
アイルランド

主要データ
首 　 都 ダブリン
面 　 積 6万9,797km2

人 　 口 480万3,000人（2018年推定）
住 　 民 ケルト系のアイルランド人が中心
言 　 語 第1公用語はアイルランド語（ゲール

語）、第2公用語の英語が一般的
宗 　 教 約78％がカトリック
政 　 体 共和制。議院内閣制
通 　 貨 ユーロ

1ドル＝0.87ユーロ（2019年初）
1ユーロ＝123.27円（2019年初）

国内総生産 3,337億3,076万ドル（2017年）
1人当たりの
国民総所得 5万5,290ドル（2017年）

会 計 年 度 1月1日～12月31日

Ⅰ.エネルギー・環境政策

1. EUの環境政策
欧州連合（EU）加盟国であるアイルランドは、温室

効果ガス（GHG）削減、再生可能エネルギー（以下、
再エネ）導入、エネルギー効率化に関してEU全体ま
たは加盟国間で分担した中長期目標を有している。

（1）2020年目標
EUの2020年目標としては、「トリプル20」と呼ばれる、

各項目20％のEU全体の目標が定められている。具体
的には、EU全体で、①GHG排出量を1990年比20％
削減、②最終エネルギー消費に占める再エネの比率
を20％以上とする、③2020年に想定される最終エネ
ルギー消費から20％引き下げること（エネルギー効率化）
とされている。

これを踏まえ、アイルランドでは、①GHG削減につ
いて欧州排出量取引制度（EU-ETS）対象外部門で
国別目標として2005年比20％削減（EU-ETS対象部
門はEU全体目標として2005年比21％削減）、②再エ
ネ導入は国別目標として16％、③エネルギー効率化は

アイルランドの2001～2005年における最終エネルギー
消費量の平均から20％と定められている（VI.環境対
策を参照）。

（2）2030年目標
2030年目標としては、EU全体で、①GHG排出量を

1990年比で40％削減、②最終エネルギー消費に占め
る再エネのシェアを32％以上に引き上げ、③エネルギー
効率化を32.5％以上達成することとされている（2019
年9月時点）。これら2030年のEU全体の目標達成に
向けて、個々のEU加盟各国に対しては、再エネ導入
やエネルギー効率化に関する強制的な目標割り当て
は行われていない。ただし、EU政策の枠組みにおい
て、すべてのEU加盟国は「国家エネルギー気候変動
計画（NECP）」を策定し、欧州委員会へ提出すること
が義務付けられており、その中で、2030年における自
国のエネルギー・気候変動政策上の目標値を提示す
ることとなっている。NECP草案は2019年初めまでに
欧州委員会へ提出されており、これに対する欧州 
委員会の勧告を経て、加盟各国は2019年末までに
NECP最終版を欧州委員会へ提出することが求めら
れている。

アイルランドの2030年までのGHG排出削減目標は、
EU-ETS対象外部門で30％と定められている。EU-
ETS対象部門については、法的拘束力はないものの
43％に設定されている。再エネ導入およびエネルギー
効率化の国別目標は定められていない。アイルランド
が2018年12月に提出したNECP草案では、2030年ま
での見通しが示されている。草案によると、2030年に
おけるアイルランドのGHG排出量は58CO2換算100万
トン（MtCO2-eq）で1990年比約3％増、再エネ導入率
は15.8～27.7％、最終エネルギー消費のエネルギー効
率化は2017年比10.9％、2020年比11.5％である。欧
州委員会はアイルランドの草案に対し低い評価を与
えており、改善に向けた勧告を行っている。

2. アイルランドのエネルギー・環境政策
アイルランドは、気候変動対策と低炭素化に関す 

る国家政策「National Policy Position on Climate 
Action and Low Carbon Development」を2014年に
発表し、2050年までに発電部門、運輸部門、建築部門

