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自然エネルギー、省エネルギー・エネルギー市場の適正化を主な活動領域
とし、持続可能なエネルギー政策の実現を目指す非営利の独立系政策シ
ンクタンク (環境NGO) 

環境エネルギー政策研究所(ISEP)とは   

自然    
エネルギー    

   気候変動 
政策 

 
エネルギー市場  
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•グリーン電力・グリーン熱 
•市民出資(おひさまファンドなど) 
•地域エネルギー事務所 
•需要プル戦略(FITなど)  

•自然エネルギーと社会的合意形成 
•持続可能なエネルギーファイナンス 
•自然エネルギー政策プラットフォーム 

•自治体の政策アドバイザリー 
•自治体の気候変動政策研究 
•永続地帯研究会など 

所長：飯田哲也(いいだてつなり) 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 



環境エネルギー政策研究所(ISEP) 
「3.11後のエネルギー戦略」 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
3 

 「3.11後のエネルギー戦略ペーパー」として連続発表 
 http://www.isep.or.jp/fukunp110311.html 

No.1（3月23日リリース）： 
「無計画停電」から「戦略的エネルギーシフト」へ 

No.2（4月5日リリース）： 
「3.11後の原子力・エネルギー政策の方向性」 ～2度と悲劇を繰り返さないための6戦略～ 

No.3（5月9日リリース）： 
「東北復興エネルギー戦略」 ～2020年東北・自然エネルギー100%プラン～ 

No.4（ 5月13日リリース）： 
「被害救済と国民負担最小化のための福島原発事故賠償スキーム」  
 ～「東電・官僚・銀行の利益第一」ではなく「日本の未来第一」を～ 

•プレスリリース(4月21日)：「原発事故賠償スキーム政府原案の問題点」 
•プレスリリース(5月9日)： 菅首相の「浜岡原発の停止要請」を高く評価する  
         ～原発を全停止しても電力は不足せず、安全性で正しい政治判断をすべき～ 
•プレスリリース(5月23日)： 「与野党は全量買取法案を最優先して可決すべき」 
  ～法案可決の上で、自然エネルギーの本格的な普及に向けて、政省令レベルでの改善が必要～ 

http://www.isep.or.jp/fukunp110311.html


東北復興エネルギー戦略 「3.11後のエネルギー戦略ペーパーNo.3」 

【日本のエネルギー構造の旧来からの問題点】 
 ・集中型電源（原子力＋石炭＋石油）偏重 ⇒ 分散型電源（再生可能エネルギー）軽視 
 ・海外からの輸入資源（ウラン＋化石燃料）に全面依存 ⇒ 海外リスク（資源価格の高騰）に脆弱、日本経済を圧迫 
 ・電力需給の地域独占（10地域電力会社）体制 ⇒ 送電網の近代化の遅れ（東西周波数問題・北本連系の能力不足） 
 ・閉鎖的な政策決定プロセスと業界体質 ⇒ 国際潮流（再エネ急成長）の見誤り、改革機会の喪失（トラブル隠し） 
 ・省エネルギー大国神話 ⇒ 一点豪華的な省エネシステム（高効率機器＋低効率建築物）と政策（排出量取引制度等）の不在 

【東北地方における新たな問題の発生】 
 生活基盤（産業、街区）の破壊、エネルギー需給体制への信頼喪失、海外からの投資消極化（原発リスクを重大視） 

復興過程での改革 

【ビジョン】 
 ■ 東北地方を世界でもっとも持続可能性の高いエネルギーエリアとする 
 ■ 2020年までの再生可能エネルギーの域内導入目標を100％とする 
  そのために、 

   〈再生可能エネルギー普及〉 〈エネルギー効率最大化〉 〈エネルギー需給体制の抜本改革〉 を強力に推進 
 
   ・再生可能エネルギー及び省エネルギー技術を活用した生活基盤の総合的な再生 
   ・再生可能エネルギー関連産業を新しい基幹産業として位置づけ 
   ・再生可能資源の活用、住民の意欲を支援する仕組みづくり 

再生可能エネルギーの急速な普及 
・固定価格買取制度＋地域特別ルール 
  （買取価格の上乗せ等） 
・グリーン熱オブリゲーション 
  （太陽熱等の利用義務） 
・再エネ利用ゾーニングの優先設定 

