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世界の風力発電と太陽光発電の推移(原発との比較)
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• 2016年末までに風力発電の累積導入量が5億kW近くに達し、太陽光と合わせて8億
kW近くで原発の約2倍に。

• 風力発電の年間導入量が5500万kW、太陽光発電が7千万kWと合計1億2千万kWで過
去最高に

出典：ISEP「自然エネルギー・データ集」 http://www.isep.or.jp/archives/library/9570

http://www.isep.or.jp/archives/library/9570
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100%自然エネルギーへの都市や企業の動き
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Paris City Hall Declaration
A decisive contribution to 
COP21 (2016年12月4日)

全世界600人以上の都市・地域のリーダーが100%自然エネルギー
への転換や2050年までの温室効果ガスの80%削減など長期的な気
候変動目標を支持することを宣言(「パリ市庁舎宣言」)。

全世界80以上の RE100 企業が100%
自然エネルギーに向かうことを宣言

http://there100.org/companies

http://there100.org/companies
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REN21”Renewables 2017 Global Status Report”
自然エネルギー世界白書2017年版
自然エネルギーの新たな記録が生まれた2016年：
より少ない費用でより多くの自然エネルギーが導入

• 自然エネルギー発電は世界全体で161GW(1億6100万
kW)という記録的な拡大にも関わらず、投資金額（2416
億米ドル）は23%も減少

• 世界全体の自然エネルギーの累積の発電設備容量は
2015年末から約9%増加し、2,017GW(20億1700万
kW)近くに達している。

• 自然エネルギーは最も発電コストが安い選択肢となっ
てきている。

• 「ベースロード」電源の必要性は、もはや神話に過ぎな
い。例えば、2016年にはデンマークは140%、ドイツは
86.3%という電力需要に対する自然エネルギー比率の
ピークをうまく運用することができた。

• 世界では新規の自然エネルギー発電設備とバイオ燃
料生産設備への投資額は化石燃料の発電設備への投
資額のほぼ２倍であった

プレスリリース(2016年6月7日)
http://www.isep.or.jp/archives/library/10381
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特集「自然エネルギー世界白書」
⇒ http://www.isep.or.jp/library/1959

GSR2017
(2017年版)

REN21が2017年6月7日に発表
(2005年から12回目)

http://www.ren21.net/gsr

http://www.isep.or.jp/archives/library/10381
http://www.isep.or.jp/library/1959
http://www.ren21.net/gsr
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自然エネルギー市場は安定成長へ
2016年の投資額は、太陽光発電のコスト低下により前年比2割以上も減少
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出典 : UNEP/BNEF, Global Trends in Renewable Energy Investment 2017

単位：10億ドル

投資額：2416億ドル(約27兆円) 前年比23%減少
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世界の自然エネルギーへの投資(国別)
• 日本市場の投資額は第4位で、前年比56%の減少(2016年)

• 日本市場は太陽光発電市場がピークを過ぎて1.6兆円規模
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出典 : UNEP/BNEF, Global Trends in Renewable Energy Investment 2016

[億ドル]
国 2016年 成長率

1 中国 783 -32%

2 米国 464 -10%

3 英国 240 -0.6%

4 日本 144 -56%

5 ドイツ 132 -14%

6 インド 97 0%

7 ブラジル 68 -4%

8 オーストラリア 33 51%

9 ベルギー 29 179%

10 フランス 26 5%

世界全体 2,416 -23%
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世界の自然エネルギーによる雇用

• 世界の自然エネルギーによる雇用は980万人(2016年)大規模水力含む

• 日本の自然エネルギーによる雇用は約31万人(2016年)← 39万人(2015年)
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IRENA:
“Renewable Energy and Jobs
Annual Review 2017”
http://www.irena.org/

http://www.irena.org/
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〇中国が2015年にドイツを抜いて累積も新規導入量も世界第1位に(日本は累積で世界第二位に)

○ 2012年からのFIT制度により2013年以降に急成長し、新規導入量は世界第三位に(2016年)

出典：IRENAデータからISEP作成

太陽光発電の累積導入量の国別比較
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〇 2016年に日本は累積導入量でドイツを抜き、世界第二位に。

○ 2012年からのFIT制度により2013年以降に急成長し、新規導入量は世界第三位に(2016年)。

出典：IRENA, FITデータからISEP作成

太陽光発電の日独比較
太陽光発電の導入拡大～停滞と復活

1
0

2016年
4200万kW

2020年
6570万kW

2030年
1億200万kW

JPEA PV 
OUTLOOK 2030
(2015年3月)
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「営農継続型太陽光発電設備」
ソーラーシェアリング
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• 農地の一部(支柱部分)を転用し、3割程度の遮蔽率の太陽光パネル設置
• 太陽光発電事業と農業を両立させる仕組みとして農業の振興につながる

出所：農林水産省資料 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html

千葉県八千代市(地元農家)

福島県喜多方市(会津電力)

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html
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• 風力発電５大国：ドイツの成功、世界一の中国、後を追う米国、スペイン、インドなど

