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1．はじめに 

日独は普遍的価値を共有する戦略的パートナーであり、エネルギー環境分野での協力

は二国間協力関係の柱の一つである。筆者は 2016年以降、日独エネルギー変革協議会の

メンバーであり、二国間協力の一端に関与してきた。本稿では筆者の経験を踏まえつつ、

日独エネルギー環境協力の現状と今後の課題について私見を述べたい。 

2．多層的な日独エネルギー協力の枠組み 

エネルギー温暖化分野での日独協力の重要性は両国首脳、閣僚間でたびたび取り上げ

られているが、その協力の枠組みは省庁間対話、研究機関間対話、官民フォーラム等、

多岐にわたる。 

（１）日独次官級協議 
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 1987 年に当時の田村元
はじめ

通産大臣とマルティン・バンゲマン経済大臣との合意に基づ

いて設置された次官級協議は現在に至るまで継続しており、マクロ経済、産業構造、投

資促進等と並び、エネルギー・温暖化が重要な柱になっている。2021 年 12 月に開催さ

れた第 19 回定期協議では COVID-19 の経済影響、経済回復対策、日独間のインド太平

洋地域における協力や WTO 改革を含む国際情勢、エネルギー・気候変動分野、インダ

ストリー4.0/IoT、自動車等の二国間協力に関して意見交換が行われた。 

（２）日独エネルギーパートナーシップ 

 エネルギー面に特化したものとしては 2019 年に高橋泰三資源エネルギー庁長官とア

ンドレアス・ファイヒト経済エネルギー省次官の間で締結されたエネルギー転換におけ

る協力宣言1がある。これはパリ協定の実施におけるクリーンエネルギーの戦略的役割は

大きく、安全でクリーンなエネルギーへの移行における協力が両国の相互利益のみなら

ず、国際的な持続可能な開発にも資するという認識に基づき、以下の分野で政策交流、

人物交流、共同研究及び試験的プロジェクトを行うものである。 

エネルギー及びエネルギー転換に関する総合的政策 

再生可能エネルギーの普及と再生可能エ

ネルギーのシステム統合 

風力エネルギー、例えば洋上風力の開発 

水素等の持続可能な技術による CO2 排

出の削減 

 

将来の革新的なエネルギーシステム（セ

クターカップリング、調整力の向上、ス

マートグリッド、及びエネルギー貯蔵シ

ステム（ESS）、電力から他の燃料化

（Power to X）及び水素 等 

 こうした協力を進めるため、ハイレベルの「日独エネルギー変革協力委員会」が年 1 

回開催されており委員会の下にエネルギー転換 WG、水素 WG が設置されている。 

（３）日独エネルギー・環境フォーラム(EEDF2) 

  現下のエネルギー環境問題に関し、政府、産業界、学界が意見交換を行うプラット

フォームとしては 2007年に設立された日独エネルギー・環境フォーラムがある。ドイツ

連邦環境省、ドイツ経済・気候保護省と新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）

が実施機関であり、日本の経済産業省、環境省の後援を受けている。これまで再生可能

エネルギーの統合、エネルギー貯蔵、モビリティ分野や産業の脱炭素化などを取り上げ

てきたが、2022 年 9 月に開催される第 12 回フォーラムでは「ネット・ゼロ」に向けた

道筋における都市や自治体が果たすべき役割」に焦点を当て、都市・自治体、産学官の

関係者が、スマートグリッド、都市部の再生可能エネルギーや水素の利用、モビリティ

コンセプト、地域暖房、都市循環経済などのコンセプト、ベストプラクティス、実証プ

ロジェクト、日独両国における革新的技術の事例を紹介する予定である。筆者は 2007年

の第 1 回フォーラムに参加し、その後も何度かスピーカー、パネリストとして登壇して

いる。 
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（４）日独エネルギー変革協議会（GJETC3） 