【具体策】 
（例） 

エネルギー効率最大化 
・建築物エネルギー評価義務化 
・産業等へ高効率機器を導入 
  （補助、公的融資要件） 
・コンパクトシティ 
  （集住、LRT等の検討） 

エネルギー需給体制の抜本改革 
・関東、東北送電網の公有化 
  （公的資金の集中導入を可能に） 
・電力系統強化、東西共通化の推進 
  （西に適合させる10カ年計画） 
・再エネ優先接続の義務化 



海面上昇 
異常気象 
干ばつ・洪水 
氷解(極地、氷河) 

今、世界で何が起こっているのか？ 
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 地球規模の複雑な関係性を考える必要 

地球温暖化 
(気候変動) 

資源ピーク 
(エネルギー危機) 

人口増加 経済成長 

環境破壊 
(森林資源) 

食糧危機 
(水資源) 

生物多様性 

ピーク・オイル 
化石燃料の価格高騰 
原子力発電の限界 
バイオ燃料 
自然エネルギー 
の急成長 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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ピーク・オイルとは？ 
石油の生産量の予測曲線(2005年) 

ASPO資料: http://www.peakoil.net/ 
 

現在 

このギャップをどうするか？ 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 

将来の 
エネルギー需要は？ 

http://www.peakoil.net/


化石燃料のピークと価格上昇 
 石油等の化石燃料が供給ピークを迎え、長期的な価格上昇が予想される。 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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図：日本の化石燃料の輸入費用の推移 

出典：環境省「2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会」 



日本国内のエネルギー状況 
日本のエネルギー供給構造 
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出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2011」 

自然エネルギーの 
低迷 
 
1980年代からの 
原子力発電の 
大規模導入 
 
1980年代からの 
天然ガスの導入 
 
2000年代からの 
石炭の利用拡大 
 
1970年代からの 
石油依存構造 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 



日本のエネルギー自給率 
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たったの4%! 
(原子力含まず) 

出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2011」 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 



日本の電力はどこから来るのか？ 

 自然エネルギーによる電力は約？% 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 10 

約10％ 

(石炭、天然ガス、石油) 
※自家発電を含む 



地域別の発電量の比率 
 関西電力と北陸電力が原発依存度が40%を超える 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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日本の原子力発電 

 平成22年3月末現在 
 54基(世界の1/8) 
 約4900万kW 
  (世界第3位) 
 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
12 出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書2010」 



日本の原子力発電の今後の見通し 

 原子力発電所の老朽化と廃止措置により全廃が望ましい 
 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 13 



短期的には… 
原発以外で電力を供給することは充分可能 

 9月末現在、国内54基の原子炉4,896万kWのうち、約8割にあたる約4000万kWが停止しているが… 
 電力各社の原子力発電を除く電力供給力により、電力ピーク時に10～20%程度の節電を実施すれば、

最大需要電力を十分にカバーできる 
 2012年の春以降全ての原発が停止。原発を全機停止したとしても、基本的に電力不足は生じない。 
 原発再稼働問題と電力需給問題は切り離し、前者は安全性と社会合意により判断すべき。 

14 
2011(C)環境エネルギー政策研究所 

電力融通が可能！ 

ISEPブリーフィングペーパー 
(2011年10月25日)より 

2012年夏の推計(ISEP) 



「原発を再稼動しなくても今冬と来夏の電力は足りる」 
地域別の見通し～会社間の電力融通の可能性 

• 2012年夏(2012年8月)の電力需給(ISEP推計) 

ISEPブリーフィングペーパー 
(2011年10月25日)より 



関西電力の電力需給見通し 

 2012年夏の電力需給は？ 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 16 



世界の原子力発電 
 2010年に再生可能エネルギーの設備容量が原子力発電を超えた。 
 再生可能エネルギー：381GW(急成長) ⇔ 原子力発電：371GW(停滞) 

17 
URL: http://www.worldwatch.org/nuclear-power-after-fukushima 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 

スリーマイル 

チェルノブイリ 

フクシマ 

原子力発電 
設備容量 

[GW] 
原子力発電 
基数 
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http://www.worldwatch.org/nuclear-power-after-fukushima
http://www.worldwatch.org/nuclear-power-after-fukushima
http://www.worldwatch.org/nuclear-power-after-fukushima
http://www.worldwatch.org/nuclear-power-after-fukushima


自然エネルギーの世界的な普及 

 自然エネルギーの加速的な普及がすでに始まっている。 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 18 

