーの成長はこの分野での CO2

排出を押し戻すということです。これも実に考慮する必要があります。今はあなたに――、 

 

 もっと具体的に、より具体的に計算してみましょう。なぜなら、実のところ、「原子力ではなく CO2 の

上昇を、そして……」、とは今単純に言えないのです。解決策となるのは再生可能エネルギーです。この計

算では CO2 を排出しておらず減少しています。この計算をもう一度皆さんにご覧に入れたいと思います。

というは、私たちは熱の分野でもそして再生可能エネルギーの発電の場においても、これが実際に重要な点

であると思うからです。再生可能エネルギーの出力が上がれば、それを制御するために化石燃料分野のエネ

ルギーを下げて、ということをその度に行なって、そのことで下げているのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 これはもちろん私たちにとって非常に重要な点です。ファイストさんが今挙手されました。 

 

 

ミヒャエル・G・ファイスト 

 タイゼンさんが仰ったことに補足して、エネルギー効率の面、消費の面でマルクスさんが質問されたこと

について、もう一度指摘させていただきたいと思います。実践例として、今日ハノーバーのような大きな都

市で、現行の既存の建物の改修プログラムと 10 億弱ユーロの公的資金による支援によって、毎年約 1．5 パ

ーセントほど熱消費が市場で下がっています。もしこの助成金を実質的に増やせば、既存の建物の改修率が

加速度的に上がり、続く 10 から 15 年の間でエネルギー消費を実質的に、そのことで既存の建物の分野での

CO2 の排出も減らすことができる、という前提でよいわけです。 

 

 ご質問についてですが、これはひとつの媒体です。原子力をやめることで生じる穴で、従来の発電方法で、

約 10 パーセント多く、6 千トン CO2 が増えるなら、それを下げる道筋を再度加速させることができます。

この改修率を加速させることで対策を行い、私たちの見方では今日の 1．5 パーセントというパーセンテー

ジより高めることができます。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス 

 タイゼンさん、あなたの論調には少しかみ合っていないところがあるようです。あなたは一方で、「原子

力では倫理的に議論しすぎてはいけない、テクノロジーを評価してはならない」ということを仰いました。

他方では、CO2 の問題をこの座に祭り上げています。気候目標を侵害しようという人は誰もおらず、原子力

をやめるなら他の補償によって相殺しようと思っています。ドイツの CO2 排出のシェアは世界の 3 パーセ

ントです、3！ ですから、この問題では、この CO2 排出のシェアに一時的にブレが生じたとしても、 終

的に目標が達成できれば適切と言えます……。そのため具体的に質問なのですが、 終的に本当に気候問題

のために、その代わりにドイツでよいテクノロジーを開発し、CO2 を大きく減らさなければならない国々に

これを輸出することは、あなたの見方では責任あると言えるのでしょうか？ 仰ったなかでこの辺がちょっ
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とはっきりしませんでした。 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 あまり説得力がなかったのかもしれませんね、私にもわかりません。このテーマはもちろん滅茶苦茶にす

ることはできないと思います。ところで、原子力技術にも倫理的な問題がもちろんあるとは認めます。認め

るのは当然です。しかし、私たちが面目を失うべきでないのは、国際法上の公約だと思います。「まぁ、10

パーセント増えてもしょうがないじゃないか」といまさら言う人々に対しては、私は「いや、もう時既に遅

しだ。こうなったらこの問題へのウェイトの置き方を考え直すべきだ。それはいいけど、道筋はそうはいく

かどうか……」と言いましょう。ところで石炭についてです。私たちが世界に対して本当に何かよいことを

しようと思うなら、ドイツでクリーン・コール15を研究して、エムスランドにトランスラピッド（磁気浮上

式高速鉄道）をぐるぐる走らせるようなことをせず、中国でクリーン・コールができるように何かしらする

べきだと思います。これに私たちは貢献することができます。ただ、 も大きな貢献は天然ガスによっても

たらされると思います。というのも、天然ガスは も早く、より気候効率がよく、さらに、これも重要だと

思いますが、これまで無効電力16が出せる風力発電はありません。まったくないのです。無効電力なしでは

50 ヘルツはできません。ですから、あなたが仰ったように安定した作用とでもいいましょうか、従来の発電

方法のなかに作用のないシステムはないのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 無効電力の点については、これから科学と技術の分野でまた扱うでしょう。 

 

 

ハインツ＝ペーター・シュリューター 

 タイゼンさん、ちょっとだけ補足をよろしいですか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 いいえ、シュリューターさん。 

 

 

ハインツ＝ペーター・シュリューター 

 ちょっとだけですのでお願いします。価格について。私たちは風力を建てて、建てて、これでいつかはち

ゃんと供給できるだろうと信じています。今日既に多すぎるくらいの風力発電があります。驚かれるかもし

れませんが、過去 6 ヶ月の間、ライプチヒの市場では、28 時間マイナスの市場価格がありました。マイナス

の市場価格とはどうやって成立するのでしょうか？ 間違った時間帯に風が多すぎるからです。そうして今

も私たちは風力を増やしているんです。 

 

 

                                                                 

15石炭の燃焼による環境負荷を減らす技術の総称。燃焼効率の向上による二酸化炭素排出量の抑制や、窒素酸化物など

の有害物質を抑制する技術などがある。 
16負荷と電源とで往復するだけで消費されない電力。回路にモーターなどが存在する場合、電圧に対して電流の位相が

ずれ、実際には消費されない電力が発生する。 
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マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 シュリューターさん、あなたが仰ることはわかりました。私たちには既に十分すぎるほど風力の発電容量

があるということですね。グリュックさん。 

 

 

アロイス・グリュック 

 エネルギーの安定供給にとっての真価が試されるのは、実際に何が電力網で提供されるかという点です。

電力網の問題については、一体どれが実際にその役割を担えるのか、極めて異なる予測が皆さんから出され

ました。そしてこれまで発表されたものについても同じです。それでどうやってはっきりしたことがわかる

のでしょうか？ まぁ、先週の報道から 3 つの数字を挙げますけれども、380 キロボルトの超高圧線、3,600

キロメートル、出典：dena。110 キロボルトの配電系統、その 50 倍、2020 年までに拡張、130 億、出典：連

邦エネルギー・水道事業連合(BDEW)。都市電力公社、2030 年までに約 250 億を出資、出典：地方公営企業

連盟（VKU）。これを基に、誰が決定すべきなのでしょうか？ どうすればこの問題で明白さが得られるの

でしょうか？ それぞれ常に自分の電力網しか考察していない、という印象です。ですから、コーラーさん

とシュッツさんにお聞きしてみたいと思いますが、お二人はかなり異なるスタンスでおられますが、これか

ら見るべき期間についてここで明白にするために一体何が必要なのかご存知でしょうか？ というのは、私

たちは皆、2020 年かその前後には原子力なしで済むように、ある意味構造を変えておきたいのです。決定は

急ぐ必要があります。あえて言えば、あなた方がこれまでお話していることからはそもそも、私たちではあ

りませんけれども、政策決定者は何も実際に計画できないし、何をすべきか、政治的に責任を負えません。

コーラーさん、電力網の問題ではどうはっきりさせられますか？ シュッツさん、あなたはまったく別の

……、どうはっきりさせるでしょうか？ というのは、私はこちらを信じる、あちらを信じるというのは、

何の根拠にもならないからです。 

 

 

シュテファン・コーラー 

 

 グリュックさん、これは確信どうこうの問題ではないと思います。私たちは本当に科学を基に、何年も

dena 系統調査 I と II に取り組んできました。風力発電事業者、連邦風力エネルギー協会（BWE）も加わり、

系統事業者も加わり、連邦環境省そして連邦経済省も加わっています。私たちは幅広い根拠の基に 3 年以上

dena 系統調査 II を行い、今日から 2020 年までに予測される再生可能エネルギー源を増やすための電力網の

拡充需要を研究してきました。この研究は参加者全員が確認し、風力エネルギー協会の検閲も経て、皆見解

は一致しています。要するにこれは何かしら利害に誘導された研究でなく、根拠ある研究です。しかし……、

系統の安定性の試算や、詳細な調査ともなると、みんながみんなそうしているというわけではないでしょう。

そして、我が国は高度に工業化された国ですから、こうすることでしかできません。50 ヘルツは非常に貴重

なものであり、つまりシステムの安定を差している、ということだけ申し上げましょう。ですから、dena 系

統調査は再生可能エネルギーの拡充のための信頼できる根拠であると考えています。今挙げられた他の数

110 キロボルトの低圧系統は他の圧力段階で、それは別です。私たちが調査したのは超高圧系統だけです。 

 

アロイス・グリュック (?)  

 コストは…… 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 はい。しかし答えは、本質的には、コーラーさん、私たちを信じてください、ということですね。 
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シュテファン・コーラー 

 どういう意味ですか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 私たちを信頼してください。これは本質的にあなたのお答えで、ただ短くまとめただけです。シュッツさ

ん。 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 私の出典は、連邦経済省に提出された CONSENTEC 社（Consulting für Energiewirtschaft und -technik 

GmbH）の答申です。そこでは、dena 系統調査 I の値 850 キロメートルに、さらに約 250 キロメートルプラ

スするとある。これは、どのように分散型構造を構築したかという問題に対する、また別のアプローチです。

これは CONSENTEC 社の試算であり……、根拠になっています。私たちのアプローチはまた別で、つまり

エネルギーデザインの改変です。これが違いです。拡張については、1,100 キロメートルと、私たちの意見

は単純に一致しています。コーラーさん、850 のうちのまず 90 キロメートルを建てただけなのですから、ふ

ざけてないでちゃんと着手しましょうよ。私たちは 380 キロボルトの系統を建てるという長い道のりを、し

ばらく一緒に進む途中なのです。 

 

 

シュテファン・コーラー 

 もうひとつだけ野次を入れてよろしいですか？CONSENTEC の訂正記事について指摘しておきたいのです

が、CONSENTEC の研究は dena の系統調査 II と対立するものではないということが、インターネットでも

読むことができます。ただ情報までに。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 私は皮肉を言うつもりは全くなく、あなたが仰ったことが本質的に「私たちの研究はきちんと筋が通った

もので、私たちを信頼してください」と、こうだったのです。これをまとめただけです。シュラーズさん。 

 

 

ミランダ・シュラーズ 

 レトゲン環境相は、雇用を考えれば再生可能エネルギーの強化はドイツにとってひとつのチャンスである

と仰いました。雇用の問題では、原子力からより早く撤退するとなると何が起きるか、ということもまた問

題です。コーラーさんにこの問題についての見解をお聞きしたいのですが、ドイツがより早く原子力から撤

退する場合、雇用の分野ではドイツにどのようなチャンスがあるのでしょうか？ そうなれば、ドイツはど

のテクノロジーにおいて、再び先駆者となり、より拡充できるでしょうか？ 

 

 

シュテファン・コーラー 

 私たち、もしくは、私は再生可能エネルギーの速やかな拡充を提唱します。今日議論したことを全部繰り

返すつもりはありませんが。しかし、再生可能エネルギーシステムもまたエネルギー効率においてある程度
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の学習曲線を持つ、どうしてもシステム開発がある、ということも合わせて考慮するべきだと考えます。系

統の拡充、貯蔵技術、スマートな電力系統について、私たちは先ほど議論しました。ですから、このスケジ

ュールに加重をかけ過ぎないほうがよいでしょう。私たちは、もう一度先ほどの議論になるかもしれません

が、現在、システムに原子力エネルギーによる電力を 22 パーセント有しています。拡充計画では、再生可

能エネルギーの割合を 17 パーセントから 40 パーセントまでに引き上げることを予定しており、これはつま

り 23 パーセントのアップです。この計画どおりに進めば、2020 年までに原子力を再生可能エネルギーで代

替できるでしょうし、これを私たちは提唱しているのですが、つまりこの時間枠で脱原発を計画すべきでし

ょう。なぜなら、学習曲線、技術的そして社会的な学習曲線に過度な負担をかけるべきではないと思うから

です。というのは、さもないと、とりわけコストや価格において、間違った発展に入り込む恐れがあるから

です。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト 

 コーラーさんが今キーワードを出されましたが、私からはもう一度コストについて言及し、シュッツさん

に質問します。再生可能エネルギーは、通常の今日ある従来のエネルギー発電に対し、価格の面でそもそも

いつになったら競争力あるものとなるのでしょうか？ というのも、もっとひどく直接的に言いますと、皆

さん認めるでしょうが、自分の家を購入することができないドイツの賃借人は、今日いわゆるマイホームの

所有者のソーラーパネルに電力料金を通じて投資しています。ですから、再生可能エネルギーに移行するな

ら、シュリューターさんの仰った、「産業界は競争力ある電力が必要だ」という言葉が、非常に気になりま

す。ですので私のお願いです。いつになれば競争力が持てるのでしょうか？ 

 

 

ディートマー・シュッツ 

 風力エネルギーでは、非常に早く競争力が得られるでしょう。風力エネルギーの一部は、既に市場にまか

せることができるようになります。これはつまり、どうやって市場に入り込むことができるかを今既に議論

しているということです。PV の問題ではもう少し時間がかかるでしょう。特に 2017 年以降、自己消費では

PV 価格が家庭の電力を下回る状況になるとソーラー産業は言っています。技術によって異なる歩みとなる

でしょう。割当金の負担対象となる家庭の電気代を通じて再生可能エネルギーのコストを支払わねばならな

い一定期間は我慢が必要です。金額については先ほどお話しました。 

 

 

クラウス・テプファー 

 私が当然気になるのは、例えば CO2 や化石燃料エネルギーに値段をつけるという事実を通じて、今の電

力レベルを高める、という問題です。つまり、私にしてみれば、ファイストさんにもう一度お聞きしたいの

ですが、エネルギーに対する価格が上昇するというのは至極明白ですよね。ここでは原子力を完全に抜いて

おきましょう。他方で、再生可能エネルギーに対する価格が下がるという発展もあります。私が気になるの

は、この曲線がいつ交わるのかということです。化石燃料エネルギーのレベルが継続的に今のまま留まると

はとても言えません。なぜなら、そのために私たちは例えば CO2 に対して価格を導入したのですから。で

はいつ上昇曲線と下降曲線が交わるのでしょうか？ ファイストさん、このことについて何かお聞かせいた

だけますか？ 

 

 

ミヒャエル・G・ファイスト 

 私は学者でもエコノミストでもなく、元々ただの企業人ですから、これは非常に難しいです。風力のよう
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なテクノロジーにおける学習曲線についての数字を見ますと、市場での風力のイニシャルコストを下げるポ

テンシャルが限られているのがわかります。フラウンホーファーの数字をいくつか見ましたが、私の覚えて

いるところによると、風力の場合は、発達曲線の 後には 1 キロワット時あたり約 8 セントのイニシャルコ

ストがある、ということだったと思います。つまり、市場での電力価格が大体 7 から 8 セントの範囲にある

場合に、この交点に達するということです。これまで卸電力市場段階での電力価格レベルで も高い値を示

したのは 2008 年でした。2008 年には、電力ベースで 1 キロワット時あたり 6 から 7 セントでした。現在世

界各地で見受けられる CO2 のコストとエネルギー資源の高騰によって、上昇する電力価格に駆け寄るよう

になると考えます。現時点において、これは個人的な予測であって予言ではありませんが、オンショア風力

発電、こう分類してよいかわかりませんが、オンショア風力発電が確立したテクノロジーとして次の 10 年

の後半にコストの交点に見られることになる、と思ってよいと思います。 

 

 

ヨハネス・タイゼン博士 

 しかしテプファーさん、りんごと梨を比べないでください。2,500 時間の揺れ幅のある電力を、ベースロ

ード価格と比べることはできません。まずそれを精製して、つまり貯蔵コストをそこに計上して初めて同じ

製品になるのであって、そうでなければふたつの別の製品を比べることになります。ですから、いつ交点が

来るかもわかりませんし、申し上げることもできません。例を見てみますと、北米で私たちが操業している

風力発電は、ほぼ半額で建てています。まだかなり下げるポテンシャルがあるわけです。いつかしら交点

（？）が来るだろうとも思います。しかし、恐らく CO2 価格が原因というよりも、石炭やガスの世界規模

での値段の高騰が原因になるのではないかと思います。しかし、それが具体的にはいつなのかはわかりませ

ん。ただ、早ければ早いほど・・。学習曲線をたどる必要があります。もしこれをすべて非常に早い段階で

行うと、交点が来る前にお金を使い果たす危険性は、学習曲線からも利益を得られるように時間を取ってお

く場合より、もちろん高くなります。既にすべてを払ってしまえば、もうお金は手元にないのですから、ど

こに交点があるのかは重要ではなくなります。もうメリットもないのですから。 

 

 

クラウス・テプファー 

 私が指摘したのはただ、あらゆるエネルギー媒体には外部コストがあり、それを先に算入するか後に算入

するかで価格が変化するということに対する、非常に素朴な指摘です。ある分野では静的に、他の分野では

動的にというわけにはいきません。 

 

 

ミヒャエル・G・ファイスト 

 

 タイゼンさんが今エネルギー資源のテーマも挙げられたので。ガス消費について、世界規模での予測を見

ると、私たちが西ヨーロッパで見るのとは全く無関係に、あらゆる予測では、世界のガスの消費が次の 30、

40 年で倍増するだろうとしています。電力消費が実質的に上がるのは確かです。世界の多くの場所、特にア

ジアでは石炭火力でまかなわれるのも知っています。わが国が将来的に輸入することになるエネルギー資源

は、世界市場において上昇傾向にあり、これがもっと高くなり、エネルギー資源の輸入はもっと高くなり、

それが本質的に発電においてもまた、これから数年後に交点に達するだろう、と言うための根拠があると考

えます。今日のレベルで達するのでなく、市場のダイナミックな発展のなかで達するでしょう。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 
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 どうもありがとうございます、ファイストさん。ハッカーさんのご質問も察していただいたようで、彼は

発言要求を撤回されましたので、今のがこの A ブロックの 後です。皆さん、ありがとうございました。ほ

ぼ予定通りに終了しました。非常にはらはらし、興味深いものでした。たくさんの論拠や立ち位置を聞きま

した。それらの多くを生かせると思います。もしかすると、その幾つかは 45 分のお昼休憩の間にも意見交

換できるかもしれません。つまり、12 時 15 分きっかりに、B ブロック「科学的・技術的観点」でまたお会

いしましょう。では召し上がれ。
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第2章 科学的・技術的観点 

 

 

  

クラウス・テプファー委員長 

 本日学者の方々をお招きできたことを嬉しく思います。皆さんは、いつドイツの原発を完全に停止できる

かという議論を背景に、ドイツのエネルギーの安定供給の問題についての知識やお考えを、私たちにお聞か

せくださることでしょう。これこそ私たちがこの議論をする目的です。進行は午前中と変わりなく、7 人の

専門家がここにおられますが、それぞれ 7 分間お話を伺い、その後に、今朝非常に白熱したように、質問の

時間を取り、内容を議論で深める機会を取ります。 

 

 私たちはテレビの前でご覧になっている方々への感謝を忘れてはなりません。ここまでよくついて来てく

ださり、この後もご覧になるおつもりの方々です。これはつまり、特に学者さんの場合、私自身もそうです

が、みんなが本当に理解できる言葉を用いることを重視すべきだということでもあります。このような催し

では、実際に非常にわかりやすく話すべきです。これは、自らの言葉で噛み砕いて説明してもいいという基

本的な提案です。 

 

 マックス・プランク研究所ミュルハイムのフェルディ・シュート教授がまだお見えになっていないようだ

と伺っています。どこかで霞がかかっていて、まだ到着されていないのでしょうけれども、登壇の順番を後

にしているうちにお見えになるでしょうから、まずカールスルーエ工科大学（KIT）のエバーハルト・ウム

バッハ教授からお話を伺えますでしょうか。その後、ご着席の順に参りましょう。ウムバッハさん、お願い

します。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 委員長さん、ありがとうございます。皆様、私の発言を７つのポイントに分けたいと思います。 

 

１．現時点の状況。 

 

 今日の話の前提というのは、ドイツは完全に原発から撤退する予定で、ただそのスケジュールがまだ議論

されているところだ、というものです。それと同時に、エネルギー供給の再構築に関する決定も、迅速に行

なわれる必要があります。しかし、あらゆる重要な因子を考慮した、将来的なエネルギー供給の妥当な計画

のためには、信憑性のある見積りが必要です。そうした見積りは、たとえばコストですが、現在次の 10 年

という期間では 100 倍ものばらつきがあります。これでは信憑性があるとは言えません。ですから、現時点

での性急で緻密すぎる計画というのは、かなりのリスクを伴います。 

 

 その他では、将来的なエネルギー供給の尺度の軸を、安定供給、無理のない費用負担、気候への適合性、

環境親和性といったものから、数週間の間に急激に変えるべきなのか、よく考える必要があるでしょう。 

 

２．気候という問題についてのコメント。 

 

 すべての原発を停止すれば、年に約 1 億トンの CO2 を追加で排出することになります。これも効率的な

ガスタービンで代替した場合での話であり、そうでなければ排出量はさらに増えます。これは、今現在停止

されている原発を含めてのことです。1 億トンというのは現在と比べて約 15 パーセントの増加です。問題は、

この追加的な排出を避けることができるかどうかではなく、いつ避けることができるか、です。その計算方

法や、再生可能エネルギーへの移行がどのように成功するかによって、20 年とも 40 年とも言われます。 
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 つまり、全部で 20 ないし 40 億トンの CO2 が追加的に排出されるということです。ドイツは全部で 2 パ

ーセントしか世界の CO2 排出に加担しておらず、傾向としてはさらに減らしているので、世界規模で見れ

ばほとんど気にならない程度のものだ、と言うこともできましょう。しかし、ドイツが自ら掲げた温暖化対

策目標を、しばらくの間達成できないことには変わりありません。ただし、経済が急落した場合は別で、な

ぜならどんな不景気も CO2 削減と結びついていますから。 

 

3. ドイツの原子力発電所と核の安全性の問題についてのコメント。 

 

 ドイツにおける安全性というのは、フクシマの後あまり変わっていません。変わったのは国民の安全に対

する感じ方と、「残存リスク」という概念に対する価値評価、そして受容です。ドイツの安全状況について

は、ドイツの原発は世界で も安全性が高い部類に属す、ということを覚えておく必要があります。ここ以

上に安全性の規定が厳格で、安全性技術が熟していて、関係するすべての人の安全性意識が高いところは、

どこにもありません。 

 

 日本と直接比べてみても、ああいったマグニチュードの地震やああした波の高さの津波というのはドイツ

では考えられません。それでも、特に原発を比べてみると、ドイツの設備の安全性や安全性基準のほうがず

っと高いのです。詳しい評価というのは原子炉安全委員会（RSK）の役目ですが、ここでは少なくとも大ま

かに次のことが指摘できます。たとえばドイツの原子炉には福島の原子炉よりも３倍か 4 倍の安全冷却シス

テムがあり、非常用電源のディーゼル発電機の幾つかは、格納容器の中に守られています。私の知る限り、

ドイツにある全ての原子炉は水素再結合システムを有しており、水素爆発を防ぐようになっていて、そして

外側の、ふたつめの格納容器は、福島のものより遥かに頑強な鉄筋コンクリートでできています。 

 

 フクシマ以来、非常にわかりやすく変化したのは、国民の間でのリスクに関する主観的な認識と価値評価

であり、国民の恐れと拒絶の度合いを判断する際には、ドイツの報道が、ヨーロッパや世界全体と比べても

極めて例外的なものであったということを、当然考慮する必要があります。例えば、フクシマの大災害の後

の 4 週間に出されたヨーロッパの活字メディアの記事 5 万 3 千本のうち、82 パーセントがドイツで発行され

たものであり、これは脱原発に関するものも含みますが、残る 18 パーセントをヨーロッパの他の国が合わ

せてシェアするかたちです。 

 

４．脱原発を急ぐことで安定供給と電力価格に与える影響。 

 

 これは先ほど詳しく議論されていましたので、少しだけ触れますが、7 つの古い原発を停止したことでは

安定供給は脅かされないし、これは消費の集中する冬の間も、恐らく変わらないと思います。ドイツの電力

ミックスにも、これら 7 基の停止はあまり影響を与えないでしょう。というのは、電力輸出が下がる一方で、

特にフランスやチェコからの、コストの安い原発で発電された電力を輸入することで、バランスが保たれる

ためです。そのため、いわゆる原子力電力の実際の割合というのはほとんど変わりません。 

 

 比較的新しい原発の停止は、一時的に隘路を引き起こす可能性がありますが、電力輸入を増やすことと、

古めの火力発電所、つまり、いわゆる待機予備力（cold-reserve）によって、すぐに対応できると見られてい

ます。より効率的な石炭火力発電所の新設、そして特に天然ガス発電所の新設は、少し時間がかかるでしょ

う。特に、新設への受容がうまく得られない場合には。しかし、そうした「化石燃料の」橋渡しによる解決

というのは、気候保全目標にとっては犯罪にあたります。 

 

５．再生可能エネルギーの迅速な拡大のポテンシャルとリスク。 

 

 再生可能エネルギーの拡充というのは、一般的合意です。ただし、重要な問題は、安定供給と電力コスト
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がいかに変化するか、ということです。電力供給が再生可能エネルギー中心になる場合、技術的にはどんな

ものが必要となるのか。また、電力ミックスがどの程度どの再生可能エネルギーに分配されるのか、という

問題もあります。これら 4 つの問題は、互いに、とても緊密に結びついています。 

 

 再生可能エネルギーを代表する 6 つのエネルギー源については、私は今のところ風力だけが充分なポテン

シャルを持っていると思っています。風力、特にオフショアの拡大は確実に実現する必要があります。ただ

し、その規模と影響についても考える必要があります。極端なシナリオでは、それぞれ 10 から 20 基の風力

発電機を持つウィンドパークを、5 千から 1 万設備ほど新たに増やす必要があるのですが、これを空間的そ

して地域的に想像してみる必要があります。電力供給を確保するために。そうすると、事実上、きっと他の

エネルギーミックスを選択する必要がでてくるでしょう。 

 

 しかし、電力網と貯蔵の問題もまだ残っています。電力網はスケジュールどおりに実現できると思います。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 ウムバッハさん。7 分が持ち時間ということをお忘れなく。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 ただ、貯蔵は問題になると思います。これは必要な量をカバーできる見通しは立っていません。ここでは、

技術的な面でも政策的な面でも、これまで解決策と呼べるようなものはありません。 

 

 ノルウェーでの電力貯蔵というキーワードは、政治的に混乱し、倫理的に汚れた、誤った方向へと導く提

案の象徴のようなものです。これについてはこれに留めて、6 点目の電力コストの上昇に絞ります。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 もう 8 分です。 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 ではここで終わりにします。 後に 3 つ言わせてください。調査については、希望があれば後ほどお話し

ます。 

 

 ドイツが脱原発をリードして得意げに振る舞うのは不適切であり、エネルギーというテーマは欧州全体で

取り組む必要があります。ドイツが単独で進んでも、ひどい結果になる可能性もあります。エネルギーの議

論はもっぱら電力中心になっていますが、これは全体のたったの 25 パーセントだけです。エネルギー全体

を見る必要があると思います。50 年後に何が起きているかをよく知っているかのように思うのも、人間の高

慢というものだと思います。10 年でさえ、概観するにはかなり複雑な期間です。私たちはコンセプトを柔軟

に作る必要があると思います。未来へ残しておくオプションが必要だということです。そして、そのオプシ

ョンは研究者が保障する必要があるのです。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 ウムバッハさん、ありがとうございました。それについてはまた議論する機会を取りましょう。しかし、

私からの切実なお願いですが、7 分間を死守してください。私たちは先ほど見事な例を見ましたが、時間制

限があっても内容には全く問題がありませんでした。ヴェーバーさん。 
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アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）（在フライブルク） 

 皆様、この場で倫理委員会の皆様にお話する機会を頂き、ありがとうございます。世界が今、世界全体の

エネルギーシステムを省エネしながら再生可能エネルギーへと転換するという、これまでに例のない挑戦に

立たされている、という認識では、私たちはほぼ一致していると思います。私にとって重要なのは、これに

初に取り組む国々が、莫大な経済的メリットを手にするということです。このことを私たちは忘れてはな

りません。 

 

 まず、原子力に関する手紙の話で始めたいと思います。この手紙にはこれまで 500 人の学者が署名をし、

メルケル首相に送りました。この手紙の中心となるメッセージは、複合的な技術システムというのは、根本

的に前もって予測することは不可能だ、というものです。考えられる初期条件を正しく定義する限りは、そ

うしたシステムがどう動くかを予測することができます。しかし、人間の想像力というのは、すべての起こ

りうる過ちを前もって考えておくには、根本的に足りません。人類はこういうシステムにうまく対処するよ

う取り組まなければなりません。 

 

 スペース・シャトルを例に出しますが、これはこの世で もうまく組み立てられた構造部品のひとつです。

しかし、そのうちの 2 つが壊れました。なぜなら、私たちがそうした過ちを想定していなかったからです。

ただ違うのは、この場合はその現場にいる人たちだけが危険な目にあうということです。化学工場の場合で

も、現地で働いている人だけが危険を被ります。原発事故の場合は、何千、何十万、何百万という数の人々

が危険に見舞われます。 

 

 1957 年以降の原発重大事故をざっと見ていくと、ほぼ 10 年に一度、放射性物質漏れを伴う大きな原発事

故が起きています。こうした事故は 10 万年に一度と言われたものですが、実際は 10 年に一度です。これは

つまり私たちが……、これこそ 500 人の学者が署名した内容ですが、原子力とは人間が活用すべき技術では

ない、原子力とはできるだけ早く手を引くべき技術である、ということです。ドイツが例となって進めるべ

きで、私たちは撤退できます。現在原発によってまかなわれている電力量を、実際に 17 年で再生可能エネ

ルギーによって代替できる、というシナリオがたくさんあります。 

 

 このことがこのグラフにはっきりと示されています。2017 年までに赤の原子力が消えるのがご覧いただけ

ます。また、天然ガス発電所が増えるのもご覧になれます。というのも、とりわけ柔軟に動かせる熱電併給

設備が必要だからで、石炭火力発電所を停め始めることができることもわかります。ここで重要なのは、既

に話題になった風力も太陽光も、ほぼ同じ割合、電力供給の 10 パーセントを担うことができる、というこ

とです。 

 

 私個人的には、特にソーラーエネルギーに関してお話したいと思います。過去数ヶ月の間、ソーラーエネ

ルギーは人々の間で特に議論になっていました。ソーラー発電はどうやら経済的ではないらしい、と。本当

のところは、太陽光発電、PV1は、半導体技術であって、とてつもなく大きなコストの累減を示していると

いえます。世界規模での学習曲線を見ると、80 年代以降、世界中で設置される PV の出力が倍増するごとに、

コストが 20 パーセント下がったことがわかります。この曲線は 1980 年以降のものですが、つまり、ソーラ

ーエネルギーが結晶シリコンによるものである限りは、資源の限界を知らない半導体技術として、発電方法

として永遠に も価格の手ごろなものになる、恐らく水力発電か陸上風力発電だけが競争相手となるだろう

ということが、かなりの確実性を持って言えます。 

 

 この曲線を見ると、ドイツの買取補償額を、過去数年間でいかに急激に下げることができたかがわかりま

す。そして、それにも関わらず、依然として、太陽光発電設備の導入で利益を上げることができました。こ

                                                                 

1第 1 章 2 ページ参照。 
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れはつまり、コストはこの値よりもっと低いところにあるということです。2011 年は注目すべきところです。

ここでいわゆるグリッド・パリティ2を達成します。つまり、PV のコストだけでなく、買取補償額までもが

家庭の電気代よりも安くなるということです。あと数年もすれば、オフショア風力や他の技術とも張り合え

るようなり、それどころか産業用電力料金よりも低くなることがわかります。 

 

 とても重要なのが次のグラフです。これは家庭用電気料金が値上がりしていることを示しています。再生

可能エネルギー法によって高くなったということがよく言われています。しかし、このグラフを見てくださ

い。家庭用電力料金は、過去 10 年間で毎年平均約 4 パーセント上昇しています。そして、2、3 年前から再

生可能エネルギー法割当金がその一部になったにも関わらず、電気代の上昇は少しも確認できず、これは他

の分野での値下げによって相殺されています。 

 

 ひとつのポイントが国民的議論からすっかり見落とされてしまっています。下の緑の曲線をみると、これ

は電力集約型産業のものですが、過去 3 年で、電力集約型産業の電力価格は上がっていないばかりか、下が

っています。これは、いわゆるメリット・オーダー効果3によるものです。再生可能エネルギーの系統接続

が増えることで、電力市場での電力価格は安くなります。そのため、ドイツから電力集約型産業を追い払う

なんていう話は、ただのたわごとに過ぎないばかりか、意識的な嘘なのです。なぜなら、本当のところは、

再生可能エネルギーによる電力の系統接続によって、ドイツはより魅力的になっているからです。電力集約

型産業が、再生可能エネルギー法割当金の支払い義務を例外的に免除されている限りは。これは事実です。 

 

 行動提案にはどんなものがあるか。原子力は 2017 年までに速やかにやめる。天然ガスを増強する。これ

は再生可能なバイオガスで代替も可能です。特に食物残渣によるバイオガスや、特にコジェネレーション4

発電所を優先する。オンショア、オフショアともに風力発電を拡大する。PV は引き続き 6 から 8 ギガワッ

トの規模で毎年増設する、これが再生可能エネルギーを増やす一番早い方法です。分散的に建てることもで

きます。ただ、中圧系統網が必要になります。分散型の発電では消費する場所で発電しますから。2020 年の

終わりには電力消費の 12 パーセントをやすやすと達成できるでしょう。 

 

 もちろん他にも対策が必要です。この調整のために調査や資金が必要となります。特に重要なのは電力網

の強化、段階的な再生可能エネルギー法割当金を得られる PV 設備の増築、様々な建物の面の有効的な活用、

そしてもちろん自家発電分の自己消費の促進と、貯蔵の促進。すべての技術についてお話することはできま

せんが、非常に興味深い調査ができるでしょう。それからスマートグリッド5と負荷マネジメントです。な

ぜなら、みんな電力が安くなる時に消費し、値段が高いときは控えるべきだからです。余剰電力は、ノルウ

ェーやスイスなど、私たちに水力発電の電力を送り込んでくれるような国々に輸出するべきです。そして、

必要となったときに、彼らから輸入すればいいのです。ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 初のお二方を比べるだけでも、充分この後の議論のきっかけになると思います。このことをこのまま取

り上げようかと、かなりうずうずしていますが、規律を守るのも大切ですので。そのままヨアヒム・フォ

ン・ブラウン教授に移ります。彼はこの世界における食糧生産の安全保障の問題に熱心に取り組んでおられ、

その関連で本日こちらにお越しいただいています。 

 

 

                                                                 

2太陽光などの分散型電源の発電コストと、送電線（グリッド）から供給される電気のコストが同額になる状態。 
3電力卸売市場において、価格の低い順に落札することによって価格を引き下げる効果。自然エネルギーの導入による卸

電力価格の低減効果。 
4第 1 章 2 ページ参照。 
5第 1 章 2 ページ参照。 
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ヨアヒム・フォン・ブラウン教授、ボン大学 

 お招きありがとうございます。一次エネルギーの歴史をこの図で見ると、人類が過去 4、5 世代で緑のと

ころ、つまり相対的にバイオマス6から離れて化石燃料へと向かったということが、この世界規模の数字を

見ればわかります。このグラフの小さな赤いところは原子力エネルギーです。 

 

 この委員会で取り上げようとしている大きな問題というのがこの代替で、この赤いところですが、しかし、

茶色や灰色、黄色のところについても、つまり化石燃料と原子力を再生可能エネルギーに、特に青の水力や

緑のバイオマスをベースしたものへ、ということです。 

 

 アフリカの途上国は一次エネルギー全体の約 7 割から 8 割を、バイオマスをベースにしています。もっと

多い場合もあります。だから視野をドイツより広い範囲へと向けます。ドイツのエネルギー政策は国レベル

だけでなく、ヨーロッパや世界にも影響を及ぼし、それは価格やイノベーション、研究投資を通してです。

利用する一次エネルギーの構成比は、ドイツ国民だけでなく、間接的にもしくは直接的にそれに関わるすべ

ての人に安全なものであるべきでしょう。現在の構成比の各要素をもっと再生可能エネルギーの利用へと移

すことを、世界の貧困者に負担をかけることなく実現させるべきです。 

 

 日本の大惨事の後に認識や状況が変わるまでは、ドイツ政府のエネルギー政策的な目標というのは、大体

このようでした。一次エネルギーにおける再生可能エネルギーの割合を約 9 パーセントから 16 パーセント

に、そしてそのうちバイオマスを 7 パーセントから 11 パーセントに。バイオマス由来のエネルギー源が、

ざっと 150 パーセントほど上昇したことになります。 

 

 過去 10 年の間に、バイオマス由来のエネルギーとバイオエネルギーのブームが起きました。このグラフ

の左のカーブは、バイオエタノールの例を示しています。それと同時に、世界の食糧価格とエネルギー価格

との密接な関連が見られます。グラフの右側です。このところ、世界のエネルギー価格と世界の食糧価格は

ほとんど同期しています。これは 20 年前にはまだありませんでした。これは特に、バイオ由来のエネルギ

ー生産の拡大によるもの、つまり、経済学者が言うところの、コストと機会費用によるものです。一方を生

産すれば、一方を失う。バイオマス由来のエネルギーを生産すればするほど、食糧生産の分を失う。それに

よってこの価格のシンクロの動きができます。 

 

 このグラフは、世界が過去 5 年間で世界食糧価格危機に陥ったことを示しています。2008 年と 2011 年が

ピークになっています。世界の小麦の価格はいまだかつてないほど高騰しており、同じことがトウモロコシ

についても言えます。その結果が、悲しいことに世界の飢餓人口の回復傾向が逆戻りしたというもので、そ

れがこのグラフに示されています。過去 15 年の間に絶対数が増え、それどころか、過去 5 年間では相対数

でも飢餓や栄養不足の数が増えています。これは、価格の急騰だけが原因ではありませんが、部分的には、

強調しますが、部分的には価格の高騰によって、特に貧困者の間で起きています。彼らの家計支出の半分が

基本食料にあてられているのに対し、エネルギーにはたったの 5 パーセントです。これは私たちの家計とは

異なります。ドイツ人の家計では、エネルギーにも食糧にも同じくらい支払っています。世界人口の底辺の

20 億人の構図は、これとはまったく違います。彼らは 5 パーセントに対し 50 パーセントの割合です。 

 

 私たちの考えからすると、この解決の鍵は抜本的な研究投資の強化です。連邦政府から数年前に委任され

た、ドイツ理工学アカデミー（acatech）のバイオエコノミー専門家委員会の提案の核となる要求を、ここで

紹介します。それはふたつあって、新しいバイオマス由来のエネルギー源と方法を開発することと、もっと

活用できるバイオマスをより効率的に生産し活用するということです。これが専門家委員会の重点です。 

 

 まとめますと、飢餓や環境といったリスクを鑑みると、バイオエネルギーが拡大する前に、バイオエネル

                                                                 

6第 1 章 2 ページ参照。 
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ギー分野の結果志向の研究や技術的なイノベーションを増やす必要がある、ということです。皆さんが検討

すべきこの難しい問題においては、期限だけでなく、段階的に積み上げることも大切です。ヨーロッパは、

現在 6,000 箇所にある、次々と小麦やトウモロコシを消耗しているバイオガス施設を、次の 5 年間で 9,000

箇所へと増やすことを計画しました。バイオマスおよびバイオエネルギーのイノベーションを途上国と分か

ち合うことが、非常に重要です。これはエネルギー生産だけでなく、ノウハウを共有することについてもい

えます。結局のところ、バイオエネルギー製品のオープンな取引が戦略の一部になるでしょう。ご静聴あり

がとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 どうもありがとうございました。時間通りにお話くださったことに対しても。とりわけ、飢餓の問題と結

びつけてくださったことにも感謝します。私も世界飢餓援助機構の名誉議長団の副議長であることから、こ

の問題に私たちが並々ならぬ努力で取り組んでおり、ひとつの理論的な主張以上のものであるということが、

皆さんにも想像いただけると思います。この倫理に関わる要素を、ここで合わせてこのように明確にしたと

いうのは重要だと思います。ヨアヒム・フォン・ブラウンさん、ありがとうございました。 

 

 では、クランダー教授に移ります。〔英語で〕少し補足させてください。お話は英語でしていただき、私

たちは質問はドイツ語でもできることにします。 

 

〔同時通訳〕それで、その質問には英語で答えていただきます。これは私たちが国際社会の方へと向いてい

て、英語にも耳を傾けるのだと証明するいい機会にもなったと思います。クランダーさんにスウェーデンか

らお越しいただき、私たちが国境を越えて少々垣間見ることができることを嬉しく思います。 

 

 

スヴェン・クランダー教授、ウプサラ大学 

 〔同時通訳〕お招きありがとうございます。過去 5 年間、私はスウェーデン王立科学アカデミーで働いて

いました。私たちはそこで 2050 年のエネルギー状況を考察しました。今日は、2050 年のエネルギー安定供

給の話にしぼりたいと思います。また、特に問題にするのは原子力です。2050 年には、世界の 90 億人に

様々なエネルギー源による電力が供給されています。 

 

 非常に一般的な話をすれば、私たちには 2℃目標というのがあり、2050 年までに CO2 濃度を 450ppm で安

定化させようとしています。その第 1 の前提となるのが、森林伐採を止めるということで、特に南アメリカ

とインドネシアにおいてです。これは食い止めねばなりません。次に、CO2 の排出を 40 パーセント減少さ

せることで、3 つめに、化石燃料以外のあらゆるエネルギー源を 適化する必要があります。これで人々が

食べていけるかどうか様子を見ます。 

 

 これは IPCC が 2007 年に公表したグラフです。ここでは、CO2 の排出が 1970 年から 2004 年までにほぼ

倍増していることがわかります。2009 年の排出量は 31 ギガトンです。発電は CO2 排出の 25 パーセントを

占めています。EU 加盟国 27 ヶ国の 2008 年の発電を見てみましょう。全体で 3,374 テラワット時が発電さ

れ、53 パーセントが化石燃料、28 パーセントが原子力、19 パーセントが再生可能エネルギーによる電力で

す。個別には、このグラフのこちらに内訳がご覧になれます。 

 

 CO2 を出さない電力というのが EU の目標です。スウェーデンはここではトップです。それは、スウェー

デンが非常にたくさんの水力発電を有しており、原子力もあり、そして化石燃料の割合はごくわずかだから

です。ドイツでは、電力の 4 割が非化石燃料起源のものです。この前のグラフには、原子力の割合が変化し

たことが示されていました。 
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 私たちの 2050 年のための調査の結果とは何でしょうか？ 2008 年には、総電力は約 2 万テラワット時で、

7 割が化石燃料、残りが原子力と水力、そして過去 3 年間は風力とバイオマスエネルギーが少しの割合を占

めています。風力の割合が増えました。2050 年には、これが私たちが様々な統計を分析した結果ですが、太

陽光が恐らく 5 パーセントに伸びると考えています。今世紀の後半には太陽光は特に伸びるでしょう。とい

うのも、それには当然やや時間がかかるでしょうから。 

 

 風力発電の割合は約 1 割というところで、バイオエネルギーの割合については、コジェネレーションが非

常に多く普及し、農林業からの残渣によってバイオマスを発展させられるという見通しです。スウェーデン

やヨーロッパでは、水力の割合は飛躍的には伸びませんが、途上国においては非常に期待でき、9 千テラワ

ット時のポテンシャルがあります。 

 

 原子力の割合も統計によれば増えることになり、化石燃料の割合は 30 パーセントちょっと程度に下がる

ことになります。これはほぼ 2008 年同様の割合です。というのも電力は 2 万テラワット時から 4 万テラワ

ット時へと倍増していますから。これは、世界人口全体にとってだとしても随分な量です。 

 

 そこで登場する重要な問題は、この電力量を 2050 年にいかにして発電することができるのかということ

です。国際エネルギー機関（IEA）の、いわゆるブルーマップシナリオという調査がありました。CO2 排出

を半減させようというのなら、2010 年から 2050 年の間に、毎年 55 の CCS 火力発電所、32 の原子力発電所、

17,500 基の大型風力発電機、2 億 1,500 万平方メートル分のソーラーパネルの設置が必要です。交通分野で

は、全く温室効果ガスを排出しない車両が 10 億台必要で、それも 2010 年から 2050 年までの間に実用化さ

れて走っている必要があります。どうもありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

〔同時通訳〕クランダーさん、どうもありがとうございました。ここで全く異なる様々な予測を見るのはい

いことです。ウムバッハさんは 10 年と言い、これでさえ私たちの計画能力を超えるものだと言い、あなた

は今 50 年と仰いました。どれがいい基準であるかは、ではまた見てみましょう。ともかく、まずはどうも

ありがとうございました。〔ここまで同時通訳〕 

 

 ヒラーブラント教授に移ります。特に重要なのは、私たちが倫理委員会であるということと、特にこうし

た方向性であなたをお招きしているということを、理解しておいていただきたいと思います。しかし、ご自

身がもっとうまく説明してくださることでしょう。教授、お願いします。 

 

 

ラファエラ・ヒラーブラント教授、アーヘン工科大学（RWTH） 

 まず、この場でお話する機会をいただきありがとうございます。私たちは既に今朝の 初の回で、エネル

ギー技術の問題では、特に原子力に限ったことでなく、常に好ましくない副作用を計算に入れておく必要が

ある、という話を聞きました。燃えない燃料というのは存在しないからです。エネルギーの安定供給をめぐ

る議論というのは、まず第一に、常にリスクの議論でありますが、リスクというのは被害の起こる確率と常

に何かしら互いに結びついています。重要なのは、少なくとも原子力の分野では、この確率というのは自然

科学・工学者の範疇で予測することができるけれども、被害という概念には常に価値判断が先に立つという

ことです。つまり、被害という概念は必然的に自然科学を超えて、規範科学、倫理へと向かうということで

す。これには、結果的に、ひとつには、原子炉安全委員会（RSK）と倫理委員会とを密接に噛み合わせる必

要があります。なぜなら、倫理的な省察というのは、技術的な分析の後ろに安易に後づけするわけにはいか

ず、リスクという概念の定義だけからしても、 初から含まれているのです。 

 

 そうなると、倫理についての専門家の議論の課題というのは、一方では、議論の枠組み条件を決めるとい
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うことにあります。たとえば将来世代がこの議論に参加することができないからといって、彼らの将来的な

ニーズを無視してもいいというわけではないのです。他方では、倫理に関する議論では、すべての人が同じ

ことについて話すということを保障する必要があります。リスクの議論では、原子力を例にとると、賛成派

は問題の起こる確率の低さに焦点を当てようとし、反対派は、起こりうる甚大な被害だけにと言っていいほ

ど被害に焦点を当てている、というのをよく目にします。倫理的な議論の 初の課題は、被害確率を充分に

考慮し、お馴染みの「確率×規模」という公式と、他の公式のどちらが適当かを、徹底的に突き止める、と

いう点にあるでしょう。 

 

 倫理の専門家の議論にあたって決めておくべき枠組み条件について言うと、つまり、エネルギー供給にお

いてはリスクというのは完全には回避できない、だからこそここでは 終的に、誰にとってどんなリスクが

負うことができるものなのか、そして誰が負うべきなのか、という問題が重要になってきます。電力供給の

恩恵は全ての人が受けているのに、なぜ原発付近の住民だけがもっと大きなリスクを負わねばならないので

しょう？ 

 

 結局その裏に潜んでいる問いというのは、リスクとチャンスの公正な分配に関する問いです。この問いに

答えるために、私たちはまず、そもそも一体何が分配されるのかということを問う必要があります。もちろ

ん、何かしらエネルギーの分配という話になってきますが、これが本当に肝心なわけではありません。電気

や冷暖房や作業効率などといった、エネルギーによって得られる利便性のことでもありません。ある人は生

活を満たすものとしてエアコンを必要とするかもしれないけれども、他の人はそうでない。つまり、公正さ

の話となると、エネルギーによる利便性やその分配というよりも、人間の快適さや、少なくともその前提条

件のことをさすということです。 

 

 問題は、人々の快適さの話となったときに何が分配されるのか、ということです。ノーベル経済学賞受賞

者であるアマルティア・センは提案を行い、それを国連が豊かさの指標であるいわゆる人間開発指数

（HDI：Human Development Index）へと取り入れました。ここでは、いわゆるケイパビリティ（capability）

を志向した公正さの尺度が定義されています。このケイパビリティというのは、大まかに言えば、人間がそ

もそも良い暮らしの構想を作り上げることができるために不可欠な、根本的な前提条件です。これだと随分

と理論的に響きますね。このスライドをご覧いただきますと、豊かさ、健康、教育といったものが、そうし

たケイパビリティの例として挙げられています。 

 

 エネルギー供給の実践的な議論の際に、人間開発指数（HDI）の基となったこのケイパビリティ・アプロ

ーチがなぜ特に興味深いのかというと、今現在実現されているような、ケイパビリティのひとつの分配パタ

ーンだけでなく、他のエネルギーシナリオについても様々な可能性を考慮することが重要であるからです。

ひとつ例を挙げると、もし私たちが将来、風力発電が受け入れがたいリスクを抱えていると判断するとした

ら、風力発電施設をすぐに撤去し、この危険を取り払うことができます。それに対して、核の 終処分施設

に関しては、私たちは決まった行動オプションに固定されてしまっています。これはつまり、一定の自由が

私たちにはもう得られないということで、これを考慮する必要があります。 

 

 もちろん、原子力エネルギーを議論する際には、他のエネルギー技術やその問題点との比較によってしか

できません。前の登壇者のお話と関連して補足するに留めたいと思いますが、エネルギー獲得のための代替

手段としてエネルギー作物を活用できるという、バイオマスのポテンシャル予測がこちらでご覧いいただけ

ます。私はただ、バイオマスが非常に広大な面積を必要とすることと、バイオマスが化学産業にとっては石

油の代替として使える、唯一の再生可能な原料であるという事実をよく考えるべきだ、ということだけ申し

上げたいと思います。ですから、私の考えでは、バイオマスというのはエネルギー分野には適していません。 

 

 倫理に関する議論の課題としては、このスライドに体系的に座標系の中で示した公正さの尺度を、国民的

議論によって決めるということにあります。人間の快適さの個別の側面をどのように評価すべきか、どれが
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重要なのかという問いは、物質的な豊かさの何かしらの側面が健康被害を癒すこともあるかもしれず、これ

は国民的議論によって評価を決めるべきです。これはつまり、どういった側面がより重みを持ち、どのよう

にその重みづけをするのかという公正さを根本から問うことが、国民的議論の任務であるということです。

倫理の専門家のここでの任務というのは、国民的議論で視点が様々な次元へと向くようにし、いずれもがな

おざりにされていないということを保証するという点にあります。これは、回りまわって、こうした議論が

ひとつの国において行われるならば、一国で進むにしても理性的であることができる、という結果になりま

す。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 国民的議論の場を用意することがとても重要であるというご説明とご指摘、ありがとうございました。こ

れは私たちがまさに取り組んでいるところです。フォークトさんからの重要な発言で、これをさらに進めら

れたらと思います。お願いします。 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 ありがとうございます。委員会の皆様、専門家の皆様、私のほうからはキリスト教社会の倫理の視点から

5 つの視点を取り上げたいと思います。複合的な相互作用を鑑みたリスクに対する自己判断力、それから教

会の役割の概観、公正さ、気候保全、そしてチェルノブイリおよびフクシマ後の倫理です。 

 

 原子力が先天的に抱える因果作用的な暴力的な力が、人間の予備知識よりもあまりに巨大であるため、原

子力エネルギーは構造的に新しい責任問題を生み出しています。このようにハンス・ヨナス7の「責任とい

う原理」を要約してもいいでしょう。つまり、予測や帰責の伝統的なモデルがもはや機能しないということ

です。 

上位概念の複合性が原因となって。状況がこれほど複雑であるため、保険数学の伝統的な原理、つまり、災

害の規模×起こる確率でも、充分に合理的な結論を生み出せません。技術と社会との間には相互作用があり、

私たちは人間というリスク因子に注意する必要があります。これは充分にモデル化されていません。 

 

 私たちには体系的に整理された合理性の型が必要です。チェルノブイリおよびフクシマの後の倫理には、

私の考えでは、特に 2 つの推論が説得力あるものです。ひとつ目は、人間というリスク因子に注意する必要

があるということです。過ちのない人間を前提とする技術は、責任あるものとは言えません。ふたつ目に、

議論の戦略というのが、先ほどの発言者の方が仰ったように、客観的な問題点に分類されるようなものでは

なく、リスク概念からすると、受容の文法では、 初から人々の好みや信念や認識というものが議論の実質

的な構成要素になっているのだということです。 

 