両国の研究機関、シンクタンク、研究者が参加し、エネルギー転換に向けた政策フレ

ームワーク、市場、インフラ、技術について意見交換を行うことを目的として 2016年に

発足したのが日独エネルギー変革協議会（GJETC）である。GJETC の目的はエネルギ

ー転換を実現するための政策フレームワーク、市場、インフラ、技術開発等の現在及び

将来の課題を分析し、協議会における議論を通じてよりよい政策、戦略を両国政府に提

言しようというものである。 

GJETCのドイツ側委員長はヴッパータール気候環境エネルギー研究所元所長であるペ

ーター・ヘンニッケ教授、日本側委員長は豊田正和日本エネルギー経済研究所（IEEJ）

理事長（当時。現在、寺澤達也氏に交代）であり、日独それぞれ 6 名のエネルギー専門

家と 3 名の準メンバーで構成されている。筆者は第 1 回から本年 5 月に開催された第 12

回会合及びアウトリーチイベントに参加してきている。 

これまで日独のエネルギー転換における戦略目標、長期戦略とレビューメカニズム、

再エネの統合コスト、建物の省エネ、デジタル化、水素等、多岐にわたるテーマを取り

あげている。 

（5）多層的な協力枠組みのメリット 

エネルギー温暖化問題は経済社会全体に関わるものであり、ステークホールダーは幅

広い。多層的な対話のチャネルを有していることは各方面における協力を深化させる上

で有益である。また政府レベルの日独エネルギー変革協力委員会は研究機関レベル日独

エネルギー変革協議会等からのインプットも受けており、それぞれの協力枠組みの相互

連携も活発である。下図は日独エネルギー変革協力委員会とその他の協力枠組みとの連

携関係を示したものである。 
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（出所：経産省資料） 

3．日独エネルギー変革協議会における経験と両国政府への共同提言 

6 年にわたって日独エネルギー変革協議会に参加してきたが筆者にとって極めて有意

義なものであった。協議会は個別テーマの研究テーマに加え、2018 年4、2020 年5に包括

的な報告書を作成している。2018 年報告書では（１）エネルギー変革の目標（２）エネ

ルギー変革への参画と対話、（３）エネルギー効率と節約、（４）エネルギー供給と電

力市場設計の 4 テーマが取り上げられ、2020 年報告書では（１）気候エネルギー政策の

目標・戦略・モニタリング、（２）建物における省エネルギー、（３）運輸部門とセク

ターカップリング、（４）変動性再エネの統合の４テーマがとりあげられている。2021

年度、2022 年度においてはデジタル化、CCUS、COVID19 下におけるエネルギー温暖

化政策、2050 年に向けた長期シナリオ分析の日独比較等をスタディしている。 

2018 年及び 2020 年報告書には協議会から日独（両国政府への）共同提言が掲げられ

ている。その主要な項目は以下の通りである。 

日独は高度の産業・技術国家として低炭素エネルギーシステムに向け、野心的な長

期目標、戦略構築においてリーダーシップを発揮すべき。 

産業競争力とエネルギー安全保障を確保しつつ、2050 年に向けてエネルギーセクタ

ーの構造改革を進めるべき。 

長期の脱炭素化に向けたモニタリング、ガバナンスを確立すべき。 

原子力においては見解を異にするものの、省エネ技術の導入、再エネの拡大にプラ

イオリティを置くべき。 

太陽光や風力等のコスト低減を推進する一方、電力市場の設計にあたっては、柔軟

性オプションと変性再エネの拡大に向けたインセンティブが必要。 

「省エネ第一」原則の下で、省エネポテンシャルとのギャップを埋めるべき。 

省エネ政策のガバナンスを強化すべき（省エネ庁、省エネ基金の設置等）。 

省エネと省資源のコベネフィットとシナジーを追求すべき。 

水素社会構築のためのコスト引き下げと技術（グリーン水素、CCS 等）改善、水素

供給の GHG 基準のための国際ガバナンススキームを検討すべき。 

ビルの GHG ニュートラルを進めるべき。 

エネルギー変革のための持続可能なデジタル化を進めるべき 

集中的インフラと分権的な活動（市民ファイナンス、エネルギー組合等）の共存を

支援すべき。 

共同シナリオの作成や学術交流プログラムの設立などの研究協力を強化すべき。 

 

