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経済論叢（京都大学）第 190 巻第 4号，2017 年 1 月

 〈論　　文〉

 ドイツのシュタットベルケは，配電網の再公有化を
通して何を目指しているのか？ 

 中　山　琢　夫 ＊  

 Ⅰ　はじめに 

 　パリで行われた国連の気候変動枠組み条約第 21 回締結国会議（COP21）では，世界の気温上昇
を，産業革命前の 1.5℃未満に抑えるための取り組みを推進するという，数値目標を掲げて採択さ
れた。2020 年以降の温暖化対策に一部法的拘束力をもつ，世界約 200 の国・地域すべてが参加す
るこのパリ協定は，京都議定書以来の歴史的な国際合意である。 
 　先進国だけでなく，開発途上国におけるCO 2 の排出を減らしながらも，なおかつ原子力に依存
しない社会を展望するためには，エネルギーの大転換が必要である。つまり，再生可能エネルギー
の本格導入と，熱利用や省エネを含めた，エネルギー利用の高効率化が重要である。 
 　こうしたグローバルな取り決めを受け，それをどのように実効させるのかが，重要な課題となっ
ている。それは，地球環境的に持続可能なだけでなく，地域経済にとっても持続可能な発展をもた
らすものでなければならない。 
 　ドイツでは近年，エネルギー部門において，数多くの自治体の新しい都市公社（シュタットベル
ケ）が再設立されている。それは，ハンブルクやベルリンといった大都市だけでなく，農村地域に
も見受けられる。1980 年代から 1990 年代にかけて，公共サービスの民営化やアウトソーシングが
支配的なトレンドであった期間を経て，それとは逆のパラダイムで，最近，自治体が新しいエネル
ギー公社を設立するという傾向が顕著になってきた（Hall ［2012］ p. 3, Busshardt ［2014］ p. 3）。 
 　このように，自治体の水道，エネルギー分野のトレンドは，かつての新自由主義的なものとは正
反対のものになってきているのである（Hall ［2012］ p. 3）。多くの地方自治体は，この新しいトレ
ンドは，公共的価値・市民的価値を高めるものと認識している。さらに，エネルギー大転換
（Energiewende）は，地方がエネルギー供給を行う新しい多くの機会をもたらすものである。 
 　日本でも，実質 70 年以上にわたって続いた垂直統合型・地域独占型の電力システムが，2016 年
4 月の小売部門の自由化を皮切りに，いよいよ大きな変革を迎えようとしている。ところが，ここ
では，発電部門と小売部門を送配電部門からアンバンドリングする議論は盛んに行われているもの
の，送電部門と配電部門をアンバンドリングする議論にはいたっていない。 
 　送電部門と配電部門がアンバンドリングされ，配電部門に地方自治体やその公社が参入すること
ができれば，地方からの分散型のエネルギー大転換が展望できるようになる。その意味で，新たに
都市公社（シュタットベルケ）を設立したり，配電網を買い戻してエネルギー事業を行おうとする
ドイツの自治体の動向は，多くの示唆に富んでいる。 

＊　京都大学大学院経済学研究科特定助教
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 　本稿では，ドイツで新設された都市公社がいったいどのようなものなのか，また，こうした再公
有化はどのような目標を掲げているのかについて，ヴッパタール気候・環境・エネルギー研究所に
よるスコーピングスタディをもとに検討する（Berlo, Wagner ［2013］）。 