 次に、教会の役割を概観すると、教会では長い間、原子力エネルギーの問題は激しく議論されていました。

独自の見解で今日なお重要なものとしては、私の考えではまず、ヴィルヘルム・コルフ（1979 年）の考量倫

理的アプローチ。他にはへフナー枢機卿（1980 年）の辛辣な原子力批判で、これはその後しばしば繰り返さ

れ、ただし彼はその態勢をやや緩めましたが、チェルノブイリの後、プロテスタント教会側の動きが過激化

し、原子力エネルギーは天地創造の使命と相容れないものであるというスローガンが、何度も繰り返されま

した。1996 年に出された教会の唯一の専攻論文で、橋渡し技術という概念が導入されました。これは、当時

既に、原子力が未来のエネルギーであるという幻想から決別し、原子力をむしろ再生可能エネルギーへ向か

う途上での移行策として捉えていたことを意味します。 

 

                                                                 

71903－1993。ドイツの哲学者。『責任という原理』などの著作を通じて、次世代への責任という規範について論じてい

る。 
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 しかし、全体的には、教会グループや教会団体による市民活動が何十年に渡って行なわれ、今またイース

ター行進が活発化するなど、教会の影響力は、以前よりもずっと実体のあるものとなっていると思います。

私が思うには、全体としては、教会の意義というのは、環境問題に関してもまた社会の真ん中で合意を得る

という点にあると思います。これが教会の意義です。現在バーデン＝ヴュルテンベルク州で起きていること

を見れば。 

 

 3 点目に移りますが、世代間の公正さという理由付けです。中間貯蔵と 終処分の問題は解決していませ

ん。使用済み核燃料を安全に保管するためには、10 万年の間持ちこたえることのできる安定した社会が前提

になるでしょう。特に歴史を振り返ると、これは誰も保証することはできません。私たちの科学や技術に基

づく文明は、この惑星上で、不安定に、危なっかしく例外的に誕生しました。その惑星で自分たちの子孫に

対して負担をかけるような危険の源を植えつけるのは軽薄なことだと、ロベルト・シュペーマンは言ってい

ます。国民の信頼は揺らいでいます。原子力エネルギーの利用は、この観点からすると、世代間の公正の原

則に反しています。世代間の公正については、例えば 1994 年に我が国の基本法に法制化されています。 

 

 あまり注意を払われていない、他の安全性の問題としては、戦争と平和の区別が明確でなくなった今、テ

ロへの濫用の可能性があるということです。これは安全委員会が、よりしっかりと注意すべき問題です。多

くの人はそこから、定言的に、つまり考量すべくもなく、原子力エネルギーを拒否するという結論に至りま

す。しかしながら、これが今の状況に対する唯一の重要なアプローチだとは思いません。なぜなら、今ここ

で私たちが決めるべきことは、原子力がいいか悪いかということではなく、考えられる副作用をいかに少な

くして脱原発できるのか、ということだからです。この状況のためには、法に定められた内容同士で衝突が

起きた場合には、比較考量して優先を決めるという方法が、あくまで妥当であると思います。 

 

 原子力がこの時代で特に魅力的なのは、エネルギーシステム全体、つまり豊かさのモデルをも含めて全体

を組み立てなおす、という大きな挑戦から私たちの目を背けさせてくれるからです。よくよく見れば原子力

と言うのは、先ほどフォン・ブラウンさんが印象的なグラフを見せてくださいましたが、いつの世でも未来

のエネルギーの主役にはなりえません。 

 

 つまり、この指数曲線をどう扱うかをみていく必要があります。 終的にはまた別の豊かさのモデルが必

要です。そのためには秩序政策的な関連が肝心です。特に、橋渡し技術という概念をめぐる議論においては。

私の考えでは、原子力は未来への本物の橋ではなく、むしろ過去の構造へと向かう橋です。再生可能エネル

ギーやとりわけエネルギー効率戦略が本当に広がりをみせるのに必要となる、秩序政策的な構造的前提にき

ちんと目をやればそうです。 

 

 結論はつまり、私たちは豊かさを新たに考え直す必要がある、ということです。エネルギーというのは、

玉虫色の役割を持ちます。安いエネルギーも、安いお金と同様に。持続可能な解決策の前提として、私たち

の豊かさのモデルを転換する必要があります。まとめると、チェルノブイリとフクシマの後の倫理は、国民

の記憶が薄れないよう対抗手段を打つこと。つまり、必要な結論を拘束力無きものへと押し込まないために、

覚えておく手助けが必要であるということです。ご静聴ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 フォークトさん、ありがとうございました。今のお話は、特に、連邦議会の先の決定、つまりアンケート

委員会（訳注：議会に設置される超党派のワーキンググループで、ひとつのテーマに対する共通の立場を作

り上げることを目標とする。）を立ち上げて豊かさの指標を検討し直すと決めたことと横の関係があるとい

うことを、もう一度説明することが重要だと思います。これら全てがうまくかみ合っていると私は思うので

すが、あなた（訳注：ヒラーブラント氏に向けて）が先ほど 後に仰った言葉をちょっと思い出させました。

どう仰いましたっけ？「ひとつの国が単独で進もうが、あくまで理性的であることはできる。」これは覚え
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ておかないと。ありがとうございました。 

 

 しかし、実にちょうどいいタイミングで、まるで外で登場を待ってらっしゃったかのように、フェルデ

ィ・シュートさんが到着されました。彼は待っていたわけでなく、きっと、ちょうどぎりぎり間に合ったん

だと思います。私たちは 後から 初へと後戻りするわけですが、あなたが私たちにエネルギー分野におけ

る科学的状況への評価をお伝えくださることを嬉しく思います。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 委員長ありがとうございます。皆様、まず一般的な前置きをさせていただきますが、日本での大惨事がも

たらしたやりきれなさすべてを目の当たりにし、ここドイツにおいて、それで口火が切られた議論というも

のが、私たちにこの社会で本当に幅広く受け入れられるエネルギー合意を得るチャンスを与えてくれている

と思っています。脱原発を別にしても、どのみち私たちのエネルギーシステムは巨大な移行プロセスの前に

立っていると思います。これには、安全で、気候にやさしく、支払い可能なエネルギーの未来への途上で、

常に適応が求められるでしょう。というのは、私たちは現在この道の全貌を詳しく掴んでおらず、また研究

や科学そして他の出来事など、私たちがまだ知らない新しい可能性やゾーンが常に生まれる可能性があるた

めです。私たちは、この適応策をそれぞれ導入できるように、今このプロセスを超党的に且つ社会で広く担

えるように導くメカニズムを構築するべきです。 

 

 まず状況分析をしたいと思います。1 万メートルの高さからになるかもしれませんが。この方法ではすべ

ての詳細というのはわかりません。大まかな状況分析というのは時々役に立ちます。次に、安定供給や CO2

排出、コストに対する考えられる影響を取り上げ、その後に、この道がいかに新しいエネルギーの未来へと

導きうるのかという、行動・研究提案に移りたいと思います。 

 

 原発 7 基プラス 1 基の停止は、予期せずして 5 ギガワットの出力を私たちから奪いました。これまでは、

システムはまずまずうまく乗り越えてきましたが、これは季節的な条件が理由で、エネルギー需要がピーク

にない時期のことだったということもあります。他の原発の停止が次の 10 年の間にどんな意味を持つでし

ょうか？ この点では、私たちに必要なエネルギーの量と、いかなる時点でも必要である出力と、電力網の

安定性とを、はっきり区別するべきです。これは非常に慎重に捉えるべき 3 つの側面です。 

 

 必要なエネルギー量というのは、たぶん も小さな問題です。このエネルギー量を用意する出力容量は充

分あります。しかし、今指摘したように、電気量は需要に合わせていかなる時点でもそこに用意されている

必要があります。そしてこれが電力です。連邦ネットワーク庁と、送電事業者であるアンプリオン

（Amprion）社の分析では、今のところ 2011 年は、2011 年から 2012 年にかけての冬までは、現在停止して

いる原発が動かなくても、この出力を用意できると言われています。その後にさらに他の原発を停めようと

なれば、充分な出力を恒常的に確保するために、一部既に計画されているものも含めて別の発電所を建てる

ことで、この無くなる分の容量を確実に補う必要があります。 

 

 今のところわかっている一番大きなリスクというのは、電力網の安定性です。原発を停止した場合の影響

を分析するために、この分野で比較的整った正確な調査を行なう必要があるでしょう。今日、電力網におい

ては、いわゆる無効電力8を電力網の調整用に用意するために、大きな発電所が必要となっています。一極

集中的に大きな発電所を取り払うと、この調整機能がなくなり、電力網は不安定になる傾向があります。さ

らに、現在電力網にひどく負荷がかかり、そのことで電力網の定期点検および拡充対策がひどく阻害されて

いるというような、もしかしたら無茶とも言える状態にもあります。本来は、早急に電力網の増強が必要で

しょうが、一方で電力網にはひどく負荷がかかっていて、きちんとした分析なしでは個別の出力を単純に外

                                                                 

8第 1 章 2 ページ参照。 
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すことはできません。つまり、この点が近々注目すべきところになるでしょう。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 発言時間が 7 分に限られているということをお伝えできませんでしたので、今半分を回ったと言っておき

ます。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 その結果どうなるか。原発の停止により、どんな新たなリスクが生まれるのか。ひとつには、安定供給に

はまだ充分ですが、電力網の中のこの出力が今やもうなくなったことで、その供給の安定性は下がりました。

これは原発停止と結びついているリスクに他なりません。CO2 の排出がどうなるかというのは、失った容量

をどうやって補うかにかなり左右されます。これを約 900 グラム/キロワット時の石炭火力発電で補うとなる

と、すべての原発を停める頃には、年間 1 億 2,600 万トンを追加で排出することになるでしょう。これを天

然ガス発電所で代替するとなると、その約半分になりますが、エネルギー分野の総排出量が 7 億トンだとい

うことを見れば、私たちが追加で排出する CO2 の割合は相当なものだということがわかります。これにど

う対処するのかよく考える必要があります。 

 

 コストは非常に予測が困難です。ここでも 1 万メートルもの高さからの大まかな分析をしましょう。つま

り、追加的な送電網コストも含めて、安価な原子力電力を比較的高い火力やガスで補うとすると、かなりば

らつきのある予測が山積みになります。これまでたくさん議論してきて、私が考えるのは、 終需要家に対

し 1 キロワット時あたり 1 セントから 1.5 セントの負担増というのが非現実的とはいえない予測だと思いま

す。これは 終需要家にとって電気代の約 5 パーセントです。エネルギー集約型産業にとっては、これはず

っと多くなります。この点ではどうするかよく考えなければなりません。競争力の低下による副次的影響と

いうのも考える必要があります。 

 

 ここからどのような行動提案が導きだされるか。電力網の拡大では、電力網における大規模発電所の安定

化機能を、他の対策で生み出せるように試みる必要があります。そのためにはアプローチがあって、一部は

既に系統事業者が構築しています。隘路は解決しなければなりません。これは困難です。ただでさえ緊張状

態が続いている電力網の状況をみれば、この移行プロセスを組み立てるために、そうした目的のために、場

合によっては発電所をもう一度一定期間だけ動かすことも考える必要がむしろあるのかもしれません。今後

も確実にヨーロッパ規模でのネットワークを構築し、対策を分析に基づいて行なうべきでしょう。出力は天

然ガス発電所で優先的にカバーするべきでしょう。なぜならガスは他のものより将来のシステムと互換性が

あり、CO2 排出も少なく、移行を早めることができるからです。 

 

 CO2 の問題は、いずれにせよ、エネルギー使用分野での効率向上によって 小化するべきでしょう。さら

に他の分野のエネルギー由来の CO2 排出を相殺することもできるでしょう。再生可能エネルギーにはもっ

と高いコストがかかりますが、CO2 排出を抑えます。CCS9も調査すべきですが、発電所の効率が下がるこ

とから、発電所の出力をもっと増やす必要があります。CO2 の物質利用10は、残念ながらオプションにはな

りません。これはエネルギー由来の CO2 排出のわずか 1 パーセントです。 

 

 エネルギー集約型産業のコスト負担を下げるために、法的な可能性を精査するべきでしょう。それどころ

か、電線の代わりに地中ケーブルを敷設するなど、受容を高めるためにもっと多くのコストがかかるかもし

れません。研究の分野では、短期的には既に研究が進んでいるものに賭けるほかありません。残念というか、

                                                                 

9二酸化炭素を回収し、地層や海中に隔離する技術（Carbon Capture and Storage）。 
10CO2 を物質として有効利用すること。溶剤として利用可能な超臨界二酸化炭素などの技術開発が進められている。 
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よかったというか。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 8 分経過しました。すぐにまとめていただけますか。すべて興味深いんですが。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 短期的には、革新的な調整技術を取り入れた電力網の安定性分析の応用研究が必要です。中長期的には、

2 番目と 3 番目のシナリオも実用化できるように、研究で広く樹立する必要があります。そしてそれが基礎

研究から応用研究に向かわなければなりません。研究では政治と社会のための選択肢を用意する必要があり、

ただひとつの未来に焦点をあてる必要はないのです。ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 シュートさん、ありがとうございました。この議論においてもまた、研究の必要性に取り組む必要性があ

るということが、非常によく浮き彫りになりました。バランスの取れた説明が、非常にわかりやすかったで

す。どうもありがとうございました。では、 初の質問に移ります。レンさん。 

 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究者、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性諮問委員会代表 

 非常に具体的な質問ですが、経済、社会、環境が両立しながら、どれくらいの期間で脱原発が完了できる

のか、についてです。常に目標をめぐるコンフリクトがつきまとうだろうこと、価値あるものを比較考量す

る必要があることを何度も伺いました。この委員会においても、この脱原発の議論のために考慮すべき条件

というのがあります。それは、気候保全目標を破るようなことになってはいけない、つまりシフトによって

輸入が特段と増えるようなことにならず、安定供給に今より大きな負荷がかからず、コスト上昇は緩やかで、

社会が受容できる範囲であり、つまり公正さと国際的な意味でも、これについてはあなたも言及されました

が、今よりもっと負荷がかかるようなことになってはならないということです。これらが考慮すべき条件で

す。お訊ねしたいのはまずウムバッハさんとシュートさんでしょうか。でも他の方にもうかがってみたいで

す。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 いえ、だめです。どうか絞ってください。皆さん順番がくるのを待っています。 

 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究者、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性諮問委員会代表 

 じゃあ、シュートさん。あなたに質問したいと思います。この条件を考慮すると、どの時点までに原子力

から撤退できると思われますか？先ほど私がお話した条件で、そうした発想の転換プロセスを比較考量して、

そのあと本当に責任を持って実施できるよう考慮すべき条件を考えると？ 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 これは実に小さな質問ですので、短くお答えいただければと思います。シュートさん。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 



15 

 ある年まで詰めるとなると、不確かな条件で、色々と考慮すべき点があります。私は、10 年程度というの

が現実的だと思います。様々な分野で様々な影響が出てくるでしょうが、比較検討すると、これが成し遂げ

られるだろう現実的な期間だと思います。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 科学はそれほど向こう見ずじゃ無いよ、と仰る方もいそうですが。ありがとうございました。もう全員の

お名前がリストに上がりました。 初がヒュットルさんで、次がハウフさん、その次は反対側のあなたで、

そこからぐるっと一巡しましょう。しかし、皆さんルールを守って、回答の際にも、お願いします。回答は

1 分、質問は 30 秒です。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長、ドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 私の質問は、まずはウムバッハさん、もしくはクランダーさんにもです。私が伺いたいのは、原発停止と

いうのはひとつのことで、脱原発はまた別のものです。ドイツで本当に脱原発するには、そのプロセスにど

れくらい時間がかかるのでしょう？ 原発停止の後に続く一連のプロセスというのは、一体どうなっている

のでしょうか？そして、核変換11の方面では研究はどう進むのでしょうか？ 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 長い質問に短くお答えしますと、原発を今日停止するとすれば、それが収まるまで約 5 年がかかります。

その後に、燃料棒の移送を開始し、原発の解体にかかることができます。解体作業には、どういった安全条

件で行なうかに応じて、さらに 5 年から 10 年の規模かかります。その後に、静まった核燃料が残りますが、

これはまだ比較的高い温度であるのと、それから、たとえば原子炉からは少ないながらも放射性物質が出ま

す。これらを 終処分する必要があります。 

 

 終処分というのは、ご存知のように難しい問題です。これはきっと 10 年後には解決する必要があるで

しょう。その後 10 万年の間、放射性廃棄物と向き合えるかどうかという問題を、もう一度オープンに議論

する必要があると思います。まずは分離して、次に核変換という問題は、これでは核種の寿命はまだ長いで

すが、寿命の短いアイソトープに変えるという自然科学・技術的な解決策は追究してもよいでしょう。これ

によって寿命を大幅に縮めることができるでしょう。つまり、残すところ 100 年で静まる放射能に対処すれ

ばよいことになります。これは 10 万年よりも成し遂げやすい。この選択肢を残しておくべきだと思います。

ですから私はそもそも現時点で 終処分をすることに反対です。なぜなら、そうすると将来世代が 1 万年や

10 万年の間、負担を負わされることになるからです。この負担を取り除くために、むしろ、たとえば核変換

も行なえるような貯蔵場所の設置に取り組むべきでしょう。その他の問題については、今現在議論されてい

るよりもずっとうまく対処できると思います。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 ありがとうございます。クランダーさん、英語でお願いします。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長、ドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

                                                                 

11原子が別の原子に遷移する現象。通常は核反応や自然崩壊による。 
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 私の質問は、核廃棄物の放射線の半減期を減らすための解体や輸送もまた可能だということに、あなたが

同意なされるのかどうか、ということでした。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授  

 ええ、私はそう思います。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 素晴らしい簡潔な答えでした。ありがとうございます。これはひとつのいい例です。皆さんもできるはず

です。そうすればもっと議論できますから。 

 

 

スヴェン・クランダー教授、ウプサラ大学 

 もちろん現在たくさんの研究プロジェクトが動いていて、一番有望な技術のひとつがバイオテクノロジー

で、原子炉のある場所、現場での一種の電気分解です。韓国の仲間がこれに熱心に取り組んでいて、2020 年

から 2025 年の期間にはある程度実用化されているだろうという前提でいます。こうやって超ウラン元素12を

無くすことができるというのは、当然とても重要なことです。 

 

 

フォルカー・ハウフ、ドイツ社会民主党（SPD）、元連邦研究・技術相 

 シュートさんに質問です。あなたが 後に行動オプションとしてお話された中で、貯蔵の問題にはあまり

触れられませんでした。これは解決されていない大きな問題のひとつです。私の質問は、あなたが実際にそ

の分野ではほとんど何も新しいことが期待できないと予測してらっしゃるのかどうか、そしてたまに耳にし

ますが、PV による電気がいつかしら家庭の電気料金を下回るという事実とエレクトロ・モビリティ（訳

注：ドイツではエレクトロ・モビリティ〈E-モビリティ〉政策としてモビリティ〈可動性〉の電動化が政策

として進められており、電気自動車の車載バッテリー、燃料電池、水素などを用いて再生可能エネルギーの

蓄電や周波数調整を行う技術を開発している）と関連して、今現在私たちが知るべくも無い全く新しい別の

形態の貯蔵が誕生する可能性があり、それでインフラが全く変わるというのがすべて馬鹿げた夢物語である

のか。あなたは貯蔵の問題を全体的にどう判断なされますか？ 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 貯蔵の問題は、エネルギーシステムの強化において重要な問題です。しかし、これは今短期的には、脱原

発のための鍵となる問題ではありません。これについては次の 10 年間で話し合います。その期間で考える

と、貯蔵は他のオプションと比べると割合に高いという、ドイツエネルギー機構（dena）13の分析がありま

す。ただ、2050 年までを考えると、ヨーロッパ規模で張り巡らされた電力網と組み合わせて活用できる貯蔵

技術が、確実に必要となります。どれが正しい貯蔵技術なのかは、今のところ恐らくまだわからないという

ところでしょう。その大きな理由はコストの問題です。E-モビリティはひとつのオプションでしょうが、こ

れも 2020 年まではあまり当てにならないでしょう。2020 年までに電気自動車を 100 万台作れば、これはざ

っと電力消費の 1 パーセントです。これはどちらの方向に転んでも特に重要ではありません。長期的にはこ

れは非常に興味深いものになるでしょう。なぜなら、電力網につなぐ車が、浮き沈みある容量の揺れを調整

する、緩衝材の役割をもちろん果たすことになるからです。 

 

                                                                 

12プルトニウムなど原子番号がウランよりも大きい元素。すべて人工元素であり、核反応などによって生成される。 
13第 1 章 2 ページ。 
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クラウス・テプファー委員長 

 特にその、100 万台の EV 化された車によって CO2 削減を見込むというのは面白いですね。他の分野で追

加される分を差引勘定するために。 

 

 

アロイス・グリュック（CSU）、ドイツカトリック中央委員会（ZdK）代表 

 フォン・ブラウンさんに質問があります。あなたはやはりバイオマスのエネルギー利用の影響は恐らく、

一方では食糧市場にあると説明されました。貧困者をひどく脅かしていると。ここにきて、バイオマスを食

糧と競合しないように生産するべきという議論が増えています。エネルギー作物や他のもの、廃棄物を利用

したりとか。国内もしくは国際的にはこの市場にどれくらいのポテンシャルがあるのか、という見積もりは

ありますか？ 食糧分野に対する競争が増えることが政治的に望まれないと仮定したら。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授、ボン大学 

 実際には、理想的なバイオマス生産拡大というのは、いわゆる限界耕作地で行い、現在の農業と競合しな

いものをさします。しかし、そのための技術はまだ存在しない状況です。トウモロコシや小麦という形で追

加的に生産されるバイオマスの規模は、もっぱら世界の農業の 高水準の場所で行なわれており、アメリカ

中西部や、私たちのところでも 高水準の地域です。アフリカで過去 4 年の間に行なわれた大規模な投資の

約半分が、バイオガソリン、バイオディーゼル、ジャトロファ、アブラヤシなどのために行なわれています。

ただこれらの場所での生産性が、200、300 万ヘクタール、つまりドイツの農地の 2、3 倍とも言っています

が、これまで非常に少なかっただけに過ぎません。ここでも時間枠を考慮する必要があります。私はバイオ

マス由来のエネルギー生産という戦略に反対を申しているわけではありませんが、今日よりももっとスマー

トになるべきです。なぜなら今日これは世界の食糧と競合していますから。これにはかなりの規模の研究投

資が必要です。私がバイオエコノミー専門家委員会の名を挙げたエネルギー分野の政策パッケージでは、少

なくとも年間 3 千万から 5 千万ユーロです。これが、次の 20 年でこの分野でスマートになり、貧困者を脅

かさないために、私たちがここドイツで費やす必要のある大体の見積もりです。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 ちょっと追加で質問ですが。委員長になってみるのもいいものですね。食糧分野でのエネルギー消費が増

えたのは、一体どれくらい食習慣の変化によるものなのでしょうか？ というのも、私たちが以前よりも脂

分を多く摂取するようになっているというのは明らかですから。エネルギー生産分野でのバイオマスをどう

するかという問題とは別にして。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授、ボン大学 

 その決め手のなるのは、食肉や牛乳の生産に対する需要の増加で、世界の菜食中心の地域である南アジア

も含めての話です。この要素というのは非常に影響を与えるのが困難です。食肉税や脂肪税の導入による対

抗措置の問題に関するいいモデル試算によれば、これは皆さんが望めばの話ですが、エネルギーに補助金を

出し、肉や脂肪に税金をかけます。これは効果が出るでしょう。食肉の値段を 10 パーセント上げると、世

界規模では約 8 パーセント需要が落ちます。というのは、特に中産階級や、現在食肉や牛乳が充分得られて

いない層が影響を受けますので。ドイツでは、私たちの収入レベルではこれはほとんど影響がないでしょう。

つまりここでもまた、その手段について問わなかったということです。その問いを追求すれば、これについ

てよく考える必要があるでしょう。ええ、それはできます。しかし、そうしても世界、つまり世界の基本食

糧の供給は劇的には変化しません。私たちは、2040 か 2050 年までに人口がさらに 15 億人増え、その人々の

ためには今のところ食糧が確保できていないという危機的状況にいます。ですから、この分野でも研究投資
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が必要なのです。 

 

 

クラウス・テプファー委員長 

 ハンブレヒトさん、これについて何か？ そうずっと頷いていらっしゃるので、今がそのタイミングだと

思ったのですが。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 これについては別に何も言うことは無くて、ただフォン・ブラウンさんのお話に納得していただけです。

遥か未来へと続くテクノロジーでも、必ずしも受容を得られるとは限りません。ヴェーバーさんに他のこと

を聞こうと思ったのですが。あなたは特にソーラー分野がいかに素晴らしいかということを説明されました

が、そのためになぜそもそも再生可能エネルギー法が必要なのか、というのが疑問です。これが一つ目の質

問です。しかし、もっと重要な質問は、どうやって私たちがベース負荷14を担える電力を用意できるように

してくれるのでしょうか？ 貯蔵場所はどこにありますか？先ほど何度か話が上がりましたが。あなたの思

い描くシステムのどこに貯蔵場所があるのでしょうか？ 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）（在フライブルク） 

 ええ、喜んで。まず明確にしておきたいと思いますが、私は再生可能エネルギーすべてに賛成しているの

であって、なぜならこれらはすべて必要だからです。私たちには、風も太陽も、地熱もバイオマスも、でき

ることはすべて必要です。私が特に PV を強調したのは、現在ちょうど政治の議論でこうひどく圧力をかけ

られているからです。なぜ私たちには EEG15が必要だったのかというと、私たちが今日いる場所まで到達す

るためで、これは簡単に説明ができます。私が言及した学習曲線の X 軸にあるのは、年ではなく設置量です。

つまり、10 年後には技術が価格競争力あるものになるだろう、と言って待っているのでは不十分で、そうで

はなく私たちは何かしなくてはなりません。これは EEG によって既にかなりなされ、今後もこう進むでし

ょう。 

 

 しかし素晴らしいのは、必要な価格差が、年を経るごとに減っていくということです。2011 年にグリッ

ド・パリティに達し、それどころか、将来的には売電価格が家庭の電気代よりも減る可能性さえあります。

これは実に重要な変化です。しかし、発展を進めるためには、当然これまでと変わりなく利益を提供する必

要があり、再生可能エネルギー法はこれを絶妙に行ないます。ひとつだけ数字を引用しますと、私たちがさ

らに 10 ギガワットの PV を設置するとすると、1 キロワット時あたり 20 セントの価格のうち、消費者の負

担は 0.3 セント/キロワット時だけです。毎年 4 パーセントの価格上昇がありますので、これは 1 キロワット

時あたり約 1 セントになりますが、ほとんど気づかない程度です。これは本当に事実です。 

 

 2 つ目のご質問、貯蔵ですが、風力や太陽光など、浮き沈みのあるエネルギーは全て、貯蔵技術による補

正が必要です。これは至極当然です。一番可能性があるのは、広域ネットワークで、ノルウェーやオースト

リア、スイスの水力発電を含むネットワークです。この点ではこの場にいる私たちは比較的一致していると

思いますが、次の５年間の間は、新しく作られた貯蔵技術は何の役割も果たしません。長期的には、その後

テクノロジーを検討するでしょう。電気化学的なものや、その他の現在開発中の貯蔵技術がどれくらい必要

なのか。しかし、次の数年ではこれは問題ありません。これはエネルギーシフトによってできます。例えば、

ソーラーエネルギーはちょうど夏のピーク時に使えます。つまり、これはピーク負荷を減らし、それどころ

か電力網の負荷を下げているわけですが、長期的にはこれは重要なテーマになります。 

                                                                 

14電気需用が も低い時間帯でも存在する負荷。 
15ドイツ再生可能エネルギー法（Erneuerbare Energy Gesetz）。 
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クラウス・テプファー委員長 

 これが引き続き議論されることはわかっています。またこの話に戻ります。しかし、まずはハッカーさん。 

 

 

ヨルク・ハッカー、ドイツ国立レオポルディナ自然科学者アカデミー代表 

 シュートさんに質問があります。他の方の説明でも、エネルギーの問題は CO2 排出と密接に結びついて

いるというお話が出ました。問題は、炭素循環16はどうにかできるのでしょうか？ 言い換えれば、研究の側

からは、CO2 の固定が中期的に解決策のひとつの対策となりえるような、根拠ある見込みというのはあるの

でしょうか？ 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 傾向からすると、少なくとも中期的には私は難しいと睨んでいます。なぜかといえば、CO2 はエネルギー

上、かなり底辺に位置する分子だからです。これをもう一度上部に移して、メタノールやディーゼルのよう

な燃料として再度エネルギー的に活用しようと思えば、水素化するために水素を投入する必要があります。

そして差引勘定して、石炭火力発電所を停めて水素を直接に発電に用いるほうがいいか、それとも石炭の燃

焼の際に発生した CO2 を水素化してエネルギー媒体を生み出すほうがいいのかを選ぶとすれば、CO2 の水

素化は、私が知るデータでは例外なく、良くない方法だとされています。恐らく CO2 と水を直接エネルギ

ーを媒介する何かしらの分子に光化学的に変換するような、完全に新しいテクノロジーが動き始めるかもし

れません。しかしこれは、何十年という時間軸では見えてきません。このことは、はっきりさせておくべき

だと思います。 

 

 

ヨルク・ハッカー、ドイツ国立レオポルディナ自然科学者アカデミー代表 

 化学での利用は？ 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 化学での利用については、多くの人が関わったドイツ化学技術・バイオテクノロジー協会（DECHEMA）

の非常に詳細な調査があります。ここでは、化学への物質活用のポテンシャルは、エネルギーによる排出の

１パーセント程度、という結論に至っています。これは無いよりましという程度で、絶対的に計算すると、

これは当然年間何百万トンにはなります。しかしそれでもこれで世界を救うことはできません。これははっ

きりと言っておく必要があると思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 これについてはハンブレヒトさんがもっとポジティブなことをお話できるだろうと思いますが、次に移ら

ざるを得ません。ではまた、ベックさんに倫理の重点に移していただきましょう。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 これが倫理の問題かわかりませんが、とにかくこの議論から大きな刺激を受けました。こうしたことは今

朝の議論ではそれほどなかったのですが、なにかと言うと、科学の専門家の方々が、ここで大事なのはある

                                                                 

16第 1 章 2 ページ参照。 
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種のプロジェクトであること、大プロジェクト、その参加者みんなが、つまり産業、政治、社会すべての参

加者が大きな可能性を備えているとみなしているということです。 

 

 そろそろと進む、心許ない進展だけでなく、私は重要な刺激を受けました。これこれこうしたビジョンが

あって、それには当然それ相応の具体的な反対や反論を受ける議論を伴いながらも、このように人々と分か

つことができて、きちんと根拠があるというのは、こうしたことが委員会にも非常に大事だからです。 

 

 それで、ヴェーバーさんに質問があるのですが、私たちはその一方で、それなりの理由で、と私は思うの

ですが、この議論で根本的なジレンマへと自分たちを導くという状況に直面しています。原子力と気候変動

のどちらがどの程度相手を押さえ込むことができるのか、実際に原子力から撤退するためには、気候変動の

面では今より大きなリスクを冒すことを、どれくらい倫理上そして社会の義務として認めるのか。 

 

 私にはこうした疑問、そして問題が見えるのですが、その一方では、私の考えでは重要な決定、そして倫

理を考慮した決定でもあるのですが、二重で撤退する、というのがひょっとして考えられないでしょうか。

つまり、原子力なしで、しかもそのせいで気候変動の問題を悪化させないようにするという前提を、 初か

ら打ち立てるという意味です。 

 

 質問をはっきりさせますが、これが具体的にどうやって実現できるのか、それに対してどんな提案がある

かについて、具体的な回答をお伺いしたいと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ヴェーバーさん。 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）（在フライブルク） 

 あなたの仰ったことには、ただ頷くだけです。これは本当に絶対に可能ですし、それには、たとえば CO2

を直接光化学的に炭化水素に変換したりといったように科学的な壁を破る必要はありません。そうではなく、

私たちが既に有しているテクノロジーを進化させるだけのことです。 

 

 私たちはただ再生可能エネルギーの強化に、しかと取り組めばいいだけのことです。過去 2、3 年間私た

ちが既に行なってきたように。この発展をこのまま進めることだけが必要なのです。そうすれば、実際に

CO2 排出を増やすことなく、やりくりできるようになります。必要となるとしても、せいぜいガスによるコ

ジェネレーション設備で、これは非常に柔軟に動かせるでしょう。これはちなみに貯蔵のために用いること

もできます。電気で温めて、それによって電気を取り込むこともできるからです。全体的として、これは全

くもって可能です。これをはっきりと示しているシナリオがたくさんあります。 

 

 ベースロードをまかなえる再生可能エネルギーも当然あります。ハンブレヒトさんの質問にまた戻るかも

しれませんが、先ほどあまりお答えしませんでしたので。3 つの再生可能なベースロード電源としては、水

力、地熱発電、バイオマス発電があります。ここでは残渣によるバイオマスは、もちろん完全に環境に優し

いといえます。 

 

 しかし 後には、広域で結ぶネットワークも必要です。私のビジョンでは、私たちは 2050 年には、世界

規模で結ばれた電力網の方向へと進みます。高圧直流送電線のおかげで、1 万キロメートル先までもたった

30 パーセントのロスしかありません。つまり、いつかしら、私たちがもう生きていない頃ですが、私たちは

電気を、太陽が照っているところから集め、消費される場所へと送り込むことができるのです。 
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 でもこれはまだ少し遠い未来の見通しです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ええ、先ほど申し上げたように、ビジョンというのは私たちを導くものです。しかしウムバッハさんから

もお話を伺いたいと思います。これについてどう思われますか？ 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 私には、例えば、ここでお話されていることでコメントしたい点はたくさんあります。そのひとつが貯蔵

の問題です。再生可能エネルギーによって発電される莫大な量の電力に、貯蔵という意味でどう対処するの

かについてのコンセプトというのは、今のところないと思います。これが送電網で対処できるのか、E-モビ

リティを生かした貯蔵コンセプトで対処できるのかは、まだ決まっていません。その際の部分的な点につい

てはきっと解決されるでしょう。 

 

 2 点目はバイオマスです。この問題は、「食物連鎖への競合」という非常に倫理に関わる議論だと思いま

す。ですから私は、バイオマスの利用に関しては、特に、第 2 世代か第 3 世代のバイオマス17、つまり残渣

によるバイオマスに限定したいと考えています。 

 

 ただしこれを電力に活用するのは間違っていると思います。このバイオマスは、資源を有効活用するため

に利用する、という点こそ重要だと考えます。せいぜい燃料にしてはどうかと思います。というのも、航空

交通は将来的にもバッテリーで動かせないでしょうから、そのためには例えば第 2 世代のバイオマスを活用

するのが有益でしょう。このアプローチは現実的だと思います。かかる時間も妥当です。これは 5 年か、い

や 10 年もすれば、真の代替になると思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございました。そうした時間の規模で考えるなら、これまで誰も地熱に言及していないという

のが、私としてはちょっと残念ですが。たぶんまた後で出てくるかもしれません。 

マルクス枢機卿。 

 

 

ラインハルト・マルクス、ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教 

 新しい豊かさの概念の問題も投げかけられたところが、大変気に入りました。ベックさんも先ほど、より

大きなビジョンが重要なのではないかと、もう一度指摘されました。 

 

 もちろんこの委員会の役目というのは、私が理解したように、限られたものです。今ここで問題となるの

は非常に大きな社会構想ではありませんが、少なくとも忘備録として言っておきたいのですが、この意見や

この概念が、これを追究しないまでも、というのはこれはきっとひとつの独立した議論になるでしょうから、

終報告書にも載るということが、私にはかなり重要です。 

 

 ここでは私たちは天秤にかける必要があって、このこともどなたか仰いましたが、今朝私たちは、これが

私たちの気候保全目標にどのような影響を与え、またどのような倫理上の意義を持つのか、という問題を取

り上げました。その点についてもう一度確認したいと思いますが、先ほどフォン・ブラウンさんのお話で、

                                                                 

17食糧生産や生態系との競合の少ないバイオマス資源を利用する技術。主として木質資源を加工するものが第 2世代、

藻類を利用するものが第 3 世代と呼ばれている。 
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それが何となく示唆されていました。ちょっとはっきりといきましょう。その後、何かしら比較考量する必

要がありますから。 

 

 今私たちが議論しているドイツのエネルギーシフトとの関連では、どんな対策によって、世界の貧困者に

はどのような影響が出るのでしょうか？ 非常に単純にいいますと、私たちの電気料金が上がると世界の貧

困者が増える。こう言えますか？ これをはっきりさせるために、もう一度お伺いしたいと思います。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授 

 ご質問にはもう答えが出ています。 

 

 

ラインハルト・マルクス、ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教 

 ええ、でもそれが私の知りたいところです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 それが問題なんですよね。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授 

 いいえ。グローバルなグリッドシステムのビジョンが実現しないうちは、貧困者は、私が差しているのは

貧困層の底辺から 20 億万人の人々ですが、彼らのところにはどのみち電気が通ってませんので、ドイツの

電気料金を負担するようなことはありません。 

 

 しかし、アフリカやアジアそして世界各地の食糧価格との結びつきは、土地や水をエネルギーのために使

用することでの競合によって生じています。私は意識してこう話しています。フード（食糧）v.s.フューエ

ル（燃料）だけではなく、土地や水を使用するもの全てが、これは綿のためかもしれないし、バイオエネル

ギーの第 2 世代の何かしらの生長の早い草のためかもしれません。ところで、これらの第 2 世代というのは、

着想はありますが、生産はまだです。 

 

 私は、イリノイとバークレーと、この分野の大きな研究プロジェクトに密接に関わっていますが、10 年と

いう期間は、現実的と楽観的の中間だと思います。でも、10 年前にも私たちは同じことを言っていました。 

 

 競争は、ヨーロッパで増えているトウモロコシや小麦の大規模な燃料使用によるものであって、これは着

想段階であったり、設計段階だったり、それから実際に運営されているバイオガス設備や、さらにアメリカ

でのバイオディーゼルやトウモロコシベースのエタノールのための種子利用においての話です。ただ、この

規模は、強調しておきますが、ブラジルで技術として確立されたサトウキビを原料とするエタノール分野ほ

どのものではありません。 

 

 どうかこの分野内で区別して頂きたいと思いますが、今ヨーロッパにあるような着想通りに単純にバイオ

燃料エネルギーの路線に突き進むのでは、飢餓を助長することになります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 はい、ありがとうございました。笑気ガスも温室効果ガスだということを言っておかねばならないと思い

ますが、これはまぁ補足ということで。 
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 フォークトさん。この質問にまだ何か？ 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 少し補足させていただきたいと思います。エネルギーへのアクセスが、途上国や新興国にとっても、社会

参加や公正さのための基礎であると前提すると、問題ある社会状況や文化的な背景においても実際に手が届

き役立つような、スマートで小規模な分散型エネルギーを、そのために考案・開発することが、 も重要で

あると私には思われます。ドイツがここでこの技術の開発と導入を先行して行い、それをこうした社会状況

の国々へも輸出してそこで導入できるようにするということが、私にはグローバルな公正さにとって非常に

重要な意味を持つように思えます。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。フィッシャー領邦監督。 

 

 

ウルリヒ・フィッシャー、プロテスタント教会バーデン領邦監督 

 この科学の分野の回に、自然科学分野だけでなく人文科学分野からも発言者を招く、という私たちの決断

に、これほど意味があったということを、今の議論が示してくれて嬉しく思いました。 

 

 それについてヒラーブラントさんとフォークトさんに質問です。貴方がたが教会の役割をそのように描か

れたことはもちろん嬉しいのですが、「天地創造による被造物の保護18」という概念は教会で生まれて、政

治の分野に転化され、今日一般的に使用されています。 

 

 2 つ質問ですが、ヒラーブラントさんが 後に仰った「ひとつの国が単独で進もうが、理性的であること

はできる」という言葉がちょっと短すぎたので、もう一度お聞かせいただけたらと思います。というのは、

これに私たち委員会は懸命に取り組んできたからです。私たちがここで国レベルの議論をすることに意味は

あるのだろうか？国際的な文脈があるということをわかっておきながら、理性的で意味のある議論ができる

のだろうか？と。 

 

 それから、フォークトさんに質問です。「豊かさのモデルの転換」というのは、実践の場では何を意味す

るのでしょうか？ もう一度詳しくお聞かせいただけますか？これは、自然科学だけでなく、他の視点を議

論に持ち込まれたお二方への質問です。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 素晴らしい。 

 

 

ラファエラ・ヒラーブラント教授、アーヘン工科大学（RWTH） 

 私はセンのモデル19に則った国連の豊かさの指標のポイントに触れようと思ったのですが、豊かさの指標

                                                                 

18環境と環境保護に関連してキリスト教会（カトリック）が示した見解。この世界は創造主によるものであり、人間に

は自然物を利用する権利と同時に保護や保全の責務も負っているという考え方 
19人間の豊かさを構成する要件として経済学者のアマルティア・センが提示したモデル。安全・生活の基本資材・健

康・社会的な絆の総体として、個人の価値観に基づいて望むことを実現できる機会として定義されている。 
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は、実際は人間の心地よさの様々な側面を測るものであって、GDP はひとつの側面に過ぎないということが、

ここでは非常に重要です。ここには、健康も教育も含まれます。センの場合はもっとたくさんあり、今ここ

で示したのは国連が短くまとめたものです。ですが、これら個別の側面にどうウェイトをおくかを決めるの

は、民主的な議論の責務です。原子力の問題では、当然、安全性の問題も加わります。 

 

 私たちのネットワーク化された世界で純粋に事実であるのは、政治の議論が国家の枠組みの中で行なわれ

るということです。これはつまり、様々な人々が、様々な時代に、違った風に安全性の側面を重みづけする

ということで、つまり 50 年後のフランスでは、今私たちがここでしているのとは違った風に重みづけする

わけです。 

 

 すると、私たちが脱原発するのは国レベルに留まる、という結果につながる可能性があります。そしてこ

れは、国としての議論を根拠とするという意味では、あくまで理性的です。 

 

 それと同時に、そうすると個人的には、私はアーヘンに住んでいますので、私個人の安全性のためには、

それは何にもならないということです。うちの近くにあるのはベルギーの原子力発電所ですから。 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 豊かさのモデルの転換についてですが、もちろん、充足や倹約、節度といった側面が、まるで生活の質の

向上のチャンスであるかのように、よく議論されています。 

 

 これは十分に経験が実証していると思いますが、個人の交通可動性の向上や、商品の量の増加が、自動的

に生活の質の向上へとつながっているわけではなく、これは政策づくりの上でもまだまだ体系的に整理でき

ていないわけですが、エネルギーへのアクセスについてももちろん同じです。 

 

 同様に、できるだけ多く消費したり、いわば売る商品によってのみ儲けるのではなく、むしろ終わりから、

豊かさを生むことから考え始めて、それに合わせて商品を作るべきであり、それは必ずしも行動範囲の 大

限をカバーする可動性であったり、 大限の暖房であったりする必要はなくて、もっと消費量を下げても生

活の質の向上につながることもよくあることです。 

 

 安いお金、安いエネルギーというのは、部分的には自らが生み出した拘束でもあり、私たちは自らをそこ

から解放する必要があります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ベックさんから一言。その後ライシュさんに移ります。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 ヒラーブラントさんが仰ったことにちょっと口出しですが。 

 

 こういうことではありませんか？一方では、国内での議論と世界との結びつきがそもそもどうやって絡み

合っているのか、そしてこれがきっぱりとは切り離すことができないということが非常に興味深いわけです。

しかし、それと同時に、国内での議論においてもまた、かなり開きがある。 

 

 一見、近隣諸国、たとえばフランスやアメリカは、ドイツで新たに行われている議論に対し冷ややかに反

応している、というイメージが支配しています。それと同時に私たちは、両国の国民のほうはまったく違っ
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た風に進展してきたということを知っています。 

 

 国民の半数以上が脱原発したいという意向だという調査結果が、フランスで初めて出ています。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 一言です！ 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 こうした区別が重要だということを言いたかっただけです。グローバルな視野と国内の議論の間の結びつ

きこそが、そもそも興味深くて重要な部分です。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 これについて何かある方は？ ないですね。よし。ライシュさん。 

 

 

ルチア・ライシュ、経済学者、コペンハーゲン・ビジネススクール教授、持続可能な発展に関する政府諮問委

員会（RNE）委員 

 新の調査では、消費者の 60 パーセントが、今日、グリーン電力、いわゆる｢エコ｣電力のために 10 パー

セント多く支払う心構えがある、という結果が出ています。国民の 4 分の 1 はさらに 10 パーセント以上、

10 から 15 パーセント多く支払っても構わないとしています。 

 

 この値上げに対する心構えというのは、少なくともこの調査結果を見る限り、ひとつの兆候でしょうか？ 

姿勢と発言と行動の間にはある程度ギャップがある、というのは知っています。しかし、とにかくこれは比

較的新しいものです。 

 

 これはもしかすると、動機に導かれて他の分配モデルや豊かさのモデルへと発想転換するための突破口に

なりますか？ それとも、これはメディアが焚きつけたように、そしてここでの議論でも既に言われてきた

ように、ドイツ人がただ実際に心配性なだけでしょうか？ 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 社会学においては、ニコ・シュテーアが名づけた「市場のモラル化」について、評価が割れています。こ

れは、消費者の新たな力、買い物かごで、多少なりとも政治を動かすことができるというものです。市民社

会は購買行動によって新たな方法で存在感を示している。これは市場支配力です。 

 

 ただし、これがいかにたやすく謳い文句によって巻き戻されてしまうか、という批判的な異議もあります。

謳い文句に釣られてエコのような気がしていても、よくよくエコ収支を見てみると、そこにはあまり内容が

ないようなことがよくあります。 

 

 つまり、消費者の意識的な決定は、新たな市場支配力です。しかし、それ自体はまだモラル的ではなく、

つけこまれやすいものであり、両面価値のあるものです。政策策定や知識レベルにおいては、私たちは実際

のところ、むしろ開発途上なのです。 
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ミヒャエル・ヴァシリアーディス、ドイツ社会民主党（SPD）議員、鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG 

BCE）代表 

 今一度ヴェーバーさんのお話に戻って質問させていただきます。あなたがエネルギー集約型産業の説を結

構気軽に扱ったことに少々驚きました。 

 

 今朝のお話では全体的にもっと別のような話でした。私の経験からも、また違った風にしかイメージでき

ません。国際的な競争力や立地の条件というのを、確かに考慮しておられるのでしょうか？ というのも、

エネルギー集約型産業の売りは、まさにエネルギーシフトを進めるために必要な製品に他ならないからです。 

 

 そのう、あなたの先ほどのお話しぶりは、この非常に深刻な問題にしては、ちょっと悠長な気がするんで

すが。 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）（在フライブルク） 

 あなたの仰ることは全く正しくて、私が先ほどお見せした数字というのには、正直言って私自身も驚いた

ほどだとお話するほかありません。これは連邦経済省の数字です。 

 

 背景にあるのはごく単純なことで、再生可能エネルギー法というのは、 初からエネルギー集約型産業を、

割当金の対象から事実上外していたということです。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス、ドイツ社会民主党（SPD）議員、鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG 

BCE）代表 

 それは再生可能エネルギー法だけでしょう？ 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE）（在フライブルク） 

 ええ、再生可能エネルギー法の割当金の話です。その結果、エネルギー集約型産業は、一方では再生可能

エネルギー法割当金によって電力価格が上がる影響を受けることはなく、さらに、それと同時にメリット・

オーダー効果によって、つまり供給される電力量が増えることで電力価格が下がることによっても、利益を

得てきたということです。 

 

 もしかすると、全然知られてないかもしれませんが、ドイツは 2、3 年前から、つまりフクシマ以前に、

年間 10 から 15 テラワット時の電力の輸出を開始しました。なぜなら、この 2 年の間にゆっくりではあるけ

れども感じ取れるほど後退してきた原子力を、再生可能エネルギーの発展スピードが追い抜いたからです。 

 

 この追加的に生み出された電力が、電力市場の価格下落につながりました。ですが、私自身も本当にまだ

知らなかったんです。これが既に、エネルギー集約型産業の平均電力価格と見なされる電力価格で実感でき

るほどになっているとは。 

 

 これはつまり、私たちが公共の議論で得ている情報は、ただの意図的に操作された報道だということです。

エネルギー集約型産業はこれまでそこから利益を得て、そして再生可能エネルギー法の規定が変わらない限

りは、利益を得続けるのです。私たちが再生可能エネルギーによる電力の系統接続のために払う高いお金に

よって。 

 

 このこともはっきりと数字で確認できますが、これは全くの事実です。これはもちろん、エネルギー集約

型に分類されないエネルギー産業に影響を及ぼします。スロープのように上がるのではなくひとつの段差し
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か設けないというのは非常に良くないことだと思っています。もし消費するエネルギーが 1 キロワット時下

回れば、もうその会社はエネルギー集約型でなくて、再生可能エネルギー割当金を負担しなければならない、

というのでは。この産業は当然のことながら割当金を負担しました。 

 

 しかし、私たちが先ほど見たように、家庭でも、またエネルギー集約型でない産業でも、価格の上昇とい

うのは 4 パーセントほどで、つまり、長期的な手段のこの補償効果によって、過去 3 年間で再生可能エネル

ギー割当金がかかっているということに気づかないほどです。 

 

 つまり、消費者からも、産業からも、年間 1 セントほどの電力料金値上げを要求できると仮定したら、過

去 10 年間もこのように要求してきたのですから、再生可能エネルギー法に従って再生可能エネルギーをも

っと系統接続できる余裕ができます。 

 

 非常に助かることに、買取補償額は年々大きく下がっています。6 月 1 日には、例えば PV の場合では再

び 10 パーセントほど下がります。ですから、値上げしないのもたやすいことです。 

 

 今うかがったように、消費者は値上げに対する心構えさえあります。それが脱原発を後押しするのならば、

と。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 私の右側の方から質問です。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 安定供給についての質問ですが、ヴェーバーさんではなく、ウムバッハさんに。 

 

 あなたは先ほど原子力発電所の停止手続きについて少し説明されました。私たちは停止についてたくさん

話はしますけれども、あまりよく知りません。落ちつくのに 5 年かかるだとか。 

 

 そうしたことを考えると、これはシュートさんも示唆されたようですが、そもそも私たちはもっと思い切

って原発を停止してもいいのではないでしょうか？誰かがスイッチを切って、ドアを閉めて、その後誰も立

ち入ってはいけないというわけではないのでしたら。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 「思い切って」と仰ったのは、一旦停止して、後でもしかすると緊急で必要となった場合に、もう一度稼

動させるという意味ですか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ええ、まぁ、そんなところです。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 それはきっと可能です。ただし、原発は形式的には停まっていても、ほんとにもうスイッチオフされてい

るわけではないということを、常に前提しておく必要があります。まだ動く部分も残り、そこには余熱が残

ります。これはつまり、安全性の問題がすぐに完全にゼロになるわけではないということです。 



28 

 

 専門家が言っていますが、専門家も可能だと言っていますが、原発をそれなりにもっと高い安全性でスタ

ンバイとして残しておくというのは、可能だと思います。そして緊急時にそれをまた作動させるのは、とに

かく可能ですが、これには費用がかかるということを知っておく必要があります。それから、本当にそうす

るつもりなのかをよく考える必要があります。 

 

 しかし、コスト以前に全体的な問題があって、先ほどの発言者の方とは逆に、これは単純な問題ではない

という点を強調しておきたいと思います。 

 

 ヴェーバーさんが「事実」として定義されたことは実は事実ではなく、この点では私たちの意見がかみ合

っていないわけです。ご覧の通り、今この電力料金の問題に関する議論で、50 倍にも 100 倍に隔たりができ

てしまっているのが一目瞭然です。誰が、もしくはどの意見が、どのシナリオが、どの計算が 終的に正し

いかは、残念ながら後になって初めて判断することができるのです。 

 

 この議論では、誰かが主張することを単に信じないよう、ただただ注意するべきでしょう。対話を続ける

上でこの隔たりを狭める必要があって、将来の決定のための然るべき基盤が作れるようにするべきだと思い

ます。全体はそう簡単なものではなく、二言三言では片づけられません。このことは今朝の議論を見ても明

らかです。 

 

 この議論を実際に事実で固めるには、まだもうちょっと時間が必要だと思います。そして、その際には、

コストの問題に関して悲観的な人だけでなく、楽観的な人も交えて議論し、そこからトータルして何が出て

くるかを見守る必要があります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 それはそうやってるんですが、両者のグループがこう目に見えて対立したというのは、あまり気持ちのい