当然のことながら脱原発を選択したドイツと、原子力オプションを保持する日本とで

は考え方の違いがあり、この点についてコンセンサスを得ることは望めない。また周辺

国とのグリッド接続を有し、変動性再エネの出力変動を吸収できるドイツと隣国と送電
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網が接続されていない日本は事情を異にしている。日独エネルギー変革協議会ではそう

した違いに基づく議論も活発に行われ、agree to disagree ということも多かった。そうし

た中でも日独の専門家が国情や立場の違いを越え、共同提言をまとめあげた意義は大き

い。 

なお、2018 年報告書には日独双方による自国及び相手国のエネルギー転換（再エネの

導入ポテンシャル、原子力の位置づけ等）、目標設定の考え方等に関する率直なコメン

トも記載されている。これらはコンセンサスを企図していないため、双方の考え方やア

プローチの違いが鮮明になっており、非常に興味深い。筆者はこの点について記事を書

いているので参照されたい6。 

 

4．ウクライナ危機と日独協力の可能性 －プラグマティズムに基づく対応

を－ 

  ウクライナ危機はエネルギー価格、食糧品価格の世界的な高騰をもたらし、世界経済

がスタグフレーションに陥る危機が顕在化している。ウクライナ危機は我々に国民生活、

産業の血液であるエネルギーの低廉かつ安定的な供給が死活的に重要であること、エネ

ルギーの安定供給は地政学の影響を大きく受けるということを再認識させた。またエネ

ルギーと地球温暖化はコインの裏表の関係にあり、地球温暖化対応も地政学の影響から

逃れられない。ドイツ、日本のエネルギー・温暖化政策の推進にとっても大きな課題を

投げかけている。 

（１）ドイツの課題と対応 

  ウクライナ危機の影響を最も強く受けたのはドイツであろう。脱原発、脱石炭を掲

げるドイツは風力等の変動性再エネの導入を強力に進める一方、再エネの出力変動の大

部分をロシア産天然ガスで調整することとしていた。しかしウクライナ危機はノルドス

トリーム２計画を頓挫させ、ドイツはエネルギー供給中断の危機に直面することとなっ

た。既にガスプロムはドイツへのガス供給削減を通告している。冷戦下においてもソ連

から安定的にガス供給が続いていたという経験から、供給ソース、エネルギー源の面で

多くのオプションを保持するというエネルギー安全保障へ顧慮が不足していたことは否

めない。ドイツは、2030 年前にロシアからの化石燃料依存から脱却するとの EU の

RePowerEU と連携しつつ、省エネや燃料転換による石油・ガス消費量の削減、LNG タ

ーミナルの建設によるロシア産パイプラインガスの代替、2035 年までに電力供給の全量

再エネ化等を目指している。しかし 2022年中の原発フェーズアウトを予定通り実施すれ

ば、少なくとも短期的に石炭火力への依存が拡大することは不可避であろう。これは温

暖化防止には逆行することとなろう。 

（２）日本の課題と対応 
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 日本の対ロシアエネルギー依存は欧州ほど高くはないが、世界的なエネルギー価格の