図：世界の自然エネルギーの加速度的な拡大（年間の新規発電設備の導入量） 



Renewables 2011 Global Status Report 
自然エネルギー世界白書2011年版 

 REN21が2011年7月12日に発表(2010年版に続き6回目) 
 

 世界の自然エネルギー市場は、世界的な景気後退や普及支援策の削
減にも関わらず、堅調に伸びており、導入コストが下がり続け、世界全
体に占める割合が増え続けている。 
 

 自然エネルギーは、世界の最終エネルギー需要のおよそ16%を供給し
、総電力の20%近くを供給している。 
 

 自然エネルギーの設備容量は、世界の総発電設備の約4分の１を占め
ている(大規模水力を含む)。 
 

 世界の太陽光発電は、導入コストがさらに低下し、年間の導入量が前
年の2倍に拡大した。世界100カ国以上で追加導入されており、特にドイ
ツでの導入量は、前年の世界全体の導入量よりも大きい。 
 

 自然エネルギーへの投資額は世界全体で2110億ドル(約17兆円)に拡
大し、前年より30%以上増加した。これは2004年の投資額の5倍以上
に達している。特に発展途上国での投資が拡大し、中国が世界全体の
3分の１以上を占めた(UNEPの自然エネルギー金融の最新レポート参
照)。 
 

 世界中で119カ国が自然エネルギー政策の目標や支援制度を国レベ
ルで掲げており、その半分以上が発展途上国である。このうち95カ国が
自然エネルギーによる発電に関する政策を掲げ、その中で固定価格買
取制度が最も一般的である。 

http://www.ren21.net/gsr 

19 Copyrights 2010, 環境エネルギー政策研究所 

日本語翻訳版 

GSR2011 
(2011年版) 

http://www.isep.or.jp/library/1959 

http://www.ren21.net/gsr
http://www.isep.or.jp/library/1959


「自然エネルギー世界白書2011」 
世界の自然エネルギーの現状 

 世界の自然エネルギー利用の割合は約16% 
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出典：自然エネルギー世界白書 (REN21) 



自然エネルギー市場は爆発的な成長を継続 
○21世紀における自然エネルギーは、「20世紀における自動車産業」と同じ役割を果たす 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 21 
出典 : Bloomberg New Energy Finance 

株式時価総額の比較(2009年５月) 
（主要日本企業vs世界の自然エネ企業） 

出典 : 環境エネルギー政策研究所作成 

単位：10億ドル 

2600億ドル 
(2011年) 

日本シェアは1～2% 



“長期ビジョン”とバックキャスティング 

 フォアキャスティングとバックキャスティング 
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現在 過去 未来 

代替シナリオ 
(ビジョン) 

参照シナリオ 
(BAU) 

フォアキャスティング 

バックキャスティング 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 



欧州や世界の 
自然エネルギー100%シナリオ 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 23 

シナリオ名 組織 対象 目標年 目標 備考 

IEA-RETD ACES Scenario IEA-RETD 世界 2100 400ppm CO2-eq. RE60%以上(2050) 

Energy [r]evolution Greenpeace 世界 2050 RE 80% CO2削減80%(2050) 

Re-Thinking 2050 EREC EU 2050 RE 100% コスト,利益,雇用 

The Energy Report WWF 世界 2050 RE 100% 

EUや世界レベルで自然エネルギー(RE)の比率を100%とするシナリオが発表されている。 

Re-Thinking 2050(EREC) The Energy Report(WWF ) 



自然エネルギー100%シナリオ 
EREC “Re-Thinking 2050” 

2010(C)環境エネルギー政策研究所 24 

EREC(European Renewable Energy Council)が2010年4月に発表したEUにおける
2050年までの再生可能エネルギー100%シナリオ 

総エネルギー需要に対する再生可能エネルギー
の供給量 

(2050年：バイオマス34%,地熱18%,風力13%,
太陽熱12%,太陽光11%,水力4%,CSP3%, 

海洋1% 

電力供給に対する再生可能エネルギー 
（2050年：風力31%,太陽光27%,地熱12%,
バイオマス10%,水力9%,CSP8%,海洋3%) 



世界の 
自然エネルギー100%シナリオ 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 25 

世界レベルでも自然エネルギー(RE)の比率を100%とするシナリオが発表されている。 

出典：The Energy Report(WWF,2011 ) 



