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所長メッセージ

常勤理事メッセージ

�����݄�ʹ1͕&4*ͪͨࢲ౦ژɾ ୩ʹ৽ΦϑΟεΛ͔ͯ͑ߏΒ�ɺ͢ ͬ
͔Γશࠃɾશੈքͷ͝ΤωϧΪʔ͕ू ʮ͏ྊധʯͷΑ͏ͳڌͱͳΓ·ͨ͠ɻ
౦ژͱౡͷ྆ڌ͔Βɺ ଓՄͳҬओಋܕͷΤωϧΪʔࣾձͷ࣮ݱΛ
͠ࢦɺ͞ ΒͳΔઓΛਐΊ͖ͯͨ͜ͷ�ؒͷՌΛ͝ใ͍ͨ͠ࠂ·͢ɻ
ຊͷΤωϧΪʔɾൃݪࡦࠞΛଓ͚ɺվਖ਼'*5๏ͷ՝ܥ౷ͷʮۭ
͖༰ྔθϩʯͱ͍ͬͨ໘͢Δࡦతͳ՝ͱΑΓɺதظతʹվળ
͢Δஹ͖ͯ͑͠ݟ·ͤΜɻ͠ ͔͠ੈքͷ࣮ݱɺଠཅޫൃి͕����·Ͱ
ʹྦྷੵઃඋ༰ྔͰ���(8Λ͑ɺൃݪ	8)���
Λ͍ൈ͘ͳͲɺࣗ વΤω
ϧΪʔ͕ओྗిݯͱҐஔ͚ͮΒΕɺଟ͘ͷࠃࢢɺ͕ࣗۀاવΤωϧΪʔ
����ඪͱ͍࣬ͯ͠·͢ɻࣗ વΤωϧΪʔ͢Ͱ ʮʹී͢ٴΔ͔൱͔ʯ
֎Ͱ͢ ʮ͕ࣗવΤωϧΪʔ����͕Մ͔൱͔ʯΛ͏ஈ֊͑͞ऴΘΓ
ͭͭ͋Γ·͢ɻ
ͷ͋Γํʯ͕ٴී͍͠·ͷࣗવΤωϧΪʔʮޙࠓ ΘΕΔஈ֊ͱͳΓ·
ͨ͠ɻʮΤωϧΪʔσϞΫϥγʔʯΛֶͱ͢ΔͪͨࢲɺҬओಋɾωοτ
ϫʔΫܕͷΤωϧΪʔࣾձΛͯ͠ࢦɺੈ ք࠷େڃͷ͝ి ʮྗԬ෮ڵ
ιʔϥʔʯ	��.8
Λ࣮ͨͤ͞ݱ΄͔ɺશ͝ࠃΤωϧΪʔͷؒೆ
৴༻ۚݿͱͷڠಇʹΑΔશ֤ࠃͰͷࣗવΤωϧΪʔۀࣄ։ൃӦܕ
ଠཅޫൃి	ιʔϥʔγΣΞϦϯά
ͷల։ͳͲΛҰͭͻͱ࣮ͭફͯ͠ۀࣄ
͖·ͨ͠ɻ
*4&1ɺޙࠓࡦఏݴɾڀݚͱҬओಋͷࣗવΤωϧΪʔۀࣄͷ྆໘͔
ΒɺຊͷΤωϧΪʔࣾձͷมֵʹઓͯ͠Ώ͖·͢ɻօ༷͔Βͷ͜Ε·
ͰҎ্ͷ͔͍͋ͨͨ͝ࢧԉɾ͝ Λ͓͓ͪͯ͠Γ·͢ɻد

ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ�ɹॴ

ੈք֤ࠃຊࠃͰͷࣗવΤωϧΪʔ����Λ͢ࢦҬऔΓΈʹ
ͯ͠ɺࠃ֎ͷࣗવΤωϧΪʔࡦͷௐࠪڀݚҬͷࢧԉΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ
����લ͔ΒΊͨࣗવΤωϧΪʔനॻͷൃߦ�Λܴ͑·͕ͨ͠ɺਐΈ
ΊͨଓՄͳࣗવΤωϧΪʔͷసʹରͯ͠ଟ͘ͷࢢຽؔ࿈ஂମ
ͱ࿈ͯ͠ܞҾ͖ଓ͖औΓΜͰ͍͖͍ͨͱ͍ࢥ·͢ɻ

ट੮ڀݚһɹদݪɹ߂

ܞʹྗڠࡍࠃΘ͖ͬͯͯࡂͰౡʹग़ձ͍͜ͷੈքʹೖΓ·ͨ͠ɻ
ւ֎Ͱͷੜ͕׆͔ͬͨͨΊɺੈ քͷதͰͷຊͷཱͪҐஔΛৗʹҙࣝͯ͠
͍·͢ɻσϯϚʔΫٕज़Ҡసɺͦ ͯ͠����ιʔϥʔγΣΞϦϯάͱ
ଠཅҬڅڙͷւ֎ల։ʹઓ͠·͢ɻຊͷݩͱʮʯͱʮೆʯͷੈք
ͷྡਓͨͪͱڞʹֶͼ͍͋ɺҭͪ͋͏࡞ڥΓΛ͍ͯ͠ࢦ·͢ɻ

ಛڀݚһɹాౡɹ

����ʹΠϯλʔϯͱͯ͠๚Ε͔ͯΒ��Λͯܦɺ�����݄͔ΒཧࣄΛ
Ί͍ͯ·͢ɻ����ࣗମࢧԉશࣗࠃମΞϯέʔτௐࠪͷ΄͔ɺ
ʮ͝ిྗূ໌ॻʯͷΈߏங*4&1�&OFSHZ�$IBSU্ཱͪ͛ΛਐΊ·
ͨ͠ɻ"**P5͕ͨΒ͢ΤωϧΪʔۀࡦͷӨڹࡏݦԽͭͭ͠
͋Δதɺ*4&1ͷޙࠓͷ ɾׂ׆ಈඞવతʹมԽ͍͖ͯ͠·͢ɻ