いものではありません。またいつかまたこの溝を埋める機会を作れるといいのですが。 

 

 ともかくこの委員会ではそれをするつもりです。これこそ重要ですから。 

 

 フォン・ドナーニさん。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）議員、元連邦教育相 

 豊かさの指標についてどうしても一言申し上げたいのですが、先ほどのお話はユニークなアイディアだと

思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 でもご質問されるのですよね？ 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）議員、元連邦教育相 

 ええ、します。面白いアイディアだとは思いますが、もちろん、豊かさというものが規定できないという

ことは知っておく必要があるわけです。何を豊かだと感じるかは、その人次第だと思います。各自の持論を

変えるのは大変難しいことでしょう。これはひとつの長い長い、社会的な、社会学的なプロセスです。 
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 私の質問は次のふたつです。クランダーさんにお訊ねしたいのですが、〔英語で〕あなたは 2050 年まで

に世界に原子力がなくなると思われますか？ 

 

〔以後、同時通訳〕私たちはこれをやってのけられるでしょうか？それから、スウェーデンは原子力に回帰

しているところではありませんか？ それとも、10 年前に決めたように脱原発するのでしょうか？ 

 

 食糧生産とエネルギーの間のこのバイオエネルギー問題をめぐるコンフリクトが、場合によっては、効率

を理由に、遺伝子組み換え種子の利用を助長するようなことにつながると思われますか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 まずクランダーさん。あなたは一番遠くからおいでですから。 

 

 

スヴェン・クランダー教授、ウプサラ大学 

〔同時通訳〕スウェーデンは約 1 年ほど前に、また原発を新設することを決めました。私たちは既に 1989

年の国民投票で、2010 年までに、つまり昨年までに、すべての原発を停めると決めていました。 

 

 ですが、まだ 10 基が運転していて、それらはどんどん老朽化しています。政府は現在、スウェーデンの

産業界にこれらの原発の代替案を出すよう求めています。スウェーデンでは合計 10 基以上は稼動させては

いけないことになっています。しかし、1 基閉鎖すれば、ひとつ新しい原発を建てても構いません。 

 

 それに関して国民が喜ばしく思っているかはわかりませんが、たとえばヴァッテンファル（Vattenfall）に

はこうして既に新設の予定があります。スウェーデンを除くと、あとはフィンランドだけが、スカンジナビ

アの中で原発を持つ国です。 

 

 原子力の世界レベルでの重要性に関しては、2050 年では、極東においてはまだかなりの割合を占めている

のではないかと思います。これはまぁ、日本がこの後どうするかを見ることになります。これがもちろん産

業にとっては、全体として大きな意味を持つわけですが、中国、インド、韓国は、やはりかなり原子力に賭

けているわけです。 

 

 2050 年には原子力の割合はまだ相当なものだろうと確信しています。多くは日本次第です。ありがとうご

ざいました。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授 

 システムに変化が求められるようになって、もっと圧力がかかると、それが GMO などの新しいテクノロ

ジーを活用した解決策を促進することにもなります。エネルギー作物に関しては、綿の場合と同様に、世界

中で行なわれるだろうと思います。綿はインドでは随分前から 70 から８０パーセントほどが、アメリカで

は 90 か 100 パーセントが遺伝子組み換えです。ここでは食糧の話はしていませんし。 

 

 イノベーションというのは、光合成の力を強めたり、栄養素からの変換効率をもっと良くしたりといった、

植物やそこでの工夫だけでなく、バリュー・チェーン（価値連鎖）全体において起きるものと思います。つ

まり、バイオマス由来のエネルギー生産における第 2 世代の微生物、それらはバイオマスの細胞を腐食させ

てそれを変換する役割がありますが、それも革新的に生産されるようになってきています。つまり、この問

題では植物だけに注目するのではなく、このバリュー・チェーンのシステム全体に注目して、それを 適化

し、その後、バイオマス由来のエネルギーの貯蔵能力という考え全体の話をする必要があります。バイオマ
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ス由来のエネルギー利用の 適化に鍵があると思います。他と比べればそれにはメリットがあります。 

 

 バイオマス由来のエネルギーを単に車や暖房のために燃料にするのは、数年後には大きな浪費としてみな

されるようになるでしょう。 

 

 

ミランダ・シュラーズ、米政治学者、ベルリン自由大学環境政策研究所所長 

 えー、ちょっと別の方面の質問で、私には送電網の問題が、どれくらい一極集中型と分散型の方向に向か

うのかが気になります。国民の間では分散型の解決策のほうにより強い関心がある気がするので、ご質問し

ます。 

 

 しかし、産業界の側からすれば、ひょっとするとコストが理由にもなって、一極集中型の解決策に着目し

ているようです。私の質問は、集中型もしくは分散型のコストは送電網のコストとどれくらい結びついてい

るのでしょうか？ どちらかというと分散型の方向に進めば、送電網の拡大規模を抑えるチャンスができる

のでしょうか？それとも、それではコストが高くなりすぎて、再生可能エネルギーの拡大は集中型の送電網

の方法で行なうほうが良いのでしょうか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。送電網についても、今一度掘り下げることができるのでよかったです。ちなみに、

まだどなたも言及されていませんが、ドイツでは CO2 排出量に上限があり、それはつまり、その量を自由

に増やしたりはできず、どうしてもというのなら、価格を上げるしかありません。上限が既に決まっている

となると、このＡかＢかという質問には答えにくいものです。これは補足までに。 

 

 この重要な問題に、シュートさん。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 集中型と分散型が本当に対立関係にあるとは私は思いません。どちらにもそれなりの理由があります。

人々に訊いてみると、安定供給というのが、エネルギーシステムが満たすべき重要な基準のひとつになって

います。私たちのシステムで安定供給を確保するためには、高度にネットワーク化したシステムというバッ

クボーンが必ず必要で、これは理想的にはヨーロッパ規模のもので、私たちのビジョンがヴェーバーさんが

お話されたようなものであるとすれば、それには何十年か、それどころか数十年もかかかるかもしれません。 

 

 地域で発電して系統接続し、負荷の流れをこの送電網に送り込んだり引っ張りだしたりする。つまり、地

域で発電したものがちょっと余分にあれば大きな送電網に送り込み、地域に何もなければ引っ張り出す。こ

うした状況に今日既にあるのであり、この方法でさらに進展すると思います。 

 

 集中型と分散型は対立したものではありません。よくそう議論されていますが、私はどちらともが新しい

エネルギーシステムの重要な要素だと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ウムバッハさんとヴェーバーさん、下手の長談義ですぞ。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 
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 簡潔にいきます。シュートさんがあらかた仰いましたから。はっきり言うと、分散型の供給・系統接続・

消費へと向かうでしょう。これを今日あるものよりもスマートにする必要がありますが、とにかく、どのみ

ち集中型の供給というのは必要です。人口が集中している地域があり、大規模に電力を消費する産業があり、

これは分散型では解決できませんから。その限りでは中央集中型供給が必要で、 終的にはこれらをミック

スすることです。 

 

 効率についても一言コメントしますが、ひとつひとつが小さくなればなるほど、それに、まぁ言ってみれ

ば、経営があまりプロフェッショナルでなければないほど、結局のところ非効率になります。 

 

 私たちはここではただ電力の議論をしているのであって、全体的なエネルギーの総合的な考察をする必要

があり、そこでは熱がとても重要な役割を果たしていて、交通についても当然そうだけれども熱もまたそう

だ、ということを指摘しておきたいと思います。これもまた、分散型のコンセプトか集中型かということに

なろうかと思います。これについても、今朝の 初の議論ではほんのわずかしか議論されていなかったと思

います。エネルギー全体について話をする。そして CO2 の話をするなら、エネルギー全体の話をする。そ

こではあらゆるものを考慮する必要があります。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 でもウムバッハさん。そうすると分散型なのか集中型なのかどちらでしょう？ 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 どちらでもありません。私はただ、私たちがもっと分散型にやるのなら、もっと効率のことも考えなけれ

ばならないと言ったのです。ひとつひとつが小規模になればなるほど、経営がプロフェッショナルでなけれ

ばないほど、効率は悪くなります。 

 

 でも、私たちは分散型の送電網を持とうとしています。これはこれでまた筋が通っています。消費者もそ

れを望んでいると思いますし、そうすれば消費者の役割もまた省エネコンセプトなどに、もっとしっかりと

結び付けられるわけです。教育的な意味からしても、分散型にするのはとても重要だと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございました。あなたがそう仰るのなら、委員会では、熱および交通分野における CO2 排出

削減効果のためだけにでも、それに一生懸命取り組む必要がありますね。私はそういう前提でいますし、委

員会の皆さんもそう思っていると思います。ヴェーバーさん。 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE） 

 では端的に。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ええ、それは助かります。 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE） 

 シュラーズさん、基本的にあなたの仰ることは正しいと思います。私たちがここで見過ごしているのは、
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私たちは、中央集中型で大規模発電所で発電されている集中型の送電網から、もっと分散型の送電網へと乗

り換える途上にいて、大手電力会社の利益に明らかに触れるということです。突然どうして急にこの争いが

起きて、ある種の技術が押しつぶされようとしているのかというと、これがその理由です。 

 

 組み合わせるのは正しいのですが、道は、集中型の発電と送配電を行なう古い送電網から、新たな形態の

送配電や新たな形態の貯蔵、電流をよりスマートに制御する分散型供給のための新しい送電網へと向かって

いると思います。地域で太陽光や風力で発電された電力が１キロワット時増えるごとに、大手電力会社には

損失になります。商業的な利害にひどく触れるような政治の議論を見守る際には、これをはっきり理解して、

正しく評価する必要があります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ヒルヒェさん、長らくお待ちいただきありがとうございます。やっと一度目の質問の番が回ってきました。

ですから、委員長の質問を除いては、あなたは他の方の二巡目の番の前にいらっしゃるわけです。 

 

 

ヴァルター・ヒルヒェ、ドイツユネスコ委員会会長 

 ちょっと前置きですが、どんなことにも利害が付き物だということは皆さんお分かりのことと思います。

既得権益を守ろうとする人もそうであれば、それを得ようとする人もそうです。これは至極当然のことです。 

 

 私の質問は、全体的なエネルギーシステムと関連して、シュートさんにですが、これはもしかすると次の

5 年間の話ではないかもしれませんけれども、あなたはこれと関係して、水素経済20というテーマに一体ど

んな役割をご覧になりますか？ このキーワードにはついでにしか触れられていません。この場合、現実的

なスケジュールが立てられるものでしょうか？電力の分野にも影響を与えるのでしょうか？ 

 

 水素というのはとにかく貯蔵媒体です。電気というのはそうではありませんが、このふたつをインテリジ

ェントに組み合わせることができます。集中型、分散型という問題についても。これはどうなんでしょう？ 

どう評価したらいいのでしょう？それともこれは燃料電池のように、もしかすると 150 年も待たねばならな

いものなのか、それともガスタービンのように 200 年にもなるのでしょうか？ 何が具体化していて、何が

構想段階なのですか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。――シュートさん、核融合についても一言どうぞ。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 それもですか！ まず、水素は単なるひとつのエネルギー媒体、もしくはエネルギー貯蔵媒体であると言

っておく必要があります。まず 初に水素をエネルギーで生み出す必要があり、そして将来のシステムで再

生可能エネルギーを主に電気に使用するという前提であれば、電気分解で大幅にエネルギー損失をして水素

を生み出し、電気に戻す際にもまたエネルギー損失をすることになります。ですからこれは、他に手段がな

い場合にのみするべきでしょう。 

 

 他にもう電力を貯蔵する方法がないとなれば、電力を使って水素を作ることには意味があるかもしれませ

ん。水素を地下空洞に貯めて、これをあとでガスか蒸気のタービンに送って電気に戻して、理想的にはこれ

                                                                 

20二次エネルギーとして電気やガスに代わって水素を用いる経済。 
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をメタンと混ぜて行うということもできます。再度電力を得るために、メタンと水素を合わせて燃焼させる

のは比較的簡単にできます。 

 

 ですが、全体でのロスが 60 から 70 パーセント以上ともなれば、これでも楽観的な見通しですけれども、

本来はまず水素を作るのは避けたほうがよく、他のもっと効率的な貯蔵技術を使うほうがいいでしょう。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 フォン・ドナーニさんから一言。一言で！ 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）議員、元連邦教育相 

 水素を太陽エネルギーによって、ある地域で、無尽蔵に太陽エネルギーが得られる場所で作るとしたら、

この水素を比較的手ごろな価格で、液化するかなんかして、輸送できるんじゃないんですか？ そうしたこ

とをよく耳にしますが、こうした見方はどうなんですか？ 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 ええ、まず、太陽エネルギーが豊富に得られる地域では、水があまりたくさん得られないことが多く、つ

まり電気分解が簡単にできない可能性があります。一方、ヴェーバーさんが補足された高圧直流送電線での

送電というオルタナティブも常にあります。 

 

 恐らくこの場合でも、エネルギー収支は電力の直接利用と比べると悪いはずです。遠い将来を見れば、私

たちのエネルギーシステムが、基本的に電気によるものとなっているだろうと、私は確信しています。主に

電気が中枢となって、化学的な貯蔵方法は、季節的な変動に合わせた一時的な緩衝材のために用いるように

なるでしょう。そうでなければ、今までどおり電気のみになるでしょう。効率の面からしても、これが恐ら

くベストでもあります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 では火のついたヴェーバーさん。 

 

 

アイケ・ヴェーバー教授、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所（ISE） 

 ええ、効率についてだけ。シュートさん、 新の大掛かりな電解装置では、既に 60 から 70 パーセントの

効率を達成しています。これは本当に、他に用途の無い余剰電力の場合の話です。 

 

 水素は燃料にできます。他には、天然ガスパイプラインに送り込むこともできます。ここでは水素を 10

パーセントまで混ぜることができます。異議を挟まさせていただき感謝します。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 シュートさん、直接どうぞ。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 あなたの仰る通りですが、電気への変換効率もまだ 50 パーセントしかありません。これでは全体として
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30 から 35 パーセントになります。 

 

 それからもうひとつコメントさせていただくと、電解装置は、現状では、昼夜通して動かす場合にしか割

に合いません。投資段階では極端に高いからです。一日の 5 パーセントしかないピーク時のためだけに電解

装置を動かすのでは、いつになっても元が取れません。ですからこのテクノロジーは、現時点では有効では

ありません。研究が 終的に進んで、一日の 5 パーセントだけの時間のために置いて動かせるようになるほ

ど、電解装置を安価にする必要があります。しかしそうした技術というのはまだありません。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 私も基本的にシュートさんの仰ることに賛成です。ひとつ補足しますが、何しろ全てが絡み合っています

からね。もし実際に、例えばやはり燃料電池が交通を握るようになるとしたら、ヨーロッパには依然として

これを目指している大手自動車メーカーがありますが、それでまた話が変わるでしょう。そうなれば、供給

システム全体をまた違うように扱うこともできるでしょう。これにもまだ対処する必要がありますから。 

 

 水素にはまた他の、少なからず重要な問題があって、これは安全性の問題ですが、水素というのは非常に

扱うのが難しい元素です。移送の際も、貯蔵や使用の際も、目を離せません。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 レンさん。 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究者、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性諮問委員会代表 

 フォークトさんにもう一度質問させていただきます。フォークトさん。あなたは先ほど新しい豊かさのモ

デルについて少しお話なさいました。私が興味があるのは、いわゆる「リバウンド効果」にはどう対処なさ

るおつもりなのか、ということです。 

 

 「リバウンド効果」というのは、エネルギー分野での効率が上がるごとに、消費も増えるという意味です。

これは単に、人々がもっとお金を持つようになったためなのか、それとも、もっと機器を使うようになった

からなのか。1980 年から 2008 年の間だけでも、エネルギー機器の効率は 37 パーセントほども上がりました。

そしてそのことで本来 37 パーセント下がるはずの消費は、そうではなく 22 パーセント上昇しています。 

 

 私は、ここで私たちが議論しているすべてのことは、社会がより効率の良いエネルギー供給のしくみを持

つ、つまり、全体的に必要とする一次エネルギーの量を下げる、ということが前提になると思います。つま

り、人々の消費行動にも影響を与える必要もあるわけです。あなたはどんなことを提案されますか？ どう

やってこれができるのでしょうか？私たちがこのリバウンド効果から抜け出すためには。 

 

 

マルクス・フォークト教授、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 えー、まず 初にリバウンド効果というのは、私にとっては、そもそも人々の好みや豊かさのモデルにつ

いて、倫理的な議論を行うのが避けて通れないことの確証です。なぜならリバウンド効果は、結局 40 年間

の間、私たちが多くの分野で環境技術によって素晴らしい進歩を遂げたものの、これは全体としては前向き

な結果を生み出したわけではない、ということを私たちに示してきたからです。というのは、私たちの要求

レベルが上がることによって、全てがまた巻き戻しされてしまったためです。これはつまり、私たちがめざ

すものや好み、そもそもどこに向かおうとしているのかをよく考え直さない限り、いくら進歩しようが全て

がリバウンド効果によって、いとも簡単に巻き返されてしまうのです。世界規模で考えればなおさらそうで

す。 
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 つまり、メディアでの国民的な議論が必要であることは明らかです。教育全体もそれに含まれますし、豊

かさについて考えてみることもそうです。ドナーニさん。あなたは先ほど豊かさは当然自由に個人で定義す

るものであって、規定することはできないと仰いました。でも私にとってはこれが議論の背景にあって、私

たちには豊かさについての国民的な議論もまた必要であると思います。自由に定義するというのは、別にこ

れが政治や公共の問題でないということではありません。 

 

 これは私にとっては、この委員会が何故「倫理委員会」という名であるのかという所以でもあります。な

ぜならエネルギーもその裏にあるこの豊かさのモデルも、私たちが行うべき国民的な議論の問題であるから

です。私たちがその議論をしないのであれば、よりよい手段を手にしてはいても、目標には近づけないでし

ょう。 

 

 それには教育が必要であり、世間が必要であり、メディアが必要であり、そして、本当はとっくに意識の

転換が水面下で進行していて起こっている、ということが確認されていると思います。それには、実際に幅

広く影響を与えられるような、構造化された機会が必要です。市場のロジックだけに任せてはいけません。 

 

 市民社会には、新しい社会形成のチャンスがすぐそこまで来ているけれども、秩序政策的に対策を講じる

必要がある、ということを示すような分野がたくさんあります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ドイツ政府はだからこそアンケート委員会を設置したということに、もう一度触

れておきますが、かといって私たちがそのことについて議論したりあなたの仰ったことを参考にする必要が

ない、ということではありませんけれども。アロイス・グリュックさんで、その後私の番です。 

 

 

アロイス・グリュック（CSU）、ドイツカトリック中央委員会（ZdK）代表 

 お言葉ですが、 近の社会学の調査では、人々の豊かさの理解に変化が現れているということです。特に

若い世代において。たとえば、社会的なつながりに新たな価値が見出されています。このように急速に変化

しつつある世界の中での安全性の要素としても。ですが、今これを追究しようとは思いません。 

 

 私たちの根本的な問題は、私たちの今日の暮らし方に未来がなく、エコロジーでもなければ、エコノミー

でもなく、長い目では人間的でもないということを、私たちがきちんと理解していない、ということだと思

います。しかし、それを怠ってこのことを認識しない限りは、必要な動機も得られないでしょう。 

 

 そこでウムバッハさんにひとつ質問ですが、倫理に関する非常に重要な問題は、放射性廃棄物の 終処分

の問題で、これは政治的にもかなり物議を醸しています。私の記憶が正しければ、そして、理解が正しいと

すれば、あなたは先ほどこの問題に対してこう言われました。今の廃棄物の持つ長い半減期を、場合によっ

ては 100 年に転換する方法がありえる、と。 

 

 何かもう具体的な手がかりというのはあるのでしょうか？ それとも、公の場でそう主張されるのは、ま

ぁ、これもよくあるその場しのぎの作り話に過ぎなくて、 終処分の問題全体ではどのみち世界中で全く進

捗がないのだから、ということなのでしょうか？ これをひとつの手段として受け止められる、確かな根拠

というのはあるのでしょうか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 
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 ちょっといいですか。ヒュットルさん、あなたのご質問も同じ方向ですか？ 別のもの？ わかりました。

では直接。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 具体的にお答えすると、ええ、進捗はあります。科学的な進捗は。ですが明日にでも使える技術というの

はありません。そのためにはもっともっと取り組む必要があります。これは今さら問題を先送りするための

言い訳ではありません。なぜならば、 終処分というのはどのみち必要なんですから。このことを少なくと

もこれまでよりは具体的に考える必要があります。 

 

 こういうことではないでしょうか？これはもっと探究が必要な代替手段であって、社会が、政治がこの先、

そうしたいかどうかを決定できるようにするためのものです。コストについても、どれくらい期間が必要な

のか、どれくらいの手間がかかるのかということも、全てがまだ評価できない状況ですから。安全性に対す

るリスクの問題も、たぶん、もう一度じっくりと検討する必要があるのでしょう。これは今後研究が出すべ

き答えというほかありません。 

 

 この点では世界レベルで進行しており、ドイツの研究もそこでとても重要な役割を果たしています。現在

ベルギーでは欧州規模の大きなプロジェクトが考案されていて、この核変換技術の開発をさらに進め、加速

器による核変換を具体的に研究しようとしています。これは次の 10 年では、量的に間違いなくものにでき

ないオプションだと思いますが、次の 10 年で重要な答えが出せるところまで開発できることでしょう。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。私たちがしっかりと考慮すべきご指摘でした。次はヒュットルさんで、その次が

ベックさん、そしてフォルカー・ハウフさん、その後にハンブレヒトさん。そしたら、どうにかしないと。

では教授、あなたの番です。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長、ドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 地球科学者には、世界中の比較的あちこちを回れるというメリットがあります。私は倫理学者ではありま

せんが、この世界中の流れを見ると、消費者行動やすべてが、西洋のライフスタイルのほうへとひどく流さ

れています。つまり、望ましいのとは全く異なる流れです。これはたぶん、ただのコメントですが。 

 

 フォン・ブラウンさんのお話にあった、特定の生産物のための土地利用は、のっぴきならない状況です。

私たちは今や、土地の収奪へと乗り出しているわけです。各国が他の地域で自らの消費分を確保しようと。

これは食糧についてもそうですが、燃料としてのバイオマスや、化学産業やエネルギー利用のため、そして

食品のためでもあります。でもこれはちょっと思っただけのことで。 

 

 この問題では世界に目を向ける必要があると思います。たとえここドイツにも、いくつか興味深い問題が

あるとしても。たとえば私たちは、消費者行動が、経済危機の際だけをとってみても、ドイツにおいてもま

たある製品については大きく変化して、人々がまた安い物を求めるようになってきたのを見てきました。 

 

 私の質問はもう一度ウムバッハさんにで、熱についてです。あなたは、エネルギー供給には電気だけでな

く、熱もある、と仰いました。私たちの足元には大きな熱の溜め池があります。これまで私たちはずっと太

陽の話をしてきました。風もあえて言えば回りまわって太陽からきています。それもいいですが、この地中

に眠っているものにも莫大なポテンシャルがあります。 
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 まだそこまで進んでいないのかもしれませんが、あと 20 年、30 年、40 年すれば、見通しが立つのではな

いかと思います。もう一度地熱について、特に地中深くの地熱について、あなたのお考えをお聞かせ願いま

す。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 ええ、喜んで。地熱というのは実際に私たちが追究すべきひとつのオプションだと思います。ですが、そ

れに見合った細心の注意を払って追究すべきものです。過去にボーリングを行なって何か起きたような事例

があるのですから当然です。シュタウフェン市は隆起してしまい、他では土地が少しぐらついたり。しかし

これらは科学的にきちんと慎重に行なったわけではありません。きちんとやれば、地熱にはこれまで生かさ

れていない大きなポテンシャルがあると思います。 

 

 地熱を発電に用いるというのはあまり有効とはいえません。なぜなら地中深くで得られる温度を考えると、

非常に深く掘る必要があってコストが安いとは言えないからです。それで 100℃かそれくらいの温度に達す

るとして、発電にはあまり効率的とは言えません。 

 

 しかし熱利用については、断然、有意義な代替手段だと思います。特に、他の方法と組み合わせて使うの

ならば。例えばバイオマスや他のものと、というイメージです。 

 

 この分野ではもっと色々と工夫する必要があると思います。ヨーロッパの中でも、もっと別の地域のほう

が、ドイツよりももっと安価に地熱を生産して利用できるだろう、という点からしても。しかしドイツにと

っても、これはかなり重要な代替手段で、少なくとも探究する必要があると思います。 

 

 それで後になって、リスクが大きすぎて一定の安全域には収まらないというのなら、それをしなければい

いのです。しかし、今はまだ判断できませんので、至急究明する必要があります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 このことにもう一度触れてくださりありがとうございます。私は地熱の大ファンなんです。ケニアに住ん

でいたことがあると、これは想像に難くなく、ちょうどスウェーデンが地表近くの地熱の問題で、ヒートポ

ンプによって全く別の市場を拓いたところだというのも知っています。これについてクランダーさんから実

例を挙げていただければよかったのですが。というのも、ヒートポンプの分野では地表付近の地熱を使った

例がたくさんありますから。 

 

 これをちょっと補足したかったのです。ご覧になっている国民の多くにとっても重要だと思いますから。

これに触れないわけにはいきませんから、発言させていただきました。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 

 純粋に技術的な定義から抜け出して、もう一度社会的な側面に目を向けたいと思います。 

 

 私たちはこれについて話してきて、今ここにおられる委員会の皆さんにおいても、実際にエネルギーシフ

トが肝要であるという点で、合意もできていると思います。 

 

 そのエネルギーシフトには、それに対して起きたり起こされたりする反対を何かしらのかたちで押さえ込
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むだけでなく、反対意見にも耳を傾けて、国民に納得してもらうことが大前提になります。これはつまり、

あなたが先ほど少し触れられましたが、リスクというのは純粋に技術面だけからみて定義できるものではな

く、それには許容範囲や価値判断、もしくは、それに影響を与えている利害関心（価値関係）が、合意形成

の要素として必須となっています。 

 

 それと同時に私たちには制度的な構造があって、そこでは何が受け入れられて何が受け入れられないかを、

技術がかなり決めています。国民的な議論が決めるとは限りません。 

 

 私の質問は、特にフォークトさんにお聞きしたいのですが、社会へ懸け橋を渡すのに必要となる国民の参

加は、どうやって得ることができるのでしょうか？ これは単に国民的議論のひとつの形態の問題なのでし

ょうか？それとも、もっと制度の構造の奥深くが問われるのではないのでしょうか？ たとえば、安全性や

受容と関連して、技術者の決定権、いやほとんど決定独占とでも呼べるものが、どうやってそうした参加プ

ロセスのために、そしてその結果、国民的議論のために開かれるのでしょうか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 まずはフォークトさんですが、ヒラーブラントさんにもお願いします。 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 まず、リスクというのが本当に常に社会の価値に依存して変化するものであり、議論すべきということを、

取り上げて頂いたことに感謝します。私は、参加モデルのためには、ここでまず公正なリスクの分配につい

ての議論が必要だということが、とても重要だと思います。誰が影響を受けるのか？ 誰にメリットがある

のか？ つまり透明性です。 

 

 とても重要なのは、これまでの議論の流れを振り返ってみると、国民の認識においてもこれまで信頼を失

うようなことがしょっちゅうあった、ということだと思います。アッセ21のことを考えてみれば、稼動延長

のことに思い至ります。 

 

 国民的議論を超えるもうひとつのチャンスとなるのが、素晴らしい技術的なチャンスへの参加だと思いま

す。このチャンスは既にあって、分散的にでもたくさんのエネルギーが自分で作れるのです。私にはシェー

ナウの電力蜂起22のことが思い出されますが、彼らも共同体として革命を起こして、様々なグループのボト

ムアップでの働きかけによって、市民が積極的に社会形成に参加したのです。これも参加に含まれると思い

ます。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうとございます。ヒラーブラントさん。 

 

                                                                 

21ニーダーザクセン州の、かつての東西ドイツ国境付近に核廃棄物の 終処分の試験場として建てられた施設。岩塩採

掘坑の跡地に放射性廃棄物が入ったドラム缶が保存されている。放射能漏れやドラム缶の耐用年数など運用面および安

全面において多々のスキャンダルがおき、2009 年には閉鎖が決定している。2012 年に施設での浸水崩壊が確認され、新

たに問題になっている。岩塩の存在は過去において地下水の浸水が無かったことの証左とされるため、中間貯蔵施設や

終処分場の候補になることがある。 
22バーデン＝ヴュルテンベルク州の自治体シェーナウで起きた電力自治をめぐる市民蜂起。チェルノブイリ原発事故に

よる影響を受け、原子力に依存しない電力を求める地域住民の運動が起こった。電力会社がこれに応じなかったため独

自に会社を設立し、送電網と電力供給の独占契約権を買い取ろうとした。ドイツ国内で広範な支持と支援を獲得し、

1997 年から太陽光や水力を中心とした電力供給を全国に行っている。 
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ラファエラ・ヒラーブラント教授、アーヘン工科大学（RWTH） 

 技術とその利用に関するコミュニケーションと、本当の参加とをはき違えないことが重要だということを、

指摘したいと思います。これはよくあることで、今もちょうど CCS で幾つかの州で見られました。ここで

は、国民に技術を売りつけておいて、次の段階になって初めて国民を巻き込むことだけが重視されています。

ですがここでは本当に、国民を 初の段階で巻き込むことが重要なのです。 

 

 それがどうやって実現できるのかは、今ちょっとお話がありました。この関連では、常に「ウェルビーイ

ング（well-being）」と向き合い、この意味を経済的な面へと狭めることのないように、私たちが何を「ウェ

ルビーイング」と解釈するのかに立ち戻ることが重要であるということを、今一度指摘しておきたいと思い

ます。 

 

 私が「well-being（訳注：満ち足りた生活・健康状況の意）」という英語の概念を使ったのは、ドイツ語の

「Wohlstand（訳注：富、福祉、繁栄などの意）」という概念を使うよりも誤解が少ないと思ったからです。

この経済面に意味を狭める状況から抜け出せるように、これに立ち返ることが常に大切だと思います。そし

て、その後で人々を巻き込んで、これが科学技術コミュニケーションの大前提ともなるわけです。 

 

 角を矯めて牛を殺してはなりません。つまり、まず人々を巻き込んで、次に技術、そして次に技術につい

てのコミュニケーションです。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 制度的な変化についても何か見通しはありますか？ 

 

 

ラファエラ・ヒラーブラント教授、アーヘン工科大学（RWTH） 

 具体的に挙げるのは難しいです。大切なのはもちろん、国民の間で適切な基礎教育を確立し、そのことで

参加も得るということです。フクシマの後に、ヨウ素剤がどれほどの数だけ売られたかを見れば、これはち

ょっと教育不足なのがわかります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ですが、ここでそれについて結果を出すことは、とても大事なことに思えます。 

 

 ヨアヒム・フォン・ブラウンさん。先ほどヒュットルさんが仰ったことに対して発言する機会がなかった

ので、もう一度短く取り上げたいと思います。挙手もあったので。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授、ボン大学 

 ありがとうございます。消費行動様式との結びつきはとても重要です。社会の議論が主に供給側の変革に

偏っていて、需要側にはあまりない、という印象がちょっとします。その点で委員会の皆さんが重要な役割

を果たされるのだと思います。しかしまた、価値評価の問題へも結びつけたいと思います。 

 

 何が根本的な価値評価の尺度になっているのでしょうか？ 経済学者たちはここ 5 年から 10 年の間に、新

しい価値評価の尺度にどんどん取り組むようになってきました。このことは他の方も先ほど触れてらっしゃ

いましたね。幸福を感じることや満足すること、つまりドイツ語の格言に転化した「貧しいけれども幸福」

といった古いイメージとは、残念ながらおさらばしなければなりません。 
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 幸福と貧困の関係は比較的手ごわく、3,000 ユーロくらいまではそうです。これはきちんと数値化すべき

であって、また別の社会的な議論が必要です、というだけではだめなのです。ヨーロッパやドイツにおいて

の分配の影響や、しかし、特に世界の貧しい国々においての影響を、議論に取り入れる必要があります。 

 

 後になりますが、 近の経済学者の、国民総生産（GNP）から離れて幸福や満足へと価値評価の対象を

移そうという試みでは、天然資源とその変化の価値評価を取り入れることをあきらめて、両方のことをする

べきだと申し立てています。つまり、私たちがエネルギーを生み出すのに用いる天然資源を、成功の指標で

追加的に追跡する必要がある、それから、ウェルビーイング（well-being）についての議論、つまり快適さや

幸福感に関する議論。そうでなければ、いわゆる「外部効果」、私たちがこの社会で行うことの間接的な負

の影響を、測ることはできません。 

 

 皆さんにこの概念をもう一度促すことが、私にはとても重要でした。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 共同委員長から一言。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 もう一度突っ込んでよろしいですか？ 土地とそれに対する需要、この相関関係を今一度明らかにするた

めにですが、異なるエネルギー媒体における土地ごとのエネルギー生産効率評価というものは、一体あるの

でしょうか？ そのう、バイオマス、太陽、光合成……。 

 

 

ヨアヒム・フォン・ブラウン教授、ボン大学 

 ええ、もちろんあります。光合成によって太陽光を吸光し、エネルギーへと変換するのは、エネルギー効

率の面では依然として大きな損失があり、葉を通じた太陽放射から、 終的にはバイオマスの利用まで、改

善の余地はたくさんあります。 

 

 ですから、多くの人たちが、より効率のいい新しい植物だけでなく、一連のプロセス全体や、人工的な光

合成についてもまた、考えて作業を行なっています。これはバイオエコノミー専門家委員会が提案したテー

マのひとつでもあります。 

 

 今のところ、ドイツでの耕作にはトウモロコシが一番効率的で、もっと北ヨーロッパにいくと小麦です。

もっと新しいものは人間はまだ思いついていません。ですからバイオガスか何かしらの設備に送られます。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございました。さてと、本当に大変なことになってきました。4 分で 2 つの質問と 2 つの回答

を得なければなりません。シュートさんや他の人たちももっと何か言いたそうではありますが、くどくどと

同じことを言わなければなりません。母はなんと言ってたっけ？ 一番楽しい時に帰らなければならない。 

 

 ちょうど議論を続けるのが面白いところだっていうのに。 

 

 

フォルカー・ハウフ、ドイツ社会民主党（SPD）議員、元連邦研究・技術相 
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 私の質問はベックさんの質問と直接関連して、先ほどのお二方にです。あなた方はお二方とも、違ったか

たちではありますが、口をそろえて、ひとつの国が単独で進むことにあくまでも何かしらの意義があると仰

いました。 

 

 今ここでこう議論をしていますと、EU の話も出てきますし、あなたは先ほど、あなたがアーヘンに住ん

でいて、そこで私たちが何かやろうとも、ベルギーの人々と一緒にでなくては意味がないというようなこと

を仰いました。 

 

 EU には共通のルールはありませんけれども、共通の電力市場があります。これは、理解したい人がそう

すればいいことであって、EU が言うならば、共通の市場という視点からすると、曲がったきゅうりを規制

して、一定の質を確保しなければならないことになります。そしてそれどころか数年前からは、EU はドイ

ツ人がこよなく愛す Sparkasse（貯蓄銀行）をドイツから取り上げようととしています。ですが、原子力発電

所の安全性規定の問題では、実際にかかるイニシャルコストへ直接的に大きな影響がありながら、何も対処

していません。 

 

 それでいて他方では、ドイツがこのような厳しい安全性ガイドラインを持っているという事実は、非常に

力のある NGO が要求し、社会で幅広い議論があるお陰です。それに比類するようなものはヨーロッパには

ありません。 

 

 ヨーロッパでの参加というのは、一体あなたの目にはどのように映りますか？私たちが何かを動かそうと

する際に存在する、あらゆる問題について。というのも、これは高級技術官僚的な問題だけではないからで

す。 

 

 

マルクス・フォークト、ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU） 

 非常にたくさんの決定がヨーロッパレベルで行なわれていますので、その限りではここでも公共の議論を

するということが急務だと思います。国境付近の原発に対してリスク手当てを求める提案というのが既にあ

りますが、この提案と少なくとも協議への参加を法的に確保することが、欧州レベルの法においても今後付

き従うべき提案のように思えます。 

 

 隣国もまたリスクを負うというのが明らかだからです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 今ちょうど脱原発しようとしている国と、それをヨーロッパでさらに進めようとしている国への、厳しい

ご指摘ですね。これを今一度書き記しておこうと思います。 後になりましたが、軽んじてはいけません。

ハンブレヒトさんの番です。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 テプファーさん。では 後に、突っ込んだ質問をさせていただきましょう。前へ前へと精進しない者には、

世界と共に進まない者には、恐らく問題がありましょう。ですので、学者の方に質問ですが、あなたは原子

力における研究に関連してどんな提案をお持ちですか？ 私たちはどんな場所に立たされているのでしょう

か？ この分野に今後も投資し続けることはお勧めできますか？それから、核融合についてはどうですか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 
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 ありがとうございます。ここには学者と研究者しかいませんので、この質問には 3 人にだけ答えていただ

くことにしましょう。それでよろしいでしょうか？ よかった。 

 

 ウムバッハさん。ウムバッハさんと、シュートさんに何かお答えいただきましょう。 

 

 

エバーハルト・ウムバッハ教授、カールスルーエ工科大学（KIT） 

 ドイツにおいて新しい原発の研究というのは今は無駄と思いますし、これは将来的にも変わらないでしょ

う。 

 

 ですが、核の安全性の研究や 終処分に関する研究、そして恐らく核変換技術についても、私はとても重

要だと思います。特に今のように、ドイツ人の安全性に対する要求が高まっている状況で、それに沿うため

には。この点では、私たちには現場での手腕が求められます。例えば、自分たちの原発にどう対処するのか

について隣国と話をする場合には。この力というのは絶対に必要で、もっとそれを強化しないといけないと

思います。 

 

 核融合というのはまた別の問題です。40 年後のエネルギーミックスがどうなっているのか、今予測するの

はとてつもなく難しいと思います。核融合は代替手段のひとつであり、40 年後に初めて、電力供給に本当に

重要な貢献ができるものです。それでも私は、今のうちに核融合技術の開発を進めておくことが重要だと思

います。 

 

 そのためのコストというのはもちろん馬鹿にできませんが、私たちが今再生可能エネルギー法によって太

陽光発電に支出している金額の 10 パーセントにも満たない規模です。私たちが今一年間に支払っているコ

ストは、私たちのような社会にとってはどうにか容認できるレベルだと思います。そのことで私たちは世界

が追従するオプションを得て、これを実際に保つこともできます。私たちは将来のために防護を固めるべく、

これまでのレベルでこの研究をそのまま続行するべきだと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 どうやらヴェーバーさんは数字に異議があるようですね。シュートさん。 

 

 

フェルディ・シュート教授、マックス・プランク石炭研究所（ミュルハイム） 

 この、突っ込んだ質問には、私もウムバッハさんと全く同様にお答えします。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。皆さん。今回もまた、ほぼ定刻どおりに終わらせることができました。とても素

晴らしく、また白熱した議論となりました。皆さま、本日はお出でいただき誠にありがとうございました。

フィッシャー大司教が仰ったことを拝借して。 

 

 今日、社会科学の学者の方々とも一緒に、リスクの問題全体をさらに根底から突き詰めてお話できて、そ

してこの問題への幅広いアプローチを得ることができて良かったです。 

 

 特に、スウェーデンからお越しいただいたクランダーさんに心から感謝申し上げたいと思います。 
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〔同時通訳〕スウェーデンからお越しいただいたクランダーさんに心から感謝申し上げたいと思います。皆

さん、拍手をお願いします。この場でどなたかに拍手喝采を送るのは初めてです。スウェーデンのお仲間に

どうぞよろしくお伝えください。皆さんはもっと地熱を活用して、原子力の保持について再度検討してくだ

さいね。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 15 時に、30 分後、25 分後にまたここで集まりましょう。
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第3章 社会的観点 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 "社会の将来性"がいよいよ次の視野です。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 お前にはいいスパイがいるな。 

 

 

マティアス・クライナー、 ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 いや、いい女スパイだ。それが誰かは言わないが、今こっちを見てる。第 3 ブロックはちょっと争いごと

が起きるかもしれないぞ。 

 

 社会的観点。 初の 2 つのラウンドで、これらは切り離すべきでないという印象を私個人としては持ちま

した。こうした見方は、経済的・社会的観点の分野でも、科学・技術的観点の分野でもありました。 

 

 これはむしろ私たちがお招きした方々の目線かもしれません。 初の発言者はフェリックス・マテス博士

です。マテス氏はエコ研究所のエネルギーと温暖化防止分野のコーディネーターです。 

 

 マテスさん、7 分間です。 

 

 

フェリックス・マテス博士、エコ研究所 

 委員長さん、お招きありがとうございます。 

 

 エネルギー経済学者として各機関の政治的計画立案を助けることに従事している身としては、本来は 初

の 2 つのラウンドのほうがもっと馴染みがあると 初感じていて、このラウンドでお話することに対しては

ちょっとついてないなぁと思っていました。 

 

 初の 2 つのラウンドを聞いた今、このお題目を頂戴してよかったと思っています。なぜなら少し省察す

ることができるからです。私の考察を 4 つの脈絡でお伝えしてみたいと思います。 

 

1. 今日の議論の起点は何か。というのは、本質的にこの議論は新しいものではありません。では、新しい起

点は何か？ 

 

2.  2 点目は興味深いですが、そもそもどの点については比較的早く合意が得られるのか。 

 

3.  3 点目は、それ以外にできるだけ早く合意を得る必要があるのは一体どの点か。 

 

4.  4 点目は、一見無関係のような歴史を振り返ることで締めくくろうと思います。そこには、この部分は

私の発言時間に数えないで欲しいのですが、恐らく意図したわけではないと思いますが、あなた方は単なる

偶然から歴史的な場所に入り込んでいるということも含まれます。 

 

 ここにドイツ官吏連盟（dbb）が入る前は、この建物は、1989 年と 1990 年、そして 90 年代の初頭に、転
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換に大きく貢献したドイツ民主共和国（DDR）の”デモクラシーの家”でした。そう考えると、この枠組みで

の、このホールでのあなた方に対する期待は相当なものです。しかし、この 10 秒間を見込んで話しても構

わないと良いのですが。 

 

 私たちがここで議論することの何が新しいのか。リスクのあるものの被害規模は見直されました。特に原

子力エネルギー分野での被害規模がそうです。 

 

 どれだけの間、原子力エネルギーの潜在的な大きな被害規模のリスクを冒すべきなのでしょうか。この点

でも何について話すのかを明確にする必要があります。 

 

 私たちは、経済の面で言えば、ドイツの税収の何倍にもあたる、つまり年間約 5000 億ユーロ規模に及ぶ

被害について話しているのです。これは本日ここで私たちが見た E.ON 社の時価総額の約 50 倍にあたり、原

発事業者が被害時のために取って置いてある総額の 1,000 倍にもなります。この規模について私たちは話し

ています。 

 

 正直に言えば、 新の基準の足元にも及ばないこの原発の被害規模について私たちは話している、という

ことをはっきりさせるべきです。原発の安全性をどの基準に合わせて測るのかという細に入る法的な議論が

ありますが、これは大体、認可時点での状態です。 近設置された原発はもっと進んでおり、これもまた正

直に言えば追加しなければなりません。 

 

 2 点目に、全く新しくありませんが、気候問題の分野では、起こる可能性の非常に高い大きな被害規模に

ついて話しています。ここでも私たちは大きな問題について話しています。ドイツや工業国は、それに対す

る責任を本質的に負っています。 

 

 私たちには行動力およびイノベーション力があり、かなりの資産力があり、そしてこの気候変動への挑戦

にも挑んでいます。 

 

 3 つ目に、この転換をして、万一、工業国としての立ち位置が崩れるとしたら何が起こるかという、被害

規模があります。なぜなら、そうなればつまり私たちの模範的な役割もお仕舞いだからです。 

 

 私たちが工業国として特に温室効果ガスとの関連でするべき転換は、好むと好まざるとにかかわらず工業

国として行う必要があるのです。そうでなければ模範とはいえません。これは重要な点です。 

 

 「今までどおりに続けよう」というのは、全く責任の負えないオプションです。ただ、ここで面白いのは、

後半の 2 つの点は新しいものではないということです。この 2 つは昨年の 9 月以来、理屈から言えば、この

国の過半数の意見なのです。なぜなら、連邦議会は、温室効果ガスを 80 から 95 パーセント削減する意向と、

それを工業国として行うことを決めたからです。しかも連邦政府としてです。これは新しいことではありま

せん。 

 

 新しいのは、原子力エネルギー分野での被害規模に対する新しい焦点です。面白いのは、脱炭素化1と工

業国の立地に関する議論を行ったことです。しかし、 初の 2 ラウンドの議論を聞く限り、2005、2006、

2007 年頃から集中的に議論してきたけれども社会の中に紛れもなく到達しなかった多くの事柄が挙げられて

いました。そうなるとこれは決定的な挑戦です。 

 

 それで、私たちの間でどの点について合意を早く得られるのかという疑問に至りました。この委員会で行

                                                                 

1エネルギー資源としての炭素への依存を減らしたり無くしたりすること。 
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われた議論が、脱炭素化やバイオエネルギーやインフラについての一般的なものに終始することのないよう、

はっきりさせなければならないと思います。この議論が行われたし、行われるべきだと。 

 

 しかし、皆さんの目の前にある中心的な問題は、これらをより迅速な脱原発とどうやって組み合わせるこ

とができるかということです。原子力の短長期的な撤廃は可能であるということを、はっきりさせなければ

ならないと思います。 

 

 また、問題を技術化するという誘惑にも惑わされないほうがいいでしょう。貯蔵と電力網の問題は、脱炭

素化の長期的な問題です。これは脱原発を 2015 年にするのか、2017 年か、はたまた 2020 年、それとも

2022 年かという問題ではありません。これはまた別の問題です。 

 

 また、「ベース負荷2需要」といった技術的に見せかける言い回しにも慎重であるべきでしょう。ベース

負荷需要というものはないのです。ある業界のためのお得な電力に対する需要というのはありますが、それ

とベース負荷とは関係がありません。技術的に見せかけるのをやめなければなりません。 

 

 天然ガスについても同じことが言えます。天然ガスと依存の問題は熱のセクターで決まることであって、

私たちの天然ガス需要の 85 パーセントは熱セクターにあり、電力分野にあるわけではありません。 

 

 すべてを細部まで計画してみれば、安全供給を鑑みて短長期的に原子力を手放すことが可能だとわかると

思います。私たちには技術的なオプションも政策手段もあるのですから。 

 

 短中期的には気候影響はありません。CO2 の排出を総量として同じに保つために欧州連合域内排出量取引

制度3を導入しています。私たちは原子力エネルギーをフランスから輸入してもいません。これは証明でき

ることであって、そのための方法があります。 

 

 コストに関する議論は透明性あるかたちで行う必要があります。コスト影響はありますが、それは見通し

が利き、コントロールでき、受け入れられるものであり、その幅というのは比較的信頼できるものです。 

 

 短期的な脱原発の影響は、長期的な転換のために必要なコストと比べると少ない。エネルギー集約型産業

と収入の少ない家庭との関連では配分の問題がありますが、これは補償できます。それを理由に対策を避け

てはいけません。なぜなら、後回しにしたり、何もしなければ、膨大なコストがかかるからです。 

 

 これで終わりにします。 

 

 「オルタナティブに着手する」ことが重要です。必要な強固な温暖化政策は、私たちが原子力エネルギー

を、この反対運動を煽る力を、そしてこの大きな争いを手放してこそ実現できるのです。これが 1 点目。 

 

 2 点目に、しかし私たちはこれと相補的に、温暖化政策をあきらめずに野心的な温暖化政策を持つことで

のみ、原子力を手放すことができるでしょう。 

 

 3 点目は、この大きな転換を社会の上位目標として発展させる必要があり、それはこの原子力エネルギー

という争点を議論から外すことによってのみ、インフラなどをめぐる議論において実現することができるで

しょう。今日のコストは未来への投資です。 

                                                                 

2第 2 章 2 ページ参照。 
3EUにおける二酸化炭素排出量削減政策の一つ。二酸化炭素大量排出者に対して許容量を割り当てると同時に、実際の排

出量との差し引き分を売買可能とする制度。 
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 そして、歴史を振り返ってみますと、"エネルギーシフト"は 30 年前に発案されており、これらの本は読む

に値するものです。 

 

 ご静聴ありがとうございました。また、もう新しくないけれども社会に持ち込む必要のある議論に感謝し

ます。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 マテスさん、ありがとうございます。 

 

 この 1 分超過は本当に例外です。次はもうちょっと厳しくなります。ヒューター教授、ケルン・ドイツ経

済研究所（IW）。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授、ケルン・ドイツ経済研究所（IW） 

 皆様、お招きありがとうございます。先ほど Phoenix テレビで 1 時間ほど視聴していました。 

 

 この委員会に求められることの幅をみれば、原子力エネルギーの残存発電量をどうするかといった問題ま

で、世界のありとあらゆる問題の解決策を含んでいると言えます。 

 

 私が正しく理解しているとすれば、原発をもう新設しないとか建て替えないとかの話ではなく、この先数

年の間、原発の残存発電量をどれくらいにするかと、どれくらいの期間にするか、という問題に絞って話し

合うことこそ、根本的な倫理的問題となります。これこそが、ここ 10 年来のドイツの公の、ドイツの政治

のコンセンサスに他なりません。私が正しく理解していれば。これに関する決定は 2001 年になされました。 

 

 その限りでは、当然技術的な問題です。どのように値段に対処するのかを問わなければなりません。もち

ろん、再生可能エネルギーを通じてコスト調整とコスト軽減につなげるような長期的な効果がある、と理由

づけることはできます。しかし、無視することのできない立地競争があります。 

 

 なかでも移転が起こる可能性にも注目する必要があります。エネルギーシフトに起因して電力料金は変わ

ります。この可能性を排除した試算というのは聞いたことがありません。そうなると問題はいくら上がるか

ということで、それはどんなスケジュールが出されるのかにもよります。ですから、これらすべてはある意

味憶測なのです。 

 

 上がるのは電力料金だけではありません。前の回でテプファーさんが指摘されていたように、私たちには

CO2 へのキャップ4があり、それによって CO2 の価格も上がるということです。コスト構造へつながる影響

があるということです。これはドイツ経済にどのような影響を与えるのか、そのためにどのように配備され

ているのか。 

 

 問題はエネルギー集約型業界のことです。こちらの画面をご覧頂きたいのですが、過去数年間、既にエネ

ルギー集約型産業の分野で純投資資産が減少傾向であるのがわかります。これについて私のほうで、責任倫

理はこれとは正反対のことを要求していると書きました。市場経済学者ならば皆つまりウェーバー学派であ

り、従って責任倫理論者であるということです。私は信条倫理（心情倫理）にはあまり明るくありませんが、

この議論においてはあちこちに散見されます。 

                                                                 

4CO2 排出量に上限を設けること。 
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 ドイツで もエネルギー効率のよいエネルギー集約型業界を、あまりエネルギー効率のよくない海外に追

いやることは理にかなっているでしょうか？ それとも、その代わりにあらゆるエネルギー集約型分野をド

イツに誘致する必要があるのではないでしょうか？ドイツにエネルギー効率に対する優れた水準があるので

すから。この点についてもただ触れておこうと思います。 

 

 経済構造をどうやって変えるのか、そして、「目的は手段を選ばない」といったモットーで単純に機を捉

えることができるのかどうか、を自らに問う必要があります。 

 

 国際的に比較してみると、ドイツ経済は もエネルギー効率がいい部類に入るということがわかります。

確かに、これでいいとはまだ言えませんが、他の国よりいいのは確かです。特にドイツ経済は、25 パーセン

トと、産業が高い割合を占めていますから。こうした背景を鑑みると、構造変化をどのようにイメージする

かといった問題が浮上します。 

 

 皆さん、国民経済の構造変化は急に変化するわけではなく、また、普通は政治的な指図も受けないもので

す。構造変化とは、枠組み条件の変化や、法的な方針によってもまた当然起こるものですが、それには長い

道のりがかかります。そうでなければ、例えば今日のフランスやドイツ、そして英国の産業化の違いが説明

できないでしょう。ここに作用するのは長い道のりであり、価値創造の核である産業とサービスがドイツ経

済を担っています。 

 