 Ⅱ　なぜ，再公有化か 

 　ドイツでは，2016 年までの間に，現存するほとんどの配電網のコンセッションが更新される。
この機会に，全ドイツの約 2/3 の市町村が，発電施設と配電網を買い戻すことを検討しているとい
う（Hall ［2012］ p. 4）。この地域エネルギー政策のポテンシャルを十分に活用するための戦略を追
求するためには，自治体独自の都市公社の設立が重要な第一歩となる。 
 　配電網を自治体が所有することには，今日的に多くのメリットがある。それは，以下 6点に集約
される（Müller- Kirchenbauer, Leprich ［2013］ S. 100 ― 101）。 
 　第 1に，公共サービスの中核的課題であるエネルギー供給を自前で行えるという点である。配電
網が自治体の手中にあれば，地元のさまざまなプレーヤーの責任下に置かれる。ここでいうプレー
ヤーとは，自治体の政策立案者とその主導によって投入された地元の業者や団体である。顧客であ
る住民や企業からは，この公共サービスの直接的な担当者として認識される。供給されるエネルギー
の価格は，適切な価格がもっとも重視されるため，配電事業から得られる利潤の重要度は二次的位
置づけとなる。 
 　第 2に，地域の経済的な付加価値創造が期待できる。自治体のインフラ設備は，その地域におけ
る経済的な付加価値創造に直接的に寄与する。配電網の運営や事業活動によって得られた利潤は地
元に留まることになる。域外にある大手企業の本社や株主のもとに流出しない。さらに，配電網の
運営は，持続的に手堅い雇用を確保することができ，そのノウハウを地元で構築し，活用すること
ができるのである。 
 　第 3に，都市公社がホールディング化することで，公共福利を維持するための財源を得ることが
できる。公社が企業的に活動する中で，利益をもたらす分野，例えばエネルギー事業と，損失を出
す分野，例えば近距離公共交通やプールの維持管理を，企業会計上相殺することができる。相殺さ
れた税金は，都市公社にとっては有利なものとなる。 
 　第 4に，新しいビジネス開発のシナジー効果のポテンシャルが望まれる。とりわけ，電熱併給に
よる分散型エネルギーシステムにおいて，ハイブリッド系統1）  の導入により，複数のエネルギーシ
ステムを同時に最適化していくことが容易になる。このように，自治体レベルで相乗効果のポテン
シャルを発揮する手法は多くある（Richter, Thomas ［2008］）。 
 　第 5に，住民に近いというメリットがある。分散型エネルギーの経済的な付加価値創造のバ
リュー・チェーンの段階に沿って，別のビジネス分野へ進出していくことが可能となる。例えば，
コジェネによる熱供給サービスなどである。都市公社は顧客に近いことから，さまざまな需要に合っ

1） ここでいうハイブリッド系統とは，将来の再生可能エネルギーによるエネルギー需給方法として考えられて
いるスマートなシステムのことを指す。ここでは，電気・ガス・熱の供給系統が連携して制御される。また，
需給状況に応じて，交通・電力・熱分野へのエネルギー供給を行ったり，別のエネルギー形態に転換・貯蔵・
輸送を行うことである。
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たエネルギーサービスを開発することができ，場合によってオーダーメイドも可能である。顧客と
のローカルな連帯感が，都市公社にとっての強みである。 
 　第 6に，将来の市場性に期待がもてる。今日，スマートグリッド，スマートメータリング，そし
て電気自動車やインフラ構成要素の間には密接な関連があり，これを将来の市場開拓に活用するこ
とができる。例えば，電気を用いた近距離公共交通の運営や最適化は，自治体にとって重要な関心
事である。このようなイノベーションは，将来の重要なオプションになるといわれている。 
 　このように，かつて売却された都市公社の再公有化や配電網の買い戻し，あるいは，都市公社の
新設は，迅速なエネルギー大転換とスマートグリッドによる効率的エネルギー利用，そして，全体
としてより生産的な供給構造を構築するための根本的な前提であるともいわれている（Scheer 
［2010］ S. 200） 。
 　ドイツの自治体は，数々の都市公社の新設により，エネルギー大転換の取り組みを強化している。
それは，エネルギー関連事業を自立的にデザインすることが，ドイツ憲法 28 条によって，自治体
の権利として保障されているからである。 
 　多くの自治体において，気候変動対策や総合行動計画が策定されるが，その実質的な実効役を担
うのは都市公社である。都市公社と自治体行政の間には，公安権限・計画権限・公共建築といった
分野で重なる領域が多い。そこで，有意義な共同作業ができるのである。 
 　このように再公有化に取り組もうとする自治体は，エネルギー大転換において，より重要な役割
を担うことになる。自治体独自の都市公社をもつことで，彼らはエコロジカルに有益で，気候変動
に優しいエネルギー供給の再構築を進めるチャンスを得ることができる。 