ओڀݚһʗࣄہɹԼɹ໌ل
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一目でわかる ISEP

スタッフ人数

収益内訳

ISEPが支援してきた市民参加型事業

会員（2018.04.05 時点）

普及啓発

正会員　　個人

映画
『日本と再生 光と風のギガワット作戦』
上映回数（商業・自主）

視聴者数

メールニュース配信（のべ）

Twitter フォロワー

Facebook フォロワー

ホームページアクセス（年間 PV）

ISEP

Energy Democracy

ISEP Energy Chart

うち太陽光発電事業

協賛会員　個人

　団体

うち風力発電事業

その他、小水力発電、温泉熱発電、
バイオマス熱利用

団体

活動規模（億円）

30 90MW以上

118

635
31,022
14,614名

3,786名

3,063名

217,242
74,597
17,161

60MW

108
18

29MW

11

2017年度（予算）

1

2

3

4

5

6

億円

4.2

2013年度

1.4

2014年度

1.3

2015年度

1.8

2016年度

4.9

事業収益
89％

会費・寄付・
助成など
11％

2016年度
（見込み）

2017年度（予算）

1

2

3

4

5

6

億円

4.2

2013年度

1.4

2014年度

1.3

2015年度

1.8

2016年度

4.9

事業収益
89％

会費・寄付・
助成など
11％

2016年度
（見込み）

2017年度
(見込み)

上映回数（商業・自主）

視聴者数



国内ネットワーク

国際ネットワーク

4

37団体

62地域
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ハイライト

水俣薄
すす
原
ばる
太陽光発電所の完成

営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）
事業

世界最大級の地域主導型太陽光発電
「富岡復興ソーラー」竣工

*4&1ͱೆ৴༻͕ۚݿ։ൃͨ͠ϦʔεϞσϧΛ׆༻ͯ͠ɺҰൠࣾஂ๏ਓશ͝ࠃΤωϧΪʔڠձॳΊͯͱͳΔ
Ӧͷଠཅޫൃిॴʢ���.8ʣ͕ �����݄ʹॡ͠·ͨ͠ɻॴ۽ຊݝਫມࢢബݪ۠Ͱɺ͜ ͷൃిॴͷ
ऩӹͷҰ෦ɺҬͷࢧԉͪ ΖΜɺۙ ઃཱ͘Λ༧ఆͯ͠ ͍Δ۽ຊਫມ࠶ੜج ʢۚԾশʣʹ ըͰ͢ɻܭΔ͢༺׆

ೆ৴༻ۚݿ֤ͷ͝ΤωϧΪʔɺӦऀ
ͱͷڠಇʹΑΓɺӦͱཱ྆ͨ͠ιʔϥʔγΣΞ
ϦϯάۀࣄΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ����ʹ�Ҭɾ
��ϲॴҎ্ͷӦܕଠཅޫൃిॴ͕༧ఆͷ
΄͔ɺશ͝ࠃΤωϧΪʔڠձͷڞಉۀࣄͱ
ͯ͠ɺݝʹӦܕϝΨιʔϥʔΛݐઃ͢Δ
༧ఆͰ͢ɻڀݚॴɺ�����݄ʹൃͨ͠Ұൠ
ࣾஂ๏ਓιʔϥʔγΣΞϦϯά�ਪਐ࿈ໍͷઃཧ
ʹଅਐٴΑΓҰͷීࠃɺޙࠓब͠ɺʹࣄ
ΊΔͱͱʹɺΞδΞɾΞϑϦΧͳͲ్্ࢧࠃԉ
ͷҰͱͯ͠ւ֎ͷల։Λ͠ࢦ·͢ɻ

*4&1͕શ໘తͳࢧۀࣄԉΛ͖ͨͯͬߦౡݝ
ԬொͰͷॅຽओಋܕͰࢢຽग़ࢿΛ׆༻ͨ͠
ʮԬ෮ڵιʔϥʔߴށɾਗ਼ਫલଠཅޫൃిॴ
ʢ��.8ʣʯ�����݄��ʹചిΛ։͠ɺ
�݄��ʹॡࣜΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ*4&1ޙࠓ
ӡӦɾҡཧɾݙߩݩͳͲશ໘తͳࢧԉΛ
ଓ͚͍͖ͯ·͢ɻ
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デンマーク技術移転プログラム

ザルツブルグセミナーの共催

自然エネルギー100%プラットフォーム (Go100re)

ISEP Energy Chart ウェブサイト公開

城南信用金庫と地域金融機関との協調融資

ੈքͰ࠷ઌۦతͳܕΤωϧΪʔγεςϜΛ։ ɾൃಋೖ͠
͍ͯΔσϯϚʔΫͱͷٕज़ҠసϓϩάϥϜΛܧଓతʹల։͠
͍ͯ·͢ɻଠཅόΠΦϚεΛར༻ͨ͠ୈ̐ੈڅڙͳͲ
ͷݱࢹɺࡍࠃձ ʢٞ�%)ʣͷՃɺྲྀަڀݚɺٕ ज़ಋೖɺۀا
ఏܞͷࢧԉͳͲΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ·ͨɺ*4&1ͱಉֶ͡Λͭ
σϯϚʔΫͷඇӦརҬΤωϧΪʔܭըձࣾͱڠಇͰɺຊ
ΞδΞͷҬڅڙͷಋೖՄੑݕ౼͍ͯ͠·͢ɻ

ຊηϛφʔʢ3FGPSNάϧʔϓηϛφʔʣɺ����ͷ
ൃҎདྷɺॴ൧ా͕ܧଓతʹট ɾ͍اըʹՃͯ͠
͖ͨɺөըʮαϯυɾΦϒɾϛϡʔδοΫʯͷͱͳͬͨ
βϧπϒϧά	ΦʔετϦΞ
ͷϨΦϙϧυεΫϩϯʹԤभ
Λத৺ͱ͢ΔੈքͷઌۦతͳΤωϧΪʔઐՈɾ࣮ Ո͕ू͍ɺ
ͷΤωϧΪʔΛߏٞ͢͠ΔͷͰ͢ɻ����͔Β
ڀݚॴ࠵ڞ	اըɾεϙϯαʔஂମ
ͱͳΓɺຊΞδΞ
͔ΒͷऀڀݚΛਪનɾট͍͠·ͨ͠ɻ

