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REN21は世界中の自然エネルギーの急速な導入拡大に取り組む多様
な主体のネットワークである。 

産業団体: 
ACORE, ARE, CEC, 
CREIA, EREF, GWEC, 
IGA, IHA, IREF, 
WBA, WWEA 

 科学技術・学術: 
IIASA, ISES, SANEDI, TERI, Fundacion Bariloche 

 
NGO:  
CURES, GFSE, 
Greenpeace, 
ICLEI, ISEP, 
JREF, RCREEE, 
WCRE,  WFC, WRI, 
WWF 

国際組織: 
 ADB, EC, ECREEE, 
GEF, IEA, IRENA, 

UNDP, UNEP, 
UNIDO, World 

Bank 

国家政府: 
ブラジル、 デンマーク、

ドイツ、インド 
ノルウェー、スペイン 

ウガンダ、アラブ首長国
連邦、英国 



2015年6月18日のウィーンエネルギーフォーラムで発表 
 
世界中の500名以上の貢献者、調査担当者、査読者のネットワーク 
 
本書の章立て: 

• 世界の概況 
• 市場と産業の動向 
• 投資の流れ 
• 政策の展望 
• エネルギーアクセスのための分散型自然エネルギー 
• 特集記事: 気候変動適応のための自然エネルギー利用 

 
本書の範囲: 

• 全ての自然エネルギー技術 
• 電力、熱利用、輸送分野 
• エネルギー効率化 

 
国別データは新しいREN21自然エネルギーインタラクティブマップ
から閲覧可能。REN21 Renewables Interactive Map 
www.ren21.net/map 
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www.ren21.net/gsr 



過去10年間の自然エネルギーの成長は予想以上だった 

自然エネルギーの進歩は予想
を上回るものだった  

すべての自然エネルギー技術
において世界全体での既設設
備容量と生産量は大幅に増加
した。 

ほとんどの技術において著しい
コスト低減がなされた。 

支援政策は世界中に広まった。 

  

2004年初頭 2013年 2014年 

投資 

自然エネルギー発電および燃
料への新規投資（年間） 

10億米ドル 45 232 270 

電力 

自然エネルギー発電容量 
（合計、水力を除く） 

ギガワット 85 560 657 

自然エネルギー発電容量 
（合計、水力含む） 

ギガワット 800 1,578 1,712 

  水力発電容量（合計） ギガワット 715 1,018 1,055 

  バイオマス発電容量 ギガワット <36 88 93 

  バイオマス発電量 テラワット時 227 396 433 

  地熱発電容量 ギガワット 8.9 12.1 12.8 

  太陽光発電容量（合計） ギガワット 2.6 138 177 

  集光型太陽熱発電（CSP）容量（合計） ギガワット 0.4 3.4 4.4 

  風力発電容量（合計） ギガワット 48 319 370 

熱利用 

  太陽熱温水システム容量（合計） ギガワット熱 86 373 406 

輸送 

  エタノール生産量（年間） 10億リットル 28.5 87.8 94 

  バイオディーゼル生産量（年間） 10億リットル 2.4 26.3 29.7 
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自然エネルギーは2013年の
世界の最終エネルギー消費
のうち推計19.1%を供給した。 

 

近代的な自然エネルギーの
割合は10.1%となった。 

 

伝統的なバイオマスの割合
は2012年と同程度の9%で
あった。 

 

世界の自然エネルギー 

世界の最終エネルギー消費における自然エネルギーの割合（2013年、推計値） 

化石燃料 

原子力 

すべての自
然エネルギー 

近代的自然エネ
ルギー 

伝統的バイオマス 

バイオマ
ス／地熱
／太陽熱
の熱利用 水力発電 

バイオ燃料 
風力／太陽
光／バイオ
マス／地熱
発電 



自然エネルギーの “チャンピオン “ – 年間投資／追加容量 （2014年） 

1 2 3 4 5 

自然エネルギー発電と燃料への投資
（50MW以上の水力を除く） 

中国 米国 日本 英国 ドイツ 

2013年のGDP比の投資 ブルンジ ケニア ホンジュラス ヨルダン ウルグアイ 

  地熱発電の新設 ケニア トルコ インドネシア フィリピン イタリア 

  水力発電の新設 中国 ブラジル カナダ トルコ インド 

  太陽光発電(PV）の新設 中国 日本 米国 英国 ドイツ 

  集光型太陽熱発電(CSP)の新設 米国 インド － － － 

  風力発電の新設 中国 ドイツ 米国 ブラジル インド 

  太陽熱利用システムの新設 中国 トルコ ブラジル インド ドイツ 

  バイオディーゼル生産量 米国 ブラジル ドイツ インドネシア アルゼンチン 

  バイオエタノール生産量 米国 ブラジル 中国 カナダ タイ 
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自然エネルギーの 
 “チャンピオン “  –  
総設備容量 
（2014年末時点） 
 