中長期的なエネルギーシフト 
 中長期的には自然エネルギーを2020年に電力の30%

、2050年には100%を目標とし、大胆かつ戦略的なエ
ネルギーシフトを目指すシナリオを提案。 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 26 

【ISEP: 3.11後のエネルギー戦略ペーパーNo.1】 



自然エネルギーの中長期目標 

 目標：2020年に30%(37%)、2050年に100%(電力) 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
27 

【3.11後のエネルギー戦略ペーパーNo.1】 



自然エネルギー中期シナリオ 
 2020年に電力の30%以上(37%)を自然エネルギーで 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
28 

【ISEP: 3.11後のエネルギー戦略ペーパーNo.1】 

※参照シナリオ：2020年に自然エネルギー13%(17%)、2020年脱原発 

2020年： 
省エネ:20% 
自然エネ:30% 
(37%) 

CO2削減： 
1.5億トン 
(2020年) 
2010年比 

2020年までの目標 
太陽光：8130万kW 
風力：4000万kW 
地熱：340万kW 
バイオマス：640万kW 
小水力：650万kW 



2011(C)環境エネルギー政策研究所 
29 

ISEP提言 

出典：NREAP, http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm 

37% 

27% 

38.6% 

26.4% 

40% 

■欧州はEU指令により国別の目標計画(NREAP)を策定 
■日本もドイツ等に匹敵する目標を掲げることを提言 

現在：2010年推計値 

自然エネルギーの導入目標(2020年) 

？ 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm


日本のエネルギー政策の検討状況 

 

30 



日本のエネルギー政策の検討プロセス 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
31 出典：「エネルギー・環境会議」資料(2011.12.21) 
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原子力・化石燃料と自然エネルギーの経済性 



自然エネルギー発電設備の導入費用は普及に伴い低減している。 

3
3 

出典：” IPCC:Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation”   
http://srren.ipcc-wg3.de/report 

自然エネルギー発電設備の導入費用 

http://srren.ipcc-wg3.de/report


発電コストの考え方 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
34 出典：エネルギーシナリオ市民評価パネル(2011) 

http://www.facebook.com/enepane 
 

http://www.facebook.com/enepane


発電のコスト試算例 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 35 

出典：エネルギー・環境会議「コスト等検証委員会報告書」(2011.12.19) 

再生可能エネルギーによる発電コストは将来もっとも安くなる可能性がある。 



 
Renewable Energy 再生可能エネルギーとは 

 太陽光： 発電 

 太陽熱： 熱利用、発電 

 風力： 発電 

 バイオマス： 熱利用、発電 

 水力： 発電 

 地熱： 熱利用、発電 

 海洋エネルギー(波力など) 

36 

※「自然エネルギー」とほぼ同じ意味使われる。 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 



○日本は、単年度では2004年、累積では2005年にドイツに抜かれて世界一から転落。 

○その後はさらに差が広がっており、累積でスペインにも抜かれた(2010年末 第3位)。 

出典：IEA PVPS, EurOberv’ERほか 37 

世界の再生可能エネルギーの動向： 
世界の太陽光発電の導入拡大と我が国の停滞と復活 

2010(C)環境エネルギー政策研究所 



世界の再生可能エネルギーの動向： 
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 

風力発電の隆盛が自然エネルギーの本流化を導いた 

38 Copyright 2010, 環境エネルギー政策研究所 

■数字で見るドイツの成功 
(1)電力供給の主力:自然エネ16.8% 
(2) ＣＯ２削減：自然エネで1.2億トン 
(3) 産業経済効果：自然エネで約3兆円 
(4) 雇用効果:自然エネで37万人 
(5) 自然エネの地域の活性化効果 
(6) マネーのグリーン化(自然エネファンドを
通して) 
 (出典：主要数値はドイツ環境省による, 
2010年) 
 
■ドイツを逆転した米国 
2009年、米国の風力発電は830万kW・50%
増、雇用(8.7万人、70%増)も石炭雇用(8.1
万人)を逆転(出典：アメリカ風力協会) 
■米国を逆転した中国(2010年) 
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「自然エネルギー白書2011」より 
風力発電の導入ポテンシャル 
・北海道、東北、九州の導入ポテンシャルが大きい。特に洋上風力。 



日本の自然エネルギー市場の制約要因 
（風力発電の例） 
日本の風力発電市場は、制度的・技術経済的・社会的課題の

「トリプル制約」によって停滞を余儀なくされている 

⇒ 国や自治体のエネルギー政策や制度を変える必要がある。 

40 
2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは？ 

日本の固定価格買取制度(平成23年8月26日に国会で成立 ⇒ 平成24年7月からスタート)： 
・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法律」 