ࣗવΤωϧΪʔ����ϓϥοτϑΥʔϜɺࣗ વΤωϧΪʔ
����ͷ࣮ݱΛఏএ͢ΔੈքతͳΠχγΞνϒͰ͢ɻ�����݄
ʹ๏ਓԽ͞Εɺʮ৽͍͠ৗࣝʯͰ͋Δ����ࣗવΤωϧΪʔʹ
͍ͭͯͷٞΛ͍ͯ͠ىש·͢ɻ*4&1͜ͷϓϥοτϑΥʔϜ
ͷઃϝϯόʔͱͯ͠άϩʔόϧ৽๏ਓͷཧࣄΛΊɺຊ
ͰީؾωοτϫʔΫͱͱʹࣄہΛΊ͍ͯ·͢ɻ

�����݄ʹి ɾྗΤωϧΪʔσʔλͷʮ͑ݟΔԽʯΣϒαΠτ
Λ্ཱͪ͛·ͨ͠ɻ͜ Ε·ͰݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ̍ؒຖͷ
ిྗधڅσʔλΛͱʹɺࣗ વΤωϧΪʔͷ࣮ྗΛʮ͑ݟΔԽʯ͠ ɺ
̍ؒͷ͏ͪࣗવΤωϧΪʔׂ߹͕࠷େͱͳΔؒΛ
ௐΔʮ୳ࡧʯػඋ͍͑ͯ·͢ɻ

*4&1ͱશ͝ࠃΤωϧΪʔڠձͱೆ৴༻ۚݿʹΑΔڠಇ
։ൃϞσϧۀࣄͱͯ͠ɺJ5&9ΦϑΟεʹࢧళΛஔ͘ౡɾ൧ؗిྗ
ʢܕ���L8ɺ���ԯԁʣͷଠཅޫۀࣄʹର͠ɺೆ৴༻͕ۚݿ
༥ࢿΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ੨ɾࣗ વΤωϧΪʔൃిͻ·ΘΓʢࣸਅʣ
ʢ�.8ɺ̑ ԯԁʣɺ৽ ɾׁ͓Βͬͯ৽ׁࢢຽΤωϧΪʔٞڠձ
ʢ8.���ܕɺ���ԯԁʣɺٶؙݝொɾͻͬΆి ʢྗܕ
���.8ɺ���ԯԁʣ͕ ਐΊΔଠཅޫۀࣄʹಉ༷ͷڠௐ༥ߦ͕ࢿ
ΘΕ·ͨ͠ɻ



6

2017-2018 活動概要

7

調査研究・政策提案

地域事業・事業支援

国内外ネットワーキング

վਖ਼ '*5 ๏ʹΑΔೖ੍ۭ͖༰ྔθϩͷఏݴɺిྗधڅঢ়گ
͓ΑͼࣗવΤωϧΪʔൺͷใࠂɺͱʮ*4&1�&OFSHZ�$IBSUʯΣϒαΠτ
ʹΑΔ͑ݟΔԽɺੈքͷଠཅޫൃిͱྗࢠݪͷಋೖྔൺֱͳͲɺٓʹ
Ԡͨ͡ڥΤωϧΪʔࡦͷ੍ߏஙʹ͢ݙߩΔͨΊͷௐࠪڀݚࡦ
ఏݴΛଟ͘ͷ/10ࡍࠃతͳωοτϫʔΫͱ࿈͍ߦͯ͠ܞ·ͨ͠ɻ

ʮࠃձΤωϧΪʔௐࠪձʢ४උձʣʯΛܧଓͯ͠։͠࠵ɺࣄہΛ୲͏ͱͱʹɺ
ଞͷଟ͘ͷؔ࿈ஂମͱ࿈ܞɾ͠ྗڠ·ͨ͠ɻ·ͨʮ*4&1࣮ࡦڀݚձʯΛ
্ཱͪ͛ɺ͓ࠃΑͼํࣗମͷٞձߦͷػɺ/10ͷׂͷڧԽʹ
ੜՄΤωϧΪʔ࠶ఏҊʹͭͳ͍͖͛ͯ·͢ɻʮࡦͷޙࠓɺ͠౼ݕ͍ͯͭ
ͱࣾձత߹ҙܗʯͰɺࣗવΤωϧΪʔஂࡒɺຊࣗવอڠޢձɺຊ
ௗͷձɺຊੜଶֶܥձɺ88' δϟύϯͳͲͱͯ͠ྗڠϝΨιʔϥʔ
τϥϒϧ෩ྗൃి༻κʔχϯάʹ͍ͭͯٞΛߦͳ͍·ͨ͠ɻ

βϧπϒϧάηϛφʔʢ3FGPSN άϧʔϓηϛφʔʣͷ࠵ڞɺʮӬଓଳʯ
तʣڭ।ށʢ๏େֶڀݚतʣɺʮଓՄੑֶʯڭࡕձʢઍ༿େֶڀݚ
ͳͲকདྷͷڥΤωϧΪʔ͢ࢿʹࡦΔڞಉڀݚΛ࣮͠ࢪ·ͨ͠ɻ