 Ⅲ　ドイツにおける都市公社新設の実態 

 　ドイツでは，通常 20 年に一度，配電網の営業権（コンセッション）が更新される。その過程で，
都市公社（シュタットベルケ）や村公社（ゲマインドベルケ）の新設が増えている。2005 年から
2012 年にかけて，少なくとも 72 件の都市公社や村公社が設立されている（Berlo, Wagner ［2013］ 
S. 6）  2）。 
 　本節で分析対象とする都市公社や村公社は，少なくとも電力業務に携わっており，新しく設立さ
れた企業のみを取り扱っている。例えば，行政企業（Eigenbetrieb）から有限責任会社（GmbH）
に企業形態を変えただけの都市公社，建設作業のみを扱うような都市公社は，対象外である。また，
ガス・水道事業を手がける既存の都市公社や村公社が，配電網の買い戻しによって業務分野を拡張
したものも対象外である（Ebenda S. 6）。 
 　ドイツでは，アンバンドリング規制により，企業規模に応じて発電・送電・配電・小売部門を明
確に分離することが義務づけられている。一方で，自治体が過半数以上を出資する都市公社で，総
合戦略的・企業経営的に，配電網運営のみを行う企業はない。都市公社のほとんどは，総合企業と
して，複数の経済的な付加価値創出の段階において，企業活動を行っているのである。 
 　つまり，都市公社の新設や配電網の再公有化を考える上で，都市公社は，発電・配電網運営・小

2） ドイツ都市学研究所（Difu）や自治体企業連合（VKU）も市場観察を通じておよその評価を行っているが，
その数値的な規模を完全に網羅したデータはこれまでに存在しない。
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売・エンドユーザービジネス・エネルギーサービス事業といった，関連する企業活動を伴っている
総合企業である（Ebenda, S. 5）。 

 1　新設された都市公社・村公社の場所とクラスター 
 　図 1 は，2005 年以降に新設された都市公社・村公社の位置を示している。この図が示すように，
公社の新設は，地域的な集中（クラスター）を確認することができる。 
 　クラスター 1はハンブルク・シュレースヴィヒ地方，クラスター 2はハノーファー広域圏，クラ
スター 3はヴォルスブルグ地方，クラスター 4は東部ヴェストファーレン - ミュンスター地方，ク
ラスター 5はラインラント地方，クラスター 6はシュトゥットガルト - ネッカー地方，クラスター
7はシュバルツバルト地方，クラスター8はボーデン湖地方，クラスター9はミュンヘン地方である。 
 　このうち，バーデン・ビュルテンベルク（BW）州におけるクラスター 6，7，8の地域において，
公社の新設が盛んである。これに次いで，ノルトライン・ヴェストファーレン州のクラスター4，5，
ニーダーザクセン州のクラスター 2，3の地域において，公社の新設が盛んである。 
 　また，新設された都市公社・村公社のうち，95％は旧西ドイツ地域に偏在していることもわかる。
公社の新設には，明らかに東西格差が存在する。 
 　このクラスター形成には，近隣自治体での都市公社の設立，再公有化に関するポジティブな経験
があると，自らの自治体もまた，この分野でアクティブになろうとする機運が高まっていることが
推測される。例えば，BW州のシェーナウ電力会社（EWS）や，アルプ電力会社ガイスリンゲン・
シュタイゲにおける成功例は，周辺地域に一定の波及力をもたらす典型的な事例である。 
 　シェーナウ電力会社は，シュトゥットガルト都市公社やティッティゼー - ノイシュタット都市公
社をはじめとする都市公社と，パートナーシップ的な関係を築いている。シェーナウ電力会社は，
他の自治体が都市公社を設立する際に，自らの経験と経営的ノウハウを提供するだけでなく，
ティッティゼー - ノイシュタットの都市公社に 50％の出資，シュトゥットガルトの都市公社に
40％の出資，また，シュヴェービッシュハルの都市公社には 50％の出資を行っている（村上［2014］
110 ページ）。 