• 中国と米国の急成長、欧州各国の安定成長

世界の再生可能エネルギーの動向：風力発電
20世紀での自動車産業の役割を、21世紀は自然エネルギーが果たす

風力発電の隆盛が自然エネルギーの本流化を導いた

12出典：GWECデータよりISEP作成

中国の目標値
2015年：100GW
2020年：200GW

169GW

82GW

50GW
29GW

23GW
15GW

3GW
5GW
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国内の風力発電：
導入量と新規プロジェクトの推移

• 累積の導入量が300万kW(2015年度末)と低迷しているが、2012年度よりFIT制度
および環境影響評価がスタートし、700万kW以上の新規プロジェクトが手続き中。
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出所：日本風力発電協会(JWPA)よりISEP作成

環境影響評価
手続き中

約700万kW以上

ＦＩＴ制度
設備認定
(未稼働）

約220万kW
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再生可能エネルギーの導入目標
欧州では意欲的な目標を各国で掲げて導入が進んでいる
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2030年目標
最大24%

• 主な欧州各国の自然エネルギー導入比率はすでに20%以上に。
• 主な欧州各国の自然エネルギーの2020年時点の導入目標は30%以上
• 日本の2030年の自然エネルギー目標は22～24% (ドイツは50%)

27%
39% 26%

52%

40%

31%

出所：EurObserv’ERデータ等よりISEP作成
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図：ドイツの再生可能エネルギー発電量

■EEG法が2000年より施行され、自然エネルギー比率が2015年には約30%に達している
■発電量に占める自然エネルギーの割合を2050年には80%にすることを目標に。

ドイツの固定価格買取制度(FIT制度)：
EEG法(再生可能エネルギー法)の成果と目標

雇用効果：38万(2012年)

太陽光：12.5万人
風力：11.8万人
バイオマス：12.9万人

Energiewende

発電量RE比率
2050年 80%
2035年 55-60%
2030年 50%
2025年 40-45%
2020年 35%

2016年
RE需要比率
31.6%
RE発電比率
29.0%
VRE比率
17.8%

目標値

エネルギー転換

EEG法(FIT)
2014年実績：
FIT賦課金総額：223億ユーロ
CO2削減量：1.5億トン
輸入化石燃料削減額：82億ユーロ、
設備投資額：188億ユーロ
事業による売上高：141億ユーロ
輸出売上高：100億ユーロ(2013年)
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欧州各国と日本の比較～自然エネルギー年間発電量
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2015年データ

出典：EurObserv‘ERなどからISEP作成
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日本国内の自然エネルギー(発電量)比率の推移
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9.8% 10.5%10.1% 11.0%
12.5%

14.5%

3.3%
0.5%

0.2%
1.6%
1.7%
7.1%

0.9%

出所：資源エネルギー庁、ISEP調査

2015年度
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日本でも進み始めたデカップリング

18出典：ISEP「自然エネルギー白書2016」

2011年度以降の日本国内の各種指標の推移(2010年度=100)
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日本の2016年の電源構成(速報)
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日本全体の2016年の自然エネルギー発電量の比率は約15%に

出典：資源エネルギー庁「電力調査統計」等よりISEP作成

※自家発を含む
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電力供給エリア毎の自然エネルギー比率(2016年度前期)

20出所：各電力会社の需給実績データから作成

• 2016年度前期(4月～9月)の電力需給の自然エネルギー比率は15.7%に
• 北海道電力、北率電力エリアの自然エネルギー比率が30%を超える
• 九州電力、四国電力エリアのVRE比率が9%を超える

※VRE：変動性自然エネルギー(太陽光、風力)
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日本国内の電力需給実績(2016年度前期)
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日本国内の自然エネルギーが電力需要の最大46%に(1時間値

2016年5月4日
RE46%(太陽光30%,水力14%,風力2%,地熱0.3%,バイオマス0.3%)

揚水
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電気が届く仕組み
発電の種類を区別した電気の販売
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出典：電力・ガス取引監視等委員会 資料

小売電気事業者は、発電所で発電された電気を買って販売
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パワーシフト・キャンペーン
～自然エネルギーを重視する電力会社を選ぼう～

パワーシフト・キャンペーンが重視する点
1. 電源構成や環境負荷、などの情報を一般消費者にわかりやすく開示していること

2. 再生可能エネルギーの発電設備（FITをふくむ）からの調達を中心とすること

3. 原子力発電所や石炭火力発電所からの調達はしないこと（常時バックアップ分は除く）

4. 地域や市民による再生可能エネルギー発電設備を重視している

5. 大手電力会社と資本関係がないこと（子会社や主要株主でない）

今後、必要に応じてアップデート

パワーシフト宣言！http://power-shift.org

http://power-shift.org/
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再エネ供給を目指す電力会社を紹介中！
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http://power-shift.org/choice

http://power-shift.org/choice
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持続可能なエネルギーへの転換
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自然エネルギーとエネルギー効率化だけが持続可能