 そのためにどうやってエネルギーの安定供給を確保できるのかを問う必要があります。というのも、安定

供給、環境親和性、競争力という 3 つの目標が変わったという話はこれまで耳にしていないからです。エネ

ルギー政策はこの目標の三角形の範囲内で動いていて、日本での出来事の後の現在もまたそうです。その限

りでは、ドイツ経済をいかにこの構造変化へと導くかという問題は、いまだ重要です。 

 

 連邦環境省の再生可能エネルギーのための基本予測で挙げられた、2020 年までに 41,000 メガワットを

73,500 メガワットへ、という設備容量は注目に値します。しかし、常に出せる当てにできる安定した出力は、

これが決定的ですが、7,500 メガワットから 11,500 メガワットに上がるだけで、産業経済のエネルギー供給

を確保したければこれについて話し合う必要があります。 

 

 この前の回で、産業と人口集中の観点から、大規模集中型のエネルギー供給もまた必要であることについ

ても確かに指摘が上がりました。エネルギーをいつも家庭のコンロだけで管理できるはずがなく、私たちに

は大きな構造が必要なのです。オフショア風力発電も結局は大規模生産であり、その基盤整備においてもそ

れなりの影響を与えます。 

 

 例えばコンクリートが必要で、これを遠くから運んでこようか、この生産を国内で行おうか。これもまた

それに含まれます。 

 

 ドイツ経済はこの調査のようになっています。これは私たちが数年前から大企業の 102 人の環境エキスパ

ートに委託して実施している調査のデータです。エネルギー効率対策はどのように評価できるか。何が行わ

れたか。何が計画され、何が実施されているか。企業の大部分がこの面で甚大な努力をし、この問題が企業

に非常に明確に浸透しているということがわかります。 

 

 責任あるエネルギー政策が求めるものとは何でしょう？ 

 

 1 つ目に、この脱原発のための整合性あるコンセプトが必要です。まずは電力量を補うべきです。 "安定

した出力"というキーワードを上げました。そして、石炭火力発電所などの代替についてもまた合わせて話
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す必要があります。 

 

 これまでに計画されたもしくは認可が下りたものでは、効率と出力の不足という理由からシステムから抜

け落ちた分を補う程度です。中期的な視点でも、少なくない割合が、2050 年の時点で、再生可能エネルギー

によって発電されるのではなく、そこで、もしくはガス発電所によって得なければならないのです。 

 

 重要なのは、この点では私たちは皆一致していると思いますが、インフラの問題が重要な問題であるとい

うことです。非常に揺れのある再生可能エネルギーの補償ができるようにインフラを体系化する必要があり

ますが、これは結局のところ欧州規模の課題でもあります。 

 

 この倫理的な側面では、意識する必要のあるものもあります。それは、倫理的な側面の誇張に逃げ込むよ

うな危険を冒してはならないということです。なぜならこのドイツの解決策は、それが欧州において例外の

ままである場合にのみ機能するからです。 

 

 これはつまり、私たちがエネルギーシフトに求める倫理的な質が、ことによれば先駆的な役割を持ち、

――それは至極当然です――、そのことによりどうやってうまくいくか、他の国に対する模範となれるとい

うことを、暗に仮定しているということです。 

 

 しかしこれは短期的には、これがあくまで特例であり、つまり他国が同時に行わない場合にのみうまくい

きます。他の国に問題を移す必要もあります。揚水発電所、ノルウェーの問題、そしてヨーロッパ全体の系

統インフラ。 

 

 他の国でもこの問題に同じように関心を持つ可能性があることを、それらの国々に納得させる必要も出て

くるでしょう。つまり、各国が国としての優先順位を変える必要があるということを。この社会的な議論も

また、進める必要があります。 後に、今この場にはいらっしゃらない、今は別の役割を果たしておられる

1985 年当時の枢機卿（訳注：ヨゼフ・ラッツィンガー枢機卿〈当時〉、現教皇ベネディクト 16 世）の言葉

を引用します。この文章は非常に参考になると思います。 

 

 "経済の原則についての専門知識を飛ばして構わないというモラルとは、モラルではなくモラリズムであ

り、モラルの正反対である。そして、エトスのない即物性は人間の真実を見誤るものであり、即ち非即物性

である。これまた然り。" 

 

 ご静聴ありがとうございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ヒューターさん、ありがとうございます。まだ何点か議論する必要がありそうですね、例えばあちこち漂

っている倫理についてなど。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授、ケルン・ドイツ経済研究所（IW） 

 信条倫理（心情倫理）ですよ。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 そうですか。それから、私は経済の構造変化は市場の要求と顧客の望むものと関連があると思っていまし

た。でもこれはまた後でもう一度取り上げましょう。 
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 では、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI）所長、 シュナイデヴィントさんに移りまし

ょう。シュナイデヴィントさん。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 クライナーさん、ありがとうございます。皆様、この委員会に「社会的観点」の部分があるというのはと

ても興味深い構図です。 

 

 私はこの取り合わせをこう解釈しましたが、そしてこれはこの委員会との関連でも非常に重要なメッセー

ジだと思いますが、つまり、ここでは技術的な転換にとどまらず、この技術の転換を社会的なプロセスに埋

め込んで考えることが重要だということです。 

 

 この意味で私は 3 つの埋め込みについてちょっとインパルスを与えたいと思います。 

 

 1 つ目は、これは先ほどの発言者の言葉にも感じられましたが、経済的な埋め込みの問題です。価格が環

境の実情を映すべきだと設立当初から常に促してきた研究所としては、価格の問題に触れるのがタブーであ

ることに非常に失望しています。将来的な投資だけでなく消費者の期待を裏切らないためにも、計画通りに

上昇するエネルギー価格が必要なのだということを、はっきり言う自信が誰にもないのです。正直に話し、

いかに賢明で制度的な緩衝材が考えられるかを検討するのにエネルギーを使う現実さが。 

 

 消費者側の社会的先入態度と、エネルギー集約型業界の課題とにいかに対処すればいいかについては、提

案がたくさんあります。計画どおりに上昇する価格であっても、賢明な制度的なイノベーションがあれば、

ドイツのエネルギー集約型業界が将来的により投資するかもしれない状況へと導くことができます。 

 

 私が呼びかけたいのは、このように公の議論で話題にするタブーをやめて、「ええ、予測されている価格

上昇は必至です。さもなければここに立ちはだかるシフトは成功しません」と自信を持ってはっきり言うよ

うに尽力してください、ということです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 例を挙げてくださると助かると思いますが。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 制度的な提案についてですか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 はい。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 エルンスト＝ウルリヒ・フォン・ヴァイツゼッカー氏が近著『ファクター5』（訳注：原題 Faktor Fünf、

未邦訳）の中で書かれている例を見ますと、エネルギー効率の年間の上昇幅がちょど価格の上昇幅を決める
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というのは、素晴らしいルールとなるでしょう。なぜなら、全体として同じコストがかかり、そのことでさ

らなる上昇を見積もることができ、それと同時にリバウンド効果5までも掴めるようになるからです。これ

についてはしかし、この後議論で詳しく話しましょう。 

 

 2 つ目は社会レベルでの埋め込みです。あらゆるエネルギーシナリオで中心的な役割を果たす効率のポテ

ンシャルの動員です。このシナリオの中に大きな効率上昇の目算の部分があって初めて、生産構造の改造全

体がうまくいきます。この前の回でもあったように、これは豊かさや生活モデルにおいてもまた広範な転換

を行うことによってのみ可能となります。 

 

 ここでも、この古典的なタブーから抜け出し、モビリティ（空間的可動性）の新しいモデルを思案するこ

とや、将来的な食糧モデルの新しい形についてのグローバルな尺度というのが肝心です。 

 

 これらというのは、今この委員会でエネルギーミックスについて起きている議論と同じく、理性的に取り

組むことのできるテーマです。そこでやはり必要となるのは、この議論の形態を作るための斬新な参加モデ

ルのかたちでもあります。「私たちは新しいモビリティ（空間的可動性）についてよく考えなければならな

い」と言った、指名されたばかりの州首相のおびえた反応（訳注：現バーデン＝ヴュルテンベルク州首相

〈2011 年 5 月～〉のヴィンフリート・クレッチュマン氏の、駅前大規模開発計画「シュツットガルト 21」

に対する反対運動激化を受けての態度を指す）というのは、社会でこの議論を行う力量がいかに私たちにな

いかを示しています。 

 

 ここでも大々的な制度的なイノベーションが必要です。私にとっては、先ほどベックさんがフォークトさ

んとヒラーブラントさんに「それについてあなた方の具体的な提案は？」と質問して彼らから何も返答がな

かったのは、それはもう驚きでした。このことは、この制度の風土を拡大するにはどれだけイノベーション

が求められているかを示しています。 

 

 私たちが今進んでいる道は正しいと思いますが、実験してみるということです。ここで起きていることは、

私はこの部屋に入った時に非常に感動したのですが、シュツットガルトで起きたことよりもずっと大きな一

歩です。そして、こうして一般大衆を巻き込むかたちでもう少し賢明に対処するというのは、かなり重要な

一歩でした。 

 

 私たちには実験のための場が必要です。新型の太陽電池のためには技術的なイノベーションを試すための

実験室が多く必要なのと同じように、この制度的な実験の場が必要ですが、それがほとんどない状況です。 

 

 私を 3 つ目のインパルスへといざなったのが、これが科学の研究システムにも大きな影響があるというこ

とです。その点クライナーさんがこの会の委員長をされていることを嬉しく思います。なぜなら地球環境変

動に関する学術諮問委員会（WBGU）は、大きな転換に関する 新の答申の中の 1 章で、科学への挑戦を非

常に詳しく取り上げたからです。 

 

 転換についての科学と、転換を起す科学を、大々的に構築することが必要です。それらは今日の古典的な

専門分野と学際的な研究の組み合わせとは全く異なるものであり、この科学形態のためには今のシステムに

は全くキャパシティがないのです。 

 

 これらのインパルスは、エクセレンス・イニシアティブ（訳注：ドイツの大学における先端研究を支援す

るプログラム。主たる責任者はドイツ学術振興会 DFG）においてもそうでしたが、むしろこのキャパシティ

を減らす結果となりました。この学際的な形態で仕事をしている人々がドイツにどれくらいいるかを見れば、

                                                                 

5第 2 章 34 ページ参照。 
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それはほんの一握りしか存在していませんが、彼らの申請内容に含まれる数少ないインパルスでさえも、エ

クセレンス・イニシアティブの構造上の原則によって日の目を見ることはありませんでした。 

 

 これについて地球環境変動学術諮問委員会（WBGU）は非常に挑発的な要求を上げ、この転換研究を進め

るためだけに、エクセレンス・イニシアティブにもうひとつ新しい独自の柱が必要だと言っています。国立

の大学について議論するなら（訳注：ドイツの既存の大学は原則的に州立）、少なくともひとつはこの挑戦

のための実験の場となれる大学が必要です。サステナビリティ高等研究所（IASS）によってそのような科学

の発展が初めて芽生えましたが、科学システムの固い頑丈な制度でこの脇を固めなければなりません。 

 

 というのも、まさにそのような科学の発展の道を進む人々は、まず間違いなく失敗に終わります。それは、

それなりのプログラムによって支援はされても教授というポジションを得る人は誰もいない、という点を見

ればわかります。大学の専門分野的なロジックが 終的にはこれを阻止するからです。これで以上にしたい

と思います。 

 

 非常に異なるレベルにおける社会の埋め込みに対する 3 つのインパルス。この委員会の構成は素晴らしく、

皆さんが得たこの何百ものインパルスから次の 1 ヶ月の間に何を作り上げるのか、非常に楽しみにしていま

す。ありがとうございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 シュナイデヴィントさん、ありがとうございました。そう褒められたり喜ばれたりすると、疑いたくなっ

てきます。まぁ、どうなるでしょうか。あなたがくださったインパルスについては、後ほど議論する機会を

設けましょう。"エクセレンス・イニシアティブ"とはここでは予想外のキーワードですが、どうなりますか。 

 

 では、連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW)本局長のミュラーさん。 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー、連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW) 

 この場でも約 1,800 のエネルギーおよび水道事業者のためにお話する機会をいただきありがとうとござい

ます。私たちの加盟企業がこの問題とどれだけ関連しているかをお見せするために、スライドをお持ちしま

した。 

 

 私たちは日々エネルギーシフトのために、そしてエネルギーシフトと共に働いているようなものです。と

りわけこの回にはどきどきしています。なぜなら、これまでの発表で既におわかりかもしれませんが、発言

者が非常に異質だと思うからです。 

 

 エネルギー業界においても当然、日本の悲劇的な出来事の後、原子力エネルギーの未来についてもう一度

集中的に議論しました。 

 

 私たちは昨年の秋に既に将来的なエネルギーコンセプトの問題について非常に集中的に議論し、その時、

工業国にとって野心的なエネルギーコンセプトを採択しました。CO2 排出削減などのについて連邦政府は野

心的な目標を立て、その限りでは私たちは長いこと議論を続けているわけです。 

 

 加盟企業との長い議論の末、私たちは原子力のエネルギー利用から 2020 年までに迅速で完全な撤退を勧

めています。ただし、安定供給の確保と温暖化防止、そして支払えることが前提ですが、遅くとも 2002 年

の脱原発決議で決めた値、つまり 2022 年～2023 年、に合わせるべきです。こう申し上げてよろしければ、

これを私たちは下方へのベンチマークとしてもみています。落ち着いて専門知識をもって信頼できる方向転
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換をしなければならないと思うのです。 

  

 先ほどお話した安定供給と温暖化防止、支払えることも重要だと私たちの間ではっきりさせました。この

私たちがまとめた決定は、皆さんこれが簡単でなかったということは想像できるでしょうが、政治や社会に

対する申し出でもあると理解しています。今や一部の人が努力するのでなく全体的に皆が努力する新しいエ

ネルギーコンセンサスの時です。これから直面することに対して私たちが強くなれるよう、我が国をエネル

ギーの未来へと本当に導くことができるように。 

 

 なぜなら、企業が今必要なのは、例えば、法的安定性や計画の安定性、フェアな競争力の枠組み条件、そ

して、難解な問題提起に逃げ腰にならず、それにも積極的に立ち向かう活動主体です。皆さんの作業はここ

で重要な貢献をすべきでありますが、今日これまで、これがいかに難しいかということを嫌というほど見せ

つけてきました。ですので、私からは 3 点、非常に重要と思われる点を。 

 

 エネルギーシフトを加速することでどのような挑戦が人々に課されるのか、正直に言わなければなりませ

ん。 

 

 エネルギー政策の議論と言えば、これまでエネルギー供給の建て直しにおける原発の問題ばかりで、これ

はあまりに短絡的だったと思います。 

 

 これらの議論は、もう全て問題ないかのような印象を与える辻褄のあわない調査ばかりで進められました。 

 

 しかしこれがまだ問題なのでしょうか？ 私たちが取り掛かろうとしている問題では、 早どこぞやの PV

設備や風力発電が問題になっているのではなく、ひとつの国の産業供給の建て直しが問題となっており、し

かもその国というのは世界 大の工業国で、そもそもこのエネルギー供給を立て直す基盤を持っているのは、

産業の力でやっと経済危機から抜け出せたからです。 

 

 ひょっとすると今の状況は東西ドイツ統一の後の状況と似ているのではないかと思います。私たちは変化

の規模を自覚して、自分たちが負うコストについてもオープンに話す必要があるのです。エネルギー供給の

建て直しはチャンスを抱えているけれども、市民への負担をも伴うし、それはわが国の産業にとっても同じ

です。 

 

 1 ユーロ、1 セントについて争って、たとえば CO2 の削減を 大限めざすにはどの資金を投入するかなど

と、常に問うことが必要だと思います。ヴェーバーさんの質問にお答えできたらよかったのですが、もはや

システムには当然 PV よりはるかに効率的なものがある、と言わざるを得ません。この点については、他の

分野でもっと多く CO2 を削減できるでしょう。 

 

 「原子力から撤退したいか？」という建て直しの目標に対する意見を聞くことも、正直な議論に含まれま

す。それとも、まず先にグローバルな気候変動にしっかり対処しませんか？ 分散型のエネルギー供給を実

現するのが目的ですか？そしてそれは大規模な揚水発電所やオフショア風力発電にどんな影響があります

か？ 自分たちが望まないこと以外にも、もっと多くの質問に答えなければならないでしょう。そうではな

く、自分たちが何をしたいのかをはっきり問わねばならないのです。 

 

 私たちはエネルギー業界の企業と共に、この建て直しに首尾一貫して取り組んでいます。ところで、多く

の企業はエネルギー供給の建て直しに莫大な額を投資しています。これは例えばタイゼンさんも今朝仰いま

したが、ファイストさんもです。この点ではまだ幾らかするべきことがあるようですので、これについて何

点か目標のコンフリクトについて正直に触れる必要があります。 
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 まず、温暖化防止対自然保護。2 つ例を挙げます。私たちは先日、連邦自然保護局（BfN）長官からオフ

ショア風力発電所の認可を断られました。地熱やバイオマス6の熱利用の分野では、既に言及されましたが、

水の保全もまた重要な手段であるということだけ指摘しておきます。私がこういうことを言うのは、ここで

何かを避けようというのではなく、自分たちの決定が他の人にも影響を与えるということを常に知る必要が

あって、それについて正直に話す必要があるからです。 

 

 ところで私たちが建てているオフショア風力発電所は 高額です。海岸から も離れたところに建ててい

るからです。他の国々はもっと海岸近くに建てる許可が得られますから、もっと安く、より早くオフショア

風力発電所を建てることができます。 

 

 原子力エネルギー対温暖化防止というテーマもひとつ問題です。 

 

 「従来型の発電所が必要か？」についてもやっとまた正直に議論がされていて嬉しく思います。この点で

の過去数年間の取り組みはとても不十分です。こちらを見ていただくと、このスライドのここに赤い部分が

ありますが、これは電力の供給で、緑の部分は供給以上に電力を必要としていることを示しています。次に

こちらをご覧いただくと、これはドイツ環境自然保護連盟（BUND）の仲間から借用したものですが。 

 

 こちらでは発電所の建設をくい止めたことに人々は誇りを持っているわけですが、そういう場所こそほと

んどの場合、私たちが今原子力発電所を止めようとしてる地域なのです。従来のガスや石炭火力発電所がま

だまだ必要だということを意識する必要もあるからこそ、こういうことをお話しています。工業国として、

あらゆる種類の発電所を止めることは絶対にできません。そしてそうしたプロジェクトへの反対もまた大き

いのです。 

 

 ですから、この問題でもまた誠意を持たねばならないのです。なぜなら、私たちは年間平均でとか、輸入

や輸出においてエネルギーが必要なわけでなく、人々が望むあらゆる時にあらゆる場所でエネルギーが必要

なのです。 

 

 もうひとつ例を挙げます。再生可能エネルギーを求めること対自分で負担を負う心構え。 

 

 問題から目をそらすのはやめましょう。太陽エネルギーや風力エネルギーを求める声はかなり広まってい

ます。けれども、月々の電気代への怒りもはっきりと感じられます。エネルギー供給者として私たちはこれ

を非常によく知っています。 

 

 昨年は約 130 億ユーロを再生可能エネルギー割当金として拠出しましたが、ところで、このところ電力料

金における企業の税金負担は 31 パーセントで、さらに再生可能エネルギー割当金の支払いが免除される企

業はごくわずかです。企業の大多数は再生可能エネルギー割当金も支払っています。家庭では 46 パーセン

トが税金で、これもまたよく考えるべき点です。 

 

 3 点目は、この国の顔が変わるということです。エネルギーシフトをしようとするなら、そのために必要

な対策への受容を得る必要があります。今朝登場した dena7系統調査 I をみると、風力発電所を大々的に建て

る必要があるのがわかります。それに対して、風力エネルギーに反対する市民団体のインターネットサイト

が 68 あります。私たちには配電網が必要です。それに対して、電力網を拡大するのは 1 メートルごとの闘

いで、8 年から 10 年かかる建築許可手続きであちこちでてこずっています。バイオガス設備などが必要です。

それに対して、反対運動は多くの場合、あからさまにあらゆるものに対する抵抗なのです。 

                                                                 

6第 1 章 9 ページ参照。 
7第 1 章 6 ページ参照。 
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 ですから今のエネルギーの議論では、全体的に何が必要なのかを明確に固め、そして個々のケースでそれ

ぞれ別々に考察しないよう、本当にチャンスを活用しなければならないと思います。 

 

 私たちはこのようなコンセプトを提示できるよう試みました。そして皆様にも誠意を持つようお願いした

いと思います。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ミュラーさん、ありがとうございました。では、ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長さん。

ネクタイの色は所属政党とは特に関係ないようですね。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 ええ、合わせなくてもいいですよね。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ザロモンさん。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 はい、委員長、皆様、発言者としてお招きいただきありがとうございます。 

 

 これで政治が社会の一部であるかどうかという問題もはっきりしました。というのもこの回は社会的観点

についてであり、現職の政治家が招かれているわけではありません。私を例外として認めていただくのも、

南ドイツで選ばれる市長というのはいつもやや超党派だからじゃないでしょうか。というのも私も党員手帳

は持っていますが、ヒューターさん、責任倫理の問題へは私も非常に関心を持っています。 

 

 私は 31 年間緑の党党員ですが、私がフライブルク初で唯一のマックス・ウェーバー賞受賞者だというこ

とに皆さん驚かれるかもしれません。ですので私にとっても責任倫理は非常に重要です。 

 

 ウムバッハさんが今朝 初に仰った通り、ドイツの原発はフクシマ以前と比べて変わらず安全である、も

しくは安全でない、のです。そうすると疑問はただひとつ、なぜ我々はこれを今新たに評価するのか、とい

うことです。これこそこの倫理委員会がここに存在する意義であり、私はそのことに感謝しています。 

 

 原子力についての倫理的な議論は 17 歳の時から知っていますが、マテスさんの仰る通りです。私の学友

の叔父ハルトムート・グリュンドラーが、当時の連邦政府の原子力政策への抗議から公衆の面前で体に火を

つけ、焼身自殺しました。これは当時大きな波紋を呼びました。そして、これが 17 歳の青年にとってどれ

だけの重みを持ってのしかかってきたかというのは想像に難くないことと思います。 

 

 その後、18 歳の時に建設中だったグントレミンゲン原発に反対するデモに加わりました。ですから、社会

が受け入れるべきリスクがどれだけあるのかという問題に、私はこの頃から取り組んでいるわけです。マテ

スさんが先ほど締めくくりに紹介されたエアハルト・エプラーの著書『シフトか終焉か』（訳注：邦訳な

し）は、36 年前のものです。エプラー氏も当時既にこの問題に取り組んでいたわけで、この議論は非常に古

いのです。その限りではこの議論はレトロな議論であり、ただ当時と今日と違うのは、今日私たちにはこの

問題に関して、受け入れるべきリスクがどれだけあるのかということについて、倫理的に社会的なコンセン
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サスを得る大きなチャンスがあるのだと思います。 

 

 1986 年のチェルノブイリの際には、一昨日がその悲しい記念日だったわけですが、このコンセンサスは全

くありませんでした。ヘルムート・コールは当時ヴァルマン氏を大臣にして環境省を設置し、しばらく後に

テプファーさんに代わりました。それは間違いなく正しかったのですが、脱原発についての議論はありませ

んでした。その議論をしたのはほんのわずかの人々だけで、社会的には議論はありませんでした。 

 

 それで 10 年前に赤緑政権（訳注：社会民主党 SPD と同盟 90/緑の党による連立政権）が脱原発決議に至

った際、この時も同様に社会的なコンセンサスというものはなく、当時の野党から厳しく叩かれました。 

 

 今日の私たちにはこの社会的なコンセンサスがあるというチャンスがあります。私はこの倫理委員会をこ

う理解していますが、脱原発は決まったものです。シュピーゲル誌が嘘を書いていないとすれば、まぁそれ

が合っているかどうかもどうでもいいのですが、首相はフクシマの翌朝に官邸内部ブリーフィングで「もう

おしまいだ」と言いました。彼女にとってはこの問題は終わったのです。 

 

 問題はただひとつ、「将来的にこれがどうなるか」ということです。稼働時間が短縮されるということは、

つまり 2020 年、2022 年に脱原発するということ。しかしそこまでどうやって進む？ これが私たちが取り組

んでいる問題です。 

 

 では、田舎の小話やエピソードをお話しましょう。 

 

 私は南バーデン地方の田舎出身ですが、そこでは昔から時計がやや違った風に進んでいました。フライブ

ルクの緑の党がこないだの州議会選挙で 43 パーセントの票を獲得したのには、つまりドイツ社会民主党

（SPD）とキリスト教民主同盟（CDU）を足してもやっと 45 パーセントだったわけですが、それには多く

の理由があるでしょうが、ヴィール8によるところもあります。そして、過去数 10 年間そこで行われている

議論全体のせいでしょう。 

 

 フライブルクは国際的な賞を受賞しており海外からの視察もたくさんあります。私に投げられる質問はい

つも「Why are you so advanced ?（なぜそんなに進んでいるのですか）」。で、そして私はいつも、「Because 

we started earlier.（他よりも早く始めたからです）」と答えています。(始めたのが早かったということで

す。) 

 

 そうすると皆さんいつも「ドイツ全体がフライブルクのようなんですか？」と訊きます。そして数年前ま

では私は「いやいや、フライブルクはガリアの小さな村（訳注：欧州で世代を越えて人気のあるフランスコ

ミック『アステリックス』の舞台の架空の小さな村。周りの地域はローマ人に支配されたがこの村だけが独

立を保っている）ですからね」といつも答えていました。ドイツはまったく違う、と。「フライブルクの市

長とフランクフルトやマンハイム、もしくはニュルンベルクの市長とでは一体なにが違うんですか？」それ

にはいつも、「エネルギーシフトの面での私の努力があまりにも足りないと批判されてしまいます。他の市

長さんが何か野心的なことをしようとすれば、そもそも何かしようとすることを市民に断りを入れねばなり

ません。これが違いです。」と答えます。 

 

 しかしこれもここ数年で随分と変わってきたと思います。消費者に促されて。ヒューターさん、少なくと

も南バーデン地方では。 

 

                                                                 

8バーデン=ヴュルテンベルク州エメンディンゲン郡、フランスとの国境沿いに位置する自治体。1973 年から 1985 年に

かけてヴィール原発建設反対運動が展開され、計画は中止となった。 
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 バーデノーヴァ（badenova）社は我が地域の都市公社で、フライブルク都市公社が前身です。オッフェン

ブルク、ラール、ブライザッハ、レーラッハ、ヴァルツフートといった街と共に、南バーデン地方の地域の

エネルギー供給会社です。このエネルギー供給会社はみんなのためのエネルギーシフトをするという目標を

3 年前にたてました。「みんなのためのエネルギーシフト」、これは 1980 年にエコ研究所が生み出した概念

です。 

 

 1986 年、チェルノブイリの後、フライブルク群議会は当時 3 つの柱に基づくエネルギー計画を策定しまし

た。 省エネ、エネルギー効率の活用、原子力からの撤退と再生可能エネルギーへの参入。批評家は当時、

なんたる冗談を！という反応でした。ひとつの街が原子力をやめることなどできない、と。 

 

 バーデンヴェルク（Badenwerk）社の数字によれば、当時 60 パーセントが原子力によるものでした。今や

原子力の割合は 4 パーセント残すだけです。 

 

 エネルギーシフトを私どものバーデノーヴァ（badenova）社のマネージャーがしたのは、顧客が逃げ出し

たからです。なぜなら、顧客がグリーン電力やエネルギーシフトを要求しているからです。南バーデン地方

ではそうなんです。これは緑の党の支持者だけでなく、キリスト教民主同盟（CDU）やドイツ社会民主党

（SPD）の支持者もです。これが、なぜ私たちが、都市公社が、ドイツの都市公社の多くが、再生可能エネ

ルギーによる発電に参入したいのかという背景です。そして、ミュラーさんが仰ったように、都市公社はガ

ス、電気、熱分野で 終需要家の 50 パーセント以上を受け持っています。都市公社の多くがそうしていま

すが、その枠組み条件はひどいものです。 

 

 タイゼンさんは先ほど、橋渡し技術として移行のためにガス発電所が必要だとおっしゃいました。あえて

言えば、原子力の替わりに。この点でもインセンティブが必要です。つまり、元が取れるような追加的な財

政的な動機づけです。そうしさえすれば可能だと思います。 

 

 4 大電力会社ばかり見てはいけません。4 つのうちのひとつはバーデン＝ヴュルテンベルク州とその郡部

が所有しています。そこではどのみちこれから何かしら変化があります。4 大電力会社には大規模な発電所

がありますが、私たちがやっているのは分散型です。 

 

 これは間違ってもそう危なくないべきでしょうし、国民にそうした原発のリスクを受け入れる用意がある

とはもはや思えません。ですから、分散型エネルギー供給のリスクはより手に負えるものであり、社会的合

意も形成できると考えます。そして、いよいよ実際にこのコンセンサスを政治的にも社会的にも得る段階に

来ていると思います。私はそう確信しています。 

 

 ありがとうございました。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ザロモンさん、ありがとうございました。では次にシューコー・インターナショナルのヒンドリヒスさん。

窓やドアのメーカーの方がここでなにをするのか、もしかしたら不思議に思う人もおられたかもしれません。

ですが、従業員 5,500 人のシューコー社が、エネルギー効率のよい建物の外装を生産しているというのを読

めば、見方も変わるかもしれません。 

 

 ヒンドリヒスさん。 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス、シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 
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 まずここにお招きいただきましたことに感謝申し上げます。私としてもやや企業の実践の場を代表してこ

こに来ているようなつもりです。私たちも今やかなり小規模とは言えませんが、いまだに上場していない同

族企業で、委員長がお話された通り、窓と外壁から始めて、いつの間にやら大きくなりました。 

 

 私たちはもう 60 年来、建物とエネルギー効率の問題に取り組んでいると言えます。これが今日この議論

でひとつの役割を果たすということを、このスライドでただこのことをちょっと取り上げてみたいと思いま

す。 

 

 私たちが立たされているエネルギー政策の問題、これを多くの発言者の方々は非常にグローバルな視点で

お話されたわけですが、これは必ずしもグローバルな視点でしか考察できないとは思いません。そうでなく、

発電と同じく、この問題もまた分散化することができます。 

 

 シューコー社はここ数年の成功企業のひとつとして、建物の面、内部、周辺のエネルギーの問題を考察す

ることに特化してきて、電力消費の 30 パーセントが、多くの人は 40 パーセントと言っていますが、30 パー

セントが確実に建物にあり、そして建物を通じて CO2 排出も 19 パーセント削減できるのがわかっているの

なら、これは重要な貢献になるだろうという考えにほとんど自動的に行き着きました。 

 

 私たちにはわかり切ったことで、これが私たちの企業の DNA にも書き込まれていますが、もう一度強調

したいと思います。私たちもエネルギー集約型の大きな工場を有していますし、同じ解決策で全て十把ひと

からげに扱おうとは思いません。 

 

 ですから、私の貢献はこのようにのみ理解してもらいたいと思います。自分の会社は建物を担当していて、

「私たちは建物のエネルギー需要を増やしたり減らしたりしますよ」と言うのだと。建物は結局エネルギー

効率というテーマで組み立てられる、つまり、適応可能な建物の外装が自然や環境に適応することです。 

 

 これは仰々しく聞こえますが、要するに、従来どこであろうがどのようにであろうが建物を常に同じよう

に建てることに私たちが慣れきっているという状況が、その裏に潜んでいるに他ならないのです。まぁ、断

熱はちょっと違うかもしれませんが、それ以外ではすべて同じです。北向きだろうが南向きだろうが、ドバ

イだろうが南極地域だろうが、素材はいつも同じです。 

 

 これを私たちはいつしか変えて、私たちには周辺環境や自然環境、春夏秋冬の様々な段階に適応できる製

品が必要なのだ、と言うようになりました。また、製品の技術をより効率化することによりエネルギー消費

を下げることも必要です。このあと皆さんにお見せします。 

 

 しかし、これらのことすべては組み合わせられます。このことは私たち自身が今この部屋でも気づくこと

です。 

 

 この部屋には熱源がほどよくあって、私たちそれぞれが体温として持つ 37°C、それ以上でなければいいん

ですが、そのほかに、テレビ放映できるように非常に強い照明もあります。この後ろにある巨大なガラス窓

は、現在この部屋で多かれ少なかれ鈍いと言えます。というのも何もしていませんから。これはただ光を通

すだけで、私たちはこれを活用していません。 

 

 建物の表面をテクノロジーで活用しよう、その私たちが持つテクノロジーをさらに発展させてしかもそこ

に投入しようということを、私たちは言っています。PV で発電所と競争しようとは思っていませんが、た

だ、PV と表面の活用そして他の素材を通してエネルギー消費を下げられればいいと思います。これが私た

ちのアプローチです。 
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 これをちょっと簡単にみれば、ふたつのキーワードでエネルギー消費をかなり下げ、80 パーセントの

CO2 削減を実現する製品を私たちは開発しました。 

 

 ひとつは「サーモアクティブ壁」で、皆さん水と氷の例はご存知かと思いますが、0°C の段階で状態が変

化するだけで、状況次第でこの素材がエネルギーをもらったり出したりします。 

 

 それと同じように、気温 22°C で状態が変化する塩の結晶というのもあります。ハンブレヒトさんはきっ

とご存知でしょうが。この塩の結晶は、賢い換気設備によって、ちなみにそれはまた中央空調設備とは関係

ないのですが、人間の快適な温度でエネルギーを調整するのに役立ちます。これを 終的に薄板テクノロジ

ーを使った窓で補います。この窓はまだ開発が続いており、それには莫大な投資が必要ですが、陰を作ると

いうことと発電を組み合わせることができる窓です。 

 

 私が今皆さんにお話しているのはビジョンではなく、弊社が実際にドイツや他の地域で、大物建築家と共

に将来を見据えて建物に生かしている製品です。もちろんこうした解決法は高くつきますが、手が届かない

わけではありません。 

 

 住宅分野に参入して、古典的な解決法とはさよならして、建物の状態を昼夜に合わせて変えようと言うの

なら、もちろん何もかも進みます。 

 

 つまり、夜は機密性よく閉ざされて、日中は開き、しかもそのためのエネルギーを自ら生み出すというこ

とです。これを全てヒートポンプか、小さな熱電併給設備と連動させなければならないし、しようと思って

います。ただ、この熱電併給設備は、場合によっては分散型の系統接続を必要としたりサポートするのです

が。熱電併給もしくはリヒトブリック（Lichtblick）社の自宅発電所（訳注：フォルクスワーゲン社のテクノ

ロジーを進化・応用した、天然ガスを燃料とした家庭用小型コジェネレーション9装置）というのがその例

で、それらとの連動を可能とします。このことで、少なくともこの部分に関しては、単純な系統接続以外の

解決策を見つけられるほどの量のエネルギーを、全体として建物から取り出すことになります。 

 

 15 秒まだ残っています。皆さんがご覧になっているこの窓ガラスは光っています。これは LED です。直

流電力を使うので変換が必要なく、したがって電力のロスもなく、屋根の上で発電した電力を光に変換しま

す。夜間にも日中と同じように窓を通じて光が得られます。 

 

 これは空想ではなく現実です。我々企業に必要なのは、しっかりとした枠組み条件です。私たちは長い間、

3 ヶ月ごとに新たなコスト削減目標に向き合ってがんばってきましたが、それに対して大規模工業はなんと

言うか、私はそれを知りたいものです。私たちはこれが通常の系統の電力よりも高い状態であることはもち

ろん望んでいません。その点に取り組んでいます。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ヒンドリヒスさん、ありがとうございました。質問についてはまた後ほど論じることができるでしょう。

あからさまにマーケティングにならないようにと堪えてくださったことにも感謝します。他にそうしたシス

テムをドイツや世界で生産しているメーカーを、今ここで紹介すべきなのでしょうか、わかりません。まぁ、

それは置いておきましょう。 

 

 では、ギスパートさんよろしくお願いします。ギスパートさんはこの議論ではとにかく台風の目におられ

ます。ギスパート氏は RWE Power AG 社の方で、ビブリス原子力発電所の経営協議会代表です。 

                                                                 

9第 1 章 8 ページ参照 
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ラインホルト・ギスパート、RWE Power AG 社 

 委員長ありがとうございます。皆様。 

 

 本日ここで原発従事者を代表して私どものものの見方を述べさせていただくことができ、倫理委員会に感

謝いたします。 

 

 ビブリスの私どもの現場では 1,000 人、ドイツの原子力施設では 3 万人が働いていて、緊張と不安を抱え

ながら皆さんの勧告を待っています。私が今日ここでお話できるということは仲間の間では非常にポジティ

ブに受け止められました。なぜなら、私たちが話題にされることがあっても、私たちと共に話し合ってもら

う機会というのは、実際、残念ながら滅多にないからです。 

 

 日本の恐ろしい災害には私たちももちろん非常に狼狽しましたし、現地で影響を極力回避しようとしてい

る仲間のことを思っています。原子力エネルギーの未来について非常に激しく議論に火がついたことは、私

たちにももちろん理解できますが、強調しておきますと、安全性は私たちの 上位の掟であり 上位の目標

で、そのために私たちはビブリスや他のすべての現場で毎日働いているのです。私が話していることについ

ては自分がよく理解しています。なぜなら、自分は 4 人の子供の父親であり、その点では絶対なる義務を負

っているように感じています。 

 

 自分たちの設備の高い安全性レベルや技術的なレベルについてよく理解し精通している上に、仲間の優れ

た専門知識を確信しているからこそ、私たちは当然原子力エネルギーにも賛同して闘います。 

 

 ですから私たちの全ての設備の安全性検査を強く擁護します。大きな圧力の下、細心の注意を持って、私

たちの仲間は多くの問題に対し詳しく返答できるようひとつひとつ確認しました。しかしもちろん私たちが

も心配しているのは、評価が実際に偏見なくなされるだろうか、ということです。 

 

 フクシマの映像はもちろん大きな影響を与えています。しかしながら、倫理委員会こそが、あらかじめ結

論を決めることなく全体を精査してくださることを願っています。今朝テレビで見た限りは、実に、非常に

心強く思えてきました。 

 

 私たちの原子力エネルギーにおける仕事は民主的に正当と認められてきて、今も認められており、私たち

は恒久的に厳しく監視されます。今日私たちが誹謗中傷やモラル的な攻撃を受け、プライベートでもひどい

侮辱を受けることもあるのには、私たちには何の理由もありません。現在、多くの仲間は、誹謗中傷に無防

備にさらされているような印象を持っています。これは会話の端々に本当に見られますのでわかります。皆

さん、原発の従業員としては、このところは自分の国にいながらにして被告人席に座らされているかのよう

に思われます。 

 

 仲間は皆さん倫理委員会に何を期待しているでしょうか。そうした過度な警告が導いた弊害や、業界全体

やその従業員そしてその家族への誹謗中傷をやめさせるのを手伝ってください。 

 

 ついこないだの秋の時点では、欠くことのできない橋渡し技術としてドイツの原発の稼動期間延長が決め

られました。私たち原発従事者はこれを、私たちの知識と努力で、今後もわが国の電力の安定供給に貢献で

きるように、という励ましと解釈しました。 

 

 フクシマがひとつの区切りである、というのは当然です。しかし、これが世界と比べて、特にヨーロッパ

内と比べて、ドイツでなぜこれほどまでに急進的に評価されるのか、誰も私たちに説明できません。ドイツ



18 

で私たちがしている議論を理解できるのも、ドイツ以外にほとんどありません。 

 

 皆さん、現在の状況は多くの問題を提起しています。私たちはなぜ欧州のやり方と連動しないのでしょう

か？ 例えば、仮に EU のストレステストでの基準が現在のドイツのものよりも厳格であるとしたら、私た

ちはどう反応するでしょうか？ そして、もしドイツ以外の原発が EU の検査に従って発電し続けていいと

なれば、私たちはどう反応するでしょうか？しかももっと安全性レベルが低いとしたら。 

 

 あらゆる問題を考慮して、また倫理的な理由からも、実際にドイツでこのエネルギーからおさらばすると

いうのならば、「原子力発電による電力の輸入を受け入れることはできない」ということになるのも当然で

す。それとも皆さんは違った風に思われますか？ 

 

 自分たちの設備についてしかお話できませんが。これら設備は国際的な比較でも 高水準の安全性を提供

しています。フクシマと比べて明らかに高い安全性を確保していることを、私たちは現時点で既に知ってい

ますので、それに従事しているものとしても検査結果に対して何も心配していません。しかし、この評価が

客観的にあらかじめ結論がない状態で行われ、世界中のどの原発も満たせないような基準に沿って行うので

はない、というのが前提になります。 

 

 私たちは現実主義者です。もし政治や私たちの社会がこの我々の発電形態からさよならしようというのな

らば、私たちはそれを受け入れるしかありません。しかし、この決定が、逃げるかのように秩序なくなされ

る理由は全くないのです。 

 

 しかし、私たちを雨曝しにしないで欲しいという要求もまた、現実主義に含まれます。具体的には、我々

の高い資質のある仲間にはそれ相応の見通しが必要です。皆さんにお伺いします。我々のエンジニアには、

マイスター技術者には、職人にはなんと仰いますか？ 先端技術や先端能力を代表する私たちの多くが、わ

が国で見通しを失って、国外へ出なければならないことをお望みですか？ これが私たちの望むことです

か？ 

 

 将来的に原発をやめようと社会を代表して政治が結論もしくは決定に達するならば、でしたら雇用に対す

る責任もこの決定とは切り離せないもののひとつです。政治の意図によって雇用が失われるというのは、あ

ってはならないことです。そして、私たちが雇用者として 終的に尻拭いをしなければならないというのも、

あってはならないことです。そうなれば皆さんにも、そして政治に、義務や責任があります。労働政策的な

対策や財政的な手段に対して。私たちの仲間へ対する明確な規制や具体的な雇用の場の代替に対して。 

 

 皆さん。あなた方もドイツでエネルギー政策的な将来的な方向性を決めることに加担しているのです。で

すから今日皆さんに訴えます。従業員および彼らの家族を代表して訴えます。未来のエネルギー供給につい

て理性的な議論へと立ち返るようにしてください。私たちのエキスパートにも耳を傾けてください。このご

ろはすっかりそれも望まれていませんが。偏見なしに必要な事実を確認することにより、安全性検査の結果

を評価するようにしてください。そしてその際に他の欧州の国々の状況を無視しないようにしてください。 

 

 今日既に多面的に議論された結果を、ドイツとその従事者の状況に対して慎重に前もって精査することな

しに、ひとつのテクノロジーを慌ててやめないでください。そしてそれ相応の真のオルタナティブを示して

ください。関係する従業員が明確で法的に安全な規則によって守られ、それが保たれるようにしてください。 

 

 皆さん、決定に際しては、私たち原発従事者もまた私たち社会の一員であるということを、どうか忘れな

いでください。ありがとうございました。 
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マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ギスパートさん、ありがとうございました。倫理委員会はあなたの挙げられたすべての点を慎重に、そし

て先入観のない雰囲気の中で検討することを保証したいと思います。 

 

 私たち倫理委員会ではすでに様々な意見がタブーとならないよう、盛んに議論してきたということも申し

上げたい。ドイツにおいてもヨーロッパや世界においても、正当で異なる立ち位置があり、異なる結果に行

き着くこともあります。 

 

 しかし、あなたの表現なさった誹謗中傷云々については、あってはならないものであり、我々もこれを止

めねばなりません。個人的には、この問題が私たちの社会の調和を過去数十年間乱してきたのだという意見

でもあります。これはもう終えねばなりません。いかなるかたちでも。 

 

 これも、あなたが表現なさったことを、ご自身そしてご家族に対する誹謗中傷に苦しんでおられる仲間を

少々サポートするために、外への訴えとして言い換えて解釈できるかもしれません。 

 

 これもまた倫理委員会全体を代表してお話したつもりです。はい。これで議論に移りたいと思います。グ

リュックさんからお願いします。 

 

 

アロイス・グリュック（CSU）、ドイツカトリック中央委員会（ZdK）代表 

 このことを実現するための社会政策的な建設的な議論は、どのようにして得られるのでしょうか？ それ

と関係して、私たちがドイツで特殊な議論をしているという指摘が、先ほどまたほうぼうから出ました。そ

れ自体が既に変だと思いませんか？ 

 

 まず、ヨーロッパの他の国では議論されていないがドイツでは違った風に議論している例を 2 つ挙げたい

と思います。これは決して私たちの国の損害にはならないと思いますが。例えば、生命の保護（訳注：生命

倫理に関わる分野において人工妊娠中絶や安楽死との関連で用いられる概念）の複合的なテーマ全体。命の

誕生から 後の段階まで、つい 近では、着床前診断だけでなく、寿命に差しかかっている人に対するもの

ですが、患者の事前指示（訳注：自ら意思決定できなくなる場合に備えて患者が医療行為等の要望を指示す

ること。医療行為についての要望や、介護人や代理人の指名等）などの問題をめぐる議論、これは連邦議会

だけで行なわれるわけではありませんけれども。 

 

 私が見る限り、ドイツは環境保護の問題に他の国よりも早く向き合い始めました。まず長い間、議論もさ

れました。「馬鹿げたことを。産業全体を闇に葬るつもりか」などと。 

 

 これは物事を考慮することなしに単に何かを変えよといった申し立てではありません。しかしこの限りに

おいては、もしかしたらではなく、実際に今このエネルギー議論においても、他の国にないような敏感さで

議論をするのは初めてのことではありません。どうしてそうなのかと言うのが懸案事項で、私には答えられ

ません。 

 

 しかし、ではどうやってそこから建設的な議論にたどり着けばいいのでしょうか。というのは、ありとあ

らゆる調査や会話から得る印象が示していますが、今は国民の圧倒的多数が「できるだけ速やかに原子力か

ら撤退せよ」と言っています。それに対して異なる時間枠があります。 

 

 代替の実現においてようやく確固とした多数派ができた、とは確信できません。エネルギーシフトやシス

テムの転換は、国民と一緒に行ってのみ成功します。 

 



20 

 現在既に議論されていることのうちのひとつかふたつは、手続きを加速させるのにきっと必要になるでし

ょうが、それが事実的に国民の意に反して行われるとすれば、本質的に私たちが進むのを助けてくれるとは

言えません。 

 

 えー、ではどうすれば国民の賛意を得られるのか。それとも、シュナイデヴィントさんがそもそも既に準

備されているとすれば、その前提というのは既にあるのでしょうか？ あなたはこの問題に特に触れられた

ので、まず主にあなたに質問します。 

 

 私たちが本当に論争やコンフリクトの問題から建設的な未来の問題へと移るには、何が前提となります

か？ あなたの視点からはどんな情報が必要でしょうか？ 

 

 方針が必要でしょうか？ 3 年か 5 年か経って日本の状況が記憶から薄らいでくるとして、しかし現地では

立地の決定や送電線などの問題に直面している場合にも耐えられるような方針が、つまり 終的には、同意

を得ようとするなら意義を伝えるべきといった意味で、方針が必要なのでしょうか？ 誰がその方針を発展

させるのか、そしてそこにはどうやって至るのか？ 

 

 本日私たちは非常に多くの議論を聞きました。ここからひとつのプロジェクトが誕生する必要があります。

ですので、あなたに伺いたいのですが、何が必要だと思いますか、そしてどこにアプローチがあるのでしょ

うか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。シュナイデヴィントさん。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 私にとっては、ここでは特に、私たちが制度的な実験をする新しい文化が必要だということをわかっても

らうことが肝心だと思っています。 

 

 ザロモンさんは、各地域や街でいかに興味深いプロセスが見られるかを説明されました。それは、地域の

文脈で、地域の強いアイデンティティと頑強さや方向性とを、非常に容易に結びつけることに成功している

ようであるからです。 

 

 似たようなプロセスは、今や田舎のほうの自治体以外でも進んでいます。ノルトライン＝ヴェストファレ

ン州においてなど、大都市の転換プロジェクトもいくつか実施されています。一体いかに都会のアイデンテ

ィティとも結び付けられるかというのがテーマです。これについては、全く他の経験知が必要だと思ってい

ます。これがこのレベルで一体どう機能するか？ 

 

 これを一定の要素で直接民主制と絡めるとすると、興味深いのはここでも州独特のプロセスでしょう。例

えば、州レベルの或る問題について、住民投票をすることで決定を比較的長期的に落ち着かせることができ

るでしょうか？ 

 

 国レベルでは、皆さんが今ここで実験をされています。こうした委員会の形態を通じて政策決定に対する

また別の権限の基盤を生むことがうまくいくか、稼動延長決議とは違って、議会の任期が幾度変わっても、

多数派の状況自体も変わる中でそれを保てるのか。 

 

 そこでは様々なレベルで実験する文化が必要です。 
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 ドイツはひとつの非常に重要な実験です。国家として何を成し遂げることができるのかという問題からし

ても。40 年後には、どんなかたちであれ、先駆者としてこの大きな産業国家が、他の国々の建て直しと関連

して何をもたらしたかということを振り返ることになります。 

 

 多くのことが失敗し、いくつかはうまく進むでしょう。それは 20 年もしくは 30 年後にこの世界をもっと

インテリジェントにつくることに役立つでしょう。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございました。もう一度ちょっとルールについて思い出していただきたいと思います。ひとつ

目には、今、委員会のメンバーを右側と左側から少しずつ私の発言者リストに加えました。というのも基本

的に皆さんから手が上がったのを確認したからです。 

 

 そうなると、質問に対し 大 30 秒、自分の主張はなしで、回答に 1 分ほど、というのを提案させていた

だこうと思います。動きある議論ができるように。 

 

 レンさん、次にお願いします。 

 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究家、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性委員会代表 

 ミュラーさんに質問させていただきます。あなたは連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW)の代表でおら

れますが、BDEW は脱原発に関するスタンスでも見事なユーターンをなされました。 

 

 お聞きしたいのですが、2020 年を実際に死守するには、これはあなたご自身が挙げられた期日ですが、そ

のためにはどんな結論が導き出される必要があるのでしょうか？団体の立場からも、それだったら我慢でき

る、と言えるためには。2020 年という期日を守るには、具体的にいえばどんな変化が必要なのでしょうか？ 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー、連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW) 

 私たちは原子力の問題をイデオロギー的に考察したことはなく、去る 9 月の稼動延長を支持したのは、連

邦政府の非常に野心的でもあった CO2 削減目標に対して、エネルギーシステムの建て直しに対する軽減そ

してお金を期待してのことです。このお金は多くの点でもはや用意されておらず、CO2 の問題は深刻化する

一方です。 

 

 これについてはこう言及するだけに留めようと思います。私たちが得るお金、これは先ほど申し上げたよ

うな対策にあてられる省エネ効率ファンド（訳注：独連邦政府が 2011 年から導入した省エネのための特別

会計予算）に流れ込むはずのお金です。オフショアプロジェクトや他の多くの問題に投資するはずのお金。

どんな劇的な改変が今そこに降りかかっているかをこれが示してます。 

 

 何が具体的に必要か。重要な点がたくさん、これまでのエネルギーコンセプトに既に挙げられていたと思

います。今もう一度新たに議論する必要はありません。新しいガスや石炭火力発電所への賛意を明らかにし、

建設の見込みも必要だということを、もう一度申し上げたいと思います。なぜならそれらなしでは回らない

からです。私たちは工業国で開胸手術をしているようなものであって、長い目で見ればこの発電容量が必要

なのです。これが非常に重要な点です。 

 

 再生可能エネルギーの割合が高くなればなるほど、これらの発電所の経営は難しくなる。ここでちょっと
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示唆しておきますけども、これは補助金を求める声ではありません。しかし 1 年のうち限定的な期間しか動

かない発電所が増えれば、これらの発電所を建てるのは困難となってきます。 

 

 別の問題は系統網です。それぞれの分野を切り離して考える必要があります。建物分野では、電力分野で

は、交通分野では何が必要なのか？ 

 

 しかし、ここにあるのはシステムの全体的な機能に対する全体的な倫理です。個別の部分的な視点で引き

下がってはなりません。分別のあるエネルギーコンセプトによって、この個別の部分的な視点を、経済そし

て消費者のためにも、財政面で対応できるかたちにうまくつなぎ合わせることが必要です。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。ヒュットルさん。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長およびドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 シュナイデヴィントさんが要求されたことをもう一度詰めてみたいのですが。この制度的な実験をいわゆ

るボトムアップでもっと強化するのを妨げているものは何なのでしょうか？ 

 

 これは学者として発言しているのですが、他の専門・学問分野ではこの不足を把握して、何かしら分野を

体系化しています。あなたのように私もここでは本当に大きな不足があると同意しますが、なぜボトムアッ

プで何かしら意義のあることが起きないのかがわかりません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 「ボトムアップ」というのはつまり「下から」。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長兼ドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 「下から」、つまり、いつも上から構造が与えられるのを待つのではなく、根幹から、ということ。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 シュナイデヴィントさん。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 これがまさに起きているところです。私たちはローカルレベルや地域レベルでそうした実験をする心構え