（家屋やビル、公共施設など）からのCO2排出量を
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Development Plan 2018-27（NDP）」を打ち出してい
る。NDPでは、2018年から10年間で約1,160億ユーロ
が低炭素化政策に充てられる。
「2019年気候行動計画」では、世界的な平均気温上
昇を産業革命以前に比べて1.5℃以下に抑えるという
近年の国際的な議論に鑑み、アイルランドを2050年
GHG排出実質ゼロとすることを念頭に、2030年まで
の行動計画を示している。主な計画として、気候変動
政策委員会の設置、一定期間のCO2排出量に上限を
設けるカーボン・バジェット制度の導入、炭素税の引き
上げなどがあり、各産業部門についても具体的な行
動計画や削減目標が立てられている。電力部門に関
しては、2030年までに発電電力量に占める再エネの
割合を70％に引き上げることを目標とし、2025年まで
の石炭および泥炭による発電の廃止、家庭やコミュニ
ティ単位での自家発の推進、再エネの系統接続プロセ
スの効率化などにより、再エネ電源を計1,200万kW
追加導入するとしている。この他、2030年までにガソ
リン・ディーゼル車の販売を禁止し、電気自動車の目標
導入台数を約95万台とすることも掲げている。

3. エネルギー需給
2016年における一次エネルギー供給量は、13.93石

油換算100万トン（Mtoe）であった（表－1）。国産の
エネルギー資源はピートと天然ガスが中心である。
2016年におけるエネルギー自給率は30.2％で、2012年

1990年比80％削減、また農林業部門については2050
年までにGHGの排出を実質ゼロとすることを掲げて
いる。この政策をもとに、2015年には「気候変動対 
策および 低炭素開発法（Climate Action and Low 
Carbon Development Act 2015）」を制定している。
同法令では、前述の2050年目標の達成に向けた中期
的な指針や方策を示す「National Mitigation Plan

（NMP）」を定期的に作成しその進捗状況を確認する
ことを定めている。2017年には最初のNMPが発表さ
れている。

また、上記の国家政策を踏まえ、アイルランドは
2030年までのエネルギー政策を2015年発表のエネル
ギー白書に取りまとめている。2015年エネルギー白書
は、安定供給、持続可能性（環境性）、競争促進の3つ
を重点として、化石燃料による発電を減らし再エネに
よる発電を増加、さらに暖房や自動車の電化を推進す
ることを掲げている。

この他、2040年までの包括的な国家政策枠組みを
示し た「Project Ireland 2040」（2018年 発 表 ）や、
2030年までのGHG削減に関する行動計画を示した

「2019年気候行動計画（Climate Action Plan 2019）」
（2019年6月発表）がある。
「Project Ireland 2040」では、2040年までに見込ま
れる人口増加（約20％増）から生じ得る経済や環境
における課題を挙げ、その対策として低炭素化に向
けたインフラ開発のための財政政策を示す「National 

表－1　エネルギー需給バランス（注1）
（単位：石油換算100万トン）

年 1973 1990 2000 2010 2015 2016

生産　　

石炭・ピート（注2）  　 1.06 1.43  0.97  1.00  0.77 　0.68
石油製品　　　　　 2.68 1.74  3.31  2.91  3.39 　3.21
ガス　　　　　　　 − 1.87  0.96  0.22  0.11 　2.48
バイオマス・廃棄物 − 0.11  0.14  0.33  0.41 　0.44
水力　　　　　　　 0.06 0.06  0.07  0.05  0.07 　0.06
再エネ　　　　　　 − 0.00  0.02  0.25  0.58 　0.54

合計 1.12 3.47  2.16  1.85  1.93 　4.20

純輸入　

石炭　　　　　　　 0.50 1.99  1.68  0.95  1.46 　1.14
石油（注3）  　　　　　 5.45 5.06  8.15  7.66  7.43 　7.41
ガス　　　　　　　 − −  2.48  4.48  3.62 　1.70
電力　　　　　　　 0.00 −  0.01  0.04  0.06 −0.06

合計 5.96 7.05 12.32 13.17 12.66   10.33
一次エネルギー供給計（注4） 6.91 9.91 13.80 14.39 13.28   13.93

最終消費

工業　　　　　　　 1.87 2.32  3.06  2.47  2.58 　2.69
輸送　　　　　　　 1.17 1.68  3.56  4.00  3.75 　4.05
その他（注5）  　　　　 2.07 3.55  4.16  5.04  4.17 　4.17

