持続可能な新しい未来をつくる

自然エネルギー財団は、
持続可能で豊かな社会の創造に向けて活動しています。

設立趣旨・目的

1 自然エネルギーを基盤とする社会の構築
2 自然エネルギー普及のための市場や社会の力を活かした政策、制度
および金融・ビジネスモデルの研究、構築、および提言

Policy Research

調査研究

3 自然エネルギー普及に関する国内および国際的な活動組織との連携と

気候変動の危機と福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、

自然エネルギーに関する認知向上のための広報活動と支援

自然エネルギー・分散型エネルギーの拡大、エネルギー
効率化を軸とする新たなエネルギーシステムへの転換に
向けた政策を研究しています。
「アジアスーパーグリッド (ASG)」の推進を含め、アジ

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所の
事故により、われわれは真剣に私達自身のエネルギー問題とその選択に直
面しております。
私は、自然エネルギーの普及は人々の安心・安全で豊かな社会の実現
に不可欠であるという信念に基づいて、自然エネルギーの普及促進を、政
策やビジネスモデルの提言、または幅広いネットワーク作りという視点か
ら、少しでも支援していくべく、自然エネルギー財団の設立を決意いたし
ました。

ア各国において自然エネルギーを拡大するための研究・
取組みを行っています。
需要家が電力を選択でき、新しい事業者の活発な参入で
競争的かつ公正な市場環境が実現される、透明で公平な
電力システムの実現に必要な政策を研究しています。
石炭火力発電投資のビジネスリスクを明らかにするな
ど、脱炭素経済の実現に向けた研究・取組みを進めてい
ます。

設立者・会長
孫 正義

調査研究に基づく政策提言を行い、関連省庁、政策決定
策・制度について議論を重ねています。

方々にご支持、ご賛同をいただいています。これからも皆様のご協力を賜
しくお願いいたします。

政策提言
者、メディア関係者などと共に、より良いエネルギー政

幸いなことに、この構想を発表以来、日本のみならず世界各国の多くの
りつつ、財団の成長を見守っていきたいと思っております。今後ともよろ

Advocacy

International Networking and
Information Dissemination

国際ネットワークの構築と情報発信

地方自治体、国内外のエネルギー企業、新電力などの幅
広い事業者と情報・意見交換を行い、異なる立場から共
に変化を起こす取組みを行っています。
企業、自治体、NGO など、国家政府以外の多様な主体

自然エネルギー拡大や気候変動対策で先駆的な役割を果

によるネットワーク組織「気候変動イニシアティブ」を
設立、脱炭素社会の実現をめざして政府との対話やそれ

ここ数年、世界全体で、自然エネルギーは急速に拡大しています。それ

たす国内外の企業、団体、シンクタンク、NGO 等との

にともない、発電コストも大幅に下がっています。これまでも水力や地熱、

連携を深め、施策実現に向けた取組みを進めています。

ぞれの取り組みを加速しています。また、
「自然エネル

バイオマスは、主要な役割をになってきましたが、今では、太陽光や風力

定期的に開催する国際シンポジウムや専門家によるワー

ギーで豊かな日本を創ろう ! アクション」キャンペーン

などの新しい自然エネルギーが、最もコストの安い電源として世界各地で

クショップでは、自然エネルギーの導入状況や課題につ

では、各地の生協や消費者団体、コミュニティパワーな

急増しています。

いて幅広い議論を行い、世界中から集められた最新デー

ど構成員数の合計 2700 万人を超えるネットワーク、地

タの分析をもとに問題解決策の提案を行っています。

方自治体などと協働し、持続可能なエネルギー政策・制

世界の専門家が参加する「イノベーション・ネットワー

度への転換を図る活動に取り組んでいます。

これは日本にとって重要な動きです。日本は自然エネルギー資源が豊か
で、高い技術を持つ国です。他国にひけをとらない高効率の自然エネル
ギー発電所を建設することができるはずです。自然エネルギーは、地方に
住む人々に新たな収入をもたらします。また、運用費を安く抑えることが
できるため、今後の高齢化社会にも応えることが可能です。
自然エネルギー財団は、日本が自然エネルギーを活用し、エネルギー大
国になることをめざして、活動を続けてまいります。
代表理事 理事長