ԬΛؚΊɺҾ͖ଓ͖ౡ֤ݝʹ͓͚ΔҬ͔ΒͷࣗવΤωϧΪʔ্ཱ͛
ͷࢧԉΛߦͳ͍ͬͯ·͢ʢˠϖʔδʣɻ

ίϛϡχςΟύϫʔීٴͷͨΊʹɺҰൠࣾஂ๏ਓશ͝ࠃΤωϧΪʔڠ
ձͷࣄہӡӦΛ୲͍ͳ͕ΒɺࡦɺۀࣄɺϑΝΠφϯεͳͲͷج൫ͮ͘
ΓΛ֤Ͱɾࢧԉ͠·ͨ͠ɻਫມബݪଠཅޫൃిॴͷઃཱࢧԉɺ֤Ͱ
ͷӦܕଠཅޫൃిʢιʔϥʔγΣΞϦϯάʣ্ཱ͛ͪۀࣄɺೆ৴༻ۚݿ
ͱͷڠಇ༥ࢿϞσϧͳͲ͕ͦͷՌͰ͢ɻ·ͨړଜੑ׆Խ࠶ੜՄΤ
ωϧΪʔۀࣄԽαϙʔτۀࣄͷઐతݟͷఏڙܧଓ͍ͯ͠·͢ɻ

ݝΛ͡ΊɺԼொɺീӢொɺେׁଜɺؙொɺౡࢢɺೆ૬അࢢɺ
ೋຊদࢢɺ৽ׁࢢɺॴࢢɺখాࢢݪɺๅ௩ࢢͷ࡞ࡦΓࣗવΤωϧΪʔ
ଅਐͷͨΊͷΈ࡞Γɾਓ࡞ΓΛࢧԉ͠·ͨ͠ɻ·ͨʮ͝ిྗূ໌ॻʯ
ͷΈͮ͘ΓͰɺҬͷՁΛॏిൃͯ͠ࢹͱখചΓΛͭͳ͙ΈΛ
ઃ͠·ͨ͠ɻ

σϯϚʔΫٕज़ҠసϓϩάϥϜʹՃ͑ɺϞϯΰϧλΠͳͲͷΞδΞҬʹୈ̐
ੈҬڅڙιʔϥʔγΣΞϦϯάΛಋೖ͢ΔͨΊͷ׆ಈ͍ͯͬߦ·͢ɻ

αϜιɾΤωϧΪʔΞΧσϛʔϋϫΠౡͳͲɺίϛϡχςΟύϫʔͷઌऀۦ
ͨͪͱͷίϛϡχςΟύϫʔͷઌͪͨऀۦͱͷࡍࠃతωοτϫʔΫ5&/506
ϓϩδΣΫτΛൃͤ͞ɺձ߹ݱϫʔΫγϣοϓΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ
���� ͷൃ͔ΒӡӦҕһΛΊΔ 3&/��ʢ�� ͷͨΊͷࣗવΤωϧلੈ
ΪʔࡦωοτϫʔΫʣͰɺҾ͖ଓ͖ӡӦҕһձͷग़੮ͱྗڠΛ͍ߦ
·ͨ͠ɻ

ʮࣗવΤωϧΪʔ ���� ੈքΩϟϯϖʔϯʯΛൃలͤͨࣗ͞વΤωϧΪʔ
����ϓϥοτϑΥʔϜͷཧࣄΛΊɺຊͰͷࣄہΛΊ͍ͯ·͢ɻ



8

普及啓発・その他

ISEP 福島事務所より

ॴ൧ా͕ߏɾاըɾमΛΊͨൃܒөըʮຊͱ࠶ੜɹޫͱ෩ͷ
ΪΨϫοτ࡞ઓʯ ����  � ݄ �� Ҏ߱ࣗओ্өճΛॏͶɺܭ �ສਓ
Ҏ্͕ಉөըΛ௨ͯࣗ͠વΤωϧΪʔ͕ม͑ͭͭ͋ΔࣾձΛ͍ࣝͯ͠·͢ɻ

ಈͱͯ͠ɺϓϩάϨογϒஃϝσΟΞʮ&OFSHZ�%FNPDSBDZʯ׆ଓతͳܧ
ͷӡӦɺΣϒɾιʔγϟϧϝσΟΞʢGBDFCPPL�5XJUUFS�ZPVUVCF ʣΛ׆༻
ͨ͠ใൃ৴ɾใఏڙɺϓϨεϦϦʔεɾऀهձݟɺϝʔϧχϡʔεͳͲ
Λ௨ͯ͡ɺޮՌతͳΞτϦʔνΛಇ͖͔͚͍ͯ·͢ɻ

ੈքຊͷࣗવΤωϧΪʔಈΛཏͨ͠ʮࣗવΤωϧΪʔੈքനॻ
���� ϋΠϥΠτ൛ʯʮࣗવΤωϧΪʔനॻ ���� αϚϦʔ൛ʯͷൃߦΛ௨ͯ͡
ɻͨ͠·͍ߦΛൃܒٴී

*4&1ౡࣄॴౡࢢͷݝிೆ࠶ΤωϏϧʹ͋Γɺଟ͘ͷࣗવΤωϧ
Ϊʔؔ࿈ஂମͱͱʹ׆ಈ͍ͯ͠·͢ɻ

ౡݝͷࢧऀۀࣄԉͱͯ͠ɺࣗવΤωϧΪʔΛத৺ʹൢച͢Δখചిؾ
ɻ͜ͷ݁Ռɺͨ͠·͠࠵ͱͷϚονϯάձٞΛ։ऀۀࣄΤω࠶ͷݝͱऀۀࣄ
ͷফඅऀʹಧ͚ΔݍΑΔιʔϥʔγΣΞϦϯάൃిΛɺटʹऀۀݝ
ՃՁߴɾؾΔి͑ݟͷإΒʮ͔ऀۀࣄؾɻখചిͨ͠·͠ݱΈΛ࣮
ͳిؾΛߪೖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺిؾͷফඅऀʹ͘ڧΞϐʔϧ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δʯͱ͍ߴධՁΛಘ·ͨ͠ɻձిྗɾ൧ؘిྗɾԬ෮ڵιʔϥʔ
ͷΑ͏ͳ͝ిྗΛߪೖ͠ଓ͚ΔࣄɺඃࡂࢧԉʹͱͲ·Βͣɺࢢͱ
ଜͷؔΛ͑ߟଓ͚Δ͖͔͚ͬʹͳΓ·͢ɻ

