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ＦｏＥドイツ（BUND／ドイツ環境自然保護連盟） 
 の紹介 

 

 

• 1975年7月20日設立 

• 約50万人の会員、支援者 

• 会費と寄付により運営 

• 独立性を尊重した組織。州、郡、地域の団体が集まっ
てBUNDを構成している。 

• 世界最大規模の国際環境団体ネットワークである
Friends of the Earth Internationalのドイツメンバー 

• 専門家委員会からの助言を受けながら活動 



環境運動の力強さ 
 

• 約500万人の環境団体会員（政党支持者総数の3倍） 
• ４大環境団体： 
 グリーンピース、ＷＷＦ、ＢＵＮＤ（ＦｏＥドイツ）、ＮＡＢＵ、 

 ほか多数の小規模団体 

ドイツにおける脱原発の前提 



1976年 ブロックドルフ原発建設
反対運動 

環境運動の高い継続性  

40年にわたる反原発運動 

1975年 ヴィール原発建設反対
運動のシール 

ドイツにおける脱原発の前提 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:WYHL_1975_KKW-NEIN.jpg&filetimestamp=20110410144237


脱原発の歴史 

1986年4月26日、チェルノブイリでの 

原発大事故 

 

原因:  

• 動作試験の失敗  

• 人的ミス 

• 格納容器のない原子炉のタイプ 

 

対応の悪さ: 

• 避難指示の遅れ 

• 稚拙な除染 
爆発後のチェルノブイリ原発原子炉 



ドイツへの影響 

1986年時点での土壌の放射能汚染 



FoEドイツ（BUND）の活動: 

• 放射能測定器の購入 

• 広報活動 

• 1987年4月26日: 事故後1周年の 

  アクションデー 

ドイツで起こった市民運動 

その他の市民運動: 

• 1992 年 「ドイツ・チェルノブイリ救済 

  連盟 (DVTH)」設立 

  (レンクフェルダー教授) 

• 「チェルノブイリ子ども救援イニシア
チブ」 

• … 

 



1986年 ヴァッカースドルフ再処理工
場の工事柵前で人間の鎖 
(Foto: focus.de) 

 

1986年 ヴァッカースドルフ再処
理工場反対デモ 

チェルノブイリ事故の90日後に12

万人が集まる 

原発反対の抗議行動  

環境運動の高い継続性:  

40年来の原発反対運動 



Die Gegner: 

 原子力ロビー 

  

 

- 総発電量の60％以上 

-寡占体制:  

 電力供給地区を分割 



ドイツの脱原発 

1998年: 政権交代 

2000年: 脱原発決定  

 目標: 2022年までの脱原発 

 

原子炉安全委員会: 

• 2000年まで  利害の影響を受けた安全審査 

  原子力発電推進の立場の人のみ委員会メンバー 

• 2000年以降  原子力発電に批判的な立場の人も委員
となる (ローター・ハーン、ミヒャエル・ザイラー、 ヴォル
フガング・ケーニヒ)  

 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/?selectedTab=images&offset=0


再生可能エネルギー法 (2000年) 

主要な内容: 

• 再生可能エネルギーの送電線接続義務 

• 再生可能エネルギーの優先接続 

• 20年間保証の固定価格買取制度 



Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung

 in Deutschland

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[G
W

h
]

Wasserkraft Windenergie 

Biomasse * Photovoltaik

* Feste und flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, biogener Anteil des Abfalls; 1 GWh = 1 Mio. kWh;

Aufgrund geringer Strommengen ist die Tiefengeothermie nicht dargestellt; StromEinspG: Stromeinspeisungsgesetz; BauGB: Baugesetzbuch; EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz; 

 Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Bild: BMU / Christoph Edelhoff; Stand: Dezember 2011; Angaben vorläufig    

EEG:

April 2000

EEG:

August  2004

StromEinspG: 

Januar 1991 - März 2000

 EEG:

 Januar 2009

Novelle BauGB:

November 1997

法規制によって、ドイツでは発電における 

再生可能エネルギーの割合が顕著に増加 

2000年 

再生可能エネルギー法制定 

2004年 

同法改正 2009年 

同法改正 

1991年 

電力供給法制定 

（2000年に再生可能エネ
ルギー法に移行） 

1997年 

建築基準法改正 



「原発からの脱却」からの脱却 

2009年: 政権交代 

後退: 

 2010年10月、 ドイツ連邦政府は原子力発電所の稼働
延長を決定。 

 個々の原子力発電所の稼働期間が、稼働開始年に
よってそれぞれ8年 ないし14 年延長された。  

理由: 

 原発事業者の大規模なロビー活動。 

 減価償却後の原発は1基で年間3億ユーロの利益を生
み出す。 



ドイツにおける脱原発 

政府の決定に対する国民の答え： 

10万人がベルリンの官庁街を取り囲む 



2011年3月11日: 福島での重大事故 

この事故は 

原子力が制御不可能かつ 

その無責任なものであることを 

示している 

 

 

Der Reaktor in Fukushima nach der Explosion 



日本での事故の影響 

土壌の放射能汚染  2011年 

原子力は制御不可能であ
る。いったん重大事故が起
こると文明の引き起こした
惨事の中でも最大のもの
となり、その影響は将来の
何世代にも及ぶ 



活動の多様性 

• 何十万もの参加者がデモ行進 

• ドイツ国内の多くの場所で何か月にもわたって抗議行動 

• … 

2011年5月28日にベルリン
で行われた大規模デモ 

 

何十万のもの人々が 

「脱原発」に向けてデモ行進 

http://www.ausgestrahlt.de/regional/regelmaessig.html


メディアの開放性 

ドイツメディアは多様性の高さが 

特徴。 

 

視聴料金を財源とする公共放送 

が政治的に中立な報道を行う。 



ドイツの2回目の「脱原発」 

 2011年夏、 ドイツ連邦政府の決定: 

• 原発8基（総出力約8,500ＭＷ）の稼働を 

  即刻停止 

• 2022年までに最終的に原子力エネルギーから 

  脱却する 

 9 基の原発が稼働をつづけている 

BUND は2013年までの 脱原発を要求していた。 

 

 

 



2011 年に初めて、ドイツにお 

いて再生可能エネルギーが 

原子力を上回る! 

ドイツの脱原発 

2010 

  

 

 

2011 

ドイツにおける電力ミックス: エネルギーシフト前 (2010年) およびエネルギー 

シフト後(2011年)の総発電量 



Quelle: Frankfurter Rundschau (2011) 

ヨーロッパ: 稼働停止する原発の増加 

拡大する反対運動 



 脱原発は可能である  
 

エネルギーシフトとは: 

 

• 省エネルギー 
  

• エネルギー効率化 

 

• 再生可能エネルギー 

 



結論  

 

 

脱原発は生存をかけた問題である 

 

脱原発は可能である 

 

脱原発は産業界におけるイノベーションのチャンスであり、環境破壊
のない未来をもたらす 

 

そのために、市民、ＮＧＯ、メディア、社会および政治の参画を必要
とする 



韓国の芸術家モ・カン（Mo Kang）:  
チェルノブイリおよび福島の原発災害の 

被害者に捧げる記念碑 

 

ひっくりかえってしまった亀は、 

放射能汚染に対して無力な 

自然を象徴している 



独立した立場の科学者たちが 

脱原発を要求 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



ドイツ全土において抗議行動やデモ行進 



日本からの使節団が 

ドイツを訪問 



日本からの使節団が 

ドイツを訪問 



日本からの使節団がBUNDを訪問 



 

日本からの使節団が 

ドイツを訪問 

 



日本のための1万羽の鶴 



 

事故後1周年のアクションとデモ行進 

 