ク」を設立、ネットワークから得た知見を広く国内に発
信するとともに、日本の状況を適切な分析とともにタイ
ムリーに海外へ伝えています。
ウェブサイトで自然エネルギーの最新統計データを公開、
連載コラム「自然エネルギー・アップデート」などを掲
載し、国内外から情報源として活用されています。

トーマス・コーベリエル
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世界中の電力網に
自然エネルギーをつなぐ
自然エネルギー財団は 2011 年の設立以来、モンゴルの風力や太陽
光資源など、アジア各地の豊富な自然エネルギー資源を相互に活用し
あう国際送電網「アジアスーパーグリッド (ASG)」の実現をめざす取
組みを推進してきました。
今世紀後半に脱炭素社会への転換をめざすことを決めたパリ協定が
成立し、必要なエネルギーを全て自然エネルギーでまかなう「自然エ
ネルギー 100%」の実現が必要になる中で、国際送電網の構築はいっ
そう重要な課題になっています。
欧州では各国が送電網で連系し、自然エネルギーの活用が拡大して
います。これに対し、東アジアでは、中国やモンゴル、ロシアなどの

Russia

間で限定的な連系があるだけです。

Mongolia

2016 年 3 月には、自然エネルギーの活用のために世界的な送電

China

ネットワークの構築をめざす、国際的非営利団体、
「Global Energy

Interconnection Development and Cooperation Organization
(GEIDCO)」が創設されました。この団体は、中国、韓国、ブラジル、

S. Korea

Japan

India

ロシアなどの電力会社、大学・研究機関、送電分野の世界的企業など
により構成されており、自然エネルギー財団は理事会メンバーとして
参加しています。

Photo: VCG
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自然エネルギーを日本で増やす

「自然エネルギー発電コスト低減への制度的課題」

2017 年度の改正 FIT 法の運
用の結果を評価し、今後数年の

世界の多くの国や地域では、すでに自然エネルギーが基幹電源とな

制度の運用課題について検討し

り、2030 年には電力の 40 〜 50% を自然エネルギーで供給することを

ています。特に懸案であった、

目指しています。しかし、日本政府が「長期エネルギー需給見通し」

未稼働案件への対応や、複数年

で決めた 2030 年目標は、22 〜 24% という消極的なものです。

買取価格および価格目標、入札

日本で自然エネルギーの大幅な拡大を実現していくためには、国の

といった改正 FIT 法で初めて導入された施策の

目標の引き上げとともに、導入の障害となっている電力系統への接続

結果を示すと共に、2017 年時点の自然エネルギー
の発電コストについて試算行っています。こうし

制限や合理性のない様々な古い規制を見直してくことが必要です。

た改正 FIT 法の運用上の課題を検討したうえで、

自然エネルギー財団は、これらの課題の解決をめざし電力制度や自

運用上の課題に対する対策の方向性を示していま

然エネルギー政策、市場環境などの調査研究を行い、その結果を報告

す。(2018 年 6 月)

書、シンポジウム、各地での講演など、様々な方法で公表しています。

「日本のバイオエネルギー戦略の再構築」
日本でもバイオエネルギーは
大きなポテンシャルを持ってお
り、特に FiT 制度の導入後、発
電分野を中心に急速に利用が進
んでいます。しかし、熱利用の
促進や持続可能性の確保など多
くの課題が残されており、政策の見直しが急がれ
ています。バイオエネルギーの基本特性を概観す
るとともに、バイオエネルギーの利用で先行する
欧州の経験を整理し、その上で、日本のバイオエ
ネルギー戦略の再構築のために、長期的なビジョ
ンを明らかにし、利用分野ごとの当面の戦略を示
しています。(2018 年 4 月)