·ͨɺԬ෮ڵιʔϥʔͷࣾձݕۀࣄ౼ձʹը͠ɺձ
ํ൧ؘଜͷऀۀͱڠಇͯ͠৽ͨͳࣂྉ࡞ͷݧࢼ
ഓˠόΠΦΨεϓϥϯτೖʹΑΔΧεέʔυར༻ͳͲ
ͷݕ౼ଓ͚͍ͯ·͢ɻ

*4&1 ౡࣄॴɹۙ౻ܙ
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アウトプット

プレスリリース

主な刊行物・政策提言

論文・学会発表・教育活動など

9

w������݄�� ࣗવΤωϧΪʔɾσʔλूΛߋ৽͠·ͨ͠
w������݄�� 3&/��ʮࣗવΤωϧΪʔੈքനॻ����ʯެ ද
w������݄��� ࣗવΤωϧΪʔɾσʔλ ʢूిྗฤʣ
w������݄��� 
ݟҙ	�ʯΛୗૹྉۚͰճऩ͢Δ�ͭͷաͪڈഛঈͷʮաଛྗࢠݪ
w�������݄�� ����ͷిྗձࣾΤϦΞຖͷܥ౷ిྗधڅʹΈΔࣗવΤωϧΪʔͷׂ߹ʢڀݚϨϙʔτʣ
w�������݄�� �����ظͷܥ౷ిྗधڅʹΈΔࣗવΤωϧΪʔͷׂ߹ͷਪҠʢใʣ
w�������݄��� ੈքࣗવΤωϧΪʔ����ϓϥοτϑΥʔϜ�৽نӡӦҕһबͷ͓Βͤ�
w������݄�� ୭͕ຊͷ࠶ΤωࢢΛյ͢ͷ͔ʁʢఏݴʣ
w������݄�� ����ɺଠཅޫൃి͍ͭʹిൃྗࢠݪΛൈ͖ͨͬڈ�
w������݄�� '*5੍ɿฏ��Ҏ߱ͷങऔՁ͓֨Αͼ੍վળͷఏݴ�	ҙݟ

w������݄��� *4&1ॴϝοηʔδʮϑΫγϚ͔Βଠཅͷʯ

w�൧ాʮΤωϧΪʔσϞΫϥγʔʙൃݪθϩɾࣗ વΤωϧΪʔ����ະདྷͷرʯhࢠͲͷຊ୨ ɦຊ
ձڀݚͲͷຊࢠ�����݄߸�
w�൧ాʮ֩ഇغ࠷ऴॲʮՊֶతಛੑϚοϓʯͱ͍͏ࣦഊͷಓʯ σδλϧΦϐχΦϯαΠτܦ
ʮJ30//"ʯʢ����݄̔ʣ
w�൧ాʮຊதʹ͕ΔϝΨιʔϥʔͷഎܠͱ՝ʯhௗ �߸ɦ�����ɾ��݄ࢽ
w�൧ాʮΤωϧΪʔʯhݱ༻ޠͷૅجࣝ����൛ ɦ�������݄�
w�൧ాʮ໌Λ͘ΤωϧΪʔಡຊ	࿈ࡌ
ʯץήϯμΠॻධཝ������݄ʙ��݄�
w�൧ాʮੈքͷࣗવΤωϧΪʔ͍·Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷʁ	࿈ࡌ
ʯ௨ൢੜ׆�����௨�
w�5FUTVOBSJ�*JEB�QSFTFOUBUJPO�BU�"TUBOB�&910������c�'VUVSF�&OFSHZ�'PSVN�-PX�$BSCPO�5FDIOPMPHJFT�BOE�
3FOFXBCMF�5FDIOPMPHZ�4PMVUJPOT��	�����݄�����
ΞελφʢΧβϑελϯʣ
w�5FUTVOBSJ�*JEB�QSFTFOUBUJPO�BU�4JOHVMBSJUZ6�+BQBO�4VNNJU	�����݄���
౦ژ
w�5FUTVOBSJ�*JEB�QSFTFOUBUJPO�BU�5IF��UI�/PSUIFBTU�"TJB�&OFSHZ�4FDVSJUZ�'PSVN�	������݄��
লɾ֎ࠃؖ
ʣࠃɺιϧʢؖ࠵࿈&4$"1ओࠃ
w�5FUTVOBSJ� *JEB�QSFTFOUBUJPO�BU�/FX�&OFSHZ�*OUFSOBUJPOBM�'PSVN�PG�����ʢ������݄��ʣ#VTJOFTT�
5PEBZओ࠵ɺʢʣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレスリリース 

2017年、太陽光発電はついに原子力発電を抜き去った 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日 
 

 

認定NPO法人環境エネルギー政策研究所 
 

 
 

─ 1─
日本語版
翻訳：認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所（ISEP）

世界的な自然エネルギーへの転換の促進

REN21
自然エネルギー世界白書

2017ハイライト

 

 

 
 
 
 
 

提言 

誰が日本の再エネ市場を壊すのか？ 

- 拙速な「入札」で市場を壊さず、FIT法の改善から着手すべき - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018年1月9日 
 
 

認定NPO法人環境エネルギー政策研究所 
 

 
 

 
 
 
 

自然エネルギー白書 2017　サマリー版
認定NPO法人　環境エネルギー政策研究所　h t t p : / / www . i s e p . o r . j p /