はあり、学問システムにおいてもまた、今この方向でかたちができているところです。 

 

 しかし、あなたもバイオエコノミー・イニシアティブでお分かりになったはずです。これはシステムの多

くにとってもランドマークになっていると思います。つまり、中心的なリソースや学問システムがどのよう

に与えられるかを、問題を考慮してうまくつなぎ合わせる必要もあるということです。 

 

 そういうところからすると、その例に倣ってこの実験でも似たようなかたちで進められるように、制度的
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なものを皆さんからいくつか持ち帰れるとよいと思っています。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございました。ハンブレヒトさん。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 シュナイデヴィントさんに申し上げたいだけなのですが、地域の転換プロセスを進めるということですが、

私たちは同時に多くの工業分野の輸出チャンピオンでもあります。我が社の製品の 80 パーセントが輸出さ

れており、我が国自体だけでなく外部の受容にも直に左右されます。こうした文脈において私たちがエネル

ギーシフトを進めるべきだということに対してはどう思われますか？ 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授、ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（WI） 

 そうした実験こそが、輸出チャンピオンの座に留まる 善の保証となると思います。シューコー社を見ま

すと、彼らの原料は賢いシステムに持ち込まれ、こうしたものが将来的にフライブルク市や、ルール地方の

イノベーション・シティーであるボットロップ市の住宅に取り入れられるようになればなるほど、実際に応

用できるテクノロジーがここにあるのだということを、インドや中国の市場に納得させることになります。

要点をまとめますと、矛盾するとは限らないと思います。 

 

 しかし、ここにおいてもまた、非常にオープンな議論が必要です。ここでレバーを切り替えるだけで済む

と思うのは、かなり無邪気なものでしょうから。しかし見通しはあるのであって、そのためにはやはり対話

こそが必要です。これが様々な工業分野においても、いかに機能するのかを見るために。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございました。ここで私ももう一度持ち出してよろしければ。ヒンドリヒスさん。確か、あな

たがたは形材などを生産するために、アルミニウム製の押出成形など自社にお持ちですよね？ アルミニウ

ム価格との関連では、あなた方の生産はどれくらい影響を受けるのでしょうか？ お聞きしてよろしいです

か？ 

 

 アルミニウム価格が 10 パーセント上昇したら国外へ移られますか？まぁ、自動車産業に対する鉄鋼の価

格が、昨年に倍になったことも考えなければなりませんが。 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス、シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 

 それに対する正しい答えというのは、「キロワット時あたりのエネルギー価格が上昇するのは間違いなく、

それをきっと我慢せざるを得ないだろう」というものだと思います。しかし、自動車産業においてもガソリ

ン消費の問題が示したように、リットルが高くなったとしても、それと同時に車自体があまりガソリンを消

費しないように開発が進めば、この点では根本的には問題があるようには見えません。つまり、キロワット

時あたりの料金が高くなって、それで他の目標が達成できるなら、それ自体はひどいとは言えません。 

 

 しかし、ご質問をはぐらかすつもりはありません。これは常にインテリジェンスと競争力の問題です。他

と何も違わない純粋な標準製品ならば、だとしたらドイツにはエネルギー問題以外に、さらに立地に対する

デメリットを持つことになります。しかし、もし私たちがこのデメリットをエンジニアの技術によって相殺

し、その上で少しブランディングすることができれば、他のコストの枠組みにも関わらず成功するドイツ企
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業は非常に多いことでしょう。 

 

 そうしようというのなら、ただそれに耐えるしかないと思います。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。フォン・ドナーニさん。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ（SPD）、元連邦教育相 

 ふたつ質問があります。1 つ目はヒンドリヒスさんにですが、古い建物の 80 パーセントが省エネルギー政

令（EnEV）よりも古いものだとおっしゃいましたが、それを進めるにはどうする必要があるのでしょうか。 

 

 というのは、それでまた他の分野で CO2 を少し増やすようなことになれば、断熱を通して取り戻すこと

ができるかどうかが問題になるからです。その点何ができるでしょうか？ 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 2 つ目のご質問は 2 周目に見送りましょう。質問はひとつでお願いします。 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス、シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 

 このキーワードに感謝します。というのも、これが政治的な方向転換に必要な分野だと思うからです。と

いうのは、私たちは省エネルギー政令（EnEV）に 2009 年、2012 年、2015 年と非常に密に向き合い、それ

で新しい建物がどうなるかに取り組んでいるのです。しかし、新しく建てられることはあまり多くありませ

ん。今の建物の 80 パーセントがそもそも 初の省エネルギー政令（EnEV）ができる前に建てられたという

ことを、私たちは十分に考慮していないのです。 

 

 既存の建物を外側から改修することで、具体的に対処することができるんですよ。自分の生活や仕事の環

境を完全に取り壊すなんて誰もしたくないでしょうが、それが必要なのは非常に例外的なケースでだけです。

とにかく、そうした建物をがらりと変えるようなことは考えられます。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ（SPD）、元連邦教育相 

 ファサード（建物の正面）も変えられますか？ 美観的にも？ 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス、シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 

 ええ、それはできますが、その必要はありません。いわゆる「近代化ファサード」というエネルギー消費

を 大 40 パーセント下げる外壁を、建物の前に引っ掛けることができるんです。これはしかも経済的な措

置です。ですから連邦政府の計画でその点が十分取り上げられていないのが残念だと申し上げたのです。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ（SPD）、元連邦教育相 

 窓だけに対策をするのでは意味がないということですか？ 
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ディルク・U・ヒンドリヒス、シューコー・インターナショナル合資会社（在ビーレフェルト） 

 窓だけでなく、総合的な建物の断熱と近代化についてお話させていただこうと思います。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それについて何かあるかフライブルク市の市長にもちょっと聞いてみましょう。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 バーデノーヴァ（badenova）社がエネルギーシフトに取り組んだ理由のひとつは、彼らが私に言った、

「あなたたち相手に今後どうやってお金を稼げばいいんだ」という点にあります。「新たな建物区域ではい

ずれもパッシブハウス・スタンダード10でやっているし、人口は長期的に減っていって、電気もガスも売れ

なくなる。なのに、あなたたちは利益が上がることを私たちに要求する。そんなこと一体どうすればうまく

いくんだ？」 

 

 そうしたら、彼らが言いました。「経済的に反撃するには、エネルギーにおけるバリューチェーン（価値

連鎖）全体の発電段階から自らで行ない、省エネ自体を価値創造の対象とするしかないでしょう。なぜなら、

都市公社は普段発電はしておらず、4 大電力会社から購入していますから」と。 

 

 これが都市公社のフィロソフィーであり、彼らはそれと完全に調和しています。省エネおよび建物改修の

市場全体がドイツで雇用の場を生む莫大な市場です。特にそのような企業においては間違いありません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それに対して、ヒューターさんとミュラーさんから短く。その後ベックさんの質問に移りましょう。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授、ケルン・ドイツ経済研究所（IW） 

 言っておきますが、建物のエネルギー改修における個人投資の償却期間は、通常少なくとも 17 年という

ところなんです。 

 

 私たちは、復興金融公庫の改修クレジットが、建物のエネルギー改修計画でどのような形をとっているか

を分析し、考察してみました。お年寄りの多くが自分の家に留まりこの 17 年より短い滞在期間を送るとい

う問題を私たちは抱えていますから、大きな改修ブームを呼び起せると決めてかかることはできません。で

すから、ドイツエネルギー機構（dena）は、年間 2.5 パーセントの改修率を実現するためには、建物のエネ

ルギー改修のための助成規模として年間 50 億ユーロが必要だろうという前提でいます。 

 

 建物のエネルギー改修の枠組みでは、今のところ、既存の建物の改修率は 0.8 パーセントあたりです。こ

れは必要な割合の半分以下です。 

 

 しかし、前回の連邦予算調整計画では助成計画が打ち切りとなりました。助成金なしでは償却期間が理由

でうまく回りません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

                                                                 

10省エネルギー性能に特化した住宅基準。高断熱・高気密の構造や熱循環システムなどに特徴がある。 
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 ミュラーさん、短くお願いします。 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー、連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW) 

 重要な点はヒューターさんが既におっしゃいました。 

 

 私からは、恒常的な人口推移の問題を過小評価すべきではないということと、公的予算の懐が寒い状況も

どうか過小評価しないように、ということだけ補足しようと思います。公共の建物全体とそこの建物のエネ

ルギー改修を考えると、この挑戦を少なくとも低く見積もるべきではありません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 では、委員長。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ひとつ指摘しますが、あなたが仰ったのはコントラクティングの方向ですね。これは非常に興味深いもの

で、回転信用（リボルビングシステム）11で支払われます。これはどんなイメージなのでしょうか？ 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 我が市の学校は、数年前からコントラクティングでエネルギー改修を行なっていますが、これは画期的な

アイディアでした。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 まず「コントラクティング」が何かを説明してください。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 「コントラクティング」とは、地方公共団体にお金がない状況。（室内に笑い声） 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 アメリカでは超コントラクティングですね！ 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 待ってください。まだ前半しか言ってません。「コントラクティング」とは、地方公共団体にお金がない

状況にも関わらず、何か良いことをしようという場合です。 

 

 我が市には、水の消費、電気の消費、熱の消費と、莫大なエネルギーを消費する壊れた学校がありました

が、それを改修するお金がありませんでした。「コントラクティング」とは、民間のコントラクターつまり

請負業者を相手に、ええと、10 年ないし 12 年、14 年などの期間を通じて、省エネすることで節約できる分

のお金を支払うしくみです。自分たちが節約しなければどのみち支払うことになるだろう分を、まずコント

                                                                 

11与信額を定め、その額に達するまで繰り返し融資する方法。 
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ラクターに支払い、コントラクターはそのお金を投資にあてます。これはパブリック・プライベート・パー

トナーシップ（PPP）で、 高にうまく機能します。 

 

 我が市の学校のほとんどをこれで改修しました。えー、建物というわけではないですが、少なくともエネ

ルギー消費の面で改修しました。単純な対策でできる限りのことは。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。では、ベックさんに移ります。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 25 個の不可欠な質問をあきらめて、ザロモンさんにひとつ質問します。社会学者が到達する結果はほぼい

つも同じです。つまり、そうした問題においては人々は言葉上非常にオープンでも、行動は持続的に硬直し

たままであるということです。単に地域的な重要性という以上にそうした成功例からもっと学ぶことができ

るのではないかと私は思うのですが、この 

問題との関連でいつも気になっています。口は達者でも、実際に行動には出ません。 

 

 あなたが仰るには、私の理解が正しいとすれば、顧客自身が積極的に動いたということだったと思います。 

 

 それは具体的にはどういうことですか？ 何がその裏に潜んでいるのでしょうか。それは政治的な意図に

合わせた購買行動のかたちをとった純粋な活動なのでしょうか？ そこには何かインセンティブが存在し、

制度的な条件が背景にあるのでしょうか？ 私たちはそこから何が学べるのでしょう？ 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 はい。南バーデン地方では証明責任の転換12があるものですから、その点、この一地域の例は特殊な例か

もしれません。 

 

 

ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 そりゃそうですね。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 旧フライブルク都市公社でも、現在のバーデノーヴァ（badenova）社でも、都市公社連合に 1 年前まで

E.ON 社つまりタイゼンさんのところに所属していたテューリンゲン・ガス会社（Thüga）も入っていたこと

について、私たちは人々に常に弁明して納得してもらう必要がありました。 

 

 自治体から成るコンソーシアムは、テューリンゲン・ガス会社を E.ON 社から買い取りました。私たちの

地域ではこれは信じがたいほど重要だったのです。なぜなら、確かに私たちは「うちはエコロジカルな地域

エネルギー供給会社です」と言ってきましたが、人々が「お前らはちっともエコじゃないじゃないか」と言

                                                                 

12裁判などにおいて、訴えの内容を証明する義務についての例外。通常は告発する側が被告側の有罪を立証する責任を

負っている。これは被告の人権をまもるためであるが、医療や公害など専門性が高い案件の場合には専門知識に基づい

た立証が必要となるため被害者など告発する側の負担が大きくなってしまう。この不利益を回避するため、被告側に無

罪であることを立証させるという原則が適用される場合がある。 
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い返してきましたから。「お前たちは原子力エネルギー供給会社じゃないか。E.ON に属して、お金は全部、

利益はデュッセルドルフに行くんだ」と。 

 

 その点で強烈なイメージ問題がありました。ですからこの再公営化は私たちにとっては非常に重要だった

わけです。これはもちろん、顧客が実際にグリーン電力商品にこだわる姿勢があって初めて実行することが

できます。これが顧客には全くどうでもいいとなると、これは機能しません。ただ、昨今は社会的な状況が

ものすごく変化してきたと思います。 

 

 フライブルクでは 5、6 年前はまだ、私が「フライブルクはドイツ全土とは違う」と言うような状況でし

た。フライブルク市の都市公社連合がすることは、今日非常に多くの都市公社が行なっています。そこでは

ボトムアップで信じられないほどのものが育ち、ですから、「幾らかかってもいいから、お前たちはエコを

しろ」と市長が言って始めたようなイデオロギー的なアプローチではなかったわけです。 

 

 なにしろ、オッフェンブルク、レーラッハ、ブライザッハ、ヴァルツフートの各市の市長仲間は皆キリス

ト教民主同盟（CDU）の人ですから。ラール市の首長はドイツ社会民主党（SPD）です。私たちの間ではこ

れがコンセンサスであったのです。私たち地域の社会的なコンセンサスがこうなのですから。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ザロモンさん。都市公社のお話を今されていますが、連合で脱原発決議をしたミュラーさんにも質問して

みます。あなたのところではそもそも専門職が不足していますか？ 

 

 ギスパートさんと彼の問いかけをみてみると、私たちの場合では一体どう進むのだろうという意味ですが。

例えば新しいガス発電所について言えば、そのようなものが何か反映されているのでしょうか？ 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー、連邦エネルギー・水道事業連合(BDEW) 

 専門職の不足というのはエンジニア職では至る所で見受けられる程度で、現在この分野が他と比べて劇的

にというわけではないと思います。いずれにしても、ギスパートさんや同業者の方たちには非常に高度な能

力がここにあるわけで、これは我が国に長期的な視野でもまた必要であり、原発がどれくらい長く稼動する

かという問題とは無関係です。 

 

 これは私からの切実な訴えですが、国としての脱原発イコールこの分野の研究や開発から完全に辞すると

いうことではないのです。さもなければ当然海外で完全に槍玉にあげられるでしょうから。 

 

 これはやってのけられるでしょう。認可手続きのほうがむしろ問題です。市民グループなど。自らのノウ

ハウや財政力を打ち立てることができるかどうかよりは。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございました。シュラーズさん。 

 

 

ミランダ・シュラーズ、米政治学者、ベルリン自由大学環境政策研究所所長 

 私もザロモンさんにお聞きしたいのですが、これもまた少々ビブリスとギスパートさんの状況に関するこ

とです。 
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 フライブルクも以前は 60 パーセント原子力に依存していたと仰いましたが、雇用を確保するためには、

この転換をどういった方法で行なわれたのでしょうか？ そして、それと連動して、ローカル分野ではどの

程度エネルギー技術を再構成できるのでしょうか？そして 100 パーセント別のエネルギーに向かうには連邦

レベルでは何が必要でしょうか？ 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 依存というのは、私たちはフライブルク市自体で発電を全くしておらず、シュヴァーベン・エネルギー会

社と合併する前のかつてのバーデンヴェルク（Badenwerk）社、つまり今日のエネルギー・バーデン＝ヴュ

ルテンベルク（EnBW）社の前身から電力を購入していたわけです。雇用というのは発電所のある場所であ

り、私たちはただ電力を受け取っていただけです。 

 

 しかし 25 年前に議決されたフライブルク市のエネルギーコンセプトは非常に先見の明あるものでした。

そこでは 大のエネルギー源は省エネ、次は効率的なエネルギー利用であるとし、これは も大きな一歩で

もありました。 

 

 15 年前にいわゆる「熱併給発電所」というものを、ある製造会社、非常に大きな熱需要のある地元のタバ

コフィルターメーカーと共に作りました。そこでは、フライブルク全体で必要とされる電力の半分を、ガス

によるコジェネレーションで発電しています。 

 

 問題はただ、現在の枠組み条件では数年前から採算が合わなくなっているということです。そして、「新

設もできない。今は元が取れないからだ」というのなら、タイゼンさんが今朝仰っいましたがその通りで、

ならばそれを変える必要があります。次の 10 年間、ガスなしでは恐らく簡単にはやっていけないと思いま

す。 

 

 さらに地域の雇用にとって決め手となったのは、私たちが省エネに真剣に取り組んだことです。私たちは

ソーラー研究全体を……（文の後半なし）。ヴェーバーさんが今朝ここにおられましたが、研究所はこのと

ころ 1,100 人のスタッフを抱えています。 

 

 ただし、15 年前は閉鎖寸前でした。なぜなら、彼らは、「自分たちには素晴らしい研究があるが、世界の

どこにも活かせない」と思っていたからです。テプファーさんから反論はないと思いますが、正直に申し上

げなければならないとすると、1998 年の終わりにここで政権交代があった際には、私たちが研究してきたこ

とは実際に応用されていませんでした。なぜなら当時は再生可能エネルギー法（EEG）がなかったからです。

これは今日変化しています。促進過剰に鑑みて再生可能エネルギー法（EEG）を今改正する必要があるのも

当然です。 

 

 フライブルクではエコロジー分野で雇用があります。これは職人、職人分野や教育分野での仕事です。太

陽光発電設備の生産ではなく、職人の仕事です。このものを屋根の上に設置する必要がありますから。それ

から、ものすごく優秀な一連の研究分野もあります。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございました。ハウフさん。 

 

 

フォルカー・ハウフ（SPD）、元連邦研究・技術相 

 もう一度ザロモンさんに。今、技術的・経済的にどうしたことが起き、どんな良い前提条件があったかと
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いうことをたくさん聞きました。あなたは公の議論において、この全体のプロセスにどうやって付き添って

きたのですか？ 

 

 そこには実験の場のようなものがあったのですか？意見交換のための制度やプラットフォームの場をつく

るなど。 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 これは奇妙に聞こえるかもしれませんが、フライブルクには信じられないほど活発なエネルギーシーンが

あり、これはヴィールと関係します。これは当時「対抗的公共圏（訳注：68 年運動に端を発するオルタナテ

ィブ運動で構築が試みられた既存のマスメディアに代わる言論・メディア空間）」という名を冠していまし

たが、それで 30 年以上前にエコ研究所が作られて、そうした研究所やシンクタンクがフライブルクにわん

さとあります。これらが 30 年前から、黒（CDU）だろうが赤（SPD）だろうが緑（緑の党）だろうが、

「何もしていない」「何もわかってない」「やってることが不十分である」などと政府を批判しているので

す。これはつまり、私たちはここで常に対話の場にあるということです。 

 

 このフライブルクの大規模学校での初のコントラクティングは、一人のエネルギーの専門家が企画したの

ですが、彼は、「あんたたちはちっともわかっていない」と言いました。「どうすればうまくいくか、自分

が証明してみせる」と。これは市議会で当時の市のトップの意に反して、1 票差で通過しました。これがモ

デルプロジェクトとなり、これがうまくゆき、そしてその後シリーズ化しました。 

 

 私たちは非常に元気な市民と衝突しながら向き合ったということです。彼らはこの分野ではどの首長さん

や市議会にとっても、まぁ「大きな挑戦」とでも言いましょうか。別に彼らを大々的に取り仕切らなくてい

いんです。彼らが牛耳りますから。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 このコントラクティングをさらに進めるためには、賃貸借法の改正にはどんな可能性があると思います

か？ 

 

 

ディーター・ザロモン博士、フライブルク市市長 

 賃貸借法には大きな問題があります。私たちは先週、60 年代に建てられた 16 階建ての高層住宅を、世界

初の高層パッシブハウスに初めて建て替えたところです。これはつまり、この高層住宅の住民は、1968 年に

入居した当時に消費していたエネルギーの今や 5 パーセントしか消費しないことになります。 

 

 重大な問題は、これが社会的な問題の焦点となっている地区に建っているということです。これはかつて

の社会福祉住宅で、家賃価格固定の対象でしたが、対象から外された住宅です。高額のエネルギー改修を行

なって、その後でも賃料が払えるレベルに留めるにはどうしたらいいか。「ええ、入居者の皆さんは光熱費

などの雑費が抑えられますから、純家賃は上昇しても仕方がありません」というのは、ただの綺麗ごとに過

ぎません。 

 

 それはそうですが、90 戸の住居から 140 戸の住居を作るのに成功しなければ、つまり間取りを狭くしなけ

れば、以前と同じ賃料（暖房費込み）で完全に新しい住居に人々が住めるようにはできなかったでしょう。

というのは、そこには 1960 年代当時、子供のたくさんいる若いファミリーが多く入居していて、つまり、

かなり広い住居だったわけです。子供たちはそうこうするうちに家を出て、パートナーもかなりの場合もう

亡くなって、当時はお年寄りが大きな住居に独りで暮らしている状況でした。 
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 これはつまり、インテリジェントな解決策を考えねばならないということですが、出来合いの解決策、ス

タンダードな解決策というのはありません。全体的には、この点では今朝リプスさんが仰ったことはもっと

もで、賃貸借法というテーマには大きな問題があります。 

 

 というのも、賃貸住宅業者が各戸を近代化するモチベーションというのはどこにあるのでしょう？ 借主

は雑費を抑えられますが、近代化のコストの負担を借主に押しつけるわけにもいきません。その点を考えな

ければなりません。万病の特効薬は私も持っていません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 マテスさん。ちょっとコメントされますか？エコ研究所についても今のお話に出てきましたので。 

 

 

フェリックス・マテス博士、エコ研究所 

 まぁ、私はベルリン支部の者ですけれども。もう一度ワインに水を入れて話を引っかきまわそうと思いま

す。このことは、健全な市民性がある多くの場所で機能しています。支払い能力が高く、支払う心構えのあ

る地域。これはフライブルクの特徴のひとつでもあります。 

 

 しかし、建物のようにコンセンサス主体のテーマの場合、あくまでこの部屋でのみのコンセンサスなので

あって、なぜなら借主はこの話し合いの場についていませんから、それはどうしようもありません。私たち

は公的資金を投じなければならないでしょうし、もしくは既得権に介入しなければならないでしょう。賃貸

借法への介入、というか、それでは済みません。 

 

 一体なぜこの国では断熱ファサードのリースができないのでしょうか？ なぜなら、これは収支法上、租

税法上の問題であり、ここではまた既得権に介入することになります。しかし、社会が資金を投じることが

必要だと思います。 

 

 既得権に介入するには、社会政策的なビジョンが必要です。将来的なメリットと結びつければ、脱炭素化

はそうしたビジョンのひとつだと思います。私が言いたいのは、2009 年に怒りの波が国中に押し寄せました。

それは、「既存の建物に対する断熱スタンダードを規定するつもりである」と言ったからです。 

 

 国中の怒りの波を想像してみてください。2013 年に年間を通して石油 1 バレルあたり 150 米ドルの値段で、

2008 年のように為替相場によって救われることがないとしたら、雑費と社会的側面の両方が一気にどんな物

議を醸すことでしょうか。ですから、この社会的なコンセンサスにおいてはこの資金を投じなければならず、

将来的な危険性を減らすための保険としてもみなす必要があるのです。そういう意味でこれは教育のような

ものです。 

 

 そのためにはしかし、この横断的なコンセンサスが必要であり、ですからもう一度私がお話した 初の点

に戻りますが、このコンセンサスのためには、私たちを阻む不必要で調和を乱しているコンフリクトを片づ

ける必要があるのです。 

 

 後の例はインフラです。私は仕事柄、揚水発電や送電線などのヒアリングの場によく立ち会わねばなり

ません。ちなみに私が良いアイディアだと思っている CO2 貯留の件でもそうですが。この議論の問題は、

2008 年、2009 年、2010 年と原子力の議論があったため、5 年間を無駄にしてしまったことです。この議論

によってそうしたものの立地の受容も乱されたためです。 
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 ですから、これを私たちはまず片づけなければなりません。私たちの前に立ちはだかる他のコンフリクト

をどうにかしようと思うのなら。先ほどのお話では全てうまくいくように聞こえますが、これは確かにまだ

立ちはだかっているのです。だから、温暖化防止と脱原発を、再度新しい石炭火力発電所で汚すようなこと

は試みてはなりません。 

 

 これがポイントだと思います。この横断的なビジョンなしに、資金調達も機能しないでしょうし、既得権

への介入を押し通すことも機能しないでしょう。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。水についてはワインじゃなくて製粉所の上に（訳注：何かを推進する、の意）と

いう慣用句もありますが。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス 

 もう少し言葉を慎重に選べば、議論をあまり乱さないようにもできます。脱原発に際しての代案について

も、ミュラーさんも先ほどもう一度仰いましたが、私たちには今日この問題においても現実的に留まるべき

であると思います。効率的なかたちについても検討できます。しかし、そこににじみ出るこの 0 か 1 かと言

うようなデジタルなロジックのほうにむしろ問題があるのではないか、と思います。ヒューターさんにひと

つ質問です。 

 

 本日伺ったお話は様々なシナリオで、いわゆるエネルギーシフトにいくらかかるのか、それを投資とみな

すべきなのか、いつ投資回収できるのか。つまり、投資、この社会が総合的に費やすべきコストはどうした

らいいのでしょう？ これがゼロサムゲーム13ではないというのは当然だと思います。私の質問は、「あなた

はこの問題を、この社会が近代化需要を抱えるその他の問題と、いわゆる相関関係に置くことができます

か？」というものです。今のところいわゆるエネルギー問題が第一ですが、この社会においては、私たちは

倫理的な視点から、教育について、インフラ需要についてなども話しますし、広義での生活の質や、広義で

の世代間の公正さについてまで話し合っています。いわゆる公的な投資需要や投資回収割合、その他の重要

な社会的投資分野が視野からこぼれ落ちることについては、倫理的な視点からもどう思われますか？ 

 

 

ミヒャエル・ヒューター 

 はい。いただいたご質問はひとつの研究プログラムになるほどです。しかし、ここでの議論を未来戦略の

一部として把握するべきであるということは、実際にはとても重要です。具体的な数字、たとえばエネルギ

ー転換の何かしらの形態のための数字というのは、まずゼロ・シナリオのための日程が決まって初めて出す

ことができるものです。では 2020 年、古い脱原発決議、つまり 2010 年 10 月まで効力のあった古い脱原発

法をもとにします。そのためには枠組み条件があり、それに応じて安定した出力を出すのがどういうことな

のかがわかっていました。まず注意する必要があると思いますが、ミュンヒハウゼンのトリレンマ理論（訳

注：結局のところ確実な根拠が得られる論理というものはないという考え。ほら吹き男爵の逸話による。）

によって助けてもらえるだろうという前提で考えていては、まず間違いなくうまくいかないということです。

確かに現在の市場では、すべてがもう明日には手に入るかのようなスピードで物事が投資回収できるという

イメージが何かしらあります。これはそうはいかないでしょう。電力網のインフラの分野、貯蔵の問題、代

替需要などを考えると……。ガス発電所なしでは、そして恐らく二酸化炭素の回収・貯蔵 (CCS14)技術と組

み合わせた石炭火力発電所なしでは、移行期間もまた乗り切れないでしょう。私たちには少なくとも効率向

                                                                 

13取引における損得の総合計がゼロになる状態。 
14第 2 章 9 ページ参照 
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上が必要です。それに対する投資需要はあります。これをつき合わせて、そして結局のところは社会的な議

論です。つまり、どんな投資需要が教育分野にあるのか？ 教育には大きなメリットがあります。教育には、

人口学的な利回りという大きなメリットがあります。つまり、追加的な資金を投入せずに、一人当たりの教

育予算をシステム内の減少しつつあるコホート（訳注：ある一定期間内に生まれた人口集団）によって上げ

ることができるということです。これが大きな違いです。 

 

 インフラの問題では、むしろ問題は現状維持ということではなく、人口特色の異なる敷地内でインフラを

どう整備するか、ということです。つまり、人口が減少する場所でそれ相応に信頼できるサービスを、同じ

ような暮らし向きができることを考えると、どう確保するのか？ すべきでないことは物事を対立させるこ

とであり、そうではなく、これはすべて未来の課題なのだと考えるべきだと思います。そして、これはすべ

てリソースの問題なのだ、という見出しを選びたいと思います。人口推移はリソースの問題、エネルギーは

リソースの問題、教育は結局リソースの問題。これらリソースの問題に私たちは取り組む必要がある。 

 

 そして、重要なのは単に信頼性ということになります。これについてはミュラーさんも指摘されましたが、

信頼性とまた明確なスケジュールです。あってはならないのは、半年ごとにスケジュールを先送りしたり早

めたりすることです。これはこの議論の結論とも言えると思います。 

 

 よろしければグリュックさんが質問されたことに戻りたいと思います。頭から終わりまで説明しさえすれ

ば、私はこれが汚染されているとは思いませんが、公の議論も動かすことができると思います。そこに問題

があるというならば。そして、連邦政府からも持ち上がったように、問題を指摘する人を邪魔者扱いするこ

とをやめたら。そうではなく、現実的な分析を行なう必要があります。それを行なえば、それを伝えること

もできるでしょう。ただ、国民にはミュンヒハウゼン理論のように説明すればいいだろう、グリーンピース

の 新の試算のように物事は自然に解決するだろう、と思うのなら、そうはいきません。それでは議論を動

かすことはできないでしょう。広範で開かれた議論をし、しかし対立せず、物事を 終的に総合戦略に移行

させる、ということです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ヒューターさん、ありがとうございます。人口学的な利回りという概念には、ちょっと抵抗があります。

なぜなら、これは本来は劇的な出来事を粉飾することだからです。これは婉曲な言い回しで、なぜかという

と……、まぁ、しかしこれはまた別の議論ですね。 

 

 

ウルリヒ・フィッシャー 

 

 ヒューターさんにひとつ質問です。先ほど非常に防御的に反応なされたので、ちょっと驚きました。例え

ば、自由意志で諦めると仰っいましたね。消費者が圧力を生む。それでイノベーションが生まれる。どこよ

りも早く。これは成功話になる。エネルギー効率、エネルギーマネジメント、エネルギー生産と、本来なら

ば成功の道であり、特殊な道ではありません。特殊な道という言葉は、この箇所にはそぐわないと思います。

成功の道でしょう。ドイツの産業界は本来ならば歓声をあげるところです。「万歳！自分たちはそうした成

功の道を進んでいるんだ」と。先ほどのお話ではそうした「万歳」があまり聞かれず、躊躇ばかりでした。

どうして「万歳」についてはあまりお話されなかったのか、もう一度お話いただけますか？ 

 

 

ミヒャエル・ヒューター 

 それはたぶん私がプロイセン人でなくてラインラント人だからかもしれませんが、冗談はさておき、私に

とってもそれは本質的に当然のことです。ザロモンさんも仰ったように、これは消費者、つまり市民でした。
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ええ、もちろん、市場経済的な秩序は消費者をもとに考えられています。消費者主権が中心的な統制です。

つまり、私たちにはそれなりの視野をも持ち合わせた、能力ある、情報を持った、主体的な消費者が必要な

のです。これがすべて満たされているかどうかという疑問もありますが、ですから消費者保護など多くのこ

とがなされているのです。これがつなぎとめる
いかり

;錨です。 

 

 結局私たちが行っているような、こうした議論が社会的な討議にとって刺激となるというのはそうである

べきで…… 私はこれがハンナ・アーレント15の意味で公共の場づくりへ貢献するものとみなしています。開

かれた議論、共通の利害に対する共通の意義を発展させられるような議論です。経済においてはこれは単純

にこうです。「消費者の好みや評価が変われば企業はそれに反応する」。このように企業はします。でなけ

れば、経済は今のようなかたちではないでしょう。彼らは適応能力も調達するでしょう。その点、私は比較

的楽観的です。 

 

 問題はただ、「私たちを救うのは 終的にはドイツのエンジニア技術です」と、どこでも言えるかどうか、

ということです。もちろんコスト構造もそれと関連するところもあります。追加的なコストの議論から完全

に抜け出して、ドイツ経済を国際的に成功させる、ということではありません。ドイツ経済は、製品、とり

わけ産業製品をサービスと組み合わせて、高効率に世界市場に送りだすからこそ成功し、人々に収入をもた

らしているのです。企業が、まさにあなたが仰る標準的な製品ではないものを作るからこそです。でなけれ

ば成功しません。携帯電話の生産がドイツで成功しないのには誰も驚くべきではありません。これには差別

化できるものがないのです。顧客に関連した差別化能力では成功しています。この限りでは私たちが成功す

るかどうかはそこに関わってきます。 

 

 社会がエネルギー供給に対してどんな視野を持っているかが明確であれば、これは経済学者には……、こ

れは私のやることではなく、これは社会が特徴付ける価値判断であり、その結果に基づいて法的基準が定義

されます。その後は構造変化ですが、これもまた起こり、答えが出されると、私はかなり確信しています。

問題はただ、あなたはこのことをさして躊躇と勘違いしたのかもしれませんが、急かすことに意味があるの

か、それともそれは倫理的に疑わしいことではないのか。別の場所で起きている、いわゆるまったく別の事

象の評価から単純に、ここで今急きたてることは、結局のところ適応能力を超えたものではないのか。 

 

 構造変化、これを指摘したいのですが、これは急に起こりはしません。この産業革命が、もし政治的に布

告され政治的にきっかけを与えられるとしたら、それは前例のないことです。産業構造の変化は企業の適応

能力に関わってきます。足りないものが変化してきたことが理由であったり、イノベーションの効果が浸透

することが理由であったり、イノベーションを受け入れないこともまた理由となるため。需要がないために

成果が上がらなかったイノベーションというのもたくさんあります。そうですよ。それには十分な証拠があ

ります。あなたが仰ったことは……。 

 

 

（ディーター・ザロモン博士）(マイクなしの口出し) 

 ……は、かなり国の政府からのシグナルだ。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター 

 ええ、私はそれを疑ってはいません。私はそれを全く疑っていません。国がインフラに関する役目を抱え

ている分野があります。生活権の保証（訳注：生活あるいは生存の基盤となる財やサービス、インフラ等を

整備する行政の責務）の分野です。地方自治体がこの生活権の保証の請負人で、それに合わせたものを形作

                                                                 

15ハンナ・アーレント ドイツの政治哲学者。公共性や全体主義についての論考で知られている。 
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っています。この限りにおいては、もう一度言いますが、社会が決断すれば枠組み条件が定義され、そうす

るとお金についての判断もなされ、つまり例えば建物のエネルギー改修分野で必要なお金が調達されたり、

そうしてプロセスが動き出します。 

 

 ヒンドリヒスさんが仰ったことというのは、変化する必要性、変化するプライスシグナルに対する反応で

す。しかしそれについてはどのみち心配していません。これは常にうまくいきます。ですからそこで必要な

のは……、私は「万歳」は常に合わせて考慮しているということです。ただ、本来の質問に戻りますが

（笑）、本当に残存発電量についてしか話していないのに、時間的なプレッシャーを与えることに意味があ

るのか、ということです。もう一度言いますが、私たちは残存発電量については、それを認めるだとか認め

ないだとか、話しています。これにより、いわゆる行動に対するプレッシャーを引き起こし、それが 終的

には恐らく回避したい社会的なコストを生むのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 確かに、消費者の視点を比較的に単純に考えて、こう言うこともできます。つまり、顧客の 80 パーセン

ト以上が「ある時点以降はもうこの製品は必要ない」と言うなら、その製品を提供しているメーカーは当然

それに対応しなければなりません、と。消費者が何か言ってくるとしたら、それは元々ポジティブな相互作

用だと、前向きに考えるべきでもあるのでしょう。しかし……。 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス 

 それと関連して私がいつも気になるのは、企業を経営している、“大企業”を経営している人は、すぐに

「投資のリターンはどうか？元が取れるか？」ということを気にするということです。我々が顧客と話すと

きには、質問は俄然、違ったものになります。「これはどんな働きをするか？」「これでどんな効果がある

か？」「これで快適か？」そして「元も取れるか？」こうした質問です。 

 

 確かに私たちは、先ほど申し上げた通り、大きな発電所を代替するのに間違ったテクノロジーで試みるな

ど、いくつか失敗もしてきました。結局、人々は建物の技術の面ではフライブルクのようなところに住みた

がります。この部屋にも同じように考える人はたくさんおられると思います。 

 

 ですので、もう一度請願をまとめて申し上げたいのですが、この問題を分担しましょう、ということです。

私たちには工場があります。これがひとつの状況です。私たちには建物があり、生活と仕事の流れがありま

す。これはまた別の状況です。そして交通もあります。これらやインフラのために適した解決策を見つける

必要があります。それらの解決策は、全体としては産業や大手電力会社にも負担をかけ過ぎないようになる

でしょう。エネルギー業界を私たちが望むとおりに計画的に変えるために。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ヒンドリヒスさん、割り込みありがとうございました。マルクス大司教。 

 

 

ラインハルト・マルクス 

 ヒューターさん。時間のプレッシャーは今始まっているように見えるかもしれませんが、コンセンサスは

もっと前にありました。2020 年というタイミングがとんでもないものだったわけでもありません。だから本

来は、これがまったく新しい展開であるかのような口ぶりであっていいわけではありません。新しい動きが

できているのは確かです。新しい方針にどうやって向かうのかという問題について、今また、より広範に話

し合う必要もあります。私たちが今朝既に話したように。 
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 これが私が単純に挙げたかった点で、シュナイデヴィントさんにももう一度お聞きしたいのですが、コン

フリクトとコンセンサスというのは、そもそも両方とも民主主義に含まれます。私たちは何度もそう言った

と思います。私はここで民主主義理論の議論をするつもりはありませんが、今そのような議論が行なわれて

います。私たちの議論のプロセスの枠組みでは、「やっぱりこれがいい例になるかもしれない」と私たちは

言っています。あなたが政治に対してやや批判的で、「じゃあ、私たちは委員会が必要だ」と仰ったことが

あまり気に入らないのですが。 

 

 私は別にこの委員会に反対だと言っているのではなく、それとは反対に、とても気に入っています。しか

し問題はここではなく、政治以外の場所に長期的に考える制度を設けて初めて、本当に長期的に持続可能な

シナリオを政治的にスタートさせることができる、ということなのでしょうか。これでは政治は終わりでは

ないかと私は思います。 

 

 政治もまた、方針に沿って社会形成を始める必要があるのであって、短期的に物事に反応するのだけでは

なく、長期的に何かを始める必要があります。そうなれば、他の制度や市民社会の議論、そして市民の反応

がサポートできますが、 終的には共同体を統制することは政治的な責任に他ならない。そして、それは他

のものに完全には委ねたくはありません。しかし、あなたが別の制度が必要という問題を先ほど議論にそう

強く持ち込まれたので、もう一度お尋ねします。 

 

 

ウーヴェ・シュナイデヴィント教授 

 終的に肝心なのは、政治判断のための権限のメカニズムを作ることです。私たちはこの挑戦のなかにい

ます。なぜなら、私たちの今の制度構成は、私たちが民主制を導入した戦後に登場したもので、当時は強い

権限の基盤に基づいていました。この権限の基盤はだんだん失われてゆきました。しかし私たちは政治に権

限を与えるために、同じ制度によって、継続して取り組んでいます。これこそ適応させるべきです。 

 

 これはつまり、将来的にもまた、明確な政治的重みづけが引き続き必要だということですが、しかしその

重みづけをする制度と組み合わせて、ということです。ここには私たちが議論しているようなより直接的な

民主主義という要素も含まれます。これにはあくまでも、6 月末に決定を下すべき我が連邦政府が、明確な

確固たる決定をするために決定前にそうした鑑定委員会を設置する、ということも含まれます。 

 

 これこそが先のエネルギーコンセプトの問題でした。あの時はひとつの調査が委託され、その調査がなさ

れた数日後には政治判断が強引に通過しました。これでは当然、権限の基盤は崩れます。6 月末になされる

決定は、この委員会の作業によって、恐らくそれとは異なる権限の基盤を持つことになるでしょう。この権

限のメカニズムが将来的にどうあるべきかを検討する必要があります。 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー 

 私たちの間で問題だったのは原子力だけで、これがなくなればもう社会的なコンセンサスがあり、ドイツ

全体がフライブルクであると言うのでは、ちょっと単純すぎると思います。本当に正直に言って、素晴らし

く美しい街だと思いますけれども。 

 

 ベルリンでは、借主が、主に借主が、持ち家所有者や農家などに対し、PV 設備のために毎年 2 億 8,000 万

ユーロを支払っています。シュヴァルム・エーデル郡（訳注：カッセル近郊の郡）の市民団体は、配電線に

対して 8 千筆の抗議署名を集めています。これでは納得してもらえません。この配電…… 彼らの視点から

は、自分たちがこの配電線からは得るものは何もないということです。 
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 態度の変化、私たちは至る場面でこの結論に達しましたが、これは自分がそれによって直接得るものが目

に見えるかどうかということと、常に何かしら関連があります。エネルギーシフトのテーマでは、多くの問

題において個人的な利益が見られず、非常に抽象的である、という大きな課題の前に、私たちは立たされる

ことになります。しかし、そうした態度の変化を、ともすればこのエネルギーシフトを決定段階で妨害しう

る人々からこそ、得る必要があるのです。私は何もエネルギーシフトを望んでいないから言うのではなく、

このエネルギーシフトを進めるためには本当に 1 メートルのために争うということを、企業の現場で日常茶

飯事に経験しているから言うのです。今の発言でほとんど修道院的な平和をちょっと乱してしまいましたが。

こう申し上げてよろしければ。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 今のお話は躊躇というよりも、他の場所でもっと尽力すべきという訴えとして受け止めました。 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 非常に具体的な提案をひとつだけ。原子力の問題だけで全てのコンフリクトが解決されるとは私も思いま

せんが、少なからず解決されます。しかし私たちがこの議論で必要なのは透明性です。私たちが今日いる状

況というのは、自分の調査結果を互いに投げつけあっているというものです。これは 1.5 だ、いや 0.5 だと

……。そしてそのモデルを使う人々はみんな、どのインプット・パラメーターでこの結果が決まるのかよく

わかっています。 

 

 たとえばコーラーさんの dena 系統調査をやってみましょう。学者として計算をチェックするために、こ

のデータを入手しようとしてみてください。これはクローズドショップ16ですよ。配電網業者といくつかの

クラブの間の。しかし、このクローズドショップから、収用のもとになる法律が生まれるんですよ。この透

明性をまったく違った風に確保するのに成功しなければ、これはうまく機能しません。 

 

 前々回の原子力エネルギー議論では、並行して調査を行なう研究所を設置し、各自が自分の調査結果を出

すのでなく、争点をクリアリング・スタディによって得ようとしました。私たちも調査をすることによって

食べています。（ハンブレヒト？）さんの言うコストの透明性も含めて、この透明性を生むことに成功しな

ければ、これはうまく機能しません。そのためにはまったく新たなアプローチが必要ですが。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 終的にはやはり目標を定めて、プロセスのルールを定義し、そうしたプロセスを進む必要があります。

そして私たちは……。車でここからドルトムントまで走る場合、どこでどれくらいアクセルを踏めばいいか、

どこでブレーキをかけなければいけないのか、今ここで検討することはできません。そうではなく、目標を

定めて、手段を決めて、 終的には自分が正しいときに正しいことをするのだということを信じるほかあり

ません。 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 当然です。でも私たちは知りません……。私たちはオプションを知っていますし、決定の期限を知ってい

ますし、発明のプロセスを知っています。そしてこれらに透明性をもたせることができます。ただし、そう

すると望ましくない政治的な推論へつながります。「例えばインフラ分野での政策的な計画を新たに強化す

る必要が出てくる」ということです。これは目標からインフラまで、地域を越えた連邦や EU レベルでの計

                                                                 

16閉鎖的な取引。 
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画に関する不都合な議論です。そして、これは私たちのシステムにとって非常に不都合な議論です。これを

透明性と結び付けようとすればこそ。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 共同委員長からの質問です。 

 

 

クラウス・テプファー 

 それには心を打たれますし、人は往々にして問われるものです。「随分といろんなことが一度に起きるじ

ゃないか」と。ヒューターさんのお話でもそうでした。これは本来ドイツの再統一のプロセスとだけ比較で

きるものでしょう、とミュラーさんが先ほど仰っいましたね。当時もまた多くの人は言いました。「もっと

時間が必要だ。無理だ……」と。何かをするときにそういう機運がたまにあるんじゃありませんか？ それ

に、一体どこに行くのかよくわからないという不確かさが先にたっていても、まずそうした機運が盛り上が

って、そこから何かが生まれるといったことがありませんか？ 庭先でホースの上に立って水が出てこない

ことを不思議に思い、途方に暮れている人の構図みたいではありませんか？ 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授 

 テプファーさん。こうなればはっきり言わねばなりませんが、エネルギーシフトをドイツの再統一の次元

へとずらすのは、私には極めて同意しがたいことです。 

 

 

クラウス・テプファー 

 私はただミュラーさんの言葉を引用しただけです。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授 

 いいえ、私はミュラーさんのお話もそのようには解釈していません。これはあなた側の間違った解釈に違

いありません。これは比較できるものではありません。今私たちにはオプションがあります。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 これは追求しなくてもいいと思いますが。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授 

 

 いや、ポイントはただ…… でも、やはり一体どうなっているのかを説明してみないといけません。そし

て、このエネルギーシフトが目の前に迫っていることに反駁するものはいないのです。方向というのは決ま

っています。新しい原発を望むものはいないのです。課題は残存発電量です。問題は、その代替をどうする

か。ガス発電所はどのような意味を持つのか。CCS 技術を伴う石炭火力発電所はどのような意味を持つのか。

インフラの拡張はどのように実現できるのか。問題というのはそもそも…… それに対する答えを定義づけ

なければなりません。これは別に関係ありません…… その点に反対するものはいません。ただそれをひと

つひとつ片づける必要があるだけです。 
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マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 了解しました、ヒューターさん。まさにそのために私たちがいます。この問題に取り組むために。では、

それに貢献するためにハッカーさんからひとつ質問です。 

 

 

ヨルク・ハッカー 

 ギスパートさんに。もう一度お聞きしたいのですが、あなたはご自分の立ち位置の状況を印象深くお話さ

れ、ミュラーさんは専門家が必要だと仰いました。この状況をどのように思われますか？ つまり、いつか

しら、いつかはわかりませんが、近い将来、原発がなくなる日が来ます。原発が解体されるまでには長い時

間がかかるということも、今日聞きました。しかし、あなたが責任を負っている従業員の方々に対し、何を

望まれますか？ 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 何を望むか。ここがリクエスト番組だとは思いませんが、前の回のディスカッションで出た望みに私も賛

成です。核心に触れさせていただくと、これまで議論されたことというのは全て、他人のお金を使うこと、

しかも様々な物事に対してお金を使うということです。そのお金はどこかから調達する必要があります。 

 

 非常に単純な例を挙げますと、2000 年の頭に、私の家族、4 人の子供たちのために、自宅を改修して増築

しようと考えていた際に、温水を作る設備を屋根の上に設置しました。しかし、そのためにお金がかかると

いうことは当たり前でしたし、その分他の面で使えなくなるのも当然でした。それも金額は少なくありませ

んでした。なぜならそれは当時は今よりも高く、補助金もまったく違うものだったからです。 

 

 これら多くのことすべてについてここで議論するならば、どこかしらで問う必要があります。これは倫理

委員会の任務です。つまり、私たちが望むこと全て、私たちが実験分野として想像できることは全て、 終

的にどこかしらで支払われる必要があるのです。この点では私は自分を従業員の弁護人とみなしているので

すが、彼らはこう言うでしょう。「源泉徴収前の給与から、政治が個人に将来的に求める行動のための分が

引かれて、総収入が減るのか」と。 

 

 あなたのご質問に戻ります。それはもちろんそうで、もしいつかしら決定が下されるならば、もしくは、

脱原発が決まるとなれば、大きな問題です……。そうなれば、私たちの従業員がどうなるかは未だにわかり

ません。それもビブリスだけでなく、他の場所についてもそうですが、なぜなら私たちには認可が下りてい

るからです。解体もしくは閉鎖についての認可が監督当局によって変更されない限り、まずは何も起こりま

せん。これは問題です。 

 

 私たちの社会が、ヨーロッパの数少ない国とは逆に脱原発を決めるとしたら、従業員を代表して、私は要

求しなければなりません。「一刻も早く解体に着手する必要があります。そうでなければ仕事がなくなりま

す」と。今日の視点からは本当はこのことが重要でしょうに。そして、さもなければ、そこにある専門知識

全体をも失うことになるでしょう。これは本来、政治がこなすべきことです。問題は、政治がしたいかどう

かです。そもそもこれが目標なのか？ 

 

 それともただ単に、今私が耳にしているようにしたいのか……。原子力を後始末すれば、もう問題は解決

したのか？ ここでは私はこう言いたい。私がこれまで過去に新聞を追っていた限りでは、ひとつのことが

わかります。原子力を片づけたら褐炭17火力に行く。そして褐炭火力の関係者たちを見れば、西も東も、全

くそうは見えない。そこでもやはりもう同じ議論が始まっています。「褐炭も必要ない」と。 

                                                                 

17第 1 章 11 ページ参照 
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 私は RWE Power AG 社と財閥全体の、双方の経済委員会のスポークスマンです。ですから信じてください。

私どもでは、発電所の作業時間を理由に、何が一体経済的なのかを考えるようになってきています。シナリ

オが進んで、先ほどミュラーさんが仰いましたが、需要が減っても発電所を残す必要があり、従業員へも給

料を支払わねばならないとしたら、いつかしら次の問題が決定的になります。つまり、「企業にそんなこと

ができるのか」と。 

 

 経営協議会としてひとつ申し上げなければなりません。企業というのは、名前はどうでもいいですが、手

工業企業だろうが、中規模企業だろうが、家族経営だろうが、企業というのは福祉施設ではなく、利益がな

ければ従業員にも給与は支払われないのです。これがひとつ目の明確なメッセージです。そうした発言に至

れば、私は従業員として言わなければなりません。政治によって設備が閉鎖されるように、私たちも既存の

ノウハウや従業員の視点から、私たちの仕事を、解体を今すぐ始められるよう政治に要求します。しかしこ

れはつまりまた…… 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 技術的な可能性の枠組みでは、これが今すぐにとはいかないということを、今日のお昼に聞きました。 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 技術的な可能性については私たちは知っています。イザール原発にいけば、そこには昔オーフ原発があり

ましたが、そこには今、記念碑が残るだけです。カールに行けば、そこにはこの研究…… 

 

 

（発言者不明）（マイクなしの発言） 

増殖炉。 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 …… 試験…… あ、カール試験炉。ありがとうございます、そこでは閉鎖されています。他の場所を見れ

ば、これはなされています。これはつまり、私たちが社会政策的に望めば、できるのです。問題はしかし、

そのようにしたいのかどうかです。そうなると政治からの認可が、認可当局からの認可が必要です。そこで

問題となるのは、では認可が下りるのか、ということです。ミュルハイム＝ケルリッヒの仲間を見ると、彼

らはもう長い間認可を待ち続けています。なかなか下りないので。そして認可が下りないとなると、400 人

いる従業員のうちの 80 人だけが現在現場にいる状況で、それもこのあと 20 人へと削減されるのです。 

 

 つまり、いざ着手しようとしてももう現場には従業員がいなく、すると、EU の法律に従って EU 全体で

公募され、地元企業ではなく、ポルトガルから大勢人がやってくるようなことになる。私はなにも彼らに反

対しているわけではありません。彼らもお金を稼いで見通しを立てようとする非雇用者なのですから。しか

し、そうした見通しがドイツにはないことになります。 

 

 これで 後の点に戻りますが。私にも 4 人の子供がいます。一番上の娘がちょうど卒業するところで、専

門学校での職業訓練が終了します。子供たちは将来、一体どこに職場をみつけられるのでしょうか？ これ

ら全てを聞けば、私たちはエンジニアの哲学についてしか考えておらず、ドイツではある一定のことがもは

や不可能であるのだから、なぜならそれは誰でもできることだから、そうなると 2 つの要素しか機能しませ

ん。ひとつ目は合理化で、もうひとつはコスト圧力です。合理化とは人員削減で、コスト圧力とは給与レベ

ルの低下などです。 
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 私が見る限り、私たちはみな労働協約を結んでいます。そして私たちみんなが話している再生可能エネル

ギー、そこでは労働協約は締結されていません。それを鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG BCE）や