合計 5.11 7.55 10.78 11.51 10.50   10.91
（注1）端数処理のため、数値は必ずしも合計と一致しない．（注2）ピートが大半を占める．（注3）バイオ燃料等の輸入を含む．
（注4）在庫の備蓄増減等を含むため、生産量および純輸入量の合計と一致しない．（注5）家庭・商業・公共・農林水産業部門．

［出所］IEA, “Energy Balances 2018”.
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（CRU：Commission for Regulation of Utilities）から
ライセンスを受けて送電系統を運用する形態となって
いる。

電力小売自由化は、ESB分割後の2000年2月に年
間使用量が400万kWhを超える需要家を対象として
始まり、2002年2月に100万kWh以上、2004年2月に
10万kWh以上の需要家へと段階的に範囲が拡大さ
れた。そして、2005年2月19日に小売市場が全面自
由化された。

2. 供給体制
供給体制は、図－1の通りである。
発電部門では、旧電力供給公社（ESB）が主要事

業者であり、英国領である北アイルランドを含めた単
一卸電力市場（SEM）における市場シェア（2018年第
1四半期）は44％、次いでSSEグループ（英国）傘下
の Airtricityが15％、北アイルランドのエネルギー事
業者Viridianが14％である。残りの事業者はいずれ
も5％以下である。

アイルランドは北アイルランドと共同で、SEMを
2007年11月から運用している。SEMは、EirGridと北
アイルランドの系統運用者SONI（2008年にEirGrid
が買収）との合弁会社である単一卸電力市場管理者
SEMOによって運営されている。

SEMは2018年9月末まで強制プール方式を採用し
ていた。この方式では、前日市場と当日市場が開設さ
れ、すべての発電会社（1万kW以上）が電力（1,000 
kWh）を入札する。SEMOは30分ごとの電力需要の
予測に見合うように、発電会社の入札価格を安い順
に積み上げ、需要と供給が一致した時点の価格で落

の9.7％から大きく上昇した。これはアイルランド北西
部のガス田Corribの開発によるものだが、今後10年
以内に同ガス田からの生産量は半減するとみられて
いる。

2016年における国内総エネルギー消費量は、10.91 
Mtoeであった。部門別の消費量は、運輸用36.8％、
家庭用24.2％、産業用22.4％、商業用12.1％、その他
4.5％であった。アイルランドは1990年代後半から2007
年にかけて「ケルトの虎」と呼ばれる実質GDP成長
率10％前後の経済成長を遂げていたが、2008年の世
界的な金融危機により大きく影響を受けた。2010年に
はEU/IMF（国際通貨基金）からの経済支援プログラ
ムを受け、増税や社会福祉費削減など国内の財政構
造改革を実施した。また、租税上のメリットを求める外
資系企業がアイルランドに拠点を置き投資を進めたこ
とから、同国の経済は回復基調に転じ、経済支援プロ
グラムは2013年12月に終了した。経済成長率は2014
年から4年続けて欧州一であり、2040年にかけて人
口増加や産業部門でのエネルギー需要増加が見込ま
れている。一方、英国への貿易依存度が高く、2019
年9月現在、英国のEU離脱交渉が注目されている。

Ⅱ.電気事業体制

1. 電気事業の歴史
アイルランドでは1927年に、「電力（供給）法」に基

づ いて、電 力供 給 公 社（ESB：Electricity Supply 
Board）が設立された。ESBは国内唯一の一般電気
事業者として、公益企業省による監督のもと、発送配
電を一貫運営してきた。

1996年に「EU電力自由化指令」が成立し、EU加
盟国に対して段階的な市場開放が求められた。これ
を受けて、アイルランドでも1999年に「電力規制法」
が成立し、自由化に向けて電気事業の再編が開始さ
れた。発送配電を一貫運営する垂直統合型の事業形
態であったESBは事業分離が進められ、送電系統と
配電系統を所有・管理するESBネットワーク（ESBN）
社がESBの子会社として別会社化された。2006年に
は国有の系統運用事業者（TSO）としてEirGrid社が
設立された。これにより、ESBN社が送電系統を所有し、
EirGrid社は独立規制機関のエネルギー規制委員会

図－1　供給体制

［出所］海外電力調査会作成．

単一卸電力市場（SEM）

発電（ESB等）

送配電（ESBNが所有、EirGridが送電系統を運用）

小売（12社）

全需要家
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