1 2 3 4 5 

電力 

自然エネルギー発電容量（水力含む） 中国 米国 ブラジル ドイツ カナダ 

自然エネルギー発電容量（水力除く） 中国 米国 ドイツ スペイン／イタリ
ア 

日本／インド 

一人当たり自然エネルギー発電容量
（水力除く） 

デンマーク ドイツ スウェーデン スペイン ポルトガル 

  バイオマス発電容量 米国 ドイツ 中国 ブラジル 日本 

  地熱発電容量 米国 フィリピン インドネシア メキシコ ニュージーラン
ド 

  水力発電容量 中国 ブラジル 米国 カナダ ロシア 

  水力発電量 中国 ブラジル カナダ 米国 ロシア 

  集光型太陽熱発電(CSP)容量 スペイン 米国 インド アラブ首長国連
邦 

アルジェリア 

  太陽光発電(PV)容量 ドイツ 中国 日本 イタリア 米国 

  一人当たり太陽光発電(PV)容量 ドイツ イタリア ベルギー ギリシャ チェコ共和国 

  風力発電容量 中国 米国 ドイツ スペイン インド 

  一人当たり風力発電容量 デンマーク スウェーデン ドイツ スペイン アイルランド 

熱利用 

  太陽熱利用システム容量 中国 米国 ドイツ トルコ ブラジル 

  一人当たり太陽熱利用システム 
  容量 

キプロス オーストリア イスラエル バルバドス ギリシャ 

  地熱利用容量 中国 トルコ 日本 アイスランド インド 

  一人当たり地熱利用容量 アイスランド ニュージーラン
ド 

ハンガリー トルコ 日本 
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電力分野 

• 自然エネルギーは世界の発電容量の27.7%、世界の電力需要の22.8%を占める。 
• 自然エネルギーは世界の発電容量の正味増加分の59%を占めた。 
• 自然エネルギー発電容量の合計: 1712 GW、2013年から8.5％以上の増加。 

世界の電力供給における自然エネルギーの割合（2014年末、推計値） 

化石燃料および原子力 

自然エネルギー
発電 

水力発電 
風力発電 

バイオマス
発電 

太陽光発電 

地熱、集光
型太陽熱、
海洋発電 

2014年末に稼働中の自然エネルギー発電容量に基づく 



  
熱利用 

熱利用に使われたエネルギーは2014
年の世界の最終エネルギー消費の約
半分を占める。 
 
世界の最終熱需要のうち、まだ少ない
が拡大しつつある近代的な自然エネ
ルギーの割合: 約8％ 
 
傾向: 
• 関心は高まっている。しかしながら、

先進的なシステムは世界の市場の
ごく一部に留まっている。 

• 成長は遅いが、大きな可能性があ
る。—エネルギーシフトの鍵 



輸送分野 

自然エネルギーは世界の2013年の世界の道

路輸送用エネルギー需要の推計 3.5% を占

め、2007年の 2％ から増加した。 
 
ガス体燃料と電気の発展の動向は自然エネ

ルギーを輸送分野へ統合する流れを作り出

している。 
  

バイオ燃料の新しい利用方法と市場への関

心が高まっている。 



  

水力発電 – 世界の総発電容量 

世界の水力発電の総発電容量:  

1,055 GW 
 

37GWの新規設備容量が2014年に稼動

を始め、3.6% の増加となった。 
 

下記の要因から産業は堅調に伸びた: 

 中国の拡大 

 老朽水力発電設備の近代化 

世界の水力発電容量 上位6か国の割合（2014年） 

中国 ブラジル 

米国 

カナダ 

ロシア 

インド 

その他の地域 



太陽光発電 (PV) – 世界の総発電容量 

太陽光発電: 

 40 GW の追加 
 総発電容量: 177 GW 
2014年末に世界で稼動して

いる全ての太陽光発電容

量のうち60％以上が過去3

年以内に導入された. 
アジアは他のすべての市

場を上回り, 世界全体の追

加容量のほぼ60％を占め

た。 

世界の太陽光発電容量（2004年〜2014年） 

ギガワット 

世界合計 
177ギガワット 



  

太陽光発電 (PV) – 上位国 

中国は世界全体の追加

容量の3分の1 を占め、そ

のあとに日本と米国が続

いた。 

2014年の年間投資額／

正味追加容量: 