高騰と円安の進行により、ただでさえ諸外国よりも割高なエネルギーコストの更なる上

昇が懸念される。加えて火力発電施設の退役等により電力需給は極めてタイトになって

おり、夏と冬の停電リスクが顕在化している。第 6 次エネルギー基本計画において 2030

年の再エネ電力のシェアを 36-38％まで引き上げることとしたが、限られた平地面積、

深い海等、太陽光や風力の更なる導入拡大には制約もある。停止中の原子力発電所の再

稼働が遅れ、需給逼迫によりスポット価格が高騰した LNG の調達を余儀なくされれば

電力コストの大幅な上昇につながる。岸田文雄首相が節電と原子力発電所の再稼働の必

要性を強調しているのはこうした理由によるものだ。原子力発電所が 1 基再稼働すれば

LNG100 万トンの節約につながる。EU がロシアのパイプラインガスから LNG に転換す

ることによって世界の LNG 需給のタイト化が見込まれる中、原発再稼働の効果は大き

い。 

（３）日独共通の課題と日独協力の必要性 

ウクライナ危機が日独両国のエネルギー温暖化政策のかじ取りをより困難なものにす

ることは確実だ。こうした中で原発を予定通りフェーズアウトするドイツと原発再稼働

を重視する日本とで対応を異にする点はあるが、共通する課題も多い。特に省エネの更

なる推進、再エネの導入拡大と電力需給安定の両立はウクライナ危機の下で重要性を一

層増している。 

共に高度な産業・技術国家である日本とドイツが協力する意義は大きい。変動電源を

国内電力システムで吸収していくための蓄電池の性能向上とコスト低下、電力、運輸、

熱部門の枠を超えたセクターカップリングを可能にするグリーン水素の技術開発とコス

ト低下、化石燃料利用による CO2 排出を中立化させるための CCUS 技術等は日独協力

の有望分野である。また IOT や AI、ビッグデータを活用しながら消費者の利便性を拡

大しつつ省エネを進める革新的なモデルを追求することも重要だ。これらの課題はこれ

までも日独エネルギー変革協議会等で取り扱われてきたが、ウクライナ危機というピン

チに直面し、こうした取り組みを一層強化することが求められる。 

同時に両国の対応はプラグマティズムに裏打ちされたものでなければならない。ドイ

ツや日本を含め、先進国のエネルギー政策はパリ協定以降、専ら脱炭素というアジェン

ダに支配されてきた。昨年 11 月のグラスゴー気候協定は、産業革命以降の温度上昇を

1.5℃に抑制すべく、2030 年全球排出の 45％減、2050 年カーボンニュートラルを目指す

といった野心的なメッセージが盛り込まれた。こうした中で二度の石油危機の記憶は風

化し、化石燃料が世界のエネルギー供給の中で引き続き大きな役割を担っているにもか

かわらず、「化石燃料は排除されるべきであり、化石燃料投資は座礁資産化する」とい

った極論が喧伝されてきた。現下のエネルギー価格上昇局面においても投資がなかなか

進まないのはそれが一因であるが、これは化石燃料の安定供給を危うくする。エネルギ

ー転換は一朝一夕に実現するものではなく、そこに至る道筋にも紆余曲折がある。化石
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燃料を含むエネルギー安全保障を軽視したエネルギー政策は国民からの支持を得られな

