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自然エネルギーのリアリティ
Reality	of	Renewables



増え続ける自然エネルギー：太陽光

出典：GSR2017	(REN21)



増え続ける自然エネルギー：風力

出典：GSR2017	(REN21)



安くなる自然エネルギー

出典：IRENA,	”Renewable	Power	Generation	Cost	in	2017”	2018
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Q；自然エネルギー100％は、
世界で実現できる？



1. 強く同意する
2. 同意する
3. どちらでもない
4. 反対する
5. 強く反対する

Q；自然エネルギー100％は、
世界で実現できる？

Which?



A；世界のエネルギー専門家の7割以上が
「実現可能で現実的」に同意

出典：REN21	Global	Status	Report	2017

強く同意する 同意する どちらでもない 反対する 強く反対する



「自然エネルギー100％」研究、続々

“世界全体の再エネ100％は、
年中・毎時実現可能であり、
既存の化石燃料・原発に基づ
くエネルギーシステムに比べ
て費用効率的だ。

もはや技術ではなく、政治的
意思の問題だ。

ラッペーンランタ技術大学・Energy	Watch	Group,	
2017年11月

URL:http://energywatchgroup.org/new-study-100-renewable-electricity-worldwide-feasible-cost-effective-existing-system



「自然エネルギー100％」研究、続々

Jacobson	et	al.,	Joule	1,	108–121	September	6,	2017	(c)	2017	Elsevier	Inc.
http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005

“スタンフォード大学の研究者らが、2050年までに
世界１３９カ国で、風力・
水力・ソーラーでエネル
ギー部門の100％を賄う
ロードマップを作成。
再エネ100％は雇用、健
康、エネルギー価格安定
化等にも貢献する。



©IISD

「不可能」というのは、
事実ではない。
「態度」のことだ

“Impossible”is not	a	fact,	it’s	an	attitude.

元国連気候変動枠組条約事務局長
クリスティアナ・フィゲレス

…パリ協定の採択をうけて

“



自然エネルギー100％のトレンド
100%	Renewable	is “New	Normal”



「世界自然エネルギー100％キャンペーン」
ISEPなどNGOが2014年に開始

自然エネルギー100％をめざす運動を世界中でマルチステークホルダーで展開。
2017年、ドイツ・ボンにて世界自然エネルギー100％プラットフォームとして法人化



48の途上国が再エネ100％目標を発表
2016年11月：気候脆弱国連合（CVF）

写真：CVFウェブサイト



300以上の自治体が
自然エネルギー100％目標を掲げている
フランクフルト、オスロ、ヨハネスブルグなど

画像：go100reレポート



ウェブサイト：http://there100.org/companies

自然エネルギー100％を掲げる
大企業125社のイニシアティブ



RE100参加企業が語る：
自然エネルギー100％電力をめざす理由

温室効果ガス排出の管理

CSR

再エネの経済性

大気の質

政策

株主からの要請

エネルギー管理

顧客からの要請

出典：RE100	Progress	and	Insights	Report	(Jun,	2018)

とても重要 重要 重要ではない 無関係



自然エネルギー100％プラットフォーム（日本）
賛同・宣言を募集中！

http://go100re.jp



現在の自然エネルギー100％宣言

（国内計7つの自治体・企業・大学）



自然エネルギー100％宣言・賛同の方法

自然エネルギー100％宣言
• 自治体、企業、教育機関、団体等から、「自然エネルギー100％宣

言」の申し込みを行う。事務局による確認の後、登録・掲載。
1. 自然エネルギー100%の目標年
2. 自然エネルギー100%の対象エネルギー分野（電力／熱／輸送燃料）

3. 自然エネルギー100%の対象範囲（事業活動／事業所／管轄地域etc.）

4. 自然エネルギー100%の達成方法（自主的導入、グリーン調達etc.）

5. 自然エネルギー100%の向けた進捗把握の方法

自然エネルギー100％賛同
• 自然エネルギー100%プラットフォームの活動に賛同する団体から、

「自然エネルギー100％賛同」の申し込みを行う。

あと2年で国内で自然エネルギー100％宣言を100にしたい！



自然エネルギー100％:5つの意味
Why“100%	Renewable”?