• 中国 

• 日本 

• 米国 

• ドイツ 

• 英国 

太陽光発電容量および追加容量 上位10か国（2014年） 

ギガワット 

ドイツ  中国  日本 イタリア 米国 フランス スペイン 英国             インド オース
トラリア 

2014年追加 
2013年既存 



  

風力発電 – 世界の総発電容量 

51 GW の追加容量 

 

総発電容量: 370 GW 
 

洋上風力発電は2014年
に推計1.7 GWの系統連
系型の発電容量を追加
し、世界全体で8.5 GW
を超えた。 

世界の風力発電容量（2004年〜2014年） 

ギガワット 
世界合計 
370ギガワット 



  

バイオエネルギー 

バイオマスの一次エネルギー総需要は約 16,250 TWh (58.5 EJ)であった。 
バイオマスは推計 12,500 TWh (45 EJ) の熱利用(9GWthの追加)に用いられた。 
バイオ発電容量は2014年に推計 5 GW 増加し、合計で約 93 GWとなった。 

世界の熱生産と発電量に占めるバイオマス資源の割合（2014年） 

熱生産に占めるバイオマス資源 発電量に占めるバイオマス資源 

固形バイオマス 固形バイオマス 

都市廃
棄物 

都市廃棄物 

バイオ燃料 バイオ燃料 

バイオガス 

バイオガ
ス 



バイオエネルギー 

木質ペレットのような現代

的バイオマスへの需要は

国際的な取引で増加して

いる 
 
木質ペレットの世界の生

産量は9%増加し、2,400万

トンを超えた 
 
木質ペレットの主要な生産

地域は欧州（62%）と北米

（34%）となっている 

世界の木質ペレット生産量、国・地域別（2004年〜2014年） 
世界合計 

2410万トン 

その他 

その他アジア 

中国 

ロシア 
米国、カナダ、メキシコ 

EU（28か国） 



バイオエネルギー - 液体燃料 

バイオ燃料生産量の上位国は

米国、ブラジル、ドイツ、中国、

アルゼンチンだった 
 
世界のバイオ燃料生産量は

2014年に8%増加し、合計で

1277億リットルとなった 

 
世界のバイオ燃料生産設備へ

の投資は2014年も下がり続け、

2013年から8%減少し、10年間で

最少の51億米ドルだった 

世界のエタノール、バイオディーゼル、HVO生産量（2004年〜2014年） 
世界合計 

1277億リットル 

水素処理された植物油（HVO） 

バイオディーゼル 

エタノール 



  
集光型太陽熱発電（CSP） – 世界の設備容量 

CSPの総発電容量：4.4GW 
0.9GWが追加され、これ

は27%の増加を表す 

 

トレンド： 
市場は途上国へとシフトし

続けている。 

CSP技術の全般的状況は

多様化 

世界のCSP容量、国・地域別（2004年〜2014年） 

世界合計 

4.4ギガワット 

その他 

スペイン 

米国 



約650MWの正味増加設

備が稼働し、世界の地熱

の総発電容量は12.8GWに

なった 

地熱の電力発電量は最終

的な地熱出力(熱を含む)
の半分程度と推計されて

いる（74TWh） 

地熱エネルギー 

地熱の発電容量と新規容量、上位10か国とその他（2014年） 

2014年新規分 

2013年既存分 

トルコ 日本 ケニア アイス 

ランド 

イタ
リア 

ニュー
ジーラ
ンド 

メキ
シコ 

インド 

ネシア 

フィリ
ピン 

米国 その他 



  

自然エネルギーによる雇用 

世界の雇用は増加し続け
ている 
 
自然エネルギー産業の直
接雇用は770万人と推計
されている 
 
2014年の世界の風力発
電による雇用は100万人
に達している 

Data Source: IRENA 

自然エネルギーによる雇用（2014年） 

バイオエネルギー 

 

地熱 

 

中小規模水力 

 

太陽エネルギー 

 

風力 

世界合計 770万の雇用 5万の雇用 



  

世界の自然エネルギー投資 
2014年の世界の新規投資
は2702億米ドルと推計さ

れている（大規模水力を含め
ると3010億米ドル） 

 
増加の理由： 
• 中国と日本での太陽光

発電導入の増加 
• 太陽光発電への投資

が25%増加 
• 欧州での洋上風力発

電への記録的な投資 

自然エネルギー発電・燃料への世界の新規投資額、発展途上国と先進国（2004年〜2014年） 

世界合計 

先進国 

発展途上国 

2700億ドル 



  