Photo: © arc image gallery/amanaimages

「電力調達ガイドブック」
世界では、自然エネルギー電
力を利用する取り組みが急速に
拡大し、企業の持続的な成長
を求める投資家も、自然エネル
ギーの活用を強く求め始めてい
ます。ガイドブックでは、自然
エネルギーがもたらすメリットを整理しながら、
企業や自治体が電力を調達する時に考慮すべき自
然エネルギーの選択基準を示しました。そのうえ
で具体的な調達方法について、事例を交えて説明
しています。さらに自然エネルギーの電力を認定・
評価する海外の制度についても紹介しています。
(2018 年 1月)
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気候変動への取組み

「日本における石炭火力新増設のビジネスリスク」
パリ協定の成立・発効以降、
世界的には、脱炭素経済への転

2015 年末の国連の会議 COP21で合意されたパリ協定は、一年をま

エネルギー政策転換を進める
共同の取組み

換をめざし、石炭ビジネスから

気候変動イニシアティブ ( JCI )

たず 2016 年 11 月に発効しました。今世紀後半には、脱炭素社会を実

撤退する動きが進んでいますが、

現するという国際条約が、現実に効力もつことの意義は限りなく大き

日本では石炭火力発電所の新増

「パリ協定」が成立し、脱炭素社会への転換が世界共通の目標とな

なものです。

設計画があります。この報告書

る中、非国家アクターの横断的な組織をつくる動きが始まっています。

パリ協定成立前後から、世界では石炭関連ビジネスからの離脱が急

では、電力需給の現状と今後の見通しについて検

2018年7月、日本においてそうした動きの先陣をきって、企業、自治体、

速に進んでいます。米国や中国などの石炭消費大国でも消費量が減少

証し、石炭火力新増設のビジネスリスクを明らか

NGO など、国家政府以外の多様な主体による、脱炭素社会の実現を

に転じ、主要な石炭採掘企業が次々と破綻しています。欧州の電力会
社では、石炭火力発電所の閉鎖が相次いでいます。化石燃料資源への
投資を撤収する「ダイベストメント」の急激な拡大、石炭火力発電所
への二酸化炭素排出規制の強化は、石炭ビジネスからの離脱に拍車を
かけています。
一方、日本では、
「エネルギー基本計画」の中で、石炭火力発電を「重

にしています。新増設計画がすすめられた場合、
石炭火力発電所の設備利用率は、現在の 80 ％か
ら大きく低下し、2026 年度には 56% 程度まで下
がる可能性があること、また、省エネにより 5%
程度電力需要が減少すれば、50% を切る可能性も
あることを指摘しています。(2017 年 7月)

めざすネットワーク組織、
「気候変動イニシアティブ」が設立されまし
た。自然エネルギー財団は、設立準備より WWF ジャパン、CDP ジャ
パンとともに、事務局団体として活動を推進しています。
自然エネルギーユーザー企業ネットワーク (RE-Users)
自然エネルギー財団は 2018 年 4 月に、企業の環境・エネルギー調

要なベースロード電源」と位置づけ、数多くの石炭火力発電の新増設

達部門を中核メンバーとして、
「自然エネルギーユーザー企業ネット

が計画されています。

ワーク」( 略称 : RE-Users) を開設し、運営しています。ネットワーク

自然エネルギー財団は、気候変動対策の強化のために、自然エネル

の参加者には、 自然エネルギーの調達・利用に関する国内外の最新

ギーの促進に加え、化石燃料、とりわけ石炭からの離脱を加速するた

情報をニュースレターでお届けするほか、自然エネルギーの利用企業

めの、世界の動向を消化した報告書の作成、金融機関や企業を対象と

を対象にした情報交換会を定期的に開催して、調達方法をはじめ様々

する環境金融シンポジウムの開催などを行っています。

な課題について解決策を探る活動を行っています。
地方自治体との共同「自然エネルギー協議会」への協力

2011 年 7 月、自然エネルギーの普及拡大をめざす全国の地方自治体
が集まり、
「自然エネルギー協議会」
「指定都市自然エネルギー協議会」
が設立されました。自然エネルギー財団は、この二つの協議会の活動
に対し、政策提言の作成やセミナーの開催などに積極的に協力してい
ます。
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世界の知見を日本に運ぶ
世界に日本の情報を発信する