統一サービス産業労働組合（ver.di）で用意してくれたらいいのにと願っています。そうすれば他の基準が適

用されるでしょうし、賃金はもっと高くなるでしょうし、年金への支払い額も増えるでしょうし、税収も増

えるでしょうし、そうすればいくらかもっと多くを望めるようになるでしょう。これこそ問題です。これが

どこかしらやや抜け落ちてしまったことが。これこそ仕事と任務です。そして、「その点では私たちにはア

イディアがあり、それは素晴らしく機能し、それに思う存分取り組める人もいます。しかし、ドイツで暮ら

している人々や従業員、ここに故郷がある人々のことを、私たちはある程度忘れてしまっています」と 終

的に言って、その面倒を見るのも、政治の仕事と任務です。フランス人も、イタリア人も、スペイン人も、

ポルトガル人も、国民のことを忘れていません。そうではなく、国民が自国に仕事を持っているか、その面

倒をみているのです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 しかし、正直に言って、先の財政危機の後、特に私たちドイツの経済というのは、今あなたが挙げられた

ほとんどの国よりももっと良い状態であるのであり、これというのも、私たちがまだかなりの生産を自国に

持っていて、どの分野でもそうだからです。そうなるとこれはフェアに言わなければならないと思います。

あなたの仰ったことは、迅速で筋道の通った決定に対する申し立てと受け止めます。それが要点だったと思

います。では、発言者リストを順に進めたいと思います。ライシュさんが次で、2 周目に入り、ラインハル

トさん、あなたです。 

 

 

ルチア・ライシュ 

 はい。政治的に既に多くの信頼が失われた、という問題について。絶対的な信頼に関する 大想定事故と

いうのは、実際にあるとしたら、これはあなたの 初の問いのひとつでもありましたが、原子力エネルギー

を輸入するということでしょう。マテスさん、あなたは事実はそうではなく、これを証明もできると仰いま

した。しかし、私たちの異なる議論においては、他の立場もありました。ここでの真実は一体？ 私はこの

点では一需要家ですが、メディアでは、需要家は「みんな不安に陥りやすい」というのから、「みんな情報

収集していて主体性がある」というのまで、隔たりがあります。人々は何を信じればよいのでしょう？そし

てこれをどうやってあなたは証明できるのですか？ 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 はい。そうしたことには事実調査が必要で、これは非常に一義的に示すことができます。私たちは 2 つの

ことを見ています。フランスから国境を越えて伸びる高圧線からのドイツへの輸入は、やや増加しています。

しかし、私たちはフランスの原発がどれくらい発電しているかを知っています。透明性あるデータがありま

すから。疑いの余地がないのは、フランスからドイツに電線を通じて確かに電気を輸入してはいますが、フ

ランスの原発での発電量というのは増えておらず、それどころか減少しているということです。これは、い

わゆる動かぬ事実です。 

 

 2 点目に、欧州市場において CO2 の価格に動きがあり、上昇したのを確認しました。過去数ヶ月間、ドイ

ツの原子力エネルギーをフランスやチェコの原子力エネルギーで補っていたとすれば、市場で CO2 のプラ

イスシグナルというのは見られなかったはずです。これは確かです。 

 

 3 点目は、限界費用と市場形成プロセスを見れば、ここに届けられた原子力発電による電力というのは既

にそこにありました。ここでは条件は変わっていません。ですから、このような一義的に事実を並べられる
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ようなことは、一義的に偏見なく明らかにできます。これはところで、CO2 における数百万トンの排出につ

いてもあてはまることであり、ここでも大きな数字が挙げられています。ここでもまた、解釈の余地という

のはありません。 

 

 今現在みえるものというのは、私たちがムードに流されているということのみです。私はデータの大提唱

者であり大収集家で、全て並べてみます。私たちはそうしたモデルを操縦します。それを上手に示すことも

できます。ならば、そうしない手はありません。私たちが必要なのは、ですから先ほどクリアリングのこと

を挙げたのですが、議論のある点については、これらはこの委員会の中でのムード作りにも一役買っている

のですが、まずデータを並べてみましょうよ。状況証拠を並べましょう。そうすれば、違った風に解釈しよ

うのない事実がどこにあるのかが、はっきりとわかります。これは将来への変調にも導きます。この試算は

一体どのように当初の仮定に影響されるか？ そうすれば議論の大部分が解けます。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 マテスさん、このフランスから原子力による電力を輸入しているか否かという点でも、このメリット・オ

ーダー18という概念の影響もあるのですか？ 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 これがいわば結論です。原子力発電による電力は、メリット・オーダーにおけるある一定の位置にあり、

つまり……、他のものより明らかに安い。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それは何ですか？ どうかそれを…… 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 メリット・オーダーとは、発電所の稼動順序です。問題は、電力がいくらか消費され、ひとつの発電所が

必要になるということです。まず、ランニングコストの も低い発電所から順に呼び出されます。これは今

日のシステムではつまり風力発電所などで、その次が原子力発電所、次に褐炭火力発電所、次に石炭火力発

電所、次に天然ガス発電所。これはつまり、どの順番で発電所に引き合いがあるか、を示す曲線が上へ向か

っていくというものです。そこの前のほうにある原発がなくなって、「今やここに外国からの原発が加わ

る」と言うなら、「輸入された原発による電力は、前の時点でも褐炭火力発電より安かったのに、一体どう

してそこになかったのだろう」という疑問が浮上します。そうなると、どうやらこの電力が送られてこない

ようなインフラの引き締めか何かがあるようです。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それはつまり、追加需要が一段階上でカバーされるということですか？ つまり、それは追加稼動される

発電所ということですか？ 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 その通りです。 

                                                                 

18第 2 章 3 ページ参照。 
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マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 そういうことだと、高い需要をまかなうのはランニングコストの低いほうの発電所ではないことになりま

すね。 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 これはモデリングによってすら証明できます。フランスの電線からくるこの電力がどこからやってくるの

か。これはベネルクスからです。特にオランダのガス発電所や火力発電所から。オランダはかなり余剰電力

がありますから、いわば迂回路を通ってドイツに入って来ています。しかしこれらはすべて落ち着いて客観

的に明らかにできる問題で、その場の雰囲気に任せる必要はありません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それはつまり事実チェックですね。『ハート・アーバー・フェア（Hart aber Fair）』（訳注：ドイツで人

気のあるテレビ番組で、タイムリーなテーマで登壇者がシビアかつフェアに議論し、彼らの主張を客観的に

チェックする内容）では事実チェックと言いますね。では、これは後でしましょう。（マイクなしでの発

言）わかりました。ヒルヒェさん。 

 

 

 

ヴァルター・ヒルヒェ 

 ヒューターさんは先ほど面白いことを仰いました。「ドイツのエネルギーシフトの解決は、ドイツがまず

単独で進む場合のみうまくいく」と。これは面白い議論です。本来ヨーロッパの協力の下にするほうが自国

でもっと多くの受容が得られるのではないか、それともこの主張がそもそも正しいのかどうか、これについ

てもう一度、もう少しその理由を詳しくお聞かせ願えないでしょうか？ というのも、私たちにとっては以

前の議論のことからも、私たちがこの場で出す結果によって、「EU の他の国々もこの道を進むということ

を納得するように対処してください」と後で連邦政府に頼むべきなのかどうか、その後ろに問題が隠れてい

るのです。私の理解が正しいとすれば、連邦政府がそうすることはむしろ逆効果といえます。私にはまだち

ゃんとイメージしきれていません。これをこのヨーロッパの文脈に整理してみていただけないでしょうか？ 

というのも、本来私たちはこれをモデルプロジェクトとしてしたいのであり、特殊な道としてではないから

です。 

 

 

ミヒャエル・ヒューター教授 

 ええ、喜んで補足いたします。 初のご指摘ですが、昨年秋の連邦政府のエネルギーコンセプトで、続く

10 年の中ごろからドイツの予測される電力需要の一部が輸入でカバーされるということが既に前提とされて

いました。これはつまり、今まだ有効な法的規則のこれまでの基盤というのは、モラトリウムはさておいて、

私たちの独自の計画から、この 10 年の間と、その後も、私たちが電力輸入を頼りにするということが前提

の上に成り立っていました。これは政府のコンセプトに明示的にそのように書かれていました。 

 

 私たちが今同時に一斉に方向転換すると想像してみると、フランスでは発電のほぼ 80 パーセント以上を

原発でまかなっているとすれば、私たちとは完全に異なる経路依存性を持つという前提でいる必要がありま

す。出だしの状況が完全に別のものなのです。ところで次のことも明らかになりました。その原因について

は何も言いませんが、これはそうです。つまり、その前の数年間は私たちは電力の純輸出者でした。これは

そうです。これは特に、再生可能エネルギーによる電力網の安定性をも理由とした揺れによって、電力がな
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かば外国に送られる必要があったという事実によるところが多いです。しかし 3 月半ば以降、私たちは電力

の純輸入者です。つまりモラトリウムの時点以降。これもデータが物語っています。これがどんな電力かは

言いませんが、私たちは純輸入者なのです。 

 

 これはつまり、問題は、この欧州のエネルギー政策を一体どう整理するのか、ということです。これもま

た、本質的に認識されないことです。私たちには本当の意味では欧州のエネルギー政策はなく、これは相変

わらず国レベルのもので、欧州の方針があります。そうでなければ、とっくに欧州の電力網インフラの議論

をしていなければなりませんが、実際はそうではありません。 

 

 私たちの利害の状況は当然異なるということを、理解しなければなりません。「だったら私たちは国内の

発電所からだけでなく例えば北から風力発電による電力を輸入します」と言う場合、これがその後ろに言外

に隠れていますが、例えばフランスとは違って電力網のインフラに興味を持つことになります。彼らが「自

給自足こそ自分たちにとって上位テーマである」というのならば。 

 

 欧州の議論においては、そもそももっとエネルギーの見通しを発展させる必要があります。その点では私

たちはまだまだ不十分であり、これは私の視点からですが、中心的な挑戦でもあります。マテスさんが先ほ

ど仰った通りです。インフラの問題全体は統制の問題だが、それはドイツの国境で終わっているわけでない

のです。ここに依存が見られます。ですから、どうなるか見てみなければならないと思います。この異なる

経路依存性が理由で、この道をおいそれと並行して描くことができるなどとは想像できません。 

 

 

（マイクなし） 

 …… パーセント補わなければなりません。これは単にスタート位置が全く違います。 

（マイクなしのため、理解不能な口出し。） 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 そして、問題はもちろん、あきらめのモデルで世の中に出るか、成功のモデルで出るかということです。

これこそポイントです。フォン・ドナーニさん。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ 

 ザロモンさんにひとつ質問させていただきます。私の想像が正しいとすれば、フライブルクが取り組んで

きて今リードしていることの大部分というのは、フライブルク市民には高い所属意識があるということに起

因しているのでしょうか？ そして、そこから「私たちはプロジェクト全体をこう進めたい。地方自治体を

この問題で強化して、高い地方分権を生み出し、どの自治体が目標を達成しどの自治体がしないかについて

の透明性を持って、地方自治体間の競争を強められたらいい」と言う推論を導き出すのは正しいのでしょう

か？ 

 

 つまり質問は、これは本当に国レベルで手がけるべき問題なのでしょうか？ それとも、この所属意識を

持つために強い地方分権を持つ必要はないのでしょうか？自分たちはこれをして、これを上手にできて、さ

て他の人たちが何をするのか見てごらん、それで自分たちは進むのだ、と。これについては何が正しくて何

が間違っているのでしょうか？ 

 

 

ディーター・ザロモン博士 

 常にヴィールへとさかのぼる神話があります。なぜドイツには環境運動があるのかという所以です。ヴィ
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ールは、市民の反対運動によって建設されることのなかった唯一の原子力発電所です。ハンス・フィルビン

ガー州首相（訳注：当時のバーデン＝ヴュルテンベルク州首相）は、「これが建てられなければ電気は停ま

る」と、当時言いました。ローター・シュペート（訳注：フィルビンガーの次期州首相）はその数年後にこ

う言わねばなりませんでした。「これは政治的に押し通すことはできない」と。後にニーダーザクセン州で

もエルンスト・アルブレヒト（訳注：当時のニーダーザクセン州首相。）が言ったのと同じように、「これ

は政治的に押し通すことはできない」と。それ以来、時計の針は違った風に進んでいます。もっと世間話も

できますが、なんのことかはおわかりでしょう。 

 

 7 年前にはフェッセンハイムをめぐって議論もありました。フライブルクから 20 キロメートルの場所で、

ライン川の対岸、フランス側に位置しています。南バーデン地方の全ての自治体、小規模で、基本的にキリ

スト教民主同盟（CDU）が統治する小さな自治体が、フェッセンハイムの停止を求める立場を表明しました。 

 

 私は 10 年間、野党の議員でした。そういった立場表明の効力に対する私の期待は、極めて限られていま

す。その後、フライブルク市議会からも立場表明をしたいという依頼が来ました。それで私たちはフェッセ

ンハイムの停止を求める立場表明を提出しました。すると、2004 年に修正案ができました。修正案は、表明

文に即刻という言葉を追加して欲しい、というものでした。この修正案は緑の党から出されたものではなく、

キリスト教民主同盟（CDU）から出されたものでしたが、満場一致で可決されました。 

 

 何を言いたいかというと、南バーデン地方では時計の針は違った風に回っているということです。シュテ

ファン・マップスが昨年レトゲン氏に攻撃し、原発稼動延長をしようとした際には、彼はキリスト教民主同

盟（CDU）の地方党大会で非難されました。これはつまり、この地域に対して高い所属意識があるというこ

とです。フライブルク市政府に対してではなく、フライブルク市に対してでなく、この地域への。彼らは違

った風に考えています。所属意識というのはそこにあります。しかし政党政治とはまずはあまり関係ありま

せん。……すれば進みます。原発による電力が欲しくないという、地域への所属意識。以上。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ありがとうございます。あと 8 分残っていて、4 人質問者がいます。ベックさん、レンさん、ヒュットル

さん、シュラーズさん。 

 

 

ウルリヒ・ベック 

 私の質問については結局もう言及されたのですが、私たちが今日した全体的な議論に関わることです。ヨ

ーロッパについて話すのならば、だったら…… えー、一方では私たちにはもはや国としてや地域としての

解決策が必要なわけでなく、国を超えた、欧州もしくは世界レベルでの解決策が必要だということがわかっ

ています。他方では、私たちは再三自分たちのフィールド、国レベルや地域レベルに注力しています。ヨー

ロッパについて話すとなれば、本来はいつも何かが足りなかったり、反対があったりするという意味でです。

このテーマが本来持つ正当性が認められないのだと思います。確かに、所詮ドイツをヨーロッパから切り離

すことなどできず、私たちはいわば同時にこの両者であるのです。これが特異性です。この質問を誰に向け

ればいいのかわかりませんが、部分的にはヒューターさんでしょうか。 

 

 ヨーロッパがポジティブな役割をするためのアプローチはありますか？今この地域や国レベルでは解決不

可能な政治の延長線上で、もちろんそれと同時に、この、これまで非常に断片的であった欧州の議論への刺

激にもなりえる役割があるのでしょうか？ 

 

 

ミヒャエル・ヒューター 
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 ええ、この議論からも、そして日本で起きたことによる刺激によっても、欧州の議論が始まったと私は考

えています。欧州委員会はこの問題を違った風に受け止めました。欧州のストレステストというのは、エネ

ルギー生産分野における一定の事柄についての、そもそも初めての共同の欧州決議状況だと言えます。それ

で何かしらが生まれてくるかもしれません。しかし、ヨーロッパから言われることをドイツが重視するとい

うことが前提ともなります。私たちはヨーロッパに望みを託しながらも、それを無視することはできません。

ヨーロッパが決めたことを。私たちは他の理由から私たちのスケジュールを決めたわけであって、ストレス

テストの結果が出る前にもう既に議決としてまとめてあったから、と言っても。 

 

 しかし、これもまたそうした議論からのメッセージかもしれません。この欧州で始まったプロセスを受け

入れることによって、安定化させるように試みなさい、という。これは今のところ確認できませんが、そこ

にはチャンスがあります。私もあなたと同じように見ています。私たちは前向きに方向転換しなければなら

ないのであって、そのための議論にはチャンスがあるのだと。 

 

 

オルトヴィン・レン 

 マテスさんに質問です。あなたは先ほど必要な政策上の計画について、「目標を持ってこれを一分の隙も

なく達成するよう試みるべきだ」と言及されました。これが私にはよくわからないのですが、透明性という

のが実際にどれくらいコンセンサスを高めることにつながるのでしょうか？不確かさを増やすことにもつな

がると思いますが。それでも私も透明性には賛成です。しかし、未来の社会形成がもっと不確かであるとい

うことを考えると、この目標を達成するには、一体どんな政策手段があなたのお考えでは必要なのでしょう

か？ さらなる経済秩序政策でしょうか？インセンティブでしょうか？さらなる情報にかけますか？ 国家と

いうのは任意で事柄を指図できません。原則として法律の枠組みの範囲に留まらねばならず、リベラルな民

主制においては規定によってのみそれを行なうことをなるべく避けたいわけです。 

 

 あなたもここでかなり支持しているこの転換を、さらに民主主義にそぐうような形で実行に移すための、

政策手段の正しい投入、もしくはミックスとは何でしょうか？ 

 

 

フェリックス・マテス博士 

 えー、これについては先日ちょうど比較的広範な研究結果を書いたところです。私たちにはポリシーミッ

クスに対する賛意を明らかにすることが必要です。これは多くの要素から成り立つことが不可欠なものです

が、私は 3 つの要素が非常に中心となると考えます。 

 

 1 つめはプライシング、外部性の内部化が主な前提です。消費者主権については私は限定的にしか当てに

していませんので、私たちには非常に明確なプライスシグナルが必要です。しかし、少なくとも 2 つの分野

ではプライスシグナルもきちんと作用しないということを知っています。それはプライスシグナルが牽制さ

れる、エネルギー効率などの分野です。ここでは多くの分野があります。しかし、急進的なイノベーション

が通常のプライシングの手段では達成できないことも知っています。といいますか、ハンブレヒトさんに莫

大なコストがかかることになります。 

 

 ですから、再生可能エネルギーのインフラ分野にはイノベーションを志向した政策をするためのいい理由

があると思います。これは補助金です。これは経済秩序に関する法律でもいいでしょう。しかしこれはまた

……、これはしばしば無視されますが、新たな市場デザインでもありえます。今日ある、キロワット時を取

引する市場が、将来的にはどこでも投資を実現しないようになるというのは至極当然です。 

 

 私たちはこの新たな市場デザインを発展させる必要があります。これは脱原発のチャンスであり、「この

要素のいくつかを、業界用語ではこれはキャパシティ市場などと言うのですが、脱原発の際に 2020 年まで
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に必要となる幾つかのガス発電所を市場に送りこむためにも使ってみませんか」という質問となります。つ

まり、また何かをより早く実現するということです。先ほど申したように、原則としてこれはより複合的で

すが。 

 

 スター経済学者もしくはトップ経済学者というものの多くが、この立場であるということだけ申し上げて

おきます。「私たちは排出権取引を導入する」のだと。「これを世界中至る所をカバーするように導入し、

これが全ての問題を解決するのだ」と。 

 

 ポリシーミックスについてのドグマ的でない議論が必要です。これが内部化と阻害要因の克服のための重

要な点だと思います。そして、これはインフラとイノベーションと別々に取り組むべきものです。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル 

 この委員会の一員としては、裏付け状況といいますか、それを論ずるというのは受け入れがたいことです。

私は証明できます、「輸入されていません。」そして他の人が言う、「輸入されています。」では、きちん

と透明性が得られなければいけませんが、これは結構難しいと思います。なぜなら、そうした脱原発をめぐ

る議論があると、原子力による電力を欧州の他の地域から輸入するか否かの問題が確かに生じます。これは

ただのコメントでした。 

 

 しかし、私が戸惑ったのは、ギスパートさん、あなたの仰った、一定の分野の労働者においては社会的水

準に差がある、というご指摘です。これをもう一度説明していただけますか？ 倫理委員会にとって重要な

確認でもあるので。 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 ご質問ありがとうございます。私はエネルギー産業の仲間を代弁しています。基本的に統一サービス産業

労働組合（ver.di）に入るか、もしくは鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG BCE）に入るかしています。

代表はこの場におられます。彼らには労働協約があり、それに従って支払われます。これは自然の流れの結

果ではなく、何年もの月日を経てもぎ取られたもので、労働者はそのために猛烈にとも言えるほど闘ってき

ました。 近起きていることは全て、原則的に労働協約を通じた規定以外の場で起きています。これはつま

り、私たちが直面している市場の拡大は、本来市場が自由に振る舞えるところで成り立っています。そうな

ると問題は、そこで何が起きているのか？ということです。労働協約を結んでいて、エネルギー産業で支払

われる賃金レベルに届くような金額を支払うような新しい企業というのは聞いたことがありません。それは

高い金額でもありません。 

 

 こちらの委員会には BASF のハンブレヒトさんがおられます。私はラインヘッセン地方出身ですが、そう

遠くはありませんね。料金を比べますと、私たちの建物・水・インフラ電気工へ支払われる賃金と、鉱山・

化学・エネルギ−産業労働組合（IG BCE）で交渉された賃金を比べますと、これは同じ程度です。つまり、

目玉の飛び出るような報酬が支払われるのではなく、他の分野においてもそうであるように、妥当なもので

す。 

 

 しかし、今新たに育っているものというのは、ある程度の基準があってこれまで私たちに倫理や社会の平

穏をももたらしたものの外で育っています。しかし現在は全体がますます基盤を失いつつあります。それは

結局のところ、私たちがますます高いコスト圧力に入り込んでいるということとも関係あります。そうすれ

ば、企業内でも検討し始めるでしょう。何が核となる事業で、何を、――新しいドイツ語ですが――、アウ

トソーシングし、外注するのか、と。私が何かを外注するとして、より条件が上がるとは思わないでくださ

い。むしろ下がります。これを外にまわせば、ある企業がこの任務を請け負うということです。つまり、企
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業はお金を稼ぎたい、そして労働者の手に渡るものは疑いの余地なく減るに違いない、ということです。こ

の状況に私たちはいます。これはつまり、他の分野ではそうではないという…… 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス 

 これはちょっと聞き捨てならないと思います。 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 いえ、これは…… 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ヒンドリヒスさん、私は…… 

 

 

ディルク・U・ヒンドリヒス 

 （混乱） ヒュットルさん。私たちの従業員も労働協約を結んでいますし、経営協議会もあることを信じ

てください。 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 私が言ったのはそうでなく…… 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 どうやらちょっと行過ぎた議論に入りこんでしまったようです。 

 

 

ラインハルト・マルクス 

 ええ、少なくとも知るべきでしょうね。そして、知りたいものです。これはヒューターさんかミュラーさ

んか、一体企業が、新しい企業が企業連盟に入っていないのかどうか、ということを。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 たぶんヴァシリアーディスさんが非常に端的に、それに対する態度を示してくださると思います。その後

シュラーズさんに移ります。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス 

 100 パーセント言うことはもちろんできません。黒か白か、1 か 0 か、と。しかし傾向としては、ギスパ

ートさんが仰ったことはもちろん正しいわけです。 

 

 再生可能エネルギー分野では、非常に多くの企業において、新しい従業員の数が増えています。これは、

今朝も聞きました。30 万人以上というこの数は、しかし、基準の面では、産業界で育ってきた雇用関係と当

然比較できるものではありません。これはある程度は普通のプロセスです。なぜならまだ伸びているところ

なのですから。でも構造上の問題もあります。私たちが産業界で知っているものとは別の雇用の質について
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話しているようなものなのです。もう一度言いますが、これはある程度スタートアップ段階ですが、これは

ドイツが面倒を見る必要のある問題です。 

 

 

（マイクなしの口出し。ディルク・U・ヒンドリヒス） 

 これは産業界とは比べることができません。なぜならもう一度断言しますが、これら企業はドイツの規定

や法律に則って仕事をしているのであり、それは規定されているのです。私たちの従業員も同じように労働

協約を結んでおり、労働協約があり、他の組合にもある程度また加入しています、恐らく産業界と同じとこ

ろではないとしても。しかし、再生可能エネルギーが労働法上正当でないかのように、ひとくくりに言うこ

となんてできません。（混乱） 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 その発言についてはそのままにましょう。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス 

 いや、そうじゃありません。私はそうは言いませんでした。まず、私が言ってるのは…… 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 （混乱） すみません。再生可能エネルギー分野の給料が一般的に少ない、いわゆる安い業界が発展して

いるわけではないという発言は、これがあなたが 後に仰ったことだったと思いますが、それには私の視点

からもまた証拠はなく、あなたもそうとは仰いませんでした。 終的にこの発言について合意できましたら、

次に、シュラーズさんに移りましょう。 

 

 

ミランダ・シュラーズ 

 この問題全体がエネルギーシフトの問題へとつながっていると思います。これは決して新しい問題ではな

く、ドイツでエネルギーシフトを起こすべきだというのは、本来もう随分前にここで決定していました。問

題はそもそも、それをどれくらいのスピードで実行に移すのか、そして、ドイツ社会および経済にどんな影

響があるのか、ということです。私の質問は、このテーマについては様々な意見があろうと思いますが、 

 

 このエネルギーシフトが起こるのを待つ期間が延びれば、長期的にはこれは社会にはもっと高くつくので

はありませんか？ 問題は次の世代を考えた場合のことです。本来ならば迅速に取りかかって社会のチャン

スのために先駆者になることに意義があるのではないでしょうか？ ドイツが再生可能エネルギーやエネル

ギー効率分野で世界的に有名な先駆者であるということを、これまで見てきたはずです。ドイツが世界で

もエネルギー効率のよい国のひとつである、という数字を見ました。このシフトにいち早く取りかかる意義

はありませんか？それにかかるコストがないというのではなく。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 シュラーズさん。あとは、ポジティブな答えが欲しいのか、ネガティブな答えが欲しいのか、どなたかを

探していただかなくては（笑）。それについて短く発言されたい方は？ 

 

 

ミランダ・シュラーズ 
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 決めないままにします。誰が飛び込んできますか？ 

 

 

ラインホルト・ギスパート 

 こうまとめてはどうかと思います。バランスの取れたエネルギーミックスがあったということで、ドイツ

は過去に秀でていました。このエネルギーミックスは、ドイツに必要なものを全て考慮していました。つま

り、一方では社会が望むこと。再生可能エネルギーをもっと増やすということ。これは実際に増え続けてい

ます。他方ではこれらの手段、つまり原子力と、これは確かに歓迎されてはいないもの実際にそこに含まれ

る褐炭火力発電所。リソースや価値創造の 100 パーセントがドイツにあります。石炭はまだありますが、こ

れは輸入しています。そしてガスも同様です。 

 

 問題は、「何かをより早くしようとする際に、どこへ向かうのか知っているのか」ということです。この

問題は私にとってもそうですが、この委員会でもまた答えが出せず、多くのビジョンがあるだけです。です

から、今すぐ始めるのが正しいのかどうかわかりません。そうではなく、私の質問は、まず橋を取り除くこ

とを決めることができるということは、今朝のイメージを取り入れれば、自分がもう対岸にたどり着いたの

が分かって初めてのことです。 

 

 今日の午前中の様子を意識する限り、テレビでこの議論を見ていた限りでは、こう確信しています。私た

ちはどこへ行こうとしているのかは分かっていますが、その途中でいまだに比較的ひどく揉み合っている状

況です。つまり、この道を実際にどう進もうというのかが全くわからないということです。そして、一旦私

たちがいる場所が分かったら、こうしたらいいと思います。「前に進みながら、後ろから橋を取り除きまし

ょう、過去にもそうしたように。つまり、橋がまだ完成せずに、対岸がどこかもわからないうちに渡り始め

るのはやめましょう」と。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ギスパートさん、正直に言うと、倫理委員会は答えを生み出しこれを共有するために今日ここに集まって

いるわけではなく、対話を導き、何よりもインパルスや立場を受け入れるために集まっています。これは公

正に言わねばなりません。あとはミュラーさんで、その後は締めくくらねばならないと思います。その後、

共同委員長のほうから二言三言お話させていただき、この回を終えます。 

 

 

ヒルデガルト・ミュラー 

 私たちが世界の工業国の中で も野心的なエネルギーコンセプトを有していることにもう一度目を向ける

必要があると思います。これが 1 点目です。 

 

 2 点目は、私たちはこのエネルギーシフトをサポートするということです。これは私の会社を代弁して言

うことができます。私たちは、2050 年にカーボンニュートラル19な電力を作る必要があるなどということを、

既に 2009 年時点で決定していました。 

 

 しかし、これを達成するためには、政策的な面でも多くの前提条件がまだ不足しているということを申し

上げます。分散型と集中型、連邦と各州、政府と野党が、今やそれぞれの点で協働し、連邦専門計画を立て、

その他の非常に多くのことをする必要があります。さもなければ、私たちが早くしたいと願っていることを

                                                                 

19炭素（あるいは CO2）の排出量と吸収量がバランスしている状態。化石燃料と同じように、植物などのバイオマス資

源を燃焼しエネルギーとして利用する際には CO2 が発生する。ただし、バイオマス資源として燃やしている炭素は空気

中に存在していた CO2 が起源であるため、理論的には排出量と吸収量を均衡させることが可能である。 
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貫いて実行することができません。ですから、これがここで発言する皆さんの請願であると思います。「次

の数年間のための一定の戦略の歩みについての計画の安全性が必要です。なぜならさもなければ、いずれの

分野にせよこのエネルギーシフトのための資金をやりくりするために、私たちが今すぐ必要な投資力もまた

発揮されないからです」ということが。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ミュラーさん、ありがとうございました。クラウス・テプファーさん。 

 

 

クラウス・テプファー 

 ええ、私たちの問題はまさに、この計画の安全性が必要だということを明確にすることでした。まだあま

り進捗が見られないという事実は、これは今朝にも指摘がありましたが、これまで私たちが計画の安全性と

いうものを持っていなかったということに起因しているようです。ですからもう一度それを指摘しました。

もうひとつの中心的な点が必要となると思いますが、それは私たちがここで決めることに対する国民の信頼

を再び取り戻すことです。そして私たちが決めるのでなく、皆が決めることです。なぜなら、何かが決まっ

たが国民の信頼を得られなかった、という苦渋をこれまで何度も舐めてきたからです。そして、頑張ったと

ころでなんの作用も期待できないということを、にわかに思い知るのです。 

 

 そのため、このような委員会は非常に重要です。政治に対して僭越であるわけでなく、政治によって求め

られるものとして。シュナイデヴィントさんもご指摘なさったように。ですから、「私たちがなにか取り組

んだところは、市民から始まったものだ」というのが結論であると思います。私たちが取り組んだところは、

投資への明確な基盤へとしっかりと固まってきました。すると、企業のイニシアティブを誘発し、突然世界

中で重要な意味を持つようになりました。これは全くの理性的な流れで、良いと思います。 

 

 私はいつも自分にこう言い聞かせています。「ある程度時間のプレッシャーがあって初めてやってのける

だろう」と。チェーホフがかつて言った素敵な言葉があります。「欠乏とは才能の妹である。」欠乏をもた

らさない瞬間には、技術をも生み出しはしないだろう――技術とはここでは広義での意味で、社会技術にお

いても。ですから私はいつも言うんです。「厳しい時間のプレッシャーの下にいるものは失敗のリスクを有

しているが、本当に新しいことをする必要性をもまた有しているのである」と。これをもう一度まとめるべ

きだと思います。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 その隣にもうひとつ別のイメージを並べてもよろしいですか？ 

 

 

クラウス・テプファー 

 あなたはいつもそうだ。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ギスパートさんがきっとこのイメージを共有してくださるといいのですが。「蒸気だけが圧力を生み、圧

力だけが動きを生む。」これはいにしえのエンジニアの叡智で、遅くともジェームス・ワットが生み出した

ものです。 

 

 ミュラーさん、紳士諸君、この対話、この議論に参加いただきありがとうございました。午前中とお昼の
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A ブロック、B ブロックとの競争にうまく取り組めたと思います。 

 

 ギスパートさん、倫理委員会の助けが必要なときにはいつでも、どうか私たちに声をかけてください。あ

なたの同業者やその家族に対するこの敵愾心に対して少し後ろ盾となれるよう。私たち全員がそう思ってい

ると思います。 

 

 委員会の皆様、ありがとうございます。では、ごくごく短い休憩、15 分休憩を取ります。その後、遅くと

も 18 時の 20 分前にはここでお会いしましょう。ありがとうございました。



1 

第4章 NGO と市民社会の視点 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 非政府組織、固い表現をすればそう呼ばれる彼らこそが、この問題での社会の意識に、そもそも非常に強

く影響を与えた人々です。ですから、NGO を他の回に混ぜるのではなく、皆さんがこれまでの活動から何

を学んだのか、そしてそれを幅広く社会へと筋道立てて伝えるためのヒントとして私たちに何を与えてくれ

るのか、きちんと意識してもう一度皆さんとお話しする時間をとろうというのは、私たち倫理委員会にとっ

ては当然のことでした。それが大切だと私は思います。 

 

 国民の間でできるだけ幅広く合意を得て、そうした議論に耳を傾けることでまた、良い解決策へと後押し

されるのだということがよく言われています。これが私たちの抱える山積みの課題のひとつのように思うの

ではなく、これは私たちが皆さんともっとお話できる非常に重要な機会なのです。 

 

 マティアス、私たちは遅くとも 8 時に終えるようにしなければなりません。本当はその後にもう一度、一

席設けたかったのですが、委員会の皆さんもその後すぐに行かなければならないと知っていますので、どう

か気を悪くなさらずに、8 時ちょうどに、できることなら 8 時 5 分前には終えましょう。その後に、時間が

ある方々のために少なくとも打ち上げか何かがあるのかどうか、私は聞いていませんけれども。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 あります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 あります。このように座長の私たちも協業しています。1 人が問えば、もう 1 人が答える。終了後にもう

少しお時間のある方は、こちらに残ってください。皆さんともっと議論できるのを楽しみにしています。形

式や進行についてもまた、今回から学ぶべきことや、次はもっと改善したほうがいい点についても。4 回目、

後の回の説明としてはとりあえずこれ位にして。 

 

 ここで 7 分間お話する順番については皆さんにお任せしました。それによると、WWF のギュンターさん

からと皆さん決定されました。その後、こちらのご着席の順に 7 人×7 分で行きます。ギュンターさん。 

 

 

レギーネ・ギュンター、WWF ドイツ 

 委員長、そして委員会の皆様、このエネルギー政策における我が国の未来のための政治的にとても重要な

段階といいましょうか、ここで私たちのポジションについてお話しする機会を与えていただき心から感謝い

たします。次の 7 分間にお話しするポイントを 4 つ挙げたいと思います。まず、私たちの現状を振り返りた

いと思います。それから私たち市民社会がどこへ向かいたいのかを振り返りたいと思います。障壁はあるの

か？ あるとすれば、それは信憑性ある障壁なのか、それとも私たちに語られる神話なのか？ それから、今

日何度も言及された、国際的な、そして欧州レベルでの整合性について幾つかお話したいと思います。 

 

 日本の東北で起きた甚大な被害は、3 つの災害の結果です。そのうちの 2 つは自然災害で、逃れられるも

のではありませんでした。しかし、3 つ目の核の事故は人が起こしたものです。この人が引き起こした災害

は、残存リスクという言葉が現実の政治において省みられることがなく、それを考慮しようとしなかった結
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果です。この過ち、この暴威を振るう過ち、と呼ばせて頂きますが、それがドイツにおいてできるだけ早く

修正されることを、市民社会は望んでいます。これがひとつ目です。これは何を意味するか？ リスクの

小化を私たちは望んでいます。今日手にできる解決策を求めています。しかし将来に、つまり将来世代にコ

ストを負わせることなく。 

 

 そうした規模の地理的にも時間的にも限定されていない災害というのは、エネルギー分野では現在 2 つの

舞台に登場しています。ひとつはもちろん気候変動で、もうひとつは今現在私たちが目にしている原子力発

電所の稼動です。私たちが解決策について議論をするのなら、そして、これは中心となる課題のひとつです

が、温暖化防止と脱原発をぶつけ合うようなことは決してあってはなりません。私たちには双方を考慮した

一貫性あるコンセプトが必要です。市民社会はこの要請によって新しいエネルギー政策を評価するでしょう。

そして私たちは、電力ばかりが問題になっているのではなく、総合的なコンセプトが肝要であると考えます。

なぜなら電力はもはや孤島としてみなすことができるものではなく、たとえばエレクトロ・モビリティのこ

とを考えてみても、多くのものが組み合わさっているからです。 

 

 どんな変化を優先すべきか？ 実質的には今日 3 つのことが既に挙げられました。私たちは代替へと、つ

まり再生可能エネルギー、エネルギー効率へと、大至急乗り出す必要があります。私たちはできるだけ早く

原子力から脱却する術を見つける必要があります。そして私たちはこれ以上未来を抵当にいれてはなりませ

ん。つまり、新たな石炭火力発電所の建設を認可してはいけません。これが私たちが行動を起こす枠組みで

す。 

 

 そうしたことが何故だめなのか、今日何度も耳にしました。これが何故神話であると私たちが思うのか、

4 つの点をお話したいと思います。そのことはマテスさんが仰いましたが、私たちも同じように見ています。

フランスやチェコからの原発による電力を輸入して、リスクを置き換えるようなことは起きていません。私

たちが見てきたすべてのデータは、それぞれ別の話をしています。 

 

 私たちにあるのは虚構の危険性で、そしてこれが先週メディアで大きく取り上げられたテーマだったので

すが、つまり大停電です。停止された原発のうちの何基かを今また再稼動しなければ、安定供給は脅かされ、

電力網の安定性が失われる。連邦ネットワーク規制庁のマティアス・クルト長官は、必要なことを全部言っ

たと私は思います。彼は端的に簡潔にこう言いました。「利害に導かれた行き過ぎた警告である」と。それ

には何も付け加えることはないと思います。 

 

 原子力か温暖化防止か、とは私たちは見ていません。もう一度はっきりと言っておきますが、私たちには

欧州での排出権取引があります。排出量にキャップがかけられているのです。これはつまり、ドイツが脱原

発することでより多く排出される分が、他の部分で取り戻されるということです。これはひとつの自動的な

仕掛けであり、これを忘れてはなりません。そして非常に重要なポイントがコストです。WWF ドイツは半

年前に、多方面を考慮した調査『ドイツモデル～2050 年までの温暖化防止、目標からの検討』を発表しまし

た。ここでは、私たちはプログノス社（Prognos AG）とエコ研究所に依頼し、2050 年までに排出量 95 パー

セント減の社会へ変革するのに幾らかかるかを計算してもらいました。プログノス社とエコ研究所の結論は、

GDP の 0.3 パーセントから 0.6 パーセントの規模でした。これは実に見通しのきく規模です。ドイツのよう

な社会にはこれは着手できる規模であり、着手するべきだと思います。 

 

 もうひとつ、度々挙げられる点を取り上げたいと思います。「もし私たちがそんなことをすれば、産業の

空洞化を招き、エネルギー集約型産業はこの国から締め出されてしまう。」私たちはそう思いません。排出

権取引が導入された際にも、私はこの議論に 10 年前から付き合っていますが、「産業が空洞化する」とい

うことがいつも言われました。とりわけ化学産業からそういった声がよく聞かれました。私たちは数字をも

う一度よく見直しました。もし個別の企業において本当に問題があるとすれば、そしてそれが証明できるも

のであれば、この企業に補償を与えればいいのです。ですが全体としてみれば、排出権取引の際もそうであ
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ったように、当時警告されたこととは正反対のことが大規模に起きたのです。例えばもう一度 BASF の話に

戻ってよろしければ、排出権取引の導入の際には、「大きな問題があるだろう」ということが常に言われま

した。蓋を開けてみれば、BASF は排出権取引によって 1 億ユーロの純益を懐に収めました。非常に正確に

データを精査する必要があるということです。 

 

 まとめに入りたいと思います。私たちはひとつの国際的なネットワークです。ドイツが孤立しているとは

思いません。私たちは世界中から、テプファーさん、アメリカにしろ韓国にしろ、あらゆる国でこの議論が

どのように始まっているのかについて、情報やメールをもらいます。イタリアのことも私たちは見ました。

スイスも見ました。決して私たちが孤立しているわけではないのです。後で詳しくお話できるかと思います

が、私たちはこの発展を広めるように試み、構造化して普及させるべきでしょう。ドイツはそこで中心的な

役割を果たすことができます。私たちは持続可能なエネルギー供給へと国民を道連れにしなければなりませ

ん。そして、その点で私たちに必要な 3 つの柱を挙げたいと思います。 

 

 私たちにはエネルギー政策の総合コンセプトが必要です。これは先ほど言いました。チャンスを明らかに

する必要があります。私たちはいつも危険性ばかり挙げています。これをチャンスの議論にする必要があり

ます。そして、必要な対策に対して人々の理解を求め、人々を早い段階で巻き込むような政策をめざす必要

があります。私たちは成功しました。嘲笑されましたが。私たち環境団体は、短期間で再生可能エネルギー

が 3 パーセントを越えるだろうと言った際にはまず嘲笑されました。これは成功の歴史です。それを世界が

見ています。ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございました。こうしたことは今日これまでありませんでしたが、ある数字を出して委員のひ

とりに直接名指しで話しかけられるとなると、ハンブレヒトさん、あなたからもそれに関して何か言及なさ

いますか？ でしたら直接どうぞ。そうすれば後で議論しなくてもいいですから。よろしいですか？ それに

ついて短くお答えいただき、掘り下げて議論せずにいただけたら助かります。2 つのお立場を伺いましょう。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 問題は、これが純利益を見たものではないということです。これは一方的な見方です。私たちは物を購入

もすれば利益も上げる。なぜなら、実際に製造過程で生み出される笑気ガス（亜酸化窒素：N2O）を取り除

くために、触媒を据えていますので。それはその通りです。しかし他方では私たちは排出権を買っているの

です。そして、ですから純利益の収支はプラスだとは言えません。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 この調査を後で皆さんに公開します。当事者からの反応も伺いたかっただけです。これでグリーンピース

のシュミタールさんに移らせていただきます。同僚の方がやむを得ないご事情でお越しになれなくなったあ

とに、急にいらして頂きありがとうございます。シュミタールさん、お願いします。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 ありがとうございます。皆様、この場でお話させていただけることを私も嬉しく思います。グリーンピー

スは倫理委員会が招集されたことを歓迎すると明言しています。しかし、皆さんの抱える責任のこと、リス

クの判断に対する責任、ドイツ全国民に対する責任のことも忘れてはなりません。日本で原発重大事故が起

きなかったとしたら、私たちは今日この場に集まっていません。そして、事故が未だに収束していないとい

うことも忘れてはなりません。4 つの原発プラントが未だに制御できておらず、この事故の今後の展開が今
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日なお、まったく予測できない状況です。問題はもちろん、私たちが、ドイツが、福島での事故から何を学

ぶか、ということです。 

 

 3 点お話したいと思います。ひとつ目は、なにはさておき、起こりようがないと思われていたことが起き

た、ということです。つまり、科学と産業界がしばしば言ってきた、100 万分の 1 という事故の起きる確率

を誤ったものと評価する必要があるわけです。つまり、経験的に見れば、アメリカのスリーマイル島、チェ

ルノブイリ、フクシマ、と 30 年の間に 3 度、深刻なメルトダウンが起きています。そうなると、十年に一

度、世界で重大な原発事故が起きることを想定しなければなりません。 

 

 私たちがフクシマから何を学べるか、そこに何が見て取れるかという 2 つ目の結論は、非常に高度な技術

を持つ先進国が結局いかに非力であるか、そしてそれは現在だけでなく今後もずっと続くのだということを、

私たちは目にしているということです。私は先日、ウクライナのチェルノブイリに行きました。そこでは世

界の原子力産業全体が結集した力が、数十年前から災難を収めようとしていると言えます。そしてその成功

は微々たるものです。莫大な資金を投じて新しい石棺が建てられており、それも次の 100 年のためという単

なる一時しのぎでしかないのです。 

 

 私たちが導き出すべき 3 つ目の教訓は、もっと被害規模を徹底的に考察すべきということです。これはこ

れまで常に避けられてきました。これは、災害の規模がずっと大きいだろうことを意味します。これは想像

できないほど大きいのです。ドイツでの被害は、チェルノブイリでのものと比べるとずっと大きくなるでし

ょう。それは主には、チェルノブイリでは放射性プルーム（放射性雲）が大きく広がったというところにあ

ります。もしこれが一点に集中していたとしたら、もっと深刻だったでしょう。そしてドイツには世界で

も安全とは言えないけれども も出力が高い原発があります。この高い出力のために私たちは高い対価を支

払っています。というのも、それ相応に、放出される恐れのある放射性物質は増えるからです。余熱ももっ

と多いということです。これこそが結局のところフクシマで大きな爆発を引き起こした問題です。 

 

 そうした被害がどれほどの規模なのかは、セシウム 137 の場合をとってみてもわかります。わずか数百グ

ラムでこのグラスぐらいでしょうか、均等に飛散したとして、ドイツの半分程度が汚染される規模です。原

子力工学では、 も少ない量で大惨事の規模になります。ドイツの原発は毎年約 400 トンの高レベル放射性

廃棄物を追加で出していますから、百万年間保管する必要があるということを言わねばなりません。これは

つまり、原発以外の方法で 1 年、1 分、1 キロワット時でも発電すれば、とにかくもっと安全が得られると

いうことです。 

 

 次の点は、 終処分です。本当に安全な 終処分の構想というのは世界中どこを見てもありません。なぜ

なら百万年という期間を本当には見通すことができないからです。そして、アッセやモアスレーベンでの

終処分が実際どのような顛末をたどったかを見れば、ドイツの 終処分の専門家たちの予見がやはり惨憺た

る失敗に終わったのがわかります。つまり、倫理的な考察では、このまったくもって未解決の 終処分とい

う問題も考慮する必要があるということです。私たちは原子力に乗り出すべきではなかった。しかし、だか

らといってこれからも続けていいわけではありません。 

 

 気候。現在この災害の映像を目の当たりにして、気候変動の影響が忍び寄っているということが忘れられ

ているかもしれません。パキスタンでは一年前に、100 万人が洪水災害に見舞われました。これはつまり、

原子力の悪魔を石炭火力の魔王によって退治するわけにはいかないということです。CO2 の貯留についても、

将来世代に押し付けてはなりません。貯留を考えている空洞も、もしかするともう一度、圧縮空気貯蔵用に

必要となるかもしれません。私たちは既成事実を作って将来世代をうんざりさせてはなりません。ですから、

こうした理由から、石炭火力は原子力よりも倫理的に問題が少ないわけではないのです。 

 

 ですが私たちにはチャンスもあります。この写真では、福島の原発がまだ無事であった頃の発電所前の抗
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議活動の様子がご覧になれます。まだ別の決断ができただろう頃の、まだ停止することができた頃の。つま

り、私たちにはまだチャンスがあります。そして、安定供給のためには原子力は必要ではありません。温暖

化防止目標のためには原子力は必要ではありません。WWF から既に先ほどひとつ紹介されましたけれども、

エネルギーシナリオが色々とあります。グリーンピースもひとつの計画を出しました。ここでは、私たちは

各発電所ごとに年ごとのデータを示しています。どの発電所が消え、どれが加わる、と。2015 年までに完全

な脱原発が可能です。2040 年までには石炭火力からも。そして、2050 年には 100 パーセント再生可能エネ

ルギーによるエネルギー供給が可能だというシナリオが描けます。 

 

 エネルギー革命はタダではないでしょう。しかし、これは多くの専門家が信じさせようとしているほど高

くはつかないでしょう。なぜならこれはある意味投資ですから。投資が必要ですが、燃料コストと CO2 コ

ストが減ります。私たちの試算によれば黒字になります。 

 

 倫理委員会の皆さんがリスクをどのように評価するのかによって委員会の成功が評価されるということも、

どうかお忘れなく。ですが、これは私たちからのお願いですが、チャンスにも目を向けていただきたいと思

います。より短期間で脱原発するこのシナリオをよく見れば、そこにはチャンスもあることに気づくでしょ

う。そして、私たちは国民の皆さんにも、あらゆる政策決定者の皆さんにも、そして 4 大電力企業体にも呼

びかけたいと思います。共にこのエネルギー革命を実施する勇気を持とうではないか、と。ありがとうござ

いました。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 どうもありがとうございました。ご意見の 1 つか 2 つについては、きっと後でまた触れることになるでし

ょうけれども。これは肝心なところです。 終処分の問題は、今日既にかなり私たちの議論が集まっていた

かと思います。もう一度言及いただいてよかったです。ツァーントさん。 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 皆様、私も今朝 9 時からここにいて、全部メモし、自分も問題を取り上げて議論に参加したいとずっとう

ずうずしていました。ですが、議論の時間はまた後であるということですので、まずは私の担当箇所につい

て。レギーネ・ギュンターが概要を示し、グリーンピースのシュミタールさんがもう一度原発のリスクを取

り上げた後、次はこの質問になります。私たちはどのように新しいエネルギーの未来へと乗り入れることが

できるのか？ 

 

 ドイツの も古く も危険な原発を停めるだけで済むというのは、フクシマに対する誤った答えです。な

ぜなら安全な原発はないからです。原子力のリスクは甚大であり、根本的に制御できないものです。このこ

とはチェルノブイリが示し、フクシマが示しています。これはつまり、私たちはもういい加減に原子力から

降りなくてはならないということです。そして、先ほど議論で耳にした、「もしかしたら原発をスタンバイ

モードで維持できるかもしれない」というのは、正しくありません。 

 

 迅速な脱原発は現実的であり、実行可能です。これは温暖化防止へ負担をかけることなく実行可能です。

むしろ、エネルギー分野での実際の改革は、原発なしでのみ達成可能なのです。再生可能エネルギーを断固

として拡充することによって。今日よりもエネルギー効率を遥かに向上させ、電力消費を抜本的に下げるこ

とによって。気候に負荷を与える石炭火力発電所の新設は必要ありません。私たちが再生可能で効率的なエ

ネルギーの未来へとようやく明確に方向性を決めれば、既に現在の政府の任期期間中に原子力を辞めること

ができます。私たちドイツ環境自然保護連盟（BUND：FoE ドイツ）にも脱原発計画があります。 
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クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 連邦議会のこの任期中に？ 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 ええ。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 私はただ…… 任期はすぐに移るので。 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 私たちもひとつの脱原発計画を発表しました。そこにはある程度の違いはあります。ですが、概ねはとて

も似ています。この計画の主要な点をふたつ取り上げたいと思います。電力消費の迅速な減少と、建物改修

です。なぜなら、電力消費を抑えることで、 も簡単に原発を補うことができるからです。 良の温暖化対

策も電力消費の抑制です。この消費の抑制というのは、これまで国民の間であまり注目されてこなかったも

のです。電力消費の抑制においては、エネルギー・資源効率の良い生産、製品そしてサービスが鍵となりま

す。ですが、消費者側のそれに応じた購買・利用行動もまたそうです。私たちは消費や生活様式を変えるこ

とになるでしょう。そして、私たちには新たな豊かさのモデルが必要です。このテーマも先ほど言及されま

したが、つまり、世界中で汎用性があり応用できるような豊かさのモデルを開発することは、持続可能性を

実行に移すための重要な一部でもあります。ですから、私たちは持続可能性を課題に掲げていますけれども、

これもそこに含まれるのです。 

 

 エネルギー消費を今すぐ下げるために、家庭や産業を対象とした具体的な省エネ計画を今年中に実施する

ための、よりよい電力効率のためのプログラムを至急導入することを要求します。例えば、低効率の家電を

対象とした買い替え奨励プログラムや、産業分野での電気モーターの交換プログラムなどが考えられます。

何年も前から要求している省エネ効率ファンドを速やかに設立し、10 億ユーロを配備することを求めます。

そしてこれはエネルギー効率のための独立機関が運営すべきです。これは細分化された任務であり、効率プ

ログラムの入札と資金繰り、促進、アドバイス、連帯保証、活動する人たちの情報交換。そうしたものが既

にあります。そうした省エネ効率ファンドがデンマークやイギリスでは非常にうまく機能しています。そし

て、ドイツでもそうした構想があります。 

 

 3 点目に、建物のエネルギー改修に関する規定を速やかに強化し、建物改修プログラムを年間 50 億ユーロ

へと増額する必要があります。 

 