先進国：2014年の年間投資：1389億米ドル（2013年比3%増） 

途上国：2014年の年間投資：1313億米ドル（2013年比36%増） 

自然エネルギー発電・燃料への世界の新規投資額、地域別（2004年〜2014年） 



  

技術別の世界の自然エネルギー投資 

太陽光発電 - 2014年を通

じて資金が投じられた先

導分野、自然エネルギー

電力と燃料のすべての新

規投資の55%（1496億米

ドル）を占める 

 

風力発電がこれに続いて

995億米ドル  

自然エネルギー技術ごとの世界の新規投資額、発展途上国と先進国（2014年） 

太陽光発電 

風力発電 

バイオマス・ 
廃棄物 

バイオ燃料 

50MW未満の 
小水力発電 

地熱発電 

海洋発電 

先進国 

発展途上国 



  

自然エネルギー政策の全般的状況 

 

 

自然エネルギー政策や目標を持つ国（2015年はじめ） 

政策と目標を持つ国 
 
政策を持つ国 
（目標なしまたはデータ無し） 
目標を持つ国 
（政策なしまたはデータ無し） 
政策も目標も無い国 
（またはデータ無し） 



  

自然エネルギー政策の全般的状況 

少なくとも164カ国が自然エネルギー目標値をもっている。 

少なくとも145カ国が自然エネルギー政策を実施している。 

ほとんどの政策が電力に焦点をあてている：固定価格買取制度と
RPS 

最近のトレンド：異なる政策メカニズムの構成要素を統合させてい
る 

2004年初頭 2013年 2014年 

政策 

自然エネルギー目標を持つ国 ＃ 48 144 164 

固定価格買取制度を持つ国・州 ＃ 34 106 108 

RPS／クォータ制を持つ国・州 ＃ 11 99 99 

公的入札制を持つ国 ＃ n/a 55 60 

熱利用義務付けを行っている国 ＃ n/a 19 21 

バイオ燃料義務付けを行っている国・州 ＃ 10 63 64 
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自然エネルギー政策の全般的状況 

 

 

電力分野：過去数年の政策において主な焦点となっている 
固定価格買取制度はもっともよく用いられている政策 
ネットメータリングまたはネットビリング制度は2015年はじめには48カ国で実

施され、約220％増加した。（2010年：15カ国、2015年48カ国） 

自然エネルギー政策を持つ国の数、政策手法別（2011年〜2015年はじめ） 

発電政策    FIT 
入札 

ネットメータリング 

熱利用政策 義務化 

輸送政策 バイオ燃料
義務化 



  

自然エネルギーの全般的状況 

 

 

自然エネルギー熱利用義務化政策を持つ国の数、政策手法別（2011年〜2015年はじめ） 

自然エネルギー運輸部門政策を持つ国の数、政策手法別（2011年〜2015年はじめ） 

太陽熱 
義務化 

技術を指定し
ない義務化 

バイオディーゼ
ル義務化のみ 

バイオディーゼル・
エタノール義務化 

エタノール義務
化のみ 

その他の交通関
連義務化 



途上国の分散型自然エネルギー 

世界人口の15%はいまだに電力にアク
セスできていない 

分散型自然エネルギーシステムは、よ
りコスト競争力が高まっているため、遠
隔地や新たな市場での近代的なエネ
ルギーサービスへの移行を加速する
予想外の機会をもたらしている。 

分散型自然エネルギー市場について
の定量的情報は少ないが、入手可能
な情報は市場の重要性を示している。 
例えば、2014年のオフグリッド太陽光
発電への投資額は640億米ドルに達し
ている。 

世界の電力にアクセスできる地域・できない地域（2012年） 

世界のクリーンな調理が利用できる地域・できない地域（2012年） 



  

結論 
世界のエネルギー消費量の増大や後半の石油価格の

急落という背景にもかかわらず、2014年も自然エネ

ルギーは成長し続けた。 

過去40年間ではじめて経済成長とCO2排出量が「デ

カップリング」された - 自然エネルギーにとって

記録的な年となった。 

過去10年を通じて世界的に自然エネルギーへの転換

が進み始めたが、今後も協調的で持続的な取り組み

が必要とされている： 

 変化する環境に適応して、投資レベルを継続的に

増やす長期的に安定した政策枠組み 

 冷暖房分野と輸送分野への注目の高まりと「エネ

ルギーシステム思考」 

 途上国での分散型自然エネルギーについての情報

と初期投資へのアクセスの改善 

SAIREC 2015 でお会いしましょう！ 
ケープタウン, 2015年10月4〜7日 



21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク 

 
www.ren21.net/gsr 

Subscribe to our newsletter 
www.ren21.net 
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