 2　新設された都市・村公社の自治体人口規模 
 　それでは，こうして新設された都市公社・村公社がカバーする人口規模はどの程度のものなのか。
図 2は，72 の公社の人口規模を表したものである  3）。この人口区分は，ドイツにおける配電網営業
兼授与政令の規模等級に準じたものである。 
 　この図から明らかなように，1万人から 2.5 万人の人口規模の自治体あるいはその連合が，都市・
村公社をもっとも多く設立していることがわかる。また，ほとんどの場合，ひとつの公社がカバー
する人口は，1万人から 5万人の範囲であり，72 件中 45 件を占めている。一方で，1万人以下の
小さな村でも 16 件の公社が設立されており，全体の約 2割を占める。このように，小さな自治体
で，都市・村公社が設立され，エネルギー供給を行っていることは興味深い。 
 　とはいうものの，人口 2.5 万人以下，とりわけ人口 1万人以下の自治体において，都市・村公社

3） 複数の自治体が連合を組んで都市公社を設立することもあるため，公社の数と自治体の数は，必ずしも一致
しない。複数の自治体が共同で公社を設立した場合には，参加する自治体すべての人口を積算している。
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図 1　2005 年以降に新設された都市公社・村公社
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 8
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を設立し，運営することは容易ではない。それは，人材的キャパシティの不足，技術的ノウハウの
不足，コストに対して労力が大きすぎるなどの理由からである。また，配電網の営業権の移行に関
する手続きは複雑であり，小さな自治体にとってはハードルが高い。 
 　このような小さな自治体では，第 1項で述べたような自治体間の連合公社や共同プロジェクトが
重要な意味をもつ。つまり，「戦略的パートナーシップ」が重要となってくるのである。 
 　さて，図 2が示すように，人口 5万人以上の自治体では，都市公社の新規の設立はほとんど見ら
れない。なぜならば，この規模の都市では，すでに自前の都市公社を所有しているからである。 

 3　新設都市・村公社の法人形態 
 　ドイツにおける企業設立では，私法上の組織形態が重要な役割を果たす。都市・村公社をはじめ
とする自治体による地域団体は，基本的に会社法上のいかなる企業形態をとることも可能である。
しかしながら，自治体法において自治体による損害賠償義務が一定額を超えてはならないと規定さ
れているため，合名会社（OHG），合資会社（KG），株式合資会社（KgaA）および非登録NPO協
会（nicht rechtfähige Verein）は，選ぶことができない。株式会社（AG）は，論理的には設立可
能であるが，大企業向けに整備されているものである 4） 。 
 　このような経済活動を行うにあたり，有用な企業形態は，有限責任会社，有限合資会社，登録協
同組合（eingetragene Genossenschaft），登録NPO協会（eingetragener Verein），あるいは，私
法上の財団である。 
 　私法上の組織形態で認可されている法人形態では，通常，株式会社（AG）と有限責任会社（GmbH）
が考察の対象となる。一方，公法上の組織形態を選ぶこともできる。その大半は行政企業
（Eigenbetrieb）である。 
 　今回抽出された，72 の新設都市・村公社の企業形態は，主に 4つに分類される。その 4つは， 
 　①有限責任会社（GmbH）， 

4 ） fes 2004: Wegbeschreibung für die kommunale Praxis Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde 
（Loseblattsammlung） 自治体での実践のための道案内，自治体の経済企業（ルーズリーフ集）

図 2　人口規模別の都市・村公社の新設数
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 10 より作成
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 　②有限合資会社（GmbH ＆ Co. KG）， 
 　③行政企業（Eigenbetrieb）， 
 　④自治体会社（KU） 
 である。 
 　③行政企業（Eigenbetrieb）とは，自主化行政企業のことである。法人化されていない行政組織
の中に組み込まれた行政企業であるが，独立性や自主性をもつ公的企業である。 
 　④自治体会社（KU）とは，バイエルン州だけで見られる特有の形態であり，同州の自治体法の
特殊な規定を根拠としている。自治体公社（KU）は，公法上の会社という法人形態をもつ，独立
した企業とされている（バイエルン州自治体法（BayGO）89 条）。 
 　図 3は，新設された都市・村公社の法人形態の比率を示している。圧倒的に多いのは，①有限責
任会社（GmbH）であり，全体の 67％を占めている。この企業形態を選んだ理由は，分散型エネ
ルギー市場の実情に適しているからだという。有限責任会社は，第三者の資本参加を認めている。
こうして資本参加する第三者は，強力な戦略的パートナーとなりうるものである。 
 　私法に基づいて設立される有限責任会社は，行政企業とは異なり，独自の法人格を有している。
つまり，行政会計の下には置かれず，資産的にも自治体行政とは分離している。したがって，有限
責任会社の損害賠償義務は，資本金のみが対象となる。これに対し，公法に基づいて設立される法
人（行政企業・自治体会社）の場合は，自治体は行政企業の債務に無制限の責任を負わなければな
らない。自治体が破産した場合には，最終的に，州が自治体の債務に責任を負うことになる。 
 　とりわけ，配電網を買い戻して再公有化しようとするときには，大きなリスクを伴う。例えば，
既存の営業権所有者と適切な購入価格について合意できなかったり，長期間にわたる引き渡しの延
期や法的な争いになった場合，多額の費用が必要となる。 
 　この点で，有限責任会社という法人形態は，損害賠償義務を制限するための有用な戦略である。
また，地元自治体は過半数以上の出資者であるから，その経営に影響を及ぼすことができるだけで