2017 (Summary)
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出版

情報発信・情報提供

w�দ߂ݪʮԤभͰͷόΠΦϚεΤωϧΪʔʹΑΔҬڅڙͷݱঢ়ʯhࡐใ ɦ������݄߸����ท
w�)JSPOBP�.BUTVCBSB� l$BTF�4UVEZ�PO�$MJNBUF�$IBOHF�1PMJDZ�BOE� UIF�4UBUF�PG� UIF�&OFSHZ�5SBOTJUJPO� JO�
+BQBOz�4UVEZ�DPNNJTTJPOFE�CZ�'SJFESJDI�&CFSU�4UJGUVOH�+BQBO������
w�)JSPOBP�.BUTVCBSB�l5IF��TU�BQQMJDBUJPO�PG��UI�(FOFSBUJPO�%JTUSJDU�)FBUJOH� JO� +BQBO� JUT�PVUDPNFT�BOE�
MFTTPOTz ��SE� *OUFSOBUJPOBM�$POGFSFODF�PO�4NBSU�&OFSHZ�4ZTUFNT�BOE��UI�(FOFSBUJPO�%JTUSJDU�)FBUJOH�
$PQFOIBHFO�������
w�'636:"�4IPUB�	����
�l4PMBS�TIBSJOH�GPS�UIF�GVUVSF�HFOFSBUJPO�JO�'VLVTIJNBz�5IF�#FBN����QQ��������
w�'636:"�4IPUB�����������l$PNNVOJUZ�1PXFS�.PWFNFOU� JO�+BQBOz �$PNNVOJUZ�&OFSHZ�$POHSFTT������
#SFBLPVU�4FTTJPO�&OFSHZ�+VTUJDF�$PNNVOJUZ�&OFSHZ�BOE�'PTTJM�'VFM�"⒎FDUFE�$PNNVOJUJFT�JO�.FMCPVSOF�
"VTUSBMJB�
w�'636:"�4IPUB�����������l1BSUJDJQBUPSZ�[POJOH�BQQSPBDI� GPS�XJOE�QPXFS� JO� +BQBOz ���UI�8PSME�8JOE�
&OFSHZ�$POGFSFODF�TFTTJPO�4PDJBM�1BSUJDJQBUJPO�JO�.BMNÖ�4XFEFO�
w�ాౡʮಛूɹ·ͪΛ͢ڵΤωϧΪʔࡦɿୈ�ճੈք͝ΤωϧΪʔձٞใࠂʯh݄ݚࣗץ ɦ�������݄�
�����ท
w�Լل ʮ໌ϋϯϒϧΫͷిྗۀࣄͷ̎ͭͷެ࠶༗Խͱຊͷࣗମ৽ిྗʯຊυΠπֶձୈ��ճେձϑΥʔ
ϥϜɼ�����݄��
w�ϝΨιʔϥʔͷීٴͱ՝ͷղܾʹ͚ͯ໌لԼ��h ੨ �ɦ���������݄������ท�
w�υΠπͷγϡλοτϰΣϧέͱެ࠶༗Խ�ຊͷࣗମ৽ిྗͷᴈ໌໌لԼ��h υΠπڀݚ �ɦ�������݄�
�������ท�
w�Ҭʹ͓͚Δ࠶ੜՄΤωϧΪʔར༻ͷ࣮ଶͱ՝ɿୈ�ճશ۠ࢢࠃொଜΞϯέʔτ͓ΑͼಓݝΞϯέʔτ
ͷ݁Ռ͔ΒԼӳढ़��౻Ҫ߁ฏ໌لԼ��h Ұֶࡁܦڮ �ɦ�	�
������݄�����ท�
w�Ӭଓଳڀݚձʢদ߂ݪ΄͔ʣʮӬଓଳ����ใࠂॻʯ�����݄�
w�ඇৗ�ࢣߨۈԼل ʮ໌Ҭओಋ࠶ܕੜՄΤωϧΪʔۀࣄͱΩϟϦΞʯژେֶֶࡁܦ෦ɾڀݚֶࡁܦՊ
ʢॾపڭतͱͷڠಇٛߨʣ�
w�݉ݹ�ࢣߨকଠֶࡁܦ�෦����୯θϛφʔϧʮίϛϡχςΟΤωϧΪʔܭըʢ௨ʣʯཱ �େֶڭ
෦ֶࡁܦ

ͦͷଞɺࢽΣϒαΠτͷߘدɺ৽ฉςϨϏχϡʔεͳͲͷίϝϯτɺେֶͳͲͰͷήετࢣߨΛ
ଟ͍ߦɺएؚΊͨཧղଅਐʹ͠ݙߩ·ͨ͠ɻ

w�দ߂ݪʢࣗવΤωϧΪʔಛूमʣʮ݄ץδϡχΞΤϥ�����݄૿େ߸ʯே৽ฉग़൛

w�ϓϩάϨογϒஃϝσΟΞʮ&OFSHZ�%FNPDSBDZʯͷӡӦɺ��ຊͷࣄه
w�ϝʔϧχϡʔεൃ࣮ߦɿ��ճɺొ ऀ��� ʢ໊ͷ�����ਓʹൃ৴ʣ
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主なイベント

11

国会エネルギー調査会（準備会）
ୈ �� ճ͔Βୈ �� ճ·Ͱ �ճ։࠵ɻൃݪθϩͷձͱͷ࠵ڞͰɺ֤ౘࠃձٞһɺ༗ࣝऀɺলி
Λަ͑ͯΤωϧΪʔࡦΛٞ͠ɺࡦతͳ՝ͷࢦఠͱڞ༗Λߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ

映画「日本と再生　光と風のギガワット作戦」上映会（全国各地）
ॴ൧ా͕ߏɾاըɾमΛΊͨൃܒөըʮຊͱ࠶ੜɹޫͱ෩ͷΪΨϫοτ࡞ઓʯ
 ����  � ݄ �� Ҏ߱ɺ্өճ ��� ճΛ͑ɺ�ສਓҎ্ͷํ͕͍ͯݟ·͢ɻ

アジア各国での社会的に衡平なエネルギー転換に関する比較研究（韓国、フィリピン、タイ、ベトナム）
ϑϦʔυϦώɾΤʔϕϧτஂࡒͱͷ࠵ڞͰɺϛϡϯϔϯՊେֶͷϛϥϯμɾγϡϥʔζ
࠵ͷͨΊͷϫʔΫγϣοϓΛ։ڀݚͷൺֱࡦͷΤωϧΪʔࠃͱ͢ΔΞδΞ̔ϲ࠲तΛڭ
͠·ͨ͠ɻ