2011(C)環境エネルギー政策研究所 42 

 

2010年初めまでに 
固定価格買取制度を 
75の国と地域が導入した。 
 

日本も2009年に 
「太陽光のみ」「余剰のみ」 
で導入した。 
2010年度の導入量は 
106万kW(前年度の1.7倍) 

固定価格買取制度(FIT)は、世界中に「輸出」されている。 

■ドイツの固定価格買取
制度「EEG法」は、世界数
十か国に「輸出」されてい
る。 



2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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16.8% 
16.3% 

15.1% 

11.6% 

9.2% 

7.8% 

6.4% 

RE比率全体 

図：ドイツのFIT買取対象電力量 

■EEG法が2000年より施行され、自然エネルギー比率が10年間で10%上昇 
■2004年よりEEG法が改正され、太陽光発電が急拡大。 2009年の投資額200億ユーロ 

風力: 4.5倍 
2000年：  6.097MW 
2010年：27,204MW 

太陽光： 15.7倍 
2004年：  1,105MW 
2010年：17,320MW 

バイオマス：8.5倍 
2000年：   579MW 
2010年：4,910MW 

設備容量： 

ドイツ：EEG法(再生可能エネルギー法)の成果 

2004年：16万人 
2007年：28万人 
2009年：34万人 
2010年：37万人 

雇用への効果： 



 
再生可能エネルギーの優先接続および優先給電 

44 

• 系統への連系での課題 
– 電力会社との系統連系： 優先接続の権利、接続費用の合理的な負担、託送 
– 短期的な取り組み： 既存系統設備の運用(会社間連携線の活用、揚水発電など)、優先接続 
– 長期的な取り組み： 運営主体の再編や統合、大送電網の整備、スマートグリッド 

• 欧州の「優先接続」に対し、日本の｢原因者負担｣は対極 
– “Priority Access”（優先接続)とは、一般に、ある地域の送電系統に対して、第３者の発電事業者や
電力供給者が利用することに対して、「優先」(Priority) することを指す。 

–  欧州では自然エネルギーを送電系統に接続することを「優先」する場合に使われる場合が多いた
めに”Priority Access”という呼び方が中心(欧州は1990年ドイツのEFL法が起源)。 

系統に関わる措置 ドイツ 英国 日本 

【初期設置時】 

優先接続の有無 

 

初期接続負担 

系統の増強費用 

 

法定により優先接続義務 

 

発電事業者 

系統運用者(電力料転嫁) 

 

法定により接続義務  

(他の電源と同等) 

発電事業者 

発電事業者 

 

電力会社との連系協議次第 

 

発電者負担(原因者負担) 

発電者負担(原因者負担) 

【運転時】 

インバランス費用 

 

インバランス決済免除 

 

当初：インバランス決済の

適用 (他の電源と同等) 

後に、修正対応 

 

未検討。ただし、北海道電

力は独自試算に基づく導入

制約 

 

発送配電の分離 



自然エネルギーと送電網 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
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スペイン国内の電力供給パターン(2010年11月9日) REE社データ 
(風力発電の電力量が全体の43%に達した日) http://demanda.ree.es 

 

風力 

自然エネルギー(風力以外) 

CCGT 

原発 

風力発電がベース電源に(スペインの事例) 

CCGT：コンバインドサイクル(天然ガス) 

http://demanda.ree.es/
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日本版スマートグリッド・スーパーグリッドの構築 

出典：資源エネルギー庁『エネルギー白書2010』より作成 

コンバインド 
火力発電 

揚水発電 
(20GW以上) 

※スマート・コミュニティ 



自然エネルギー白書2011 

 第1章.国内外の自然エネルギーの概況 
 世界の自然エネルギー政策 

 日本の自然エネルギー政策 

 自然エネルギー政策ネットワーク 

 世界の自然エネルギー・トレンド 

 日本の自然エネルギー・トレンド 

 第2章.国内の自然エネルギー政策の動向 

 国の政策動向 

 自治体政策 

 民間事業者の取り組み 

 産業および雇用 

 自然エネルギーと金融 

 社会的合意形成 
 

 