図 3　新設都市・村公社の法人形態
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 12 より作成
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なく，比較的簡単に設立できることもまた，この法人形態のメリットである。都市・村公社が，有
限責任会社という企業形態をとる例が圧倒的に多いのは，こうした理由からである。 

 4　都市・村公社新設の地域偏在性 
 　ドイツの公社新設は，全 16 州のうち，10 州で行われている。図 4は，それぞれの州での新設さ
れた都市・村公社の数を表している。ここに記載されていない，ベルリン州，ブランデンブルグ州，
ブレーメン州，ザーラント州，チューリンゲン州では，2005 年～ 2012 年の間に新設された都市・
村公社は見られなかった。 
 　とりわけ，バーデン - ビュルテンベルク（BW）州だけで 24 件の設立があり，全体の 33.3％を占
めている。次にノルトライン - ヴェストファーレン州で 14 件の設立があり，全体の 19.4％を占め
る。ニーダーザクセン州は 12 件で 16.7％である。この 3州だけで，50 件もの都市公社の新設がな
されており，その比率は約 70％である。それではなぜ，顕著な地域的な偏りが起こっているのだ
ろうか。 
 　まず，配電網の営業権の更新時期との関連が考えられる。しかしながら，3つの州だけで 70％も
の新設都市・村公社が設立されていることは，更新時期と公社の新設が連関していないことは明ら
かである。 
 　次に，政治的な情勢が考えられる。言い換えれば，自治体の議会における政治的多数派の情勢や
政治的意思決定者が，都市公社の新設や再公有化をどう考えているのかという要因である。 
 　社会民主党（SPD）や緑の党（Bündnis 90/ Die Grünen），左翼党（Linke）は，再公有化戦略
に基本的に賛同している。これに対し，自由民主党（FDP）は，都市公社や再公有化の戦略につ
いて，漠然とした懐疑から断固とした反対意見まで見られる。キリスト教民主同盟（CDU）は，
自治体レベルでは頻繁にFDPと連携を組んでいる。 