 省エネの次に、再生可能エネルギーをより早く推進することを求めます。この点でははっきり言わせてい

ただきますが、風力をいよいよドイツ全土へと広げる必要があります。南ドイツの地域にもまた、この面で

はまだまだ大きなポテンシャルがあります。そのためには、すべての州で法的拘束力あるかたちで優先地域

を決めて、風力の活用のために土地を充当することが必要です。私たちのイメージは、そのことですべての

州が、州の面積の 2 パーセントを優先地域の候補として今後充当していくというものです。2011 年秋までに

は、風力発電設備への投資家が、自分の風車がどこに建てられるのか把握できるようにしなければなりませ

ん。 
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 この点では市民風車を優先すべきだと私たちはみなしています。シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州に非

常にうまくいっている事例があります。そのことで価値創造が地域に残り、住民の間での受容も高まり、地

域の会社や団体がこの発展を活性化してくれます。このエネルギーシフトにおける個々の取り組みによる活

気というのは、多くの市民出資の太陽光発電設備や、「100 パーセント再生可能」を目標に掲げた地方自治

体にも見られます。 

 

 締めくくりですが、フクシマの映像が血の気がひけるものであればあるほど、疑心暗鬼の声が聞こえると

いうことです。コスト上昇、雇用の場の喪失、輸出へのリスク、起こりうる停電などが理由に挙げられてい

ます。こうした異議を理性的に論じることが重要です。しかしまた、この異議の後ろに恐らく隠れているだ

ろう利害を精査することも重要です。それと同時に、災害の恐怖と災害に対する驚愕とを片隅へと押しやら

ないことも大切です。災害は、迅速な確定的な脱原発と終始一貫した温暖化防止のための、政治そして社会

の方向を決めるトリガーへと、原動力へとなりえます。この決定では他の政治分野で起こりうる影響に注意

する必要がありますが、この決定が制約条件に依存するようなことはあってはなりません。つまり、電気を

値上げしてはならない、経済的な悪影響があってはならない、といったことです。一番優先すべきは、安全

性に対する価値決定であるべきです。つまり、人々の生活や、生存基盤としての自然の保持です。 

 

 私自身、迅速な脱原発と温暖化防止への方向づけが、経済の面でのチャンスであると確信しています。し

かし、たとえ電力料金や雇用の問題が起こるとしても、この社会的な問題を解決するための政治的な対策が

あります。原発事故に対してはそうした対策はありません。また、この方向づけを共に担い、原子力の無い

未来を共に創るための大きな心構えが国民の間にあるということもまた確信しています。私たちは今、エネ

ルギー政策を変えるチャンスを握っています。人々を対極に分かつ争点から、人々のやる気を起こさせ動員

できるような共同体としての大きな任務へと変えるチャンスを。ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 どうもありがとうございました。どうやら非政府組織の代表者というのは、並々ならぬ議論経験をお持ち

のようです。例外なく持ち時間をオーバーしますから。ですが、これはあとで取り戻さなければ。というの

も、8 時が残念ながら時間ですから。後でまた電力網に対するご意見についても伺えたらと思います。これ

はきっと後で出てくるでしょう。ですから今はまずヴァッハホルツさんに移ります。 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 ありがとうございます。ドイツの望むらくは今度こそは確定的な脱原発という挑戦をどう片づけることが

できるのか、私たちのエネルギー供給とエネルギーシステムの変革を再生可能エネルギーをベースにどのよ

うに作り上げればいいのかについて、本日ここで見解を述べる機会を頂き、NABU もまた倫理委員会に感謝

いたします。 

 

 テプファーさんは、既に正しいキーワードを出されました。省エネ、エネルギー効率、再生可能エネルギ

ーの拡充と、主要な要素が既に言及された後で、私のほうからは、エネルギーシフトのためのインフラの問

題に集中してお話しようと思います。再生可能エネルギー拡大の 10 年の成功の歴史を経て、風景に単に設

備が建てばいいわけではないというのが常識になっていると思います。そうではなく、多種多様な発電設備

が互いにネットワーク化され、統制され、システムとして統合されることが大切です。再生可能エネルギー

の場合もそうですが、まだ残る化石燃料発電所についてもそうです。それにはコジェネレーション1も含ま

れますし、新たな貯蔵設備や、私が注力しようとしているテーマ、電力網の調整と拡大も含まれます。 

 

                                                                 

1第 1 章 8 ページ参照 
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 脱原発の加速化についての新たな議論が始まってというもの、エネルギーシフトの実行可能性が再び疑問

視されているのを現在よく耳にします。一部には莫大な規模での電力網の拡大というのが、ドイツのあちこ

ちで武器にされているように私たちの目には映ります。まるで、これはエネルギーシフトを達成するために

くぐり抜ける必要のある針の穴であると言わんばかりに。電力網が拡大されないうちは再生可能エネルギー

の拡大は進みようがない、と。さらには困ったことに、エネルギーシフトの擁護者である環境・自然保護団

体の私たちが、ここにきてエネルギーシフトを阻止する側へと押しやられてしまっています。しかもその一

方で、逆説的なことに、私たちは市民の間での受容をどうにかするよう促されています。 

 

 ですから、電力網というテーマで私たちが何の話をしているのか、もう一度より詳しく見ていきたいと思

います。なぜなら電力網の必要性は、やはり議論する余地があるためです。そもそも何のために電力網を強

化・拡大する必要があるのかという問題に対しては、実はひとつの明確な枠組みというのはないのです。こ

れまで、まず私たちには脱原発決議があって、これは 2021 年、2022 年頃までに 15 年かけてと、比較的計画

しやすいものでした。ただしそれと並行して化石燃料による発電所の新設が、政治的に大規模に推進されま

した。その後、まず原発の稼動期間を延長しました。今それをまた撤回します。現在オフショア風力の問題

が大きく取り上げられていますが、2020 年までになのか、2030 年までなのか、どの期間で大きな発展がみ

られるのかははっきりしていません。そして 2 年前を振り返ると、地域レベルで経験した太陽光発電の推進

力を、みんながみんな揃ってひどく過小評価していました。これは高圧線ではなく配電網に関するものです。 

 

 本日既にテーマにされたドイツエネルギー機構（dena）2の系統調査というものがありますが、これは「イ

ンフラを強化するまでひとまずストップせざるを得ないのだ」と主張する材料として、政治的に濫用されて

います。私たちの目には、この調査は大手エネルギー企業の要求にひどく沿うかたちであり、彼らの所有す

る既存の原子力・石炭火力発電所を、経済面で 適に、できる限り使い尽くせるようになっていて、そして

拡大需要を減らせるような可能性にはあまり向けられていないように映ります。このことは先ほど既にもう

言及されました。今ドイツの南西部や北部でも発電容量がなくなるとしたら、その地域にはもちろん、再生

可能エネルギーの拡大を進めるためのずっといい可能性が生まれます。フレキシブルな天然ガス発電所の導

入が大切です。既存の発電容量と送電線の増強が大切です。 

 

 近、dena の調査に対抗する初の調査が出ました。これはちなみに連邦経済省の委託によるものですが、

ここでは明確に「2020 年までに電力網と再生可能エネルギーの拡大を並行して進めることができ、進めるべ

きである」としています。まずこれかあれかという話ではなく、両者は並行して進めることができ、それも

再生可能エネルギーの割合を 40 パーセントにまで上げることができるのです。これは常に目標値であった

値で、原子力の割合を埋め合わせるのに必要な分以上のものです。 

 

 電力網の計画にまつわる挑戦としては、将来的には現状に合わせるのではなく、将来的な需要に合わせる

点にあります。その際に、信頼できる、覆されることのない脱原発というのが計画の大きな助けとなるでし

ょう。しかし、これについてはきっと議論でも取り上げられるでしょうが、計画は環境親和性へと新たに向

け直す必要があります。私たちに必要なのは電力網だけでなく、貯蔵の可能性のインテリジェントな拡大の

ためのマスタープランなのです。 

 

 ですから、NABU は連邦政府の連邦電力系統計画に協力しています。ただし、このキーワードの裏には、

一体どうやってこれを進めるべきなのか、まだ非常にばらばらなイメージがあります。私たちに受け入れが

たいのは、もし系統事業者の利害やデータに依存すれば、何を優先するのかをブラックボックスで決定する

ことになり、自然保護の専門的なそして戦略的環境アセスメント3を行なうことなく、表向きは「新たな電

                                                                 

2第 1 章 6 ページ参照 
3通常の環境アセスメント（事業アセスメント）よりも前の段階で、環境影響を考慮しながら事業計画そのものの見直し

や計画地の検討なども行う方法。 
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力網が必要」キャンペーンで、国中から受容を得ることになる、ということです。そうしたやり方というの

はうまくいくはずがないでしょう。 

 

 受容の問題で重要なのは透明性です。ですから、公の連邦電力系統計画についても、特に必要な負荷およ

び電力網の流れをできるだけ公開することが求められます。どこに、場所としても、一体どんな種類のもの

を拡充する必要があり、一体どんな技術でそれを実現したいのかを判断するために。しかしこの手続きでは、

私たちも環境団体としてはもちろん何らかのかたちで関わらせていただきたいと思っていますが、行政側も

それを望んでいることでしょう。既存のインフラをどこで増強することができるのか、既にある送電線を使

ってもっと多くの電力を輸送できるのはどこなのか、そして何のために送電線を追加する必要があるのかを

見るために。 

 

 それが実現すれば…… 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 詳しくはどこに関わらせてもらいたいのか具体的に仰っていただけますか？ 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 ええ。これまで州レベルで行なわれている国土計画手続きと計画確定手続き4を、一元化するという議論

があります。私たちが期待しているのは、私たちがもはや部分的にではなく全体的なプロジェクトを計画で

きるような連邦計画です。ですが、これまでそのための手続きがありません。つまり、環境アセスメントが、

オルタナティブな検査や市民参加が連邦レベルで導入されると知らされない限りは、既に確立されている別

の手続き段階を廃止できないわけです。これを連邦ネットワーク規制庁が行なうべきという議論があります

が、この機関のこれまでの任務はまったく別のものであり、空間計画の経験はないのです。つまり、ここで

は dena の数字を取って、一定のプロジェクトを決めて、ひとつのコンセプトを急いで開発すればもう議論

は終わり、というわけではないでしょう エネルギーシフトはもっと野心的な挑戦です。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 私はただ、これと先ほどツァーントさんが仰った 2013 年との関係を伺いたかっただけです。 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 ええ、でもそれについては既に少し触れました。私たちはむしろ、電力網の拡充と脱原発が並行して進め

られる 2020 年と言っているのです。 

 

 こうしてあなたは私から 1 分間ほど奪いましたね。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 もう言うことはありません。私がこう言ったとき、みんながこう嫌そうに私を睨んでましたから。じゃあ、

もう黙らないと。でもそう長くはありません。 

 

 

                                                                 

4さまざまな分野に及ぶプロジェクトについての許認可を、一元的に審査した上で可否を判断する許認可の仕組み。 
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カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 私はただ、配電網のことも議論で取り上げるべきだと示唆しようとしているだけです。連邦レベルではこ

の問題を賢明に解くことはできないでしょうから。つまり、論争のある電線を建てる代わりに、同程度のコ

ストで 110 キロボルトの地中ケーブルをほぼドイツ全土に敷き詰められるように、どうやって規制を簡略化

することができるのかを、ここでは見守るべきだということです。 

 

 自然保護団体として誤魔化すようなことはしません。電線の一本一本が、現地の人々にとっては侵害と邪

魔を意味するのです。つまり、現地で何かしらの補償をすればどうにかなる、と単純に前提することはでき

ないということです。そうではなく、技術的な理由にしろ財政的な理由にしろベストな解決策が実現できな

い場合、私は今、元ドイツ野鳥保護連盟として野鳥の問題についてお話しますが、衝突リスクや感電につい

て、電線の面でも試験済みで今日実用化されている保護対策がここにはあるのだということを、実際によく

考える必要があります。そうしたものが法的拘束力を持つようになるよう、話し合う必要があります。 

 

 参加権をカットするようでは、いずれにしても私たちは受容を得ることはできません。手続きを加速させ、

エネルギー網の拡充を押し通そうという、以前のアプローチの経験からすると、そもそも逆のことがわかり

ます。むしろこの手続きには確かに正当性があって、これまで特に系統事業者や当局が自分のミスで計画・

認可手続きを長引かせてきたのですから、私たちはどうすればこの手続きをうまく実行に移すための資源を

調達できるのかを検討するべきです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 えー、私の邪魔した 1 分間はもう回りました。 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 貯蔵の問題等についてはまた後でお話できるでしょう。ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 先のお話と結び付けていただき、ありがとうございました。私はどうやら具体的な話が好きなようです。

だいぶわかりました。これはまた後ほど追究しましょう。次に、クリスティアン・シュヴァルツァー氏にお

話いただきます。あなたにこの場にお越しいただけたことをとりわけ嬉しく思います。私たちの間には常に、

若い人々にもここに来ていただきたいという願いがずっと前から随分とありましたから。これがこの場でよ

くわかります。 

 

 

クリスティアン・シュヴァルツァー、未来のエネルギー青年連盟 

 この場で私たちの世代を代表してお話させていただく機会を頂戴し、誠にありがとうございます。皆さん

が倫理委員会のメンバーとして出される勧告の影響を、 も多く、そして も長い期間受けることになる世

代の代表として、私は今日皆さんにお話します。皆さんがここで出される決定が、現在の、そして次の世代

の生活に決定的に影響を与え、変化をもたらすことになります。非常にはっきりと言わせてください。皆さ

んがここで決定されることは、私たちの世代、その子供たち、そして孫たちの未来のチャンスや見通しに他

なりません。 

 

 2050 年へと思いを巡らせてみると、遅くともその年には 100 パーセント再生可能エネルギーによるエネル

ギー供給を達成しているべきです。この目標達成の対極にある障害が、原発の稼動期間延長と石炭火力発電

所の新設です。石炭と原子力は再生可能エネルギー時代への橋渡し技術としては不向きです。なぜなら風力
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やソーラーエネルギーの拡大の妨げとなるからです。かえって橋となるのは、省エネのポテンシャルをでき

るだけ活かすことや、効率向上対策、フレキシブルな天然ガス発電所の増設です。 

 

 次のことも強調させてください。原子力からの早急な撤退と野心的な温暖化防止は、対立させてはなりま

せん。ドイツの 40 パーセント目標にしても、EU の 30 パーセント目標にしても、原発なしで問題なく実現

できます。これは数多くの調査が証明しています。温暖化防止目標を取り下げることは許されざることであ

り、その必要もありません。 

 

 皆さんにとっては 2050 年というのは、もしかすると遠く離れた未来にある漠然とした日付のように思わ

れるかもしれませんが、私にとっては、そして皆さんのお子さんやお孫さんにとっては、人生の非常に具体

的な道標、自分で体験したい定点に他なりません。そのためには、今ここで正しい方向付けをしなければな

りません。皆さんはその鍵を手に握っておられます。勇気と覚悟を見せてください。そして今、あらゆる世

代のために、賢く行動してください。 

 

 原子力は 100 パーセント人間によってコントロールすることなどできない、命の危険性に関わるリスク技

術です。グリーンピースは、純粋に統計からすれば、各原発で 1 万年に一度、 大想定事故を上まわる過酷

事故が起きていることを、調査で証明しました。これを現在稼動しているすべての原発で計算してみると、

IAEA によると 434 基ですから、少なくとも、少なくともです！25 年に一度、このような過酷事故が起きる

計算になります。 

 

 ちょっと振り返ってみましょう。マヤーク（ウラル核惨事）が 1957 年、ハリスブルク（スリーマイル

島）が 1979 年、1986 年が忌々しいチェルノブイリ原子炉事故。そして 2011 年。チェルノブイリのちょうど

25 年後の今、フクシマの大惨事で、未だに制御できておらず、人々や自然への影響は未だに見極めがつかな

い状況です。しかも、毎年世界中の原発で起こる何千もの事故もそれに加わります。ドイツだけでも、ドイ

ツ連邦放射線防護庁（BfS）によると、100 から 200 に及びます。毎年です！ これらの報告義務のある事象

のうちの幾つかが、重大な事故を引き起こす可能性が毎年あるのです。これまでドイツで 大想定事故や過

酷事故が起きていないのは、偶然とラッキーが幾重にも重なったに過ぎません。 

 

 皆さんはこの不測のリスクを、本当に私たちの子供たちや孫に引き継ぎたいのですか？ 日本や世界の他

の多くの地域で起きた核の大惨事は、もはや取り返しがつかないのです。しかし、そうした大惨事をもう二

度と繰り返さずに済むよう、今日正しい決定をする鍵は私たちの手中にあります。 

 

 終処分の問題も、解決には程遠いものです。そしてそれがいつかしら解決されるかどうかは、甚だ疑問

です。 終処分の議論をお蔵入りにしてはならず、皆さん委員会から攻めの姿勢で踏み出していただく必要

があります。実際に、いわゆる中間貯蔵施設のいずれもが、アッセにしろ、コンラッド廃坑にしろ、まして

やゴアレーベンに至っては、ドイツで核廃棄物の貯蔵のために、継続的な貯蔵はおろか、およそ耐えうるも

のではありません。 

 

 自分たちの世代を代表して言わせてください。安全には交渉の余地はありません。私たちはできるだけ早

く脱原発しなければなりません。原発のコストやリスクだけを見るのではなく、再生可能エネルギー時代へ

乗り入れることで与えられるチャンスにも目を向けましょう。再生可能エネルギーの拡充は、今日既にドイ

ツ全体での雇用の原動力となっており、これをさらに強化するポテンシャルもあります。1998 年には再生可

能エネルギー分野での雇用は 6 万 7 千件ほどでした。2010 年にはこれが既に 36 万 7 千件になっています。

これは 5 倍です。2020 年までにはドイツで 50 万件以上の新たな雇用の場が生まれていることでしょう。な

かには 100 万件に達すると予測する人もいます。ドイツは風力発電設備の製造と設置の分野で、世界で首位

の座にあります。太陽光発電の分野でも、ドイツは世界のソーラーパネル新規設置容量のほぼ半数を受け持

っています。ドイツは世界市場で 大のシェアを持ち、再生可能エネルギー分野での輸出では世界チャンピ
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オンです。 

 

 脱原発と再生可能エネルギー時代への突入は、ドイツで継続的に将来性ある雇用の場を確保します。しか

し、私たちの世代にとっては、脱原発は経済的もしくは政治的に考量すべき問題ではなく、なによりも世代

間の公正さの問題、生と死をかけた問題なのです。皆さんがどんな遺産を、どんな世界を、私たちに、そし

て私たちの子供や孫たちに残すのかというのが問題です。フクシマの大惨事の後だけでも、100 万人ほどの

人々が街に出て、責任あるエネルギー政策を求めてデモに参加しました。そこには子供たちや若者だけでは

なく、リタイア後の世代の方たちや、あらゆる年齢・社会層の人々が含まれます。確定的な脱原発を求める

要請というのは、私たち世代からだけの要請ではなく、社会の真ん中からの一般的な要請なのです。 

 

 マーチン・ルーサー・キング・ジュニアは、「私には夢がある」で有名なスピーチで、平等で自由な、そ

して公正な世界を求めました。このビジョンからもまた、今日まだ程遠い状況です。彼がもし 2011 年の今

日スピーチするとしたら、それはどんなものになったでしょうか？ 私たちの世代の仲間たちにも夢があり

ます。私たちは原発の無い世界に、次の重大事故に怯えることなく暮らしたいのです。未来に怯えることな

く、安全で環境にやさしいエネルギー供給のある世界に暮らしたいのです。子供たちや孫たちにも、破壊さ

れておらずきちんと機能する自然の中で楽しめるようにしてやりたいのです。 

 

 人々の集合的記憶の中で、フクシマが数ある核惨事の中のひとつに留まることなく、ひとつの転換点にな

るかどうかは、皆さん次第です。再生可能エネルギー時代への転換点に。前へ進みましょう。みんな一緒に

100 パーセント再生可能エネルギーによるエネルギー供給へのカウントダウンを始めましょう。私たちもお

供します。 

 

 あなたにお持ちしたものがあります。このＴシャツは、皆さんの議論の中心に据えたい核となる問題を、

もう一度強調しています。ちょっとあちらに行って、これをお渡しします。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 やっぱり。本当にありがとうございます（笑）。（訳注：マティアス・クライナーに向けて）今このお言

葉には何も言うつもりはありません。少なくともこのシャツが私に合うと思った、あなたのその前向きさに

感謝します。これは本当です。ですがこれは正しいリアクションではないでしょうね。私たちがここであな

た方の世代を含めて幅広い議論をするというのは絶対に必要です。ご承知のように、幅広く、今後どうなる

のかについてイメージを持つ世代の。これは今日既に言われましたが、老いた世代もまた世代を超えて考慮

しているという前提でいてくださって大丈夫です。ですから、助かることに私たちはまた正しく理解し合え

ます。ありがとうございました。これについては議論できっとまた触れるでしょう。では、ドイツ青年リン

グのスヴェン・フライエさんにお願いできますか？ あなたが代表なさる人々の数は多く、このことがきっ

と重要な追加情報になるでしょう。フライエさん、どうぞ。 

 

 

スヴェン・フライエ、ドイツ青年リング 

 ありがとうございます。テプファーさん、クライナーさん、倫理委員会の皆さん、発表者の皆さん、今日

はこれまで非常にたくさんの専門的な知識が結集しました。ドイツ青年リングの代表として、600 万人以上

の青年が参加している 30 の青年団体、16 の州青年リングの共同体の代表としては、この場で皆さんの背中

を後押しすることが、私にとっては重要です。世代間の公正に配慮したエネルギー政策のための、行動提案

を考え出す後押しをすることが。 

 

 ドイツ青年リングは本当に社会の地震計である、と断言できると思います。なぜなら、私たちの会員組織

の幅広さは、信教の面でも、環境面でも、文化面でも、政治的、はたまた人道的な方向性においても、青少
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年の自治組織としては、この国の若者の生活状況をかなり幅広く反映しているからです。彼ら全員に共通し

ているのは、持続可能な、つまり、特に世代間に公正な、社会で犠牲を出さないようなエネルギー政策の問

題です。そしてこれは、昨日今日始まったものではなく、もうずっと前からある重要な関心事なのです。な

ぜなら、この国のみならず世界中で大きな問題となっている生存基盤としての自然が脅かされる危険がテー

マになっているからです。 

 

 ドイツの若者の多くが、気候変動のドイツへの社会・環境・経済的影響が、もはや抑えようのないもので

あると恐れています。連邦環境庁が 2009 年に行なったアンケートでは、若者の 80 パーセントをゆうに超え

る数が、気候変動の影響への対策や被害の処理のために、ドイツに高いコスト負担がかかるのではと心配し

ています。このコスト面からの非常に冷静な考察は、幅広い社会的合意をも少し反映しています。この国で

エネルギーシフトに乗り出すべきという社会的合意を。ドイツの現在のエネルギー政策の影響が、若い世代

の肩に押し付けられているのが問題です。若者の肩にのしかかっているこの責任の複雑さと専門的な側面は、

今日、専門家の知識によってきっと充分論じられたことでしょう。 

 

 エネルギー政策は、あらゆる世代とあらゆる層にとって問題です。すべての人が再生可能エネルギーの代

金を支払える必要があります。持続可能性は贅沢品であってはなりません。ドイツのエネルギー政策は他の

国々へも影響を与えています。私たちの経済および生活様式の底なしのエネルギー需要は、抜本的に減らす

必要があります。結局のところ、あらゆるものにとって生存基盤の保持が重要です。メキシコ湾でのオイル

流出事故や、チェルノブイリや現在のフクシマの原発事故は、生存基盤が長い年月をかけて破壊され、例え

ば汚染された食べ物を通じて世界中でその影響が感じ取れるまでになっているということを示しています。 

 

 世代間の公正さを保つエネルギー政策とは、まず第一に生存基盤の保持を目指すものです。そこで重要な

のが、化石燃料から代替エネルギー源への移行です。需要に合わせたエネルギー生産です。そしてエネルギ

ー効率の向上です。世代間に公正なエネルギー政策は、すべての消費者の肩にかかっています。ですが、そ

れに影響を与える余地というのは限られています。ですので、枠組み条件を変える必要があります。それを

作るのが政策決定です。世代間に公正なエネルギー政策には、多くの政策分野が含まれます。そしてこれを

ひとつの世界規模のプロジェクトにする必要があり、そのためにエネルギーシフトを探るパイオニアもしく

は先駆者が必要です。 

 

 若い人々の視点からすると、脱原発は加速させる必要があります。事故に対しての不安が具体的にありま

す。 終処分の問題は依然として解決していません。そして原子力の利用は、幅広いイノベーションや新た

な経済力へと導く可能性をも持つ代替エネルギー源の拡大を本質的に妨害します。 

 

 まとめると、私たちの視点からすると、足りないのは電気ではなく行動です。若い人々は、世代間に公正

な新たなエネルギー政策という挑戦を受けて立つ心構えができています。社会の動きを測る地震計としての

私たちの自己認識からすると、エネルギー政策面での転換の準備がかなり整っていることを確信します。こ

れは政策決定の準備やそれを後に実行する際の透明性を確保することによって、促進することができます。

若者は、今日既に、批判的な消費行動や市民活動への熱心な参加によって、積極的に活動しています。将来

への不安は甚大です。ですから脱原発を加速させる必要があります。なぜなら、若者は今日既に、大多数の

人が拒絶する、前の世代から押し付けられた技術の問題を抱えているからです。 

 

 倫理委員会の皆さん、私たちは皆さんの行動案を楽しみにしています。それが世代間に公正なエネルギー

政策を反映したものであることを願います。「これからも従来通り」というのではだめです。ですが提案は

また、エネルギーの側面だけでなく社会的な公正さの問題にも目を向けたものである必要があります。また、

欧州との関連に配慮するような、そしてここではまた先駆けることになりますが、国際的な関連で幅広い枠

組みをも考慮した提案である必要もあります。ご静聴ありがとうございました。 
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クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 どうもありがとうございました。皆さんはあれもこれもと色んなことを加えて、私たちの課題をさらに難

しくなさいます。しかし、それには興味深く重要なものもあります。ちょうど世界へと次元が移っていると

ころで、「世界にパンを」の代表、トーマス・ヒルシュの番です。あなたにお越しいただけてよかったです。

恐らく、大きな人道組織の視点からもう一度何か私たちに示してくださるでしょう。お願いします。 

 

 

トーマス・ヒルシュ、「世界にパンを」 

 皆様、まさにそれを、世界にパンを（Brot für die Welt）とドイツ人道支援（Diakonie Katastrophenhilfe）の

視点からさせていただきたいと思います。これらは災害防止と持続可能な発展を目的に世界規模で活動して

いる 2 つの組織です。ドイツのエネルギーシフトのチャンスとリスクとして、私たちが国際的な文脈で抱え

る 6 つの視点についてお話します。 

 

 1 点目は、エネルギーシフトに関するドイツでの議論は、まさしく国際的に極めて注目を浴びる議論であ

るということです。多くの観察者が緊迫してこう問うことでしょう。ドイツが模範となるのか、ドイツが独

自路線を進むのか、と。ドイツのエネルギーシフトが成功するかそれとも失敗するかが、世界的なレベルで

もエネルギー政策に大きな影響を与えるだろうという意見があるでしょう。世界で 4 番目に大きな先進国が

エネルギーシフトに成功すれば、先進国や新興国、そして途上国でも、非常に多くの追随者が現れることに

なるでしょう。このことで、再生可能エネルギーとエネルギー効率、そして枯渇資源を貴重に取り扱う時代

の幕開けとなる大きなチャンスができます。その反対にドイツのエネルギーシフトが失敗に終われば、大き

な危険が生まれることになる。つまり、脱原発がドイツの特殊例として国際的に悪評が立ち、世界中でさら

にもっと原発が建てられることになるかもしれません。 

 

 教会の支援事業としては、倫理委員会の皆さんを支援し、倫理的に将来のエネルギー政策の責任を負える

ような、人為的そしてもはや制御できないリスクをできるだけ排除できる概要を委員会が提示できるよう、

お手伝いします。フクシマは日本のように高度に産業化された国でさえいざとなったらこのリスクを制御で

きず、人的な災害を引き起こすのだということを私たちに示しました。フクシマは日本の今日まだ生まれて

いない世代に大きな苦難をもたらすという大きなリスクを浮き彫りにしていることを、付け加えさせていた

だきたいと思います。ですから、私たちは出来る限り早期での脱原発を支持します。この目標を追求して政

治的に進めることが模範であり、ドイツの世界での立場に相応しいものであるとみなします。連邦政府がそ

うした政策を決定し、実行するのであれば、私たちは協力します。 

 

 2 点目は、世界の青写真に見合った成功するエネルギーシフトは、ドイツの世界での評判を上げるもので

す。これはドイツの対外経済関係にも役立ち、雇用の場を生みます。環境技術や再生可能エネルギーの分野

こそ、産業界で現在 も多くの雇用の場を生んでいる分野であるということが、今日何度も話されました。

これはドイツが、ちなみにほぼ全ての他の OECD 諸国とは違って、現在、産業の空洞化ではなく再び産業化

を経験している、ということにつながります。エネルギーシフトの成功というのは、この傾向を強化できる

未来への投資です。なぜなら、この拡大しつつある将来性ある市場でのドイツとドイツ企業の先駆的役割を

固め、そのチャンスを高めるからです。そのことでしかも、信頼できるそして未来を指向しているエネルギ

ー政策によって、国際的なドイツの評判も高まります。 

 

 ただし、国際的な信用がどうしても要請するのは、そしてこれが 3 点目のポイントですが、ドイツのエネ

ルギーシフトへの投資コストが、人道支援や開発協力、気候変動対策資金拠出の分野での国際上のドイツの

公約の足を引っ張らないようにする、ということです。チェルノブイリやフクシマのような大災害は、国際

的な連帯の尊さを教えてくれます。というのは、そうした災害を単独で乗り越えられる状況にある国という

のは、恐らくほとんどないか全くないだろうからです。ですが、この地球上の貧しい国にとってはなおさら
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のことです。そして、これは特に、次の数十年間に渡ってこの地球上の何億人もの人々を脅かすことになる、

何百年に渡る気候変動に対する挑戦です。 

 

 ドイツにおける再生可能エネルギーの力強い拡大こそ、気候変動へという課題への納得できる答えです。

しかしこれは、途上国における気候変動への適応と温暖化防止面での相応の努力を支援することによって、

脇を固める必要があります。片方がもう片方に財政的負担をかけてはならないということは、皆さんの勧告

の中にどうしても含めるべきでしょう。そして、ドイツのエネルギーシフトの投資コストをどのように負担

すべきかが明らかにされないうちは、このドイツの気候変動対策資金拠出に関する国際的な公約が共倒れに

なるリスクは甚大であります。エネルギーシフトのための将来的な投資コストの少なくとも一部を、いわゆ

る温暖化防止の特別会計財源から負担するというのは、比較的手近であることからなおさらのことで、これ

には昨年秋のエネルギーパッケージ5で決議され、排出権取引の歳入から捻出して、温暖化防止に国際的に

も国内でも役立つようにする財源が含まれています。ただし、これらのいずれもの分野でどうやって配分す

るかについては、拘束力を持つかたちでは決められていません。 

 

 4 点目。ドイツが国内で原子力から離脱し、環境に悪影響を与える石炭火力発電からもできるだけ早く撤

退して、2050 年までにほぼ 100 パーセント再生可能エネルギーをめざす場合、信用を保つために、国際的な

財政上のそして技術的な協業の枠組みにおいても、この戦略が反映されているべきでしょう。つまり、皆さ

んに提案させていただきたいのですが、閣議決定されたエネルギーパッケージに、ドイツは将来的には核の

輸出や環境を脅かす石炭火力発電所の国外での建設支援のためにヘルメス輸出保証保険6や他の資金を投入

しないようにする、という文言を含めることです。それによって、核技術の拡散に対抗する重要な貢献にな

るでしょうし、世界のさらなる安全にも貢献することでしょう。そして、私たちが国境を越えた行動の際に、

信用と納得とを棚上げしないということを示すことができるでしょう。ご静聴ありがとうございました。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ヒルシュさん、アプローチを広げていただきありがとうございました。私もまた、成功か失敗かが世界的

にも非常に多くの影響をもたらすことと確信しています。この作用が非常に大きいものであることを、繰り

返し明確にしておくのは重要です。私たちはもう既に、ドイツがどうなるかが国際的に意識されていること

を知っています。これはまた、そうした大きな国民経済においては、違った風には考えようがありません。

あなたが仰った、共倒れへと向かわない切実な必要性、これはただ強調しておくべきです。 

 

 これはこれまでにない状況です。なぜならこれまでの 3 回とは違って、ここではそもそも皆の意見が一致

しているからです。これまでは様々な意見があり、また違った風にもう一度確認することもできました。こ

れはひとつのチャンスでもありますが、或る意味、限界でもあります。このチャンスを活用しようというが

前提になると思います。 初の質問が出ているようです。ヒルヒェさんが 初です。 

 

 

ヴァルター・ヒルヒェ、自由民主党（FDP）、ドイツユネスコ委員会会長 

 世界が注目しているということを、多くの方々が、先ほどにはヒルシュさんが仰いました。そしてツァー

ントさんも、世界規模での応用の可能性について触れられました。となると、そこにはもちろん、ドイツで

の現実的なスケジュールに関係する特別な問題があります。ツァーントさんがそれに触れられたので、あな

たに質問させて頂きますが、あなたは「料金が上がらないこと、雇用の場を確保すること、という制約条件

                                                                 

5EU 気候変動エネルギー政策パッケージ。国毎の再生可能エネルギー構成比率の目標値が規定されているほか、CO2 排

出量取引制度にかかる排出枠の総量や取引方法などについても定められている。 
6ドイツの公的輸出信用機関（ECA）であるユーラー・ヘルメス保険会社による輸出保証。 
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を受け入れてはならない」と仰いました。もしドイツがこのエネルギーシフトの過程で雇用の場を喪失しよ

うものなら、そして豊かさが失われることに目をつぶろうものなら、世界的な受容の問題になるとは思われ

ませんか？ そして、こうした背景からして、ヴァッハホルツさんが仰った 2020 年ではなく、あなたが仰っ

た 2013 年というのはどうなるのでしょうか？ 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 まず数字について。テプファーさんは、ここではあらかた一致していると仰いましたけれども、私たちが

それほどはっきりと一致していないのは、脱原発の具体的な日程の点でです。私たちは皆、できるだけ早く

と言っています。私たちの調査は様々です。それは、どれだけ省エネのポテンシャルを見込むか、それがど

れくらいの速さで実現できるのか、どれだけ速く拡充のポテンシャルが実現できるのか、それら次第です。

いずれも学術的な調査に基づくものですが、ここではあくまでも違った見解にも至りうることが、これまで

の回の議論でも見られました。ここで私たちが 2013 年か、2015 年か、それとも 2017 年かと議論するのは、

あまり実り多いものとは思いません。私たちにとっては、出来るだけ早い脱原発です。具体的なところはき

っともう一度見直す必要があると思いますが。 

 

 今、ヒルヒェさんが指摘されたのは世界への応用の可能性という点ですが、私が言ったのは、私たちがこ

こで発展させるべき消費・生産様式という意味です。エネルギーシフトに際しては、消費様式を変える必要

があります。エネルギー効率の良い製品を持つことが重要です。ただし、そうした製品を違った風に使うこ

ともまた重要です。レン氏は、いわゆるリバウンド効果7について指摘なさいました。私たちがこのエネル

ギー効率の良い製品を、ただじゃんじゃんと使うのであれば、結局のところ何にもなりません。 

 

 リオのサミット以来、先進国では、持続可能な発展のための生活様式、消費様式、生産様式が必要で、そ

れは世界中に応用できなければならないという課題が全体としてあります。今はそれに程遠い状況です。そ

して今エネルギーシフトに乗り出すことで、省資源で環境負荷の少ない生産・消費構造の発展へも乗り出す

ことができます。これが先ほどとの関連です。 

 

 他方では、特にヒルシュさんからですが、私たちがここでどうするかが、新興国や途上国など他の国でど

のようなエネルギー構造が作られるかにかなり影響を与えるということが、この場で何度も言われました。

ですから、これは世界的に非常に重要な要素なのです。そして、ですから私は、これはここで本当に先駆的

役割を握るチャンスであるということを申し上げたいと思います。たとえしばしの間、後に続くものが出て

こないとしても。しかし、再生可能エネルギー法の成功の歴史は、あくまでも方針とすることができ、勇気

を与えてくれるものです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。私は大失敗をしました。まずフォルカー・ハウフに議論の幕開けをお願いすると

ころだったのですが。フォルカー、すみません。お願いします。 

 

 

フォルカー・ハウフ、ドイツ社会民主党（SPD）、元連邦研究・技術相 

 ありがとうございます。まずはゲストの皆さんに感謝申し上げます。実は、クラウス・テプファーが言っ

たように、数字は別にしても比較的意見が一致しているというわけではなく、それについてまず一言申し上

げたいと思います。皆さんは、一部は個人的なものであるにせよ、この国のエネルギー政策議論がどう進む

                                                                 

7第 2 章 34 ページ参照。 
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かに大きな功績を残したことと思います。私の確信では、ドイツの NGO の尽力無くして、再生可能エネル

ギーに関する法というのは持てなかったことでしょう。これは大きな功績です。皆さんが要請したことの全

てが、漏れなく正しかったわけではありません。それもそうです。しかし、70 年代、80 年代、90 年代と、

この議論にずっと加わってきた者にとっては、これは実に興味深い議論でした。「これは全てただの夢物語

だ」と専門家がはっきりと言っていましたからね。 大でもエネルギー消費全体の 2 パーセントというのが、

ドイツの公的な見方でした。それが変わりました。そしてそれが変わったことと、私たちが現在の場所に立

ち今日もっと多くの選択肢を持っていることは、当時の議論と関係しています。 

 

 また私たちがお聞きしたことの多くも、比較的統一した意見というだけでなく、納得もできるものです。

つまり脱原発が気候政策の負担になってはならないということです。脱原発は可能であり、意義がある。し

かし、核廃棄物処分は無視できない問題であり、着手しなければなりません。そして、これら全てがタダで

はない、ということがかなり一貫して聞かれたのも喜ばしいことです。 

 

 しかし、一部では、今日他の人が言ったこととは正反対の立場であったり、それについてご自身の側から

は何も触れなかったりといった場面がたくさんあります。これが議論で大きなテーマとなるでしょう。あら

ゆる技術的な難しい問題が。クラウス・テプファーが先ほどもう言いましたが、電力網、その安定性、出

力・供給の確実性。CO2 の価格や料金全般についてはどうなるのか？ 貯蔵については何を望み、何を期待

しているのか？ これら全てをひとつのスケジュールに大まかに整理する。難しい賃貸借法の問題がある建

物改修はどうする？ そこでどう進むのか？ これら全ては、脱原発を成功に導くのに答えが必要な問題です。 

 

 まず試してみてうまくいかなければちょっと変えればいい、とは言えません。私個人的には、これが成功

することを望んでいます。そして、それは皆さんがお話された理由からです。世界には今、ドイツのエネル

ギー政策で何が起きるのかを見守っている人がかなりいます。そして、事を急ぎすぎて継続的には立ち行か

なくなるようなことをするのは避けたいと思います。 

 

 それで次の 1 時間半の間、議論がなされます。私の質問は、フライエさんとシュミタールさんにですが、

私が今指摘した問題を将来的にどのように解決して欲しいとお思いでしょうか？というのは、これらは決し

て完全には解決できませんから。皆さんは、この委員会に似たような枠組みで、透明性を確保しようと努め、

検討してみるプロセスに参加したいですか？ それとも、本当はそのことであまり負担をかけて欲しくない、

自分たちの意見にそれぞれ留まっていたほうがいい、というところでしょうか？ 次の数年間、エネルギー

政策をめぐる対話はどのようになっていて欲しいですか？フライエさんとシュミタールさん。 

 

 

スヴェン・フライエ、ドイツ青年リング 

 透明性ある対話である、というのがとても重要だと私たちは思います。私たちは持続可能な参加に賛成で

す。そして、これはつまり、一体何を委任されて参加しているのかを、あらかじめ意識することです。どれ

だけの決定の余地を自分たちが握っているのか。何について決めることができるのか。何が可能か。そして、

これは簡単にはいかないでしょう。今日フライブルクの市長が報告された、そこで証明責任が逆になったと

いうお話は、非常に印象的でした。そして、この渦中にある未来の問題について新しい公共の問題提起をす

ることは、この面でも委任統治権を作ることができるという問題提起だと思います。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 初のアンケート委員会が、1979 年の時点で既に、原子力を辞めるにはたくさんの道があること表明し、そ

してひとつの道を示しました。私は、民意に背いて原発の稼動延長を押し切った黒黄政権（訳注：キリスト

教民主同盟 CDU と自由民主党 FDP の連立政権）が躓くだろう、と確信しています。なぜならこれは、この

ような難しい問題、合意が必要な、幅広い社会的合意が必要な、長期的な視野の必要な問題だからです。そ



18 

れを得るためには……、基本的には初の正しい一歩というのは倫理委員会です。つまり、社会の幅広い視野

を受け入れること。そして、ここでは私たちの役割を確実に、そして相応に責任あるかたちで認識すること

になります。 

 

 私たちのシナリオは決して絵に描いた餅ではありません。グリーンピースは、エネルギーシナリオ計算の

経験がとても豊富です。例えば、ドイツ航空宇宙センター（DLR）は 2000 年頃に、2010 年の風力発電の設

置容量がどれだけになるかを試算しました。グリーンピースが DLR と共同で行なった試算が、ほぼ もう

まく的を得たものでした。国際エネルギー機関（IEA）は、風力発電の設置可能性を完全に過小評価してい

ました。これはつまり、どの道が可能かを示すのに、ここでは私たちはかなり堅実な作業をしているのです。

そして私たちは将来的にもそうすることでしょう。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 数字についてお話されているところで、エンジニア工学者から物理学者へもう一度、統計に関する共通の

理解を得る試みをしてよいでしょうか？ 10 年に一度、原発の 大想定事故が起きる、とあなたは先ほど仰

いました。たとえ確率がそうだとしても、それが自動的に 10 年に一度起きるとは限らないという点で、あ

なたに了解いただければと思っただけです。ただ、それで共通の基盤が見出せるように。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 共通の理解のためには、やはりこの確率学的な安全性分析が、決して事故の起こる確率を示しているわけ

ではないということが大事だと思います。なぜなら、そこでは決定的な事故の起爆剤を考慮することができ

ないからです。これはそれどころか連邦政府も認めています。これらの分析の絶対数は比較できないと言っ

ているのですから。個々の原子炉のランキングを作るのでは間違っています。原発事故がいかに滅多に起き

ないものであるかが、常にあくまでも言われてきました。そしてこれは間違いなくそうではないのです。も

ちろんこれはただの経験則による大まかな推測に過ぎません。10 年か 25 年に一度は、世界で実際に重大事

故を見込むべきだと言えます。保証はできませんが、これが大体の間隔です。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 私の申し立てはずっと単純で、いわゆる、単なる数学的・統計学的レベルのもので、リスクがあるとすれ

ば、それが自動的にその間隔で定期的に起こるということではない、ということです。私たちがただそれに

合意できるように。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 それはそうです。それは明日かもしれないし、ドイツでかもしれない。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 それとも 100 年後か、1000 年後か。そりゃそうです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 えー、これを明確にするためにでした。ベックさん。 
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ウルリヒ・ベック、元ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン社会学教授 

 この議論について一言。私たちにとっては、今のご説明の重要な点は、私たち全員がこの議論で使ってい

る言葉を用いれば、皆さんがしばしば「先駆者」であったという点にあります。これは既に言われたことで

す。そして、皆さんがアカデミックな学術的な議論に逆らったのも、多くの場合、もっともであったという

こと。そして、ここで大事になるのは、決定の際の不確かさに対処する私たちのやり方を見直す必要がある

ということを認めることです。確率に基づくようなリスク判断のイメージは、今後は引き継いではなりませ

ん。科学も挑戦に立たされています。 

 

 しかし私の質問はまた別で、私たちが聞いてきたことと、あなた方がたぶん私たちに提案しているだろう

こととの間の隔たりを強調したいと思います。主要な問題のひとつは、受容の問題、つまり幅広い合意形成

です。それについて私たちは幾らか伺い、考えました。しかし、もっと詳しくお聞きしたい重要な意見が皆

さんから出ました。一方では、実際に世代の問題というか世代の期待です。というのも、これはシュヴァル

ツァーさんに、もしかしたらフライエさんへの質問にもなるかもしれませんが、続く世代では、今日よりも

この受容の問題がよりずっと自明のものとして解決されるという前提でいるのですけれども。そして、他方

では、ツァーントさんが触れた問題と関係するのですが、あなたの視点からは、どうやってこの合意を形成

できるか、その際に、何に今とは違う風に注意すべきか、そしてどんな制度的な背景が決め手となるのか、

これらを学べるような段取りや事例などがありますか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 私の理解が正しければ、シュヴァルツァーさんとフライエさん、そして 2 つ目の質問はアンゲリカ・ツァ

ーントにです。 

 

 

クリスティアン・シュヴァルツァー、未来のエネルギー青年連盟 

 ありがとうございます。先ほど少し、リスク予測についてお話しました。これを統計で見れば、先ほど私

はこれを示しましたが。つまり、各原発で 1 万年に一度、過酷事故が起きる。純粋に統計で見れば。IAEA

のデータを見れば、世界中の 443 の原発の場合、平均 25 年になります。グリーンピースの仲間が言いまし

たが、過去を見れば 10 年、15 年ごとに起きています。これは私にとっては、自分の人生で恐らくあと 5、6、

7、8 回、過酷事故を経験するだろうということです。私は自分の子供や孫に、5 回も 6 回も、7 回も説明し

なければなりません。何が起きたのか。 

 

 私は 2008 年に G8 サミットのために日本に行き、その後、日本中を少し旅する機会を得て、福島にも数日

間滞在しました。私はこの県を旅して、この原発の近くにも行きました。とてつもなく親切で、とてつもな

く面倒見のよい人々にたくさん出会いました。道端から手を振ってくれた人々、挨拶してくれた人々、助け

てくれた人々。今考えてみると、この旅をもう一度したいとなれば、恐らく被爆して戻ることになります。

これはどうみてもリスクです。 

 

 再生可能エネルギーへの転換が可能なだけでなく、このことを裏付けている調査が数限りなくあることを

お見せしました。仲間がそれについて技術的なデータを示すことができるでしょう。グリーンピースには素

晴らしい調査結果がありますし、WWF も、私の親団体のドイツ自然保護連盟（NABU）もそうです。その

ことをはっきりと示す調査が充分にあります。経済界の側からもです。 

 

 そして特に、私たちにはそのことでメリットができます。私たちには雇用の場ができます。私は 1990 年

代、2000 年代に育ちました。高校を卒業する頃のことを思い出してみると、将来への不安というのが大きな

問題になっていました。自分たちが実際にドイツで経済的な運気が向いてくる時代にいるのだ、ということ

に驚きます。こんなことにはまったく不慣れです。素晴らしいことです。そしてこれが今後もそう続けばと、
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当然願っています。そして、脱原発することによって、新たな雇用が生まれます。 

 

 欧州委員会は、ヨーロッパでの効率が 20 パーセント上昇すればどうなるかについて調査を実施しました。

結果は、100 万の直間接的な雇用です。これはなんとも素晴らしいことです。そして疑問なのが、では原子

力は何をもたらしてくれるのだろう？ それと関連してどんなメリットがあるのだろう？ E.ON のタイゼン

氏は、今朝安定供給についてお話されました。エネルギー集約型産業の方は、ベースロードについて何度も

お話されました。産業界からも、私たち環境団体からも、両側から調査結果が出されていて、再生可能エネ

ルギーはベースロードを賄え、価格についても完全に競争力ある状況にあることを証明しています。しかし、

これはエネルギー産業の方が既に仰ったことです。 

 

 私にとって決定的な点は、単に、ドイツは現在先駆的役割を担っている、ということです。世界で 4 番目

に大きな先進国が、脱原発と国際的な温暖化防止目標義務とを達成してのけるということを、世界にやって

みせることができます。なぜならこれはうまくいくからです。そして、私たちが新たな豊かさのモデルを構

築してみせることができます。私はそれに取り組む世代の一員になりたいと思います。そしてもちろん、若

者が引き続き大々的にそれに参加すれば嬉しいです。なぜなら私たちにはまた他の側面が見えるからです。

私は皆さんとあくまでもやや違った視野を盛り込んでいると思います。それは単純に 2050 年は私にとって

非常に明確に地平線にあるからです。その年には私は 64 歳の誕生日を祝っていることでしょう。思うに、

あなたは 112 歳ですね。それをお祝いできればいいのですが。2050 年までに 100 パーセント再生可能エネル

ギーにするのに成功するとしたら、皆さん私の誕生日パーティーに招待されたつもりでいらして結構です。

盛大にお祝いしましょう。そうできたらいいですね。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 2050 年には私の孫が 44 歳になっています。私にとっても大きな年だと思っていただいて結構です。これ

も考慮すべきでしょう。フライエさん。 

 

 

スヴェン・フライエ、ドイツ青年リング 

 世代間に公正なエネルギー政策というのは、世代を対立させる政策ではありません。決してそうではあり

ません。そうではなく、それでもう一度強調されるのは、一定の不安を含む視野です。生存の基盤に関わる

不安。そして、そのため若い世代にとっては非常に重大な問題だと思います。そしてそのように対処するべ

きでもあります。そうした大きな一歩、そのようなパラダイム・シフトにおいては、市民社会の参加が非常

に、非常に不可欠であると思います。他の政策分野におけるパラダイム・シフトの視点も、既にたくさん挙

がりました。これにもまた社会的側面があります。そのための資金繰りが可能であり、誰もができることを

明らかにする必要があります。交通分野やその他多くの面への影響があります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 簡潔で端的なお答えありがとうございました。答えはいつも端的ではありますが、ほとんどの場合簡潔で

はありません。ツァーントさん。 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 まずは歴史的なことに少し触れたいと思います。ハウフさんは、環境運動の功績についてお話されました

が、これは 2 つの点であったと思います。ひとつにはコンセプトの開発においてです。エネルギーシフトの

コンセプトがベースでした。そして他方では、実際の実施においてです。つまり、機械いじりの好きなたく
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さんの人たちが風車を開発し、ソーラー発電機を作り、エコメッセを例えばフライブルクで開催して、人々

は実物を見ることができました。多くの人が根拠のない話だと思っていたことを。この両方です。理論と実

践、そしてそのために人々の参加を得ること。初めてのソーラー発電設備ではガイドツアーがあり、実際に

そうしたものがあるのを人々が見ました。つまり、様々なレベルで活動することです。 

 

 そしてあなたが質問された、どのようなポジティブなことがもっと進められるのかですが、私はこれが重

要だと思いますが、例えば環境団体が他の社会グループと一緒に…… 例えば、私たちは賃借人連盟と共に

この契約見本に取り組んで、改修費用を関係者の間で公平に負担するようにしました。手工業者組合と一緒

に、省エネのための円卓会議を作りました。ここで様々な社会グループで物事を実行するよう試みることは、

実践レベルのことです。 

 

 しかしコンセプトのレベルでもまた、私たちは引き続き参加する意向です。これはまたあなたのご質問で

ありましたが、電力網の拡充と計画についてです。私たちは、既成事実とされた電力網拡充計画を提出され

て、それに抵抗するようなことなど望んでいません。これは未来づくりに対する私たちのイメージではあり

ません。そうではなく、 初からデータが公開され、私たちの提案も盛り込むことができるように、参加さ

せてもらいたいのです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ツァーントさんはここに代表がおられる他のグループと共に、ドイツの将来性に

関する 2 冊の本を書かれた主要著者でおられるということにも言及しておくべきでしょう。これが彼女の取

り組みの継続性も示していると思います。グリュックさん。 

 

 

アロイス・グリュック、キリスト教社会同盟（CSU）、ドイツカトリック中央委員会（ZdK）代表 

 もう一度ヴァッハホルツさんに電力網との関連でお聞きしたいのですが。あなた方が電力網についてはこ

ういったスタンスだろうというイメージが、かなり広がっています。一方ではあなた方はシフトをうまく進

めています。しかし、電力網の分野で事を進めるとなると、あなた方はどちらかというとそれに反対する姿

勢です。ですが、ヴァッハホルツさんと、それからもう一度ツァーントさん。あなたたちは前向きに強調さ

れました。自分たちはそれに加わるつもりだが、透明性とそれ相応の参加が必要である、と。これはより具

体的にはどのようなことですか？ 

 