 第3章.これまでのトレンドと現況 
 電力分野 

 太陽光発電 

 風力発電 

 小水力発電 

 地熱発電 

 バイオマス発電 

 海洋エネルギーによる発電 

 太陽熱発電 

 熱分野 

 太陽熱 

 地熱直接利用および地中熱 

 バイオマス熱利用 

 燃料分野 

 バイオ燃料 

 第4章.長期シナリオ 
 国内の長期シナリオ 

 海外の長期シナリオ 

 第5章.地域別導入状況とポテンシャル 
 地域別の導入状況 

 導入ポテンシャル 

 第6章.提言とまとめ 
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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 

企画・作成：自然エネルギー政策プラットフォーム(JREPP) 
監修・発行：環境エネルギー政策研究所(ISEP) 

Copyright 2011, 環境エネルギー政策研究所 

http://www.re-policy.jp/jrepp/JSR2011/ 

「自然エネルギー白書2012」を2012年春に発行予定！ 

https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs1
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs1
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs2
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs2
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs3
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs3
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs4
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs4
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs5
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs5
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs6
https://sites.google.com/site/jsr2009isep/home/docs6


「自然エネルギー白書2011」第3章「トレンドと現況」  
日本国内の自然エネルギーによる発電量の推移 

 自然エネルギーによる発電量は、国内全体の3.4%に過ぎない(2009年度末。 
 2000年以降は太陽光、風力およびバイオマス発電の設備が増加している。 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 
48 JREPP「自然エネルギー白書2011」より 

 



エネルギー永続地帯2011年版 
自然エネルギー供給率(都道府県別:電力) 

2009(C)環境エネルギー政策研究所 
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・11県では自然エネルギーによって民生用電力需要の10%以上を賄っている。 
・大分県(地熱＋水力)、秋田県(地熱+水力)、富山県(水力)、岩手県(地熱+水力+風力)、
青森県(風力+水力)、長野県(水力)、福島県(水力+地熱)、鹿児島県(水力+地熱+風力)、
鳥取(水力+風力)、熊本(水力)、新潟県(水力+バイオ)、 



■市民ファンドにより動き始めた地域エネルギー事業 

50 

市民ファンドによる地域エネルギー事業 

元本と利益 

収益 

全国の市民からの市民ファンドへの出資金
は、国内各地域の自然エネルギーおよび省
エネルギーなどの地域エネルギー事業に投
資され、ダイレクトに地球温暖化の防止など
地域の環境改善に役立てられる。各地域の
協議会などを中心に環境省など国のモデル
事業として選定されるなど、地域の持続可能
性(サステナビリティ)の実現に寄与する。 

地域エネルギーのための 
市民ファンドの仕組み 

市民ファンドによる市民風車および 
地域エネルギー事業 

2011(C)環境エネルギー政策研究所 

小水力発電事業 



2011(C)環境エネルギー政策研究所 51 

グリーン電力証書 

エナジーグリーン(株)資料より 



まとめ 
「原発がなくても電力は足りる～廃炉への道」 

 長期ビジョンからバックキャスティング 
 指標の活用し、持続可能性を計る 
 国内外の動向や成功事例を知る 
 国の環境エネルギー政策を変える 
 エネルギー需給の仕組みを変える 
 自治体の環境エネルギー政策を変える 
 自然エネルギーを選択し、利用する 
 自然エネルギーの事業を増やす 

 2011(C)環境エネルギー政策研究所 52 



御清聴ありがとうございました。 
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環境エネルギー政策研究所 
東京都中野区中央4-54-11 
Tel 03-6382-6061Fax 03-6382-6062 
http://www.isep.or.jp/ 

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


連続公開研究会（2012・3･22）資料（原子力資料情報室・共同代表、山口幸夫）

『原発がなくても電力は足りる ― 廃炉への道』 

1 規制庁に展望ナシ（2012・3・8 公開研究会）

2 教育の問題

3 核エネルギーナシで、この世は動きうるか

4 ハードエネルギー社会からソフトエネルギー社会へ転回できるか

5 ソフトパス社会の在り方 ― 私論

1）第一次オイルショック

電気料金不払い運動、旧料金で払う運動

  2）ソフトパス社会は可能か

      ・『ソフト・エネルギー・パス』（エイモリー・ロビンズ、室田・槌屋訳、時

事通信社、1979 年）

      ・『市民のエネルギーシナリオ 2050 － 将来の望ましいエネルギー構造』

（勝田忠広、原子力資料情報室、2003 年）

  3）ソフトパス社会のイメージ 
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