図 4　州別の都市・村公社新設数
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 13 より作成
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 　こうした自治体レベルでの政治的パートナーシップからは，基本的に再公有化の決断は生まれに
くいといえる。ところが，CDUが明確な多数派を占める自治体では，再公有化の戦略が見られる。
これらを総合すると，自治体議会における政治的な多数派情勢は，都市公社新設の地域的偏在の決
定的な理由とは言いにくい。 
 　一方で，従来の配電網営業権所有者が提供するサービスの質については，自前の都市公社設立の
注目すべき理由となる。つまり，彼らへの不満である。BW州で公社を新設した自治体のほとんど
は，かつて大手電力EnBWが配電網の運営を行っていた。ノルトライン - ヴェストファーレン州
では大手電力RWEあるいはその地域子会社が配電網の運営を行っていた。ニーダーザクセン州で
は，大手電力E. ONが配電網の営業権を所有し，運営を行っていたケースが多い。このような大
手企業は，石炭・褐炭や原子力といった，大規模集中型の発電が支配的である。 
 　また，州の自治体法も，公社の設立が偏在していることへの重要な理由となる。自治法は，自治
体の地域団体に許される経済活動の程度を規定する。その一環として，自治体が企業（公社）を設
立する権利は，各州の自治体法の中で規定されているのである。 
 　ここで，「公的企業は，どのような課題を市場経済的な基本ルールと調和させて遂行すべきなの
か？」という問いが上がってくる。この解釈については，政治政党によってさまざまである。その
ため，州の自治法に定められた自治体による経済的活動の許容範囲も，州ごとに異なっている。こ
の許容範囲は，補完性原理に基づいて，狭い解釈から幅広い解釈まで見られる。 
 　最後に，公社新設にとって非常に決定的なのは，パイオニア自治体による模範である。BW州に
は，シェーナウやシュベービッシュ - ハルといった自治体が，都市・村公社の設立や配電網の買い
戻しと再公有化の推進力となる，パイオニア自治体であるといえる。公社の新設が，シュバルツバ
ルト地方やシュトゥットガルト近郊に集中し，クラスターを形成しているのは，こうした理由で説
明できる。 
 　なお，都市・村公社の新設が少ない旧東ドイツの 5州は，東西ドイツ再統一後に決着された規定
が根本的に関わっている。1992 年「電力和解」によって旧東ドイツの自治体は，国営化されてい
た都市公社の返還を要求する権利が与えられた。その結果，電力・ガス・地域暖房の供給を行う
140 以上の都市公社が生まれている（Becker ［2011］ S. 83）。つまり，旧東ドイツ地域では，約 20
年前に，すでに都市公社の設立と再公有化が強力に推進されている。 

 5　新設都市・村公社の所有者 
 　新設された都市・村公社は誰が所有しているのか。ここで焦点となるのは，自治体はパートナー
を引き入れたのか，そのパートナーは，どの程度の割合で資本参加しているのか，という問題であ
る。新しい都市・村公社の所有者構造を分析する際，パートナーシップを組んでいる場合は，それ
が自治体間同士のものなのか，自治体と民間の協同によるものなのかを考慮する。このようなパー
トナーシップは，主に新企業（公社）のファイナンスを軽減するためか，あるいは，追加のノウハ
ウを新企業に取り込むために用いられる。 
 　図 5は，新設都市・村公社の所有者構造を示している。「資金参加なし」の新設公社 18 社は，パー
トナーの資金参加を受け入れていない。具体例としては，ハンブルクエネルギーやシュトゥットガ
ルト都市公社などが挙げられる。こうした公社は，大規模なエネルギー供給地域を抱えている。ま
た，電力自由化によって民営化される以前は，自前の都市公社を運営していた経験をもつ。 
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 　この 2つの再新設された都市公社は，まず小売部門に参入して活動している。既存の配電網営業
権がまだ失効していないため，いずれも配電網の運営は行われていないが，既存の営業権所有者と
契約期間が終了した後には，配電網の運営を引き継ごうとする動きがある。このようなことから，
公社の新設は，配電網の買い戻しの準備のための重要なステップであるとみなすことができる。 
 　一方，「自治体が多数派」が 43 件を占めているように，ほとんどの新しい公社が完全に，あるい
はほとんどが，自治体の所有下にあることを示している。社会参加方式の場合，直接的に隣接する
自治体の都市・村公社が引き入れられている。全体の傾向としては，自治体は，公社の新設におい
て，自治体間のパートナーシップを優先していることがわかる。 
 　その動機は，ノウハウの吸収，旧配電網運営会社への不満，地域的・自治体間の協同関係の強化，
「同じ目線の高さ」でのパートナーシップ構築が挙げられる。さらに，自治体パートナーの方が，
民間のパートナーよりも利益配当への期待が少なく，さらに，空間的に隣接した自治体との相互協
力による，さまざまな相乗効果のポテンシャルへの期待がある。 
 　パートナーとの協同が頻繁に見られるとはいえ，地元の自治体が自らエネルギー供給を行いたい
という意思が，多くのケースにおいて見受けられる。ほとんどの場合，地元自治体の議員が，経験
をもった都市公社を呼び込む決断を行っていることもわかった。 
 　多くの場合，かつての配電網運営会社も，自治体の戦略的パートナーに応募している。しかしな
がら，本稿で取り扱った 72 社の新設公社のうち，自治体ではない民間の戦略的パートナーの資金
参加を受け入れているのは，26 社である（Berlo, Wagner ［2013］ S. 17）。 