いことを忘れてはならない。 

（４）インド太平洋を中心とした途上国協力の重要性 

気候変動防止のためにはグローバルな対応が必要であり、今後の温室効果ガス排出の

大宗はアジア太平洋地域の途上国によるものである。日独が目標どおりカーボンニュー

トラルを達成したとしても、地球全体へのインパクトは微々たるものでしかなく、イン

ド太平洋地域の発展途上国におけるエネルギー変革を支援してくことが極めて重要であ

る。 

ここでも日独両国が念頭におくべきはプラグマティズムである。17 の SDG の中でど

れに優先順位を置くかは先進国と途上国では全く状況が違う。国連の My World 2030 に

よれば、先進国の場合、SDG13（気候行動）のプライオリティが 1 位であることが多い

が、インドネシアでは 9 位、中国では 15 位でしかない。一人当たりの GDP の低い地域

においては、SDG1（貧困撲滅）、SDG2（飢餓撲滅）、SDG３（健康・保健衛生）、

SDG4（質の高い教育）、SDG6（安全な水）、SDG8（雇用と経済成長）に対するプラ

イオリティが高いのは当然である。アジア地域におけるエネルギー転換において最も重

要なことは affordability であり、コスト高のエネルギー転換に対する政治的支持を得る

ことは難しい。COP26においてインドが石炭フェーズアウトに強く抵抗したことを忘れ

てはならない。 

エネルギー価格上昇の悪影響は日本及びインド太平洋諸国にも重くのしかかっている。

特に欧州諸国がロシアからの天然ガスパイプラインを LNG に代替することはアジア市

場における LNG 価格を大幅に引き上げる可能性がある。その場合、石炭依存が非常に

高いインド太平洋地域における低炭素化のための有力な手段である石炭から天然ガスへ

の燃料転換が大きく遅れる可能性がある。 

日独が個別に、あるいは協力してアジア諸国のエネルギー効率改善や再エネ導入拡大

に向けて支援を拡大していくことは極めて重要であるが、アジア地域に対して自国と同

じようなエネルギー転換モデルを押し付けることには慎重であるべきだ。成熟経済であ

るドイツや日本と異なり、経済成長著しいインド太平洋地域で増大する電力需要を全て

再生可能エネルギーで代替することは非現実的である。省エネや再エネを推進したとし

ても、化石燃料利用が当面続くという現実を直視し、石炭からガスへの転換、化石燃料

のクリーン利用に資するアンモニア、水素、CCUS 等の技術の普及を支援していく必要

がある。 

原子力利用に対するアプローチの違いに典型的なように日独が追求するエネルギー転

換の道筋は同一ではない。経済発展段階の異なるアジア地域におけるエネルギー転換は

それ以上に各国の実情を踏まえた多様なものとなる。本年 5月にドイツで開催されたG7

気候・エネルギー・環境大臣会合の共同声明においては途上国・新興国との公正なエネ

ルギー移転パートナーシップの推進が盛り込まれたが、G7諸国が温室効果ガス削減とい
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う評価軸のみで特定のエネルギー転換モデルを途上国に押し付ければ、かえって途上国

の反発を招く。同様のことはドイツが G7 において提唱している「気候クラブ」につい

てもいえる。気候クラブの参加要件、協力内容に関し、G7内でも様々な意見があるが、

参加メンバーは G7 に閉じたものではなく、アジアの新興国にも開かれた協力的なもの

であるべきである。炭素関税を武器として途上国に行動を強いるようなものになれば、

途上国は気候変動枠組み条約で禁じられている「気候変動対応に偽装された保護主義」

だと激しく反発するだろう。ウクライナ危機後の分断された世界において中国やロシア

は自由民主主義に基づく国際秩序の変更を企図している。先進国が温暖化防止に関する

自らの価値観を途上国に押し付けることになれば、先進国と途上国の対立を惹起し、そ

の間隙をぬって中国が「途上国の味方」として影響力を拡大することになりかねない。

これはロシアとは別な意味の地政学的脅威であり、ドイツと日本の冷静で現実的な対応

が求められる。 

 

5．終わりに 

グラスゴー気候合意、ウクライナ危機により世界のエネルギー温暖化政策をとりまく

状況は大きく変わっており、エネルギー安全保障、温暖化防止、経済成長の両立に向け

た取り組みは複雑化している。共に分厚い産業集積を有し、先端技術の研究・開発・普

及に熱心な日本とドイツの役割はますます大きい。両国の国内対策にとどまらず、アジ

ア太平洋地域の低炭素化・脱炭素化においても協力すべき分野は多い。既に述べた通り、

筆者は 6 年間、GJETC に参加してきた。そこでの建設的な議論から判断すれば、日独エ

ネルギー環境協力の今後についても大きな成果が期待できるだろう。筆者としても引き

続き日独エネルギー分野にける議論と政策実現に向けて貢献をしたいと考えている。 

 

本稿は、KAS の公式的な立場や考えを示したものではなく、あくまで筆者個人の分析

と見解を表したものである。 
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1 日本国経済産業省とドイツ連邦共和国経済エネルギー省とのエネルギー転換における
協力宣言（2019 年 6 月） 

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618008/20190618008_09.pdf 

2 日独エネルギー・環境フォーラム  

https://gj-eedf.org/ja/ 

3 German-Japanese Energy Transition Council 

http://www.gjetc.org/ 

4 日独エネルギー変革協議会報告書 2018 

5 日独エネルギー変革協議会報告書 2020 

6 有馬純「【GEPR】日独エネルギー転換協議会－意見が一致する点、異なる点」を参照
されたい。2018 年 4 月 29 日 

https://agora-web.jp/archives/2032366.html 

(いずれにリンクも 7 月 5 日に最終アクセス) 
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