皆様のサポートを
必要としています
メデイア懇談会の開催
自然エネルギーの動向を正しく紹介していく上で、新

イノベーション・ネットワークの創設
自然エネルギー財団は 2012 年に、自然エネルギー、

聞やテレビなどメディアの果たす役割は極めて重要です。
このため、海外の専門家の来日などの機会にメディア関

エネルギー効率、気候変動などの諸政策に関する知見や

係者を対象とした最新動向を提供する懇談会を随時開催

経験にもとづいて、世界中で自然エネルギーの促進に貢

しています。懇談会には、毎回多数の記者が参加し、活

献している専門家の組織として、
「イノベーション・ネッ

発な質疑が行われています。

トワーク」を創設しました。イノベーション・ネットワー

自然エネルギー財団は、持続可能で豊かな社会の
創造に向けて活動しています。私たちの活動は、
皆様のご参加とご支援により支えられています。

ご登録ください
私たちの活動を知ることによって応援してくださ
い。シンポジウム、セミナーなどのご案内や、報

クでは、世界と日本のエネルギー政策のあり方に関する

告書・提言、コラム記事、統計データなどのウェ

様々な情報交換を行い、その議論は日本で財団が行う政

ブ更新情報を、
「自然エネルギー財団お知らせ

策提言に活かされています。

メール」でお受け取りいただけます。各種イベン
トの登録案内などをいち早くお届けします。
ご登録は www.renewable-ei.org から

ご支援ください
自然エネルギー財団では、さまざまな形でのご寄
付を募っています。お寄せいただいた寄付金は自
然エネルギーに関する調査研究、政策提言、そし
て国際ネットワークの構築と情報発信などの活動
を継続するために、大切に活用させていただきま
す。ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
お問い合わせ窓口

03-6866-1020 / info@renewable-ei.org
※公益財団法人への寄付は税法上の優遇措置の対象とな
ります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

国際シンポジウム “REvision” の開催
過去数年、自然エネルギーは世界各地で急速な拡大を
ウェブサイトでの情報発信
財団のウェブサイトでは「自然エネルギー・アップ
デート」などの連載コラムを継続的に掲載しています。

遂げていますが、その状況は必ずしも日本に正確に伝え
られていません。また日本のエネルギー政策の動向も世
界には十分に発信されていません。

ここでは、国内外のエネルギー専門家、財団研究員など

自然エネルギー財団では、2012 年以降、毎年 3 月に世

が、世界と日本で話題となっている様々なトピックにつ

界の第一線で活躍する自然エネルギーやエネルギー政策

いて、わかりやすい解説を行っています。

の専門家を招き、その知見を日本に紹介する国際シンポ

また、
「統計」ページでは、日本の自然エネルギーの導
入状況、電力市場の状況を定期的に発信しています。

ジウム “REvision” を開催しています。世界の自然エネ
ルギーの動向を日本で最も早く正確に知ることのできる
場として認知され、定着しています。

公益財団法人 自然エネルギー財団とは
自然エネルギー財団は、東日本大震災および福島
第一原子力発電所の事故を受けて、孫正義 ( ソフ
トバンクグループ代表、自然エネルギー財団会長)
により、2011 年 8 月に設立されました。安心・安
全で豊かな社会の実現には自然エネルギーの普及
が不可欠であるという信念から、自然エネルギー
を基盤とした社会を構築することを目的として活
動しています。自然エネルギー政策についての調
査研究や提言、企業・自治体・消費者団体などと
のネットワークづくり、国内外の最新情報の紹介
等を行っています。
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