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• 1957年から2004年にかけ、
110の原子力施設が運転
を開始した。

1. ドイツの原発の歴史
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1. ドイツの原発の歴史
• Widerstand gegen AKW Wyhl 1975-1982

• 1975年〜1982年、ヴィールでの反原
発運動
 erfolgreich! 成功！
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1. ドイツの原発の歴史
Brokdorf ブロックドルフ原発
• 1975/76年、建設開始、原子力法による最初の認可
• 1976年から反対運動がおこる。
• 1976年〜1980年、建設中断
• 1980年末、建設継続が明るみに
•  1981年2月28日ドイツ最大級の反原発アクション
• デモ参加者10万人、警官1万人
• 1986年、チェルノブイリ後
ドイツ初の原発運転開始
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2. 社会的意味
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・第一次オイルショック
1973/74年 で原発建設が加速
・1986年4月26日チェルノブイ
リ原発事故：
死者10万人、健康被害数百万人
→原発批判者の倍増
→連邦環境省の創設
• 2011年3月11日福島第一原発事
故



2. 社会的意味
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批判の論拠

•安全性
•経済性

-イギリスのヒンクリー・ポイントC原発では、11ct/kWhで買取予定
- 「保険の引受不可」
- 核廃棄物の処理費用が外部化され、納税者に転嫁される

•核廃棄物ー最終処分場探し
•再生可能エネルギーを圧迫する
•平和政策の観点（テロや軍事利用の危険）



3. ドイツの脱原発

2000〜2002年、社会⺠主党と緑の党の連⽴政権下
での「原発合意」

• 2000年6月14日、連邦政府と電力会社との間で脱原発に合意
• 2002年、原子力法の改正による原発合意の⽴法化
•原発2基の停止、他の原発に対しても「残りの発電可能量」を
合意
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3.ドイツの脱原発
• 2010年10月28日保守リベラル連⽴政権が原子力法を改正し稼働
期間を延⻑：
1980年以前に運転開始した原発に対してはプラス8年
それ以外の原発はプラス14年
その代償として年間2億〜3億ユーロをエネルギー気候基金に支払う。
さらに核燃料税の導入（2011年）

• 2011年6月30日 稼働期間延⻑の取りやめ
2022年までの脱原発を計画
電力会社による損害賠償請求
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4.最終処分場探し
•政府は、企業は230億ユーロを支払うことで中間・最終処分の
責任を免除されるとした。

• 2031年までに建設予定地を決定。
• 1. 候補地の選定、2. 地上調査、3. 地下調査
•連邦核廃棄物処理安全局を設置

BASE*: Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung

https://www.base.bund.de/EN/home/home_node.html

*かつてのBfE
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5.ドイツの電力供給状況

12

原子力の発電量に対す
る割合は1990年代の約
30％から12％に減少
 2022年に最後の原
発が停止予定。

2018年の原発の発電
量は全体の11,8％。
ベースロード電源の
中での割合は32,1％
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現在残って
いる

原発（右）



14https://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugung#/media/Datei:Energiemix_Deutschland.svg
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5. ドイツの電力供給状況
2019年2月には再エネ58％

15Grafik zeigt nur eine Woche, Anteil EE im Monatsmittel, Jahresmittel 2019: 46%

グラフは1週間分を示す。再エネ割合は月平均、2019年の年平均は46％



2019年8月には再エネ45％

16Grafik zeigt nur eine Woche, Anteil EE im Monatsmittel, Jahresmittel 2019: 46%

グラフは1週間分を示す。再エネ割合は月平均、2019年の年平均は46％



6.課題と挑戦
1. 脱石炭と脱原発を同時並行で実現すること
2. 再エネの拡大

特に陸上風力。公共の目的のために優先的に使用される土地として最
低2％必要（森林も含む）

現在の設備容量の最低4倍必要
3. フレキシブルな需要調整のためのインセンティブ
再エネ供給量が多い時間は安く、少ない時間は高く
化石燃料及び蓄電施設の需要を減らす

4. 税制改革とセクターカップリングのための賦課金
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挑戦：熱、交通セクター
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https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/372/bilder/erneuerbare-energien_2018.png

電気、熱、交通セクターでの再エネ割合



19

EU諸国の再エネ割合
（最終エネルギー消費）



再エネの拡大ー現在の設備容量の最低4倍
必要
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X 4
シナリオにより
再エネ発電量が
4,1倍から4,7倍に

全シナリオで、
再エネ発電量の
大幅な増加が必要

全シナリオで、
再エネの中では
陸上風力が最大



まだまだ先は⻑い・・・
It is still a long way to go…

21



2019年9月20日グローバル気候マーチ
ドイツだけでも140万人が参加

https://www.tagesschau.de/inland/klimastreiks-friday-for-future-105.html
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ご清聴ありがとうございました！
ベルント・フォス
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エネルギー分野の補助金
• 原子力（EU全体）350億 €

• 化石燃料 260億 €
+ 間接的に 400億 €

• 再エネ 300億 €

• https://www.ingenieur.de/technik/
wirtschaft/politik/kernkraft-
erhaelt-deutlich-subventionen-
erneuerbaren-energien/

資料:

https://foes.de/pdf/2016-10-
FOES-Konventionelle-Energien-
Umlage-2017.pdf
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1970年から2012年までの
エネルギー分野での補助金の累計
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出典資料
原子力関係
• https://www.ausgestrahlt.de/     

• https://www.ausgestrahlt.de/two-minute-talk-about-atomic-energy/

• https://www.bmu.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/aufsicht-ueber-kernkraftwerke/kernkraftwerke-in-deutschland/

• www.base.bund.de

• https://www.kernd.de/kernd-wAssets/docs/service/621kernenergie-in-zahlen.pdf

• https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie_in_Deutschland; https://de.wikipedia.org/wiki/Atomausstieg; 

再エネ関係
• www.smard.de

• https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=false

• https://www.agora-energiewende.de/en/

写真
• ヴィール: http://www.bund-rvso.de/wyhl-chronik.html

• https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das_beste_am_norden/brokdorf109_v-contentgross.jpg

• 航空写真: http://www.brokdorf-akut.de/images/luftbild_2707d.png

• チェルノブイリ: https://www.deutschlandfunkkultur.de/30-jahre-tschernobyl-unglueck-ein-super-gau-mit-folgen.932.de.html?dram:article_id=352425

• 放射能プルーム: https://www.srf.ch/news/infografik/die-radioaktive-wolke-von-tschernobyl

• 最終処分場: https://www.zdf.de/kinder/logo/atommuell-endlager-100.html

• 廃棄物: https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/a/lexikon-atommuell-102.html 25
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原発は気候変動対策になるか？
1. 費用が高額すぎる
2. 新設に時間がかかりすぎる
3. 需給調整ができず、再エネとマッチしない
4. 安全性が低く、最終処分問題が未解決
5. ウランの埋蔵量には限りがあり、地域の燃料でない（輸入依
存）

6. 化石燃料と原子力には、再エネにはない負のコストがある
7. 再エネこそ安全で地域に根差し、地域で雇用と価値を生み気
候変動保全になる
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