
環境エネルギー政策研究所

グリーン・ウォッチ2018
第1章 主要な環境政策レビュー

「再生可能エネルギー」

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所

松原弘直

2018年6月5日

1

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所

東京都新宿区三栄町3-9
Tel 03-3355-2200 Fax 03-3355-2205
http://www.isep.or.jp/

グリーン連合
市民版環境白書「グリーン・ウォッチ2018」発刊記念シンポジウム

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


環境エネルギー政策研究所

第1章 第2節 「再生可能エネルギー」の構成
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１．再エネ100％への現状と課題
(1) 再エネ100%へと進む世界と日本の課題
(2) 日本の再エネの導入目標はなぜ低いのか
(3) 国内の再エネ導入の現状と課題

２．電力自由化（電力システム改革）の現状と課題
(1) 電力系統への接続の三大問題
(2) 日本版シュタットベルケへの期待と課題
(3) パワーシフトへの取組と課題
(4) 再エネの環境価値取引の現状と課題

３．一次産業振興と地域活性化への期待
(1) ソーラーシェアリング普及の現状と課題
(2) 木質バイオマスの熱利用への課題

４．社会的合意形成の重要性
(1) メガソーラーと土地利用問題
(2) 輸入バイオマスの持続可能性は確保されているか



環境エネルギー政策研究所

世界の自然エネルギー(風力発電と太陽光発電)の推移

• 2017年末までに世界の太陽光発電の累積導入量が4億kWに達し原子力発電を超えた
• 世界では太陽光の発電コストが火力発電に相当するレベルまで低下

出典：ISEP速報「2017年、太陽光発電はついに原子力発電を抜き去った」http://www.isep.or.jp/
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1. 再エネ100％への現状と課題
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(1) 再エネ100%へと進む世界と日本の課題
(2) 日本の再エネの導入目標はなぜ低いのか
(3) 国内の再エネ導入の現状と課題

2030年目標
最大24% 27%

39%

26%

52%

40%

31%

出所：EurObserv’ERデータ等よりISEP作成
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エネルギー基本計画の見直し案
原発比率20～22%、再エネ比率22～24%の問題点

出典：長期エネルギー需給見通し小委員会（第8回)資料

低すぎる
省エネルギー目標：
3割減を目指すべき

原発比率目標の
非実現性：
原発比率は
20%から0%へ

低すぎる再生可能エネルギーの導入目標：
再エネ比率は24%から44%以上へ

高過ぎる石炭比率：
26%から0%へ

太陽光：1億kWへ
風力：3600万kWへ
地熱：155万ｋW
バイオマス：728万kW
水力：4931万kW



環境エネルギー政策研究所



環境エネルギー政策研究所

再生可能エネルギー100%を目指す
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• 持続可能な自然エネルギーの開発を地域主体で
• 電力インフラ整備や自然エネルギー熱利用を進める政策を
• 国内外の自然エネルギー100%への取り組み
• 自然エネルギー100%の実現へのビジョン・目標

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

出典：deENet(IdE, Germany)
http://100ee.deenet.org

http://www.go100re.net/
自然エネルギー100%
世界プラットフォーム

国内キャンペーン
http://go100re.jp/

http://there100.org/companies
http://100ee.deenet.org/
http://www.go100re.net/
http://go100re.jp/
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2. 電力自由化（電力システム改革）の現状と課題
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(1)電力系統への接続の三大問題
(2) 日本版シュタットベルケへの期待と課題
(3) パワーシフトへの取組と課題
(4) 再エネの環境価値取引の現状と課題
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電力系統への接続の三大問題
再生可能エネルギーが電力系統に接続できない
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• 電力系統への接続に壁 → 「空き容量ゼロ」「接続可能量」
• 接続義務から優先接続への課題 → 「連系工事費負担金」
• 日本の発送電分離は進むのか？ → 「2020年までの法的分離」

出典：経産省「電力基本政策小委員会」資料
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3. 一次産業振興と地域活性化への期待

(1) ソーラーシェアリング普及の現状と課題
(2) 木質バイオマスの熱利用への課題

ソーラーシェアリング 木質バイオマス熱利用
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ソーラーシェアリングの普及の現状と課題

11写真: 匝瑳メガソーラーシェアリング第1発電所 竣工式

• 原則として農地の用途転用が認められない甲種・第1 種農地でも
一定の条件を満たせば太陽光発電設備の設置が可能

• 国内で少なくとも1,000 件近くの導入事例があり、水田、畑、果
樹園、牧草地など幅広い農地で実績が積み重ねられつつある。
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木質バイオマスの熱利用への課題

12出所：最上町ホームページ

国内事例：山形県最上町 地域冷暖房システム

• 森林資源を活用した木質バイオマスボイラーはごくわずかしか導入されていない
（全部で2000 基程度)

• 日本の環境税の税率は低く、熱利用での自然エネルギーへの転換は進んでいない
• エネルギー効率の低い発電事業ではなく、エネルギー効率の高い熱電併給（コ
ジェネレーション）や熱利用を進める必要がある

一般社団法人 徳島地域エネルギー
http://www.tene.jp/

http://www.tene.jp/
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4. 社会的合意形成の重要性

(1) メガソーラーと土地利用問題
(2) 輸入バイオマスの持続可能性は確保されているか

出所：ISEP研究報告
http://www.isep.or.jp/library/9165

バイオマス発電 FIT設備認定実績
(2017年3月末)

http://www.isep.or.jp/library/9165
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ISEP研究報告
「メガソーラー開発に伴うトラブル事例と制度的対応策について」
メガソーラーの増加に伴い住民や行政
とのトラブル事例が顕在化している。
その要因には、景観、防災、生活環境、
自然保護、行政の手続の不備、住民と
の合意 形成プロセスの不足に加え、国
の制度の整備不足などがあげられる。

出所：ISEP研究報告 http://www.isep.or.jp/library/9165

調整のための制度

• 景観問題
• 自然保護
• その他

事前調整
合意形成の仕組み
ゾーニング
その他

http://www.isep.or.jp/library/9165
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固定価格買取制度(FIT制度)
バイオマス発電 設備認定・運転開始実績(2017年3月末)
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• FIT制度で新たに1240万kWが設備認定され、一般木質・農作物残さで92%を占める。
• 新規の運転開始は、約85万kW(開始率7%)に留まる(移行分を含め198万kW)。

資源エネルギー庁：固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト
http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html

一般木質・
農作物残さ
のうち約4割
がパーム油、
PKSを含む
設備が約4割

輸入燃料の
合法性や持
続可能性

http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html
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参考資料: 自然エネルギー白書2017
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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)

2018年1月 サマリー版発刊、2018年5月全体版

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

第1章 サマリー
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
トピックス

世界自然エネルギー100%プラットフォームと国内展開
自然エネルギーと社会的合意形成
ソーラーシェアリングの普及と進化

コラム
REN21「自然エネルギー世界白書2017」
映画「日本と再生～光と風のギガワット作戦」

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