１）気候危機を防ぐ

パリ協定の目標：地球平均気温上昇を1.5〜2℃未満に抑制
対策なしの場合：約４℃上昇



２）生態系を守る

約４℃の気温上昇→多くの種の絶滅リスク。
化石燃料資源の開発・運搬による悪影響も



自然エネルギーによる生態系影響は比較的小さい

グラフ：自然エネルギー財団編『自然エネルギーQ&A』岩波ブックレット、2013年



３）雇用を増やす

日本政府が再エネ100％をめざせば、

再生可能エネルギー部門で、

年間6.7万人の雇用を増やせる
出典：NewClimate Institute報告



様々な産業の日本での雇用者数
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注：大排出6業種は、火力発電、高炉製鉄業、化学素材（ソーダ工業・有機化学基礎製品）、洋紙製造業、セメント製造業、石油精製業。
今後の予測は2030年にCO2を1990年比40%削減した場合のCASA(地球環境市民会議)の産業連関分析。
自然エネ産業はREN21	Renewables	2016	global	status	report、原子力産業は原子力産業協会報告、大排出6業種と自動車・自動車部品
製造業は経済産業省工業統計、予測はCASA2030年シナリオより作成。

グラフ：歌川学「温暖化対策と雇用・まちづくり」『脱炭素地域のつくりかた』気候ネットワーク、2017年



４）コストを減らす

日本政府が再エネ100％をめざせば、

化石燃料輸入コストを、

年間330億ドル（約3.7兆円）
節減できる

出典：NewClimate Institute報告



５）健康を守る

日本政府が再エネ100％をめざせば、

大気汚染による早期死亡リスクから、

年間1万6500人を救うことができる

出典：NewClimate Institute報告



大阪・兵庫周辺の石炭火力発電所計画によるPM2.5排出



大阪・兵庫周辺における石炭火力発電所

名称 地域 規模（万kW） 運転開始 事業者名 技術 現状

高砂 1号・2号 兵庫県
高砂市

25 x 2 1968,
1969

電源開発 亜臨界圧
（Sub-C）

稼働中

住友大阪
セメント

兵庫県
赤穂市

10.3 1997 住友大阪
セメント

亜臨界圧
（Sub-C）

稼働中

IPP新日鐵広畑 兵庫県
姫路市

14.9 1999 新日鐵 亜臨界圧
（Sub-C）

稼働中

IPP神鋼神戸
1号・2号

兵庫県
神戸市

70 x 2 2002,
2004

コベルコ
パワー神戸

超臨界圧
（SC）

稼働中

舞鶴
1号・2号

京都府
舞鶴市

90 x 2 2008,
2010

関西電力 超々臨界圧
（USC）

稼働中

赤穂1号・2号 兵庫県
赤穂市

60 x 2 2020
（予定）

関西電力 超臨界圧
（SC）

計画
中止

高砂
新1号・新2号

兵庫県
高砂市

60 x 2 2021,
2027
（予定）

電源開発 超々臨界圧
（USC）

当面
延期

神戸製鋼所
新1号・新2号

兵庫県
神戸市

65 x 2 2021,
2022
（予定）

神戸製鋼所 超々臨界圧
（USC）

環境ア
セスメ
ント中

出典：気候ネットワーク 石炭発電所ウォッチ http://sekitan.jp/plant-map/ja 等より作成



自然エネルギー100％は、
環境的に望ましいだけでなく、
おトクで、健康で、しかも儲かる



ご清聴ありがとうございました。

ご質問・ご意見は気候ネットワーク

京都事務所の伊与田までお気軽にお寄せ下さい。

メール：iyoda@kikonet.org

電話：075-254-1011 FAX：075-254-1012

URL：http://www.kikonet.org

気候ネットワークは地球温暖化を防ぐために市民の立場
から提案×発信×行動するNGO/NPOです。気候ネットワーク
は多くの方々のご参加・ご支援によって支えられています。
どうか、ご支援をよろしくお願いいたします。オンライン
寄付・入会ページは次よりアクセスできます。

URL：http://www.kikonet.org/category/support/

（右のQRコードからもオンライン寄付・入会ページにアクセスできます）