 ヴァッハホルツさん、あなたは発言のなかで手続きの段階について少し触れられました。けれど、結局不

明確なままです。私の経験では、ローカルなプロジェクトでは多くの賛意が得られます。これは人々の目に

見えやすいものです。しかし、これが地域を跨いだ電線となって、地域ではそこからそもそも何の利益も得

られず、計画に参加することもできないとなると、人々の合意を得るのは非常に難しくなります。しかし、

責任ある政治、連邦政治というのは、ローカルなコンセプトを拠りどころにすることはできません。お二人

にお聞きしたいのは、皆さんに「いいでしょう。これで透明性ができた。私たちも参加しましょう」と言っ

てもらうには、具体的にはどうする必要があるのでしょうか？「じゃあ、たとえコンフリクトが生じても姿

勢を貫くようにしましょう」と言ってもらうのには。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ツァーントさん？ それともお二人で決めますか。 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 
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 私から始めましょう。ツァーントさんから補足していただくとして。先ほどツァーントさんから、市民風

力発電所の例のお話がありましたが、そこでは人々が現地のプロジェクトに親近感を持つようになっていま

す。こうしたチャンスというのは、高圧線の場合にはありません。国中いたるところにできますから。そこ

では関係自治体等への補償の話についても現在話し合われていますが、結局のところ、補償は決定的な要素

とはならないでしょう。 

 

 これはつまり、この状況というのは、そもそもあらゆる大規模インフラプロジェクトの場合に意識してい

るものであり、この状況下では、一般的なエネルギー政策的な検討によって、またもしかすると戦略的環境

アセスメントの枠組みで納得できるよう比較考量した結果、私たちがこう言うこともありえます。「このプ

ロジェクト、この電線は、他のプロジェクトと比べて賛同し得るものである」と。それでも、地域レベルで

の参加を確保するやり方には、それなりの機能があります。それにはつまり、様々な保護財を、上から目線

で見るのではなく、その地域に存在する地域に関する知識や専門的な知識によって精査するという機能があ

ります。ですから、これら全てを捨てるような錯覚に溺れてはならないと思います。なぜなら、これらは健

康を脅かすものであり、ある種のものに具体的に害を及ぼすものであるからです。この手続きは決して影響

をゼロにするわけではなく、地域にある既存の大まかな計画をどうやって現実に合わせ、改善できるかをも

う一度検討することが重要であることを、明確にしなければなりません。 

 

 技術的な面については、適応のチャンスもあると思います。これまでは何かと地中ケーブルの問題ばかり

に注目が集まっています。ですが、そこでポイントとなるもっと別の問題もあると思います。そして、私た

ちがまだ議論していないのは、架線される地域にできるこの直線状の空き地が、もちろん様々に運営できる

ということです。RWE 社の管轄地域にですが、私たち自身、或る生物圏の手入れをするためのビオトープ8

の連なりを作るプロジェクトがうまく運営できることを示す好例を持っています。そこにはまだ余地があり

ます。しかし、なんのために電線が必要なのか？ どうやって需要を減らすのか？ 既存のインフラを使うこ

とで影響を 小限化できる分野はどこか？こうした段階が実際にわかりやすく打診されて初めて、それにつ

いて話す準備が整うというものです。そして、結果としてこのテクノロジーを活かして新たな電線を建てる

という結論に達するのであれば、その提案について話をしましょう。 

 

 ですが、比較的大きな産業地域やら鉄道駅など、人々が抵抗するような場面では常にこうです。つまり、

人々が 後になっても規模を決める大きな決定や一定の事前決定について全く情報を与えられておらずに、

「これはすべて私たちが精査した。これで大丈夫」と言われる。そうではなくて、レギーネ・ギュンターが

初に言ったように、透明性を持って、また説明して進めるべきだと思います。そして、この点では私たち

はまだ学習段階にあると思います。ただ、形式的な手続きだけをとってみても、今のところまだ機能してな

いということがわかります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ツァーントさん。お答えの中で、協同組合的な解決策の経験をどれくらいお持ち

なのか、協同組合的な解決策がここでどれくらい役立つのかについても一言お話いただけたらと思います。

これは地方自治体レベルにうまく合います。 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 協同組合的な解決策について少し。これは将来モデルだと思います。これは、19 世紀かいつかしらに始ま

ってまだライフアイゼン銀行に残っているような古臭い協同組合形態ではありません。そうではなく、これ

                                                                 

8本来は生物が生息する環境を意味しており、複数の生物群集が生息する空間を指す。 
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は将来に機能する、私たちの社会で機能する、そして途上国で将来有望になるだろうコンセプトだと思いま

す。これは、市民ソーラー発電のブームやその種の市民グループを見ればわかります。ここで熱心に取り組

み、財政的にもつぎ込んで、それぞれの地域でも大幅に受容を高めるような人々の大きな心構えがあるとい

うことが。 

 

 あなたのご質問にお答えして具体的な計画を挙げると、例えばバーデン＝ヴュルテンベルク州の南部にあ

るホッツェンヴァルトの揚水発電所については、受容が得られていません。そこでは、一部、そこでも計画

にまったく透明性がないことが原因となって、激しい対立が起きています。ここでは BUND バーデン＝ヴ

ュルテンベルク州支部がこのプロジェクトへの反対を決めています。現地の他の市民団体同様に。しかし、

この決議には、これをもう一度見直す可能性も含まれています。もしエネルギーコンセプトが新しいものに

なり、何のためにこの揚水発電所の容量が充てられるのかが公にされれば。 

 

 そして、どうやってそうしたコンフリクトに対処できるかという例は、州政府が交代した今、この揚水発

電所に関する円卓会議を設置し、もう一度皆で議論するという提案です。そこでは、この建造物のエネルギ

ー政策的な必要性はどうなのか？ 周辺環境にもっと溶け込むような別の選択肢はあるか？ これは、立ち往

生している議論をもう一度、透明性あるかたちで議題に上げ、あらゆる参加者に助けを請うような試みでし

ょう。全ての参加者が後に満足であれるかどうかはまた別の話です。上位の視点から見れば必要だとしても、

BUND（FoE ドイツ）の地域グループや市民団体の全てが納得するわけではない物事も、あくまでもあるで

しょう。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 発言希望者リストは長くなっています。マティアス・クライナーが先ほど既に言ったことを、今一度繰り

返さねばなりません。質問は 長 1 分、回答は 2 分以内でお願いします。そうすればもっと多くの意見を取

り入れるチャンスができます。そしてこれが肝心です。このお願いで、シュラーズさん。 

 

 

ミランダ・シュラーズ、米政治学者、ベルリン自由大学環境政策研究所所長 

 私の質問には既に答えが出たと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 それはよかった。 

 

 

ミランダ・シュラーズ、米政治学者、ベルリン自由大学環境政策研究所所長 

 ええ、とても。ここ数週間の間に風力に対する反対運動というのも目にしました。ツァーントさんがこの

運動にどう対処できるか、幾つかアイディアを提案されたと思います。ですが、自然保護と再生可能エネル

ギーの問題にはどう対処すればいいのか、という問題も重要です。これはまた心構えが必要な議論の一部か

もしれません。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 これは発言ですか？質問ですか？ これはただの発言としてみなしました。質問にも既に答えが出ていま

すし。アンゲリカ・ツァーント。 
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アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 それでもご質問について取り上げたいと思います。これは先ほども何度も挙げられましたから。再生可能

エネルギーの拡充と自然保護の利害の間に対立はないのか？ この対立というのも、私たちの団体内だけで

もまたあります。なぜなら、再生可能エネルギーにも自然保護にも、野鳥にも魚にも、そうしたものにも賛

成ですから。ここでは団体が大きな役割を持っていると思います。幅広い分野の視野を持つ団体で、団体内

部でこの議論とまず向き合って、ポジションを作り、「風力へは賛成だが、条件つきで」と言えるような。

この社会的な議論をもう少し進めて、より大きな社会的合意を達成することができるでしょう。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ギュンターさんがそれについて何か仰りたいとのことです。どうぞ。 

 

 

レギーネ・ギュンター、WWF ドイツ 

 本当は、当然私たちも団体内部で同じようにしているということをお話したかったのですが。例えば今の

オフショアをめぐる議論では、私たちが合意に至るまで 2 年、3 年がかかりました。しかし今は合意してい

ます。つまり、団体は社会を前段階で写し取っているのです。そして今になってはもはや、オフショアやオ

ンショアに関して言えば、コンフリクトはそれほど大きいわけでもないと思います。かなり多くが片付いた

と思います。この議論はもう過去のものです。電力網については、これは将来の議論だと思います。貯蔵は

さらに先の将来の議論です。なぜかと言うと、少なくとも私たちの計算では、貯蔵の拡充は少なくとも 2020

年、2025 年までは必要ないからです。それは問題になりませんが、電力網はそうです。議論で今何を優先す

るのかを、もう一度見直すべきだと思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ちょっと脚注ですが、リパワリング9について、そのー、既存の立地、既に使わ

れている場所のより良い活用について、今日一日中、そして晩の 後の回にもあまり聞かれなかったのに驚

きました。もしかすると後でまた誰かがこのアイディアに戻ってくるかもしれません。ハッカーさん。 

 

 

ヨルク・ハッカー、ドイツ国立レオポルディナ自然科学者アカデミー代表 

 ヒルシュさんにもう一度質問したいのですが、あなたは国際的な側面を強調され、国際的なネットワーク

とつながりをお持ちであることから、特にこれが身近な問題になっています。お伺いしたいのですが、先ほ

ど仰ったことは、ドイツが進む道にどちらかと言うと模範的キャラクターがあるという意味でしょうか？そ

う言ってよろしければ？ それとも、あなたの持つつながりを通して、教会的な場やそれ以外で、国際的に

この議論を導くこともお考えでしょうか？ 

 

 

トーマス・ヒルシュ、「世界にパンを」 

 私たちはこの議論が私たちのネットワーク内で起きるのを経験しています。そしてこれが起きているのは、

特にあらゆる途上国社会では、結局のところ、私たちのような社会が模範的役割を持つからです。私たちは

持続可能性についてよく話していますが、広く世論を手繰ってみれば、ヨーロッパの人々のように暮らすと

いう目標設定が普及しています。私たちはパートナーと共に、脱炭素化について議論をし、持続可能な生活

様式について話しています。 
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クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 脱炭素化とは何か簡単に説明してください。今日 2 度、3 度登場しました。 

 

 

トーマス・ヒルシュ、「世界にパンを」 

 脱炭素化とは、大まかに言うと、炭素循環10を諦める、化石燃料の使用を辞めることです。 

 

 現在私たちはベトナムのパートナーと一緒に脱炭素化の話をしています。そして実際にインドのような

国々では、将来性あるエネルギーシステムの問題が現在、3、4 年前よりもずっと重要性を帯びているのがわ

かります。私たちはこれを支援し、プロジェクト資金を確保しています。しかし、先進国社会が、多くの国

にとって目標でありビジョンである高度に発展した先進国社会が、やはりエネルギーシフトを完遂しようと

転換する状況に来ているのだということを、結局のところ示して初めて、そうした支援を信頼できるものと

することができます。 

 

 ですから、私の視点からは技術的な応用の問題はあまり理由になりませんけれども、私たちがこの道を進

み、それがうまくいくことを示すことが重要であるのです。そうすると、それぞれの国は違います。これに

よって私たちの解決策に、ベトナムやフィリピンでも応用できるようなモジュールや要素が生まれるでしょ

う。ですが、あちらにも数多くの独自のやり方ができるでしょう。ただ基本的な問題は、実際に原子力や化

石燃料を辞めてしまって、先進国社会を繫繁栄したままに維持するのは可能でしょうか？ そしてこの議論

が現在あるわけです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 どうもありがとうございます。ヒュットルさん。 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長およびドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 もう一度ちょっとこの問題に戻りますが、自然保護 v.s.地域に利益を授けず地域の参加もない技術の応用

です。「完全には停止させない」というコンセプトで、組み合わせるという考えがあります。再生可能エネ

ルギーを発展させながら解体する、これもあなたからの提案でしたが、そうすることで本当に相互作用が得

られるように。これはモニタリングシステムによって非常にうまく得ることができるでしょう。そうなれば

いいという原則ではなく、現実に実現する。このコンセプトなら受け入れてもらえるでしょうか？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ヴァッハホルツさん？ ギュンターさん？ 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 ちょっと試みてみます。ご質問を正しく理解したかは定かではありませんが。私たちが難しいと思うのは、

プロジェクトの様々な影響のカテゴリーです。石炭火力発電には風力とはまた別の環境影響があり、近隣住

民への影響や、空質汚染などによる生態系への影響があります。風力では基本的に、鳥類への衝突リスクや
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追放作用しかありません。ここでは同じ土俵で比較できないものを比較しかねません。 

 

 しかし、できることとしては、再生可能エネルギーのこの非常に平面的な展開を見守って、これを理性的

にモニタリングし、本当に生物多様性への影響を累積的に与えるような側面へと専念することだと思います。

私たちが何に抵抗しているのかというと、現在、温暖化防止と自然保護が、或る活動主体によってぶつけ合

わされているということです。これはあれよりも価値が高い、これは地域で導入できる、あれは国際的に統

一した義務があるけれど争点から外したほうがいい、技術的・科学的挑戦の一方でこれにも取り組むのはち

ょっと面倒だから、などと言って。 

 

 私たちがたどり着くべきところというのは、このとても扱いにくい問題の手続きで、ちょうど EU が義務

付けているように種の保全についても公正に取り組む人々の間で、私たちがもっと知識を得るよう努力する、

ということです。私たちがプロジェクトごとに山積みの問題全てを再度逐一チェックしなくてもいいように。

オフショア風力の分野では、何を基本的な調査枠組みとするか、数年前に既に一通り徹底的に検討しました。

しかし、オフショア風力発電の杭打ちの際の騒音防止技術を取り上げる場合、見定めが必要となります。問

題はこれまで建てた事例が少なく、自然や環境に優しい技術というのは今のところないということです。 

 

 2、3 年後に似たような建築計画が幾つか進めばそれは必要になるでしょう。ですが、これら全てを無視し

ようと現段階で言うような結論でいいわけではありません。そうではなく、研究促進の分野でも、「もっと

いい技術を開発しよう」と言えるような手段はたくさんあります。個別のプロジェクトでは解決できないよ

うな自然保護の問題も間違いなく出てくるでしょう。しかし、私たちがこの見通しのある様々な分野での発

展をもっとうまく取り扱えば、耐えうる解決策にも到達するだろうと楽観的に見ています。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。私が思うに、ヒュットルさんの質問は目標達成の誘導についてだったと思います。

私たちは、何年までに何をするかについて集中的に話し合っています。このプロセスに立ち会って、私たち

がどこにいるのか、目標通りに進んでいるかどうか見守る必要性が、あなたの目から見てないかどうか。あ

なたが仰ったことはこうでしたか？ 

 

 

ラインハルト・ヒュットル、ポツダム地球科学研究センター（GFZ）理事長およびドイツ理工学アカデミー

（acatech）共同代表 

 短く質問しようとしましたが、どうやら正確さに欠けたようですね。特に、ローカルでない面、例えば電

線の拡充や貯蔵についてです。これについては検討する必要があります。再生可能エネルギーシステムの実

りある発展のためにはこれは必要です。そうなると、私たちがそれを望むなら、並行した発展、つまり原発

の停止というか他の技術からの撤退も含めてですが、別のものを立ち上げるためには、そうした並行した発

展はどうなるのでしょうか？ どうやって連結させれば？ 現実にはどう進むのか？ 

 

 先ほどのシュヴァルツヴァルトの揚水発電所は、まずは建てられていません。それで皆で席に着き、円卓

会議を開く。これは素晴らしいことです。ですがそうなると当然、他の技術からの撤退は早くできないと言

えるでしょう。これは議論のひとつのバリエーションです。あなたがそれについてどういう立場なのかを私

は単にお聞きしたいのです。こうすれば両側面が結びついている。こうすればモニタリングもできる。北部

から南部にこれだけの電力が来れば、このように反応できる、と言える。 

 

 

レギーネ・ギュンター、WWF ドイツ 

 それについて 3 言、言ってみようと思います。私たちの評価からすると、電力網拡充にはまだ 10 年時間
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があります。つまり、今始めなければならないということです。これはあと 10 年待とうと言うことのでき

ないインフラプロジェクトです。私たちにとって重要なキーワードがそこに多くあり、今日既に登場しまし

た。ひとつ目は、計画に今すぐ取りかかる必要もあります。この計画のためにはデータが欠けています。デ

ータは系統事業者だけしか手にできません。他の者にとってはこれはブラックボックスで、これは今日既に

言われましたが、信用するか否かです。これでは誰もついてきません。 

 

 そして、ですから私からのお願いですが、委員会への切実なお願いですが、この電力網のデータの透明性

というのが本当にボトルネックになっています。これをもういい加減議論するべきです。なぜなら、社会を

変えるという私たちの功績のひとつは、常に知識を提供することだったからです。提供した知識が政策決定

者に受け入れられるかどうかはまた別の問題です。ただ、電力網の問題では、今のところデータ独占がある

ため不可能です。 

 

 それと並行してというのはもちろん無理です。電力網ができるまでまずは待つ、というのが今のところち

ょっとした公の議論になっています。その必要はありません。既存のインフラでさらに拡充する余地はあく

までもあります。ただいつかしら、私たちが予測するに、というかドイツモデルの調査で示したように、

「2020 年、2025 年には必要になるだろう」ということです。ですが私たちは今、この時間を活用しなけれ

ばなりません。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 いいでしょう。これはひとつの重要な整理でした。では、フォン・ドナーニさんに移りましょう。どうぞ。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）、元連邦教育相 

 質問と同時にお願いでもあるのですが。脱原発の必要性については、連邦議会においては意見の相違はな

く、政党間でもありません。これには変わりありません。私たちが議論している問題は期限です。ここでは

2013 年のような期限を耳にしました。これは逆算すると、2009 年と同じくらい現在から離れています。も

しくは、2014 年では 2008 年と同じだけ。そうなると、2008 年を振り返ると、本当に問題の解決策を見つけ

るのに、そうした短い期間しかないという問題があります。 

 

 これは私からのお願いですが、倫理委員会は何をするべきなのでしょうか？ 私たちはどんな報告書を筋

が通るように作ればいいのでしょうか？ そのことで私たちが真っ先に、これはグリーンピースに向けた質

問でもありますが、4 週間後に私たちの報告書が出るや否や、すぐに真っ向から、「これは全て無意味であ

り、全部もっとうまくできるはずである」と言われないようにするには。私の印象では、倫理委員会の側に

着いている人の多くが、2014 年までに完全に脱原発を達成できるだろうと思っている感じではないわけです。

これは単純に今日した話の印象としてお話しています。私たちが責任を持って取り組んだ、責任をもって組

み立てた、透明性をもって行なったと納得させるには、そしてそのことで私たちが理にかなった責任ある解

決策へと人々を巻き込んだと思わせるような雰囲気づくりにも一役買った、と人々が言うのが見込めるよう

にするには、何をするべきでしょうか？ 

 

 2014 年になるかもしれません。私はそれを否定しているわけではありません。ですが、私には今のところ

ありえるとは思えないものですから。そして、もし私たちが他の解決方法に決めて、「これはどのみちうま

くいかない」という逆風を受けたら、元々一緒にやろうとしていた人たちでも、外部の人々を巻き込むのが

もっと難しくなります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 
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 フォン・ドナーニさん。逆風には風力が至急必要です。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）、元連邦教育相 

 逆風があれば何でもできます。 

 

（話が入り乱れて理解不能） 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 しかし、それを目ざして努力することが……と、ここで仲間同士で議論したいわけではありませんね。ご

質問はグリーンピースにでした。どうぞ。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 逆風の多くは、議論において間違ったもしくは歪められた主張がたくさん取り上げられたために生じたも

のであり、非常に明確に説明できるものであると思います。つまり、7 つの古い原発は停められない、そう

すれば停電する、ということが長い間言われてきたわけです。つい 近にもまだ耳にしました。そしてそれ

が急に大丈夫になった。そうなると、まず事実の基盤を示す必要があります。どこに個別の利害が…… 

 

 それがどこから来るのかははっきりしています。原則的に、4 大エネルギー会社の商売です。彼らは事実

上、売電を独占しています。彼らは現在大きな発電所を抱えています。彼らは送電網、というか少なくとも

過去には送電の統治権をずっと握っていました。売電もです。そして皆がそれを購入することに依存してい

ます。彼らは原則として言い値で値段を決められます。連邦カルテル庁は常に、競争を増やすために、脱原

発にも賛成していました。これはつまり、事実の描写を歪める巨大な利害がここにあるということです。そ

して、これが抗議へと、非常に激しくなるかもしれない連携した抗議へとつながるわけです。これは黒黄政

権11による完全に誤ったエネルギーコンセプトの中で示されました。ここでは、私の意見では本当に純粋な

クライエント政治12が行なわれ、可能なものを検討した政策決定ではありませんでした。 

 

 連邦政府の実質的な諮問委員会である環境問題諮問委員会（SRU）が脱原発に留まるよう勧告するのであ

れば、切迫して勧告するのであれば、それどころか迅速な脱原発を勧告するのであれば、そうしたことを勝

手に無視してはならないのです。 

 

 もしここで実際に真面目に転換するのだとすれば、「私たちはフクシマから学んだ」という言葉が本当な

ら、残念なことに、事を終わらせるのにこのような大惨事が必要だったのかもしれません。ならば恐らく精

査の真面目さについても別の空気があったでしょう…… グリーンピースもまた、未来を見通して電力供給

がどうなるかを知ることはできません。しかし、これは慎重に精査が必要な非常に重大なコンセプトです。

私たちは 2015 年までにと言っていますが、それまでに脱原発が不可能というなら、その理由を詳しく説明

しなければなりません。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 誰が精査すべきですか？ ただ具体的にわかるように。誰が精査すべきなのですか？ 何を提案なさいます

か？ 誰が異なる数字や、異なるコンセプトを並べて、「これが基盤である」と言うべきなのですか？ 

                                                                 

11キリスト教民主同盟と自由民主党の連立政権を指す。それぞれのシンボルカラーが黒と黄色であることに由来する。 
12ロビイストなどの要求におもねる政治のあり方 
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ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 終的には連邦政府がそれを決めるのでしょう。古い 7 つの原発と故障続きのクリュンメル原発は即停止。

これは電力網にもう残りません。グリーンピースの計画を見てみます。そう、2015 年までにです。それとも

ひょっとしてどこかしらうまくいかずに 2016 年になる。それには目をつぶることにしましょう。ですが、

もしこれを無視して、隠れ蓑にくるまって既存のビジネスモデルを今後も続けようものなら、そして NGO

の意見だけでなく、これは本質的に学術団体の意見で、今日の発表は印象的なものでしたが、これを無視し

ようものなら失敗するに決まっています。 

 

 

クラウス・フォン・ドナーニ、ドイツ社会民主党（SPD）、元連邦教育相 

 たとえ 2014 年でないとしても、これは皆さんで客観的に精査するおつもりですか？ 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 当然です。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 もしいいえと言われたらびっくりでしたよ、フォン・ドナーニさん。これはフォルカー・ハウフが私にこ

の日が長かったという橋を渡してくれたから、やはりもう一度取り上げなければなりません。あとはヴァシ

リアーディスさんと、その後マルクス大司教、次にフィッシャー司教、次にレンさん。どなたか忘れました

か？（不明確な発言） あっ、彼は先に出られるんですか？ じゃあ、大司教と司教の間にハンブレヒトさん

を入れてもらえるか訊いてみます。 

 

 

ラインハルト・マルクス、ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教 

 私の疑問にはもう答えが出ました。質問を取り下げます。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 それは残念です。 

 

 

ラインハルト・マルクス、ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教（笑）いえ、ですがこれは私たちが

同じように考えているということです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 素晴らしい。ではあなたが一番先です。ヴァシリアーディスさん。 

 

 

ミヒャエル・ヴァシリアーディス、ドイツ社会民主党（SPD）議員、鉱山・化学・エネルギ−産業労働組合（IG 

BCE）代表 

 医薬品産業がこれからも頑張ってくれれば、2050 年には私は 86 歳になっています。ただ、これであなた

が整理できるようにですが。2 つ質問があります。1 つ目は、あなたの立場は非常にはっきりしていて、非
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常にきっぱりとお話され、根拠があると思います。これは今日の議論の幅をさらに広げてくれたと思います。

少し不思議に思ったので質問させて頂きますが、あなたのマスタープランで、少なくとも 3 つの考慮すべき

パラメーターにおいてどこかしら、社会的発展、この国の能力を、大きな経済危機は過ぎましたが、これら

すべてのことを合わせて考えて、まったくリスクが浮き彫りにならないような点が本当に見受けられません

か？ 基本的に今日私たちが大規模に活用している技術すべてからの二重の撤退でした。なにかしら歪みへ

と導きかねない、人々を袋小路へと導きかねない？ これがあなたの立場というのはわかります。それは理

解しています。ですが、あなたは本当に…… なぜなら私たちは倫理委員会であり、 終的にこれを責任問

題として考慮しなければならないからです。これがひとつ目の質問です。 

 

 そして 2 つ目はシュミタールさんにです。あなたのお立場も知っています。しかし、先ほどそれについて

訊ねられたのですが、ここでもう一度情緒的に訴えられた原子力のリスクを、ひとつひとつ石炭へと移行さ

せてよいと真剣に思いますか？そうだとすれば驚きです。しかも世界の CO2 排出割合の 3 パーセントをド

イツが抱えるということからしても？ 言いたいのは、私はこの問題を理解していますし、温暖化防止目標

を真摯に受けとめています。ですが、これはあまりにキャンペーン化されています。 

 

 そして 後の質問ですが、これについてもヒルシュさん、あなたにお答えいただけることでしょう。ドイ

ツの性能のいい石炭火力発電所をインドや中国に売らないというのは本当にいいアイディアなのでしょう

か？ これはほとんど武器輸出禁止同様に聞こえますが。 

 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ひとつの質問はヒルシュさんに向けらたものです。もうひとつは特定されないままでしたが。 

 

 

レギーネ・ギュンター、WWF ドイツ 

 それについては私が 初に少しお話しました。このベールをはがす必要があると思います。ご質問はちょ

っとほのめかしたものです。リスクがあって、あなたはそれを見ておられない。私が思うに、リスクがある

とすると、それは何というか……。私たちには 5 つ見えます。そして私はこの 5 つについて一通りご説明し

ました。これは一方では、これは私は本当に真剣ですが、つまり、「リスクの代償というものはあるのでし

ょうか」と問うべきものです。私たちは他の国からもっと水準の低い原発による電力を買うのでしょうか？ 

私たちが見たもの全てによればこの可能性はないと言えます。つまり、この点ではリスクは見ていません。 

 

 2 つ目は、市民への電力安定供給ができるのか？ この点についてはクルト氏が、「これは間違っており行

き過ぎた警告である」と言っています。 

 

 3 つ目は、私たちは温暖化防止を犠牲にするのか？ ここでは 2 つの時間枠を見る必要があります。一方で、

短期的には CO2 の排出が上がるのはその通りです。しかし、これは今日何度も言われましたが、この短期

的なものにはキャップがかけられています。長期的には、石炭火力発電の増設は 40 年、50 年もの間 CO2 の

排出を確実にしますので、将来への負担をかけないよう私たちは要求しています。これは大きなリスクだと

思っています。これはしたくない。さもなければコストの問題が生じます。これは様々なヴァリエーション

で細かく見る必要があります。これまで私たちが知る限りでは、でもこれももう一度詳しく計算できるもの

ですが、これはそれほど多くありません。 

 

 そして 後の質問は、エネルギー集約型産業と関連があります。これについてもできるだけ明確にお答え

してこう言おうと試みました。「その大部分はマイナスの影響を受けないと思います」と。ですが、実際に

競争に不利なことがあると証明できるとなれば、私たちは補償に賛成です。そうなればこの産業を支援する



31 

必要があります。なぜなら彼らが国外に出て、そこで何年間か温室効果ガスを排出するのも、良いことだと

思いませんから。 

 

 これが議論のポイントです。今私が数え忘れたものがまだあれば、もう一度ご指摘いただくチャンスです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 まずはリストにある方々を 後まで妥当に進めるようにしたほうがいいと思います。それでまだ時間があ

るようなら、もう一度戻りましょう。しかし、方向性というのは非常にはっきりわかりました。あなたが

「雇用の場がここに残ることに私たちも関心がある」と仰ったのは大切なことです。そして、そうしたこと

が問題になる場合には、これは皆さんを代表して申し上げているわけですが、もちろん対話が、つまりこれ

をどうやって埋め合わせるのかについても話す必要があるわけです。 

 

 つまり、気候政策かエネルギー政策でドイツから雇用の場を奪おうということは、誰も言わなかったわけ

です。これをもう一度確かめることが重要だと思います。これも繰り返し主張されたことですが、私たちは

ここで温暖化防止目標をもう一度問い直そうという意見ではありません。気候政策に熱心に取り組んでおら

れたその皆さんが、あらゆる国際会議では賛成していたものです。そして目標にたどり着かずに、今、これ

をあきらめるはずはありません。 

 

 この 2 つは、少なくともとりあえずにでも、今一度明らかにしておくべき点だと思います。では、ハンブ

レヒトさんに。 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 シュミタールさんのお話に直接結びつくのですが。ただもう一度言いたかったのですが、今私が学んだの

は、ここにはあくまでも受容があるということ、電力網の拡充が必要であるということです。ただし、その

スケジュールは異なる。私はこう理解しました。あなた方は、2020 年、2025 年と仰る。 

 

（レギーネ・ギュンターからの発言。理解不能。） 

 

 

ユルゲン・ハンブレヒト、BASF 欧州会社（SE）代表取締役 

 まさにそれをもう一度言おうとしていたところですよ、ギュンターさん。クルトさんは確かにはっきりと

言いました。電力網の拡充が必要であり、それも比較的急いで、それも比較的急いで、と。これをただもう

一度はっきりさせたかっただけです。 

 

 2 点目、これにはまだお答えがありませんが、私はとにかく耳にしていませんが、「私たちには実際に貯

蔵技術が必要ですが、それがどこにあるのか？」ということです。それは一体何か？ それに対する提案

は？ 期限は？ 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 それについては先ほどヴァッハホルツさんが少し言おうとしていました。ただ弁護半分に。ですがまずシ

ュミタールさん。その後、もちろんヒルシュさんに 2 つ目の質問にお答えいただきます。 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 
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 リスクの絵、私は今この 2 つのリスクを冒すわけにはいかないと受け止めたわけですが、こうイメージす

ることができます。原子力はダモクレスの剣である。私たちは饗宴の座に、王の宴席に着いている。だがそ

の席上には絹糸に結ばれた死の剣がぶら下がっている。そしてこれは居心地が悪い。私たちはできるだけ早

くこの剣から、私たちの上に吊るされている剣から逃れたい。忍び寄る気候のカタストロフィーは、ギリシ

ャ神話のカサンドラの予言と比較できます。予言者である彼女は、かなりの確率で、非常に甚大な被害、大

きな被害規模を予測しました。つまり、本来なら即時的な行動が求めらる要素は 2 つとも満たされています。

ただそれがまだ遠い先のことであるため、人々は反応を示しません。 

 

 つまりこの 2 つのギリシャ神話的惨劇から、私たちはなんとか逃れようということです。そしてこれはま

た「私たちにはリスクが見えているのか」という質問に対する答えでもあります。ええ、もちろん経済的な

リスクはあります。この点では計画に微調整が必要です。2020 年になってこの計画を振り返ってみれば、き

っとたくさんの変更が出たことが分かるはずです。しかしそれに着手しないことこそリスクです。これまで

やってきたようにするのでは、エネルギーシフトへは至りません。 

 

 電力網の拡充と貯蔵についても少し。これはきっと透明性だけでなく、これが何のためであるのかを知る

ことが、とても重要だと思います。今現在、貯蔵容量が原発のために用いられているとなると、なぜなら夜

には電力は必要ありませんから、この過剰発電分が一部電力価格のマイナスへと導き、これは全く呆れるこ

とですが、これで貯蔵容量が占領されるとなると、許されたものではありません。そうなるとこれを拡充す

るには反対が起きるでしょう。これには原発はアクセスせず、再生可能エネルギーの負荷と負荷需要を調整

するために使われるということが明確になれば、全体として高い受容が得られるでしょう。 

 

 つまり、エネルギー供給の未来の発展に影響を与える基本的な方向を、まず決める必要があるということ

です。地域にはきっと、プロジェクト変更への正当な要望があるはずです。しかし、そうすれば全体的にま

た事情は変わります。そうすれば多くの人がついてくることでしょう。つまり、いつエネルギーシフトが起

きるのか、非常に明確に決めなければならないということです。私たちには非常に明確な原発の停止期日が

必要です。なぜなら電力取引が投資の不確かさだけをもたらしますから。そうすれば、私たちは実に非常に

大きな一歩を進めたと言えると思います。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ヒルシュさんからお願いします。その後、ツァーントさんからも発言されたいとのことです。 

 

 

トーマス・ヒルシュ、「世界にパンを」 

 誤解を防ぐためにですが、私はドイツがこれ以上石炭火力発電所を輸出するべきではないと申し上げたわ

けではありません。私はただ、石炭火力や原子力技術の輸出を確保するためにヘルメス輸出保証保険を通じ

て公的資金を当てるべきではないと申し上げたのであって、そしてこれは非常に重要だと思います。補助金

は不足しています。そしてこれは戦略的に投入すべきものです。「再生可能エネルギーの促進を自分たちの

ブランドロゴにしよう」ということを明確にするために。 

 

 2 点目は、私たちは中国やインドでの石炭火力発電所の重要性や正当性と、ドイツでの石炭火力の重要性

や正当性の問題とを置き換えてはなりません。地球環境変動に関する学術諮問委員会（WBGU）の予算アプ

ローチを考慮すると、そして、私たちは皆、残る CO2 の排出枠を世界で公正に分配しようという見解だと

思いますが、インドには実際にまだ大きな持ち分があると思います。そしてインドはかなりの確率で石炭に、

それだけではありませんが、石炭にも賭けざるを得ないでしょう。そして、これができる限りクリーンなも

のであることが望ましいに違いありません。ドイツの状況は根本的に異なります。ここでは私たちの立場は

はっきりしています。現在建設中の石炭火力発電所は食い止めようとは思いません。しかし、それ以上に拡
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大をストップさせたい。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ご解説いただきありがとうございます。非常に参考になるご説明だったと思います。アンゲリカ・ツァー

ント。 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 電線の拡充について今たくさん議論されていますから、一言。エネルギーシフトは、私たちにとっては、

電線の拡充や貯蔵容量の拡充ではありません。私たちにとっては、まず第一に総合的なエネルギーコンセプ

トであり、その中心となるのは省エネであり、どれだけのエネルギーが分散型に供給できるかという問題で

あって、そうなればそもそもどれだけの電線が必要なのか、という問題です。そしてその後、それをどうや

って、どこに建てるのが一番いいのかという問題になります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。大司教、本当によろしいんですか？ 

 

 

ラインハルト・マルクス、ミュンヘン・フライジンク教区カトリック大司教 

 はい。私の疑問については、ヒルシュさんとヴァッハホルツさんから素晴らしく明確にお答えいただきま

した。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 理由説明は不要でしたが。もう一度確認したまでのことです。ありがとうございます。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 ツァーントさん。もう一度私がきちんと理解できるためにですが、すると私たちは、脱原発に際して安定

供給や事によって起こる価格上昇なども社会的にカバーするための良い理由や良いシナリオを見つけなけれ

ばならないだけでなく、省エネやあなたが仰った要請をも満たせるようなシナリオをも見つけるという、更

なる目標が私たちに生まれるということでしょうか？ これは事によっては全てを失敗に終わらせる、更な

るコンフリクトのようですが。そういうことでしょうか？ 

 

 

アンゲリカ・ツァーント教授、持続可能な発展に関する政府諮問委員会（RNE）、ドイツ環境自然保護連盟

（BUND：FoE ドイツ） 

 「どうやってエネルギー消費を下げられるのか？」という質問に、「いつ脱原発できるのか？」という質

問への解答が大きく委ねられている、と私は見ています。ですからこの 2 つの問題にはつながりがあるので

す。私はこのつながりを明らかにしたのです。私たちは、どの電線が必要かを議論する以前に、どれくらい

のエネルギー量に対して電線が必要か、エネルギーの安定供給には電線の拡充やノルウェーの貯蔵容量を使

う以外に、分散型のエネルギー供給に邁進する以外に方法がないのかを知る必要があります。 

 

 



34 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 そしてこれはつまり、脱原発についての決定が充分に信頼できるものである必要がある、ということ。オ

ーケー。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ありがとうございます。ウルリヒ・フィッシャーさん。 

 

 

ウルリヒ・フィッシャー、プロテスタント教会バーデン領邦監督 

 ギュンターさんに質問です。まずは、「次世代に負担をかけて生きるな、共に生きるものに負担をかけて

生きるな」というのが定旋律だったことを、とても嬉しく思いました。世代間の公正と、森羅万象への配慮

として。教会での議論でもまたとても重要な 2 つの点です。そこから導き出される結論、 優先すべきは省

エネ。ここまでは手放しで賛成できます。 

 

 その後に、私に納得できないところがあって、これをもっと説明していただきたいと思います。新たな火

力発電所はなしですか？ これまで私は、高効率でより環境親和性の高い新しい石炭火力発電所によって、

待機予備力として再稼動される必要がある古い石炭火力発電所の再稼動を防ぐことができる、という見解で

した。これがそうでないとすると、説明してください。ですが、もし私たちがずっといいテクノロジーを有

しているのに、他のずっと有害なものを回避するためにそれを用いない、というのでは決して納得できませ

ん。それとも、再稼動のための待機予備力もまた必要ないと思われるのでしょうか？ そうであれば、今日 7

時間半聞いてきたこととは完全に矛盾することになります。これをもう一度解いていただきたいと思います。 

 

 

レギーネ・ギュンター、WWF ドイツ 

 そのための魔法というか解決策はスケジュール次第だと思います。私たちには脱原発のシナリオがありま

す。これについては今異存はなかったわけで、このシナリオは 2017 年、2020 年までに至ります。ここでは

幾つもの段階があります。これはよろしければお送りできます。私たちもまた、まず待機予備力を活用する

必要があると言っています。これは必ずや CO2 に負担をかけます。私たちは待機予備力を作ります。ピー

ク負荷マネジメントを作ります。そしてその次に、バイオマス13、コジェネレーション14、そしてガスター

ビンによるコンバインドサイクル15発電所が、きっと事実上増えるでしょう。これがひとつ。 

 

 2 つ目には、今私たちが着手すれば……。つまり、短期的には古い石炭火力を停めるかもしれません。恐

らく 4 年か 5 年。もし石炭火力発電所を今建て始めたら…… 高効率の石炭火力発電所は、古いものよりも

CO2 収支が 30 パーセントいいです。この新しい石炭火力発電所が 40 年から 50 年稼動する。ですが、私た

ちは 2050 年までに 100 パーセント再生可能エネルギーにしなければ、もしくは CO2 排出を 95 パーセント

減らさなければと言っているところです。そうなると、2025 年に新たな石炭火力発電所を稼動させるこのエ

ネルギー供給を、温暖化防止目標を達成するために原価償却前に停止する必要があることをどう説明するの

か、という問題になります。 

 

 ですから私たちは言っています。詳細に区別する必要がある、と。この短期的な石炭火力稼動は排出権取

引によってキャップがかけられています。なぜなら、同じ期間に価格上昇については、価格は上昇するでし

ょうが、他の場所で CO2 排出を抑えられるからです。ですが長期的には…… ですから私たちは新たな石炭

                                                                 

13第 1 章 9 ページ参照。 
14第 1 章 8 ページ参照。 
15発電時の廃熱を利用し、さらに発電を行う方式。全体としてのエネルギー効率が高くなる。 
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火力発電所に強く反対しているのです。そうすると温暖化防止目標で実際に袋小路に落ち入ってしまいます

から。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 これで多くの方の疑問が晴れたかと思います。質問者があと 2 人で、全体で 長 8 分あります。その後

後に私たちからも一言二言締めくくりの言葉を付け加えられたらいいので、8 分のうち 2 分がまたなくなり

ます。こうした事情から、全ての方に応じられないことをご了承いただけたらと思います。レンさん。 

 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究者、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性諮問委員会代表 

 もう一度シンクロニシティの問題、つまりこのスケジュールについて取り上げたいと思います。そしてこ

の質問でもう一度議論を鼓舞できたら。あなたが今ここで説明されたこの計画が形式として合わないとした

ら、もしくは個別の要素が時間通りにうまく使えないとしたら、何が起こりますか？ これはひとつの問題

提起です。なぜならこれは全てと互いにつながっているからです。シュミタールさん。あなたは WBGU の

報告書、ダモクレス・カサンドラをお持ちのことと思います。私たちが再生可能エネルギーをピュティア

（訳注：被害規模も起こる確率も予測できないようなリスク。地球環境変動に関する学術諮問委員会

WBGU は 1998 年に環境リスクに関する類型を導入した。被害規模や確率、それらの確実性に合わせてキュ

クロプス、ピュティア、ダモクレス、パンドラ、カサンドラ、メデューサと、ギリシャ神話の登場人物の名

をあてて分類している）と呼んだことをご存知のことでしょう。常に幾つもの頭を持って現れ、人々を驚か

す。 

 

 驚きの問題では、あなたがたがこれにどう対処するおつもりなのかということに興味があります。省エネ

がうまくいかないとなると、何か堅実なものはあるのでしょうか？ これはうまくいくとは限りません。省

エネではなにしろリバウンド効果があります。これについてはずっと議論されています。ここでは現在非常

に心構えができていると口では言いますが、行動はやはり変化しません。現在見越している通りに、必要な

電力網が 2020 年までに実現しないとすれば…… それがひょっとして国民がここやあちらで望んでいないと

いう尤もな理由からかもしれないと。私も確かに参加手続きにとても賛成しています。この点ではローカル

なものも考慮する必要があります。恐らく私たちには新しいものも必要なのでしょう。ですが私たちはまず

それを試さねばなりません。その代替案はありますか？それはなんでしょうか？天然ガスですか？ 天然ガ

スを代案として用意しておくと言うのはひとつの可能性でしょう。それとも、あなたは代案はもはやまった

く必要ないと確信されているのでしょうか？ 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 質問されたので短くお答えしたいと思います。まず、再生可能エネルギーは非常にあてにできるものです。

或る地点で年間どれだけの太陽放射が得られるかは非常に正確にわかります。風速がどれだけか、年間の風

量がどれだけかは非常に正確にわかります。原子力、例えばブルンスビュッテルやクリュンメルといった原

発は、何年も停まったままです。そんなに長く風が止むのは北部では経験したことがありません。つまり、

再生可能エネルギーはとても頼りになるのです。このことはよく歪められてお話されます。突然停止する原

発は、時折電力網の不安定を引き起こします。ハンブルクでは川の氾濫を起こしました。クリュンメル原発

が突然停止して、電力網に完全に過度の負荷をかけたためです。巨大な出力がふいになくなったからです。

再生可能エネルギーはずっとあてになります。風の予測は非常にうまくいっています。 

 

 

オルトヴィン・レン、リスク研究者、社会学教授、バーデン＝ヴュルテンベルク州持続可能性諮問委員会代表 

 でもその日のことは詳しくはわかりませんよね。 



36 

 

 

ハインツ・シュミタール、グリーンピース・ドイツ 

 その日のことは正確にはわかりません。ですがそのことはわかっています。その日のことが正確にわから

ないことを知っています。その限りではあてになるというものです。そしてその限りでは、なぜ再生可能エ

ネルギーがそれほど大きな発展を遂げるのか、その理由が明らかです。なぜならこのようにうまく計算でき

るからです。実際、技術のコストがかかるだけで、燃料コストはかかりません。投資の明確さも大きいです。

再生可能エネルギーへの橋渡し技術は天然ガス発電所です。天然ガス発電所は比較的早く建てられます。天

然ガス発電所は素早くコントロールできます。天然ガス発電所でもまた、主なコストは実際の操業のための

ものです。これはつまり、天然ガス発電所が本当に時間通りに動かせれば、 良のパートナーでもあるとい

うことです。 

 

  計画の試算はできています。そうなれば次はこれを試すことです。それどころか脱原発が原則的に 2015

年にできるのが明らかとなれば、どこかしらでうまくいかずにもう一度 1 年加えなければならなくなるかも

しれませんが、これでまず進行ルートができます。そしてこれを試す必要もあります。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 ここで集中しないと、これは悪意や無関心からではありませんが、ますます話がかみ合わなくなる恐れが

あります。それはただ単にメンバーの一人がこれから飛ばねばならないからであり、遅くとも 8 時には、で

きれば 5 分前には終えられればと本当は言っていたからです。私たちはこれも全体的な計画のなかに組み込

みました。私たちはこの後もまた集まりますので、さらに話し合いましょう。ですから皆さんにご理解いた

だきたいのですが、ハッカーさんにもうひとつ短く的確な質問をお願いして、その後もう一度締めくくりに

したいと思います。 

 

 

ヨルク・ハッカー、ドイツ国立レオポルディナ自然科学者アカデミー代表 

 フォン・ドナーニさんとの議論に関連してひとつコメントですが。ただあなたにお伝えしたかっただけで

もあるのですが、連邦政府は確かにこの委員会の他にもうひとつの委員会を設けて、エネルギー研究を評価

させています。ドイツ国立レオポルディナ自然科学者アカデミーはそこでの権限を持っており、ここにもド

イツ理工学アカデミー（acatech）のヒュットルさんなど、何人かメンバーがおられます。そこでもまた数字

がもらえるでしょう。今私たちはそれに取り組んでいます。これは利害グループの影響を受けない独立した

委員会です。そしてこれは、私たちの作業に対するあなた方の評価を軽減するのにも役立つかもしれません。

このことを先ほどとの関連で 後にもう一度言いたかっただけです。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

 よかったです。質問でなかったので、では、ヴァッハホルツさんにもう一言お願いしましょう。先ほど指

名されずに悔しそうでしたから。ですからどうぞ、ヴァッハホルツさん。 

 

 

カールステン・ヴァッハホルツ、ドイツ自然保護連盟（NABU） 

 もう一度ちょっと議論に結び付けたいのですが、私たちが全てをひとつのオプションに賭けるとしたらど

んなリスクがあるでしょうか？ 再生可能エネルギーのメリットは、エネルギーとテクノロジーのミックス

を持てることです。これはつまり、拡充の道筋のなかに、ある意味柔軟さがあるということです。例えばも

し電力網の拡充が思ったほど早く進まない状況を目にするとして、特に風力は常に下火にして、本来ただで

手に入るエネルギーを無駄にしなければならない状況が頻繁にあります。そうなると、今既に試験段階にあ
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ることが、もっと強く議論され始めます。「過剰な風力エネルギーを、風力発電による電力をガスのかたち

で中間貯蔵し、後でもう一度電気に戻すことができるのではないでしょうか？」と。これは効率の喪失です。

ですが、そもそもタダの風力発電の電力を無駄にすることを考えれば、これは採算が合います。 

 

 つまり、電力拡充と貯蔵とが、ある程度互いに代替できるということです。設備のインテリジェントなネ

ットワーク化と制御における代替が存在します。ここでは、シュミタールさんが仰ったように、ひとつの大

きな発電所に賭ける場合よりも、二重、三重の安全が得られると思います。こうしたことから、私たちはこ

れまでずっと議論してきた 2020 年までというこのスケジュールに賛成なのです。これで袋小路に入るとい

うことはないと、非常に楽観的に考えています。 

 

 

クラウス・テプファー、元連邦環境相 

  どうもありがとうございました。これは、私たちがほぼ学者の集まりで、エネルギーのロスがあってもど

れだけ採算が合うかという問題を議論したということに、また立ち返らせます。これは非常に意義のある横

のつながりでした。このことで、私たちのした 4 つのグループ分けというのは確かに有意義でありますが、

後には全体討議かなにかを加える必要があったということがわかります。 

 

 ですがこれで 11 時間経ちました。11 時間というのは、通常は一日の労働時間を上回ります。ですから、

まずあくまでも強調させていただきたいですが、私たちは 後まで実によく集中したということです。これ

は、この問題において本当に大事なことでもあります。そして、皆様が何が必要と考えるのかを明確にお話

し頂いたことに、心から感謝申し上げたいと思います。 

 

 これも世の常で、以前私たちがどうしても必要だと伺ったものとは完全に一致するわけではありません。

そして、これはまたそうしたテレビ公開での催しの意義でもあります。ここにはひとつの見解しかないとい

った印象が生まれるのではなく、市民に開かれた民主主義のためによかれと思って為される論争があるとい

うことが。そしてそれに共に取り組むというのは、倫理委員会にとってよい機会です。 初に言ったことを

繰り返しますが、開かれた代議制民主主義の負担としてでは決してなく、ひとつの協業として、そのー、

…… 

 

 知識社会が、市民を引き込んで、議員をも引き込むようなものを、もっともっと提供すべき協働作業とし

て。 

 

 私たちの意見がこうだのああだのというのではなく、多くの意見を真摯に受け止めて、「もしかすると私

たちには同じように見えていないものがひとつやふたつあるとして、それを明確にするのが急務である」と

言えるように、もう一度集まれるようなことが肝心です。ですから、私たちはこれを理のかなったかたちに

する必要があります。フォン・ドナーニさんの言われたように、ここで私たちの前に座っておられる皆さん

が後になって、フィッシャー司教の仰ったように、「万歳！」と叫ぶような大きな目標設定はせずに。この

「万歳！」は少し控えようと思います。ですが、少なくとも私たちが面倒な反復練習に終始することなく、

くたくたになるまで取り組んだというのは、非常に明らかだと思います。そしてそのことに対し、もちろん、

皆さんにここで感謝申し上げたいと思います。これで共同委員長にバトンタッチします。 

 

 

マティアス・クライナー、ドイツ研究振興協会（DFG）代表 

 共同委員長、ありがとうございます。3 つか 4 つだけもう一度言わせて頂きます。今日の議論で、もはや

脱原発をするか否かの話ではなく、それに続くエネルギー転換というかエネルギーシフトをどのようにする

のかという話なのだということが、私たち全員に、今日、遅くとも今日の時点で明らかになったと思います。

これは私たち全員がどうにかわかっただろうと思います。そしてこれは私たちが共に先へと進む、良い基盤
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でもあります。 

 

 今日このような幅広い議論の視点では、そして皆さんがこれを部分的に際立たせてくださったのですが、

このエネルギーシフトの経済的なポテンシャル、この視点が充分には着目されていなかったように思います。

そして、その点では私たちが、もしかするとまた一度か二度か対話を持ち、他のあらゆる分野への良い基盤

を作れるよう、企業にも一度か二度か質問してみるといいと思います。 

 

 ちょうど 後の回でもはっきりしたのは、市民社会的な刺激がどういうものか、ツァーントさん、あなた

はこれをとても素晴らしく指摘されましたが、そして 終的に、もしくは、もし両者が手と手をとって進む

ならば、経済や社会でのプロフェッショナルな実現というもの、これは本当に成功するかもしれません。こ

の点でもまた、市民社会の与える刺激を把握して、それをプロフェッショナルに実現させるということが大

事であると思います。私たちがそれに成功するだろうと、私は非常に楽観的に見ています。 

 

 この 11 時間の対話というか、そこで引き出されたものは、私たちにとっては終わっていません。私たち

は委員会で…… 5 月 13 日から 15 日まで、私たちには 2 度目の 3 日間の会議があり、もう一度然るべき対処

をする必要があり、することができます。これは DVD にまとめて、筆記記録を残します。私たち全員が、

各自の発言を後でもう一度詳しく見ることができ、今後別の機会に影響を与えることができるように。 

 

 ですから、まずこちらのゲストのグループの皆さんに、心から感謝申し上げたいと思います。今日ここに

来ていただいて、私たちに実にこの多種多様な視野の花火を、オルタナティブな視野をあげてくださった、

私が今朝言及した 4 つの全てのグループを代表する方に。委員会のメンバーの皆さん、どうもありがとうご

ざいました。私たち全員が共にこのように集中して、この 11 時間を乗り越えられましたことに。それから、

もしかすると乗り越えるだけではなく、本当にそこから恩恵を受けたことにも。 後まで、もしくは部分的

に私たちの議論をご覧頂いた視聴者の皆様、どうもありがとうございました。興味深く感じていただけてい

れば幸いです。ところどころで頂いた反応というのは、こうした方向性です。Phoenix テレビと、この放映

を実現させてくださった皆様、そしてこれをオーガナイズしてくださった影の善良なお化け、事務局、いわ

ゆるシェルパの方々、ありがとうございました。（拍手）素晴らしかったです。よろしければ、皆さんにワ

インを一杯ご用意していますので。準備できているといいのですが。たぶん、2 杯か 3 杯。ひとり 1 杯とい

うのも悪くないでしょうが。それでは、今宵も良い夜を。どうかお気をつけてお帰りください。 

 

（催しの終了） 
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