TENTOUネットワークミーティング（デンマーク、ハワイ）
ౡͰͷʮୈ � ճੈք͝ΤωϧΪʔձٞʯΛػܖͱͯ͠ੈքͷίϛϡχςΟύϫʔͷ
ઌͪͨऀۦͱͷωοτϫʔΫΛߏங͠ɺαϜιౡʢ����݄̒ʣϋϫΠౡʢ����݄̍ʣʹͯ
ձ߹ϫʔΫγϣοϓΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ

SDGs アートプロジェクトワークショップ（デンマーク）
ॻՈͷࡔຊҍԓࢯΛট͖ɺαϜιౡʹͯΞʔτσΟεΧογϣϯΛ௨ͯ͠4%(TʢଓՄ
ͳ։ൃඪʣʹ͍ͭͯ͑ߟΔϫʔΫγϣοϓΛ։͠࠵·ͨ͠ɻ

エキスポ 2017 アスタナ・フューチャーエナジーフォーラム（カザフスタン）
ΧβϑελϯͷटΞελφͰͷࡍࠃձٞʹ൧ాॴ͕ট͞ΕɺδΣϨϛʔɾϨήοτͱ
ͱʹΩʔϊʔτɾεϐʔνΛ͍ߦɺʮࣗવΤωϧΪʔͷʯΛ౼͢Δηογϣϯʹ
Ճ͠·ͨ͠ɻ

シンギュラリティ大学ジャパンサミット
·ʮഁյతมԽʯΛͨΒͭͭ͋͠Δ͞ʹۀɾࡁܦؔతͳʹΑͬͯࣾձɾࢦ
͟·ͳٕज़ʹ͍ͭͯͷࠃ֎ͷୈҰઢͷεϐʔΧʔ͕ू·Δʹͯɺ൧ాॴ͕ʮ'SPN�
%JTQPTBM�UP�&YQPOFOUJBM�&OFSHZʯͱͯ͠ߨԋ͠·ͨ͠ɻ

MEXIREC（メキシコ自然エネルギー国際会議、メキシコシティ）
ओࠃ࠵ͱ 3&/�� ͷ࠵ڞͰִ։͞࠵Εɺֳ྅ɺϏδωεɺ/(0ͳͲ͕ू·Δੈքత
ͳձ߹ʹɺ3&/�� ӡӦҕһͰ͋Δ൧ాॴ͕Ճ͠ɺαΠυΠϕϯτʮίϛϡχςΟύϫʔʯ
ʹͯຊͷঢ়گΛใ͠ࠂ·ͨ͠ɻ

今周刊 2017 新能源国際論壇 (台湾 )
ྗࢠݪɾࣗવΤωϧΪʔγϑτΛਐΊΔͰͷࡍࠃձٞʹ൧ాॴ͕ট͔ΕɺՃ͢Δ
ΤωϧΪʔͷେసʹ͍ͭͯใ͠ࠂ·ͨ͠ɻ

IRENA（国際再生可能エネルギー機関）会合 (アブダビ、アラブ首長国連邦）
ࣗવΤωϧΪʔʹಛԽͨؔ͠ػࡍࠃͰͷ૯ձͳͲͱ߹Θͤͯʮ$PBMJUJPO� GPS�"DUJPOʯͰͷ
ίϛϡχςΟύϫʔʹؔ͢ΔใࠂॻͳͲ͕ൃද͞Ε·ͨ͠ɻ

ISEP Energy Chart お披露目イベント
J5&9 ΦϑΟεʹͯɺ*4&1�&OFSHZ�$IBSU ΣϒαΠτެ։Λه೦ͯ͠ɺ̓ ాཅࢯʢژେֶʣ
Λট͖ɺ&OFSHZ�$IBSU ͷํ͍ɺσʔλͷެ։ಁ໌ੑΛςʔϚͱͯٞ͠Λ͍ߦ·ͨ͠ɻ

4月～

6月

5月

9月

1月

4月～

7月

12月

6月

9月

3月

写真提供：SingularityU Japan Summit
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インターン・ボランティア

2017 年度 インターン受入大学・研究科（五十音順・アルファベット順）
w�େࡕେֶେֶӃਓؒՊֶڀݚՊ
wژ�େֶେֶӃ�ֶࣷڥٿ
w�ۙـେֶ�ཧֶ෦ɹ
wܚ�ጯٛक़େֶେֶӃ�γεςϜσβΠϯɾϚωδϝϯτڀݚՊ
wجࡍࠃ�ಜڭେֶେֶӃ�ެڞࡦɾࣾ ձڀݚઐ߈
w�ాक़େֶ�ֶֶܳ෦
w�౦ۀژେֶࣾڥ�ձཧֶӃ
w�౦େֶେֶӃ�ཧֶڀݚՊ
w�্ஐେֶֶࡁܦ�෦
w�৴भେֶ�ཧֶ෦
w�໊ݹେֶେֶӃڀݚֶڥ�Պ
w�๏େֶ�ਓֶؒڥ෦
w�ଂେֶֶ�෦
w�໌େֶ�ཧֶ෦ɺจֶ෦
w�ཱڭେֶֶࡁܦ�෦
w�ૣҴాେֶ�ઌ৽ཧֶ෦ɺֶࡁܦ෦
w�5IF�"VTUSBMJBO�/BUJPOBM�6OJWFSTJUZʢ߽भʣ#BDIFMPS�PG�&OHJOFFSJOH���&DPOPNJDT
w�#SBOEFJT�6OJWFSTJUZʢถࠃʣ%FQBSUNFOU�PG�&EVDBUJPO
w�')�"BDIFO�6OJWFSTJUZ�PG�"QQMJFE�4DJFODFTʢυΠπʣ.BTUFS�JO�&OFSHZ�.BOBHFNFOU�BOE�$PNQVUFS�4DJFODF
w�+PIOT�)PQLJOT�6OJWFSTJUZ�4DIPPM�PG�"EWBODFE�*OUFSOBUJPOBM�4UVEJFTʢถࠃʣ.BTUFS�PG�"SUT
w�4UBOGPSE�6OJWFSTJUZʢถࠃʣ&OWJSPONFOUBM�4ZTUFNT�&OHJOFFSJOH�#BDIFMPS�PG�4DJFODF
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͍Ζ͍Ζͳ͑ߟΛΓࢹ͕͕Δॴ
ࣗୈͰߦಈͰ͖Δॴ
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iTEXオフィスより