 6　新設都市・村公社の設立年 
 　図 6 は，年ごとの都市・村公社の設立数を示している。2008 年以降，継続的に増加傾向が見ら
れる。これは，エネルギー経済的な地域デザインや，付加価値創造プロセスを改善したいという自
治体の努力の拡がりが反映されている。分散型の再生可能エネルギーとコジェネレーション設備を
地元の発電に利用するための技術的・経済的な状況が成熟されるのと並行して，そのポテンシャル
を自らの経済的責任下で活用したいという願望が高まっているのである。 
 　2011 年，福島第一原子力発電所の事故が起こり，連邦政府がエネルギー大転換を決断したこと
で，この傾向はさらに強まった。もうひとつの理由は，配電網の営業権の契約の多くが期限を迎え

図 5　新設都市・村公社のパートナー構造
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 16 より作成
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たことである。多くの場合，配電網の買い戻しは，都市・村公社の新設後に行われる。また，ノル
トライン - ヴェストファーレン州では，自治体にとって有利な自治体法の改訂が，2010 年以降，効
果を発揮している。 

 Ⅳ　再公有化の概念とその目標 

 　再公有化は，ドイツにおけるすべてのプレーヤーを歓迎しているものではない。例えば，大手電
力会社のRWEや連邦カルテル庁，エネルギー市場新規参入企業連盟（BNE）は，「エネルギー大
転換は必要であるが，その実施において，再公有化は間違った戦略であり，自治体が目指す目標は
いずれにしても到達不可能なものだ」と批判的な声を発している。 
 　カルテル庁の見解は，自治体や都市公社による発電容量の増加については好意的である。それ
は，大手発電会社のポジションを弱め，市場構造が改善され，競争が活性化されるからである。一
方で，配電網の再公有化のトレンドには批判的である。それは，配電網全体の細分化あるいは寸断
化をもたらし，配電網の利用料金を高め，制御業務の増加を助長するだけでなく，大きな結合系統
により生まれる効率性が実現されない，という理由からである（BKartA ［2011］ S. 1 ― 4）。 
 　ところが，ノルトライン - ヴェストファーレン州の自治体連合会報や，連邦ネットワーク庁の評
価によれば，地域の小規模な配電網運営者が，大規模な者よりも非効率であるという主張には根拠
がない。それだけでなく，大手配電網運営会社から配電網の引き継ぎの際には，配電網が委譲され
た後に，かつての運営会社のずさんな維持管理・メンテナンスの跡が見つかることも少なくない。
（Müller-Kirchenbauer, Leprich ［2013］ S. 103，池田［2014］）。 
 　連邦カルテル庁と旧配電網運営者による懸念とは裏腹に，実践された再公有化への賛同は，非常
に大きいという。 
 　ここで，ドイツで盛んに起こっている再公有化の概念について改めて定義したい。新設された都
市・村公社にとって，再公有化とは，単に配電網やガス導管網を買い戻して，地域の配電網・ガス
導管網を運営することだけではない。こうした公社の多くは，経済的な付加価値創造のバリュー・
チェーンのすべての段階において活動することを目指している（Universität Leipzig ［2011］，Difu 
［2011］）。 
 　つまり，再公有化の活動は，エネルギー供給に関する多くの分野を包括する。それは，電力・熱・
ガスの生産，取引，配電網運営から，小売や顧客サービスにまで及ぶ（図 7）。このバリュー・
チェーンの延長により，公社はその経営的基盤を改善し，安定させることができる。 