出典：ISEP作成
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世界100%自然エネルギープラットフォーム設立
”Global 100% Renewbale Energy Platform"
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2017年5月8日、ボン(ドイツ)において設立イベントと署名式
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ドイツ「100%自然エネルギー地域」
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出典：deENet(IdE, Germany) http://100ee.deenet.org

ドイツの「100%自然エネルギー地域」

実施主体： IdE(分散型エネルギー技術研究所、カッセル)
目的： 地域やコミュニティがエネルギー需要を自然エネルギー

で賄うことを目指すことをサポート
手段： 自然エネルギー100%マップの作成

会議、コンサルティング、研修などでノウハウの提供
協賛： ドイツ連邦環境省(BMU), ドイツ連邦環境局(UBA)

自然エネルギー100%地域： 91
自然エネルギー100%準備地域： 59
自然エネルギー100%都市： 3
合計： 153 (2016年10月現在)

面積： 127,000平方km (約35%)
人口：2500万人 (約30%)

• 自然エネルギー100%地域のネットワーク化
• 欧州(EU)各国への展開: 100% RES Communities

二地域連携

日独自治体
連携

http://100ee.deenet.org/
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エネルギー永続地帯
都道府県別の自然エネルギー電力の供給割合
(2011年度～2015年度の実績を推計)
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• 15県で再生可能エネルギー電力供給が域内の民生＋農水用電力需要の20％を超えている。

自然エネルギー供給率(都道府県別:電力)

永続地帯2016年度版報告書(2017年3月リリース予定)
http://www.sustainable-zone.org/

出典：永続地帯研究会(千葉大倉阪研+ISEP)

• 100％エネルギー永続地帯市区町村は、70以上に

• 自然エネルギー電力100%を超える市町村が110以上に

2015年度

http://www.sustainable-zone.org/
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連載「100%自然エネルギー地域をゆく」～新エネルギー新聞

2
9

http://www.newenergy-news.com/?cat=16

1. 永続地帯
2. 苫前町(風力)
3. 福島県
4. ドイツ
5. 柳津町(地熱)
6. RE100企業

7. ご当地エネル
ギー会議

8. 中之条町
9. 葛巻町(風力)
10. 栄村(小水力)
11. 鹿角市(秋田県)
12. 電力需給
13. 永続地帯(2016)
14. 100%RE市町村
15. 九州地方
16. 100%REプラッ

トフォーム
17. EU各国

http://www.newenergy-news.com/?cat=16
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全国のさまざまな地域エネルギーへの取組みを支援する取組み
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環境省「地域主導型」25地域（北海道、最上、福島、埼玉、調布、多摩、
小田原、長野、静岡、美作、徳島、高知、小浜、南阿蘇、小国、富良野、
鰺ヶ沢、野田村、住田町、中之条、いすみ、世羅)

環境省／農水省「地域調和型」6地域
（三重県、静岡県、塩尻市、奈良県、和歌山県、石垣島）

先行地域：北海道GF、飯田市、富山、飛騨高山、備前
ISEP直接支援
秋田大潟村、気仙沼、会津、南相馬、世田谷、京丹後、宝塚、山口

一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会」2014年設立
http://www.communitypower.jp

NPO法人 市民電力連絡会 2014年設立
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/

環境省：地域主導型、地域調和型 支援事業
農水省：サポート事業
経産省：まちエネ大学

http://www.communitypower.jp/
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/
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国内外のコミュニティパワーの担い手ネットワーク

データ出典：環境エネルギー政策研究所、
市民電力連絡会、
気候ネットワークによる調査データを統合

全国各地でコミュニティパワー
に取り組む動きが活発化した

http://www.wcpc2016.jp/

2016年10月時点

「福島ご当地
エネルギー宣
言」を採択

コミュニティパワーの三原則

 オーナーシップ(地域所有)

 ガバナンス(意思決定)

 便益の分配

第2回は
アフリカの

マリで開催予
定(2018年)

第1回世界
ご当地エネ
ルギー会議

http://www.wcpc2016.jp/
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自然エネルギー白書2016
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日本国内を中心に自然エネルギー政策に
関する動向や各種データをまとめた白書

編集・発行：環境エネルギー政策研究所(ISEP)

2017年3月 発刊

http://www.isep.or.jp/jsr2016

自然エネルギー白書2016 目次
第1章 国内外の自然エネルギーの概況
第2章 自然エネルギー政策
第3章 自然エネルギー市場
第4章 自然エネルギー・データ集
第5章 100％自然エネルギーシナリオと地域
トピックス：
• ご当地エネルギーの意義と国内外の動向

福島から広がるご当地エネルギー
• 100%自然エネルギー地域への取り組み
• 地域での自然エネルギー政策の動向
• 自然エネルギーと土地利用のあり方
コラム：
• REN21「自然エネルギー世界白書2016」について
• パワーシフト―電力を替えて社会を変えよう！
• 100％自然エネルギーシナリオ
• 第15回世界風力エネルギー会議からの報告

http://www.isep.or.jp/jsr2016
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