図 6　新設都市・村公社の設立年
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 17 より作成
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 　近年の地域エネルギー供給の再公有化のもうひとつの論点は，顧客や業種に合わせた省エネサー
ビスの需要の高まりである。このサービスの重要性は増しており，将来大きな利益をもたらすビジ
ネス分野である。とりわけ，地域密着型企業である都市・村公社は，この分野での競争力をもって
いる。また，高度に発展した情報技術や，それが可能にする発電，配電，消費の双方向的な制御や
調整も，ドイツにおける再公有化のトレンドを促進している。 
 　70 件以上の都市・村公社の新設と，190 件以上に及ぶ配電網の買い戻しは，エネルギー供給の公
有化というトレンドが，大きなダイナミズムとなっていることの証である。 
 　さらに，とくに農村地域において，地域のエネルギー供給をできるだけ早く，完全に再生可能エ
ネルギーに転換しようという運動が増加している「100％再生可能エネルギー地域」の急激な増加や，
600 以上のエネルギー協同組合の設立も，地域の中で，エネルギー供給のデザインに参加したいと
考える市民が増えていることを示している。 
 　将来的には，今日のエネルギー消費者は，これまで以上に自らもエネルギー生産者となり，プロ
シューマーとして地域のエネルギー大転換に積極的に協働することで，デザインすることが予測さ
れる。その点で，都市・村公社は，市民に近く，ローカルな事情に詳しく，また，地域特有の問題
解決能力がある。 
 　ドイツが連邦レベルの政策として目標としているエネルギー大転換は，発電，取引，送電，配
電，そして小売に関わる企業が，根本的な再構築のプロセスに応じなければならないことを示して
いる。この転換プロセスにおいて，はじめに述べたように，都市・村公社は重要な意味をもってい
る。 
 　本節において含意される再公有化は，自治体によって明確な目標として掲げられ，「ミッション」
や「ヴィジョン宣言」のような形で公文書化されなければ，到底達成できるようなものでない。新
しい都市・村公社では，対策パッケージや時間的・内容的視点が定義された中間目標を決めること
が有効である。 

 Ⅴ　まとめ 

 　本稿では，ドイツで起こっているエネルギー事業の再公有化の動向を中心に，とくに自治体によ
る分散型電力システムに注目した。まず，ドイツの自治体は，なぜ配電網の営業権をはじめとする
エネルギー再公有化をしようとするのかを，6つの要素に集約した。さらに，都市公社新設の実態
について，新設された都市公社・村公社の場所とクラスター，自治体人口規模，法人形態，地域偏
在性，所有者，設立年から考察した。 
 　一方，再公有化の概念について確認し，自治体が目指す目標を明らかにした。こうした自治体
は，再公有化をとおして，新たな地域経済付加価値創造のバリュー・チェーンのすべての段階にお

図 7　再公有化による地域経済付加価値創造のバリュー・チェーン
出所）Berlo, Wagner ［2013］ S. 20 をもとに作成
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いて活動することを目指しているのである。再公有化の活動は，エネルギー供給に関する多くの分
野を包括し，電力・熱・ガスの生産，取引，配電網運営から，小売や顧客サービスにまで及んでい
る。さらに，今後大きな成長が予測される省エネサービスも含め，都市・村公社は優位性をもった
存在である。 
 　ドイツにおけるエネルギーを取り扱う都市・村公社の新設や配電網の再公有化の動向を，日本に
そのまま適用することはできない。日本では，公益性とはほど遠い開発事業に走り，バブル崩壊後
は債務超過に陥ったりして，市民の信頼性を失っているという事情もある。配電網を公有化しよう
としても，日本ではそれを可能にする法的制度が整っていない（諸富［2015］230 ― 231 ページ）。 
 　一方で，電気・ガス・熱・上下水道・交通などを，地域で一体的に運営していく必要性は今後高
まっていくことが予想される。その主体となりうるのは，あらゆる利害関係者に対して中立な自治
体が，主体的に関与することが重要なのではないだろうか。本稿で取り上げたドイツにおける新し
い都市・村公社の再設立のトレンドでは，都市・村公社同士の戦略的パートナーシップが多いこと
が見受けられるが，筆者の見解としては，日本において，必ずしも民間企業との戦略的パートナー
シップを否定するものではない。 
 　なぜならば，伝統的に配電事業をはじめとする末端の電力事業は，ドイツと異なり，日本では太
平洋戦争前の「配電統制令」以来 70 年以上にわたって，大手配電事業者の地域独占体制が継続し
ており，その経営的・技術的ノウハウは，大手民間会社とその系列会社に集積されているからであ
る。戦前にエネルギーを事業として営んだ日本の自治体の歴史にも学びながら，再生可能エネル
ギー大量導入時代の新しい地域の分散型エネルギーシステムをデザインすることが重要である。 
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