2017年度ISEP夏合宿

住所・連絡先

アクセス

登録・利用団体（2018年4月1日時点）

2017年度iTEXビル エネルギー自給率：32% （太陽光発電量／電力消費量）

13

�����݄�ʹࣄॴΛத͔Β୩ʹҠస͠ɺJ5&9ʢΞΠςοΫεʣͱ໊͚·ͨ͠ɻ*4&1Πϊϕʔγϣϯ
ͷJɺ�౦ژͷ5ɺΤωϧΪʔͷ&ɺͦ ༷ͯ͠ʑͳஂମϓϩδΣΫτͱͷڠಇֻ͚ͰͷਐԽΛҙຯ͢Δ
9ΛΈ߹Θ໊ͤͨલͰɺ͍ Θʮશ͝ࠃΤωϧΪʔͷڞΦϑΟεʯͰ͢ɻ

ܰҪʹͯɺνʔϜϏϧςΟϯάʹ͍ͭͯͷݚमΛ͍ߦ·ͨ͠ɻ

ఆ/10๏ਓɹڥΤωϧΪʔڀݚࡦॴ
˟���������౦ژ৽॓۠ӫொ̏൪̕�J5&9Ϗϧ
˞�����݄ॅډදࣔมߋ༧ఆɺৄ ΣϒαΠτͰ͓Βͤࡉ
5&-ɿ������������ɹ'"9ɿ������������
63-�JTFQ�PS�KQ

ο୩Ӻο୩ޱΑΓెา�
+3தԝઢɾ+3૯ઢ
౦ژϝτϩؙϊઢɾೆ ઢ

ຽϑΝϯυࢢձࣾ�ࣗવΤωϧΪʔࣜג
Ұൠࣾஂ๏ਓ�ຊ࠶ੜՄΤωϧΪʔڠձ
ձిྗࣜגձ ʢࣾౡʣ
Ұൠࣾஂ๏ਓ�Ԭ෮ڵιʔϥʔʢౡʣ
ϓϥϯΤφδʔʢσϯϚʔΫʣ
ձࣾ�ࣗવΤωϧΪʔൃిͻ·ΘΓʢ੨ʣࣜג
ϑΝʔϚʔζΤφδʔ੨ࣜגձ ʢࣾ੨ʣ
ͻͬΆిྗࣜגձ ʢࣾٶʣ
Ұൠࣾஂ๏ਓ�ʮ͓Βͬͯʯʹ ձʢ৽ׁʣٞڠຽΤωϧΪʔࢢ͕͍ͨ
͞ͱ·ΤωϧΪʔࣜגձ ʢࣾʣ
Ұൠࣾஂ๏ਓ�ҬࡦσβΠϯΦϑΟεʢ౦ژʣ
͍͢ΈࣗવΤωϧΪʔࣜגձ ʢࣾઍ༿ʣ
ίϛϡχςΟΤφδʔࣜגձ ʢࣾౡࠜʣ
͓ͻ͞·Τφδʔεςʔγϣϯࣜגձ ʢࣾԬʣ
ձࣾ�ࣗવΤωϧΪʔɾϩʔΧϧɾΤϯδχΞϦϯάʢԬʣࣜג
άϦʔϯΤωϧΪʔໄౡ߹ಉձ ʢࣾࣛࣇౡʣ

Ұൠࣾஂ๏ਓ�શ͝ࠃΤωϧΪʔڠձ
Ұൠஂࡒ๏ਓ�;͘͠·ࣗવΤωϧΪʔج ʢۚౡʣ
൧ؗిྗࣜגձ ʢࣾౡʣ
αϜι�ΤωϧΪʔ�ΞΧσϛʔʢσϯϚʔΫʣ
όʔΫϨʔϓϩδΣΫτάϧʔϓʢΧφμʣ
ಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓ�άϦʔϯγςΟʢ੨ʣ
ੜࣗવΤωϧΪʔʢळాʣڞձࣾ�େׁࣜג
ʣܗʢձࣾ�େۚࣜג
ձࣾ�Ξϧϓεൃࣜג ʢిʣ
ͨ·Τϯύϫʔࣜגձ ʢࣾ౦ژʣ
ʣژձࣾ�OJDPUPNPTPʢ౦ࣜג
ϚϧγΣύϫʔԣࣜגձ ʢࣾਆಸʣ
උલάϦʔϯΤωϧΪʔࣜגձ ʢࣾԬʣ
ඇӦརࣜגܕձࣾࢢ�ຽΤωϧΪʔ·͙ͪࣜגձ ʢࣾޱʣ
ձࣾ�&$08ʢେʣࣜג
ϋοϐʔΤφδʔࣜגձ ʢࣾ౦ژɾࣛ ౡʣࣇ

外
堀
通
り

新宿通り
JR・地下鉄
四ツ谷駅

0

1000

2000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



14

会員・ご寄付のお願い
環境エネルギー政策研究所（ISEP）の活動は会員、寄付者のみなさま
からのご支援に支えられています。持続可能なエネルギー政策を
実現するための研究や政策提言を続けていくために、みなさまの
ご支援・ご寄付をお待ちしております。

正会員
本会の目的に賛同して入会した個人および団体
年会費：個人　10,000円／団体　20,000円

協賛会員
年会費：個人　6,000円／団体　10,000円

・  正会員は当研究所の総会における議決権があり、議決に参加できます。
・  正会員は特定非営利活動法人（NPO法人）としての環境エネルギー
　政策研究所の社員であり、法人への義務、責任を有します。
・  協賛会員（個人・団体）の年会費は、認定NPO法人への寄付の扱いと
　なるため、税法上の優遇措置の対象となります。

当研究所は東京都から認定特定非営利活動法人の認定（2011年
認定、2016年7月28日付更新）を受けています。協賛会員費および
ご寄付に対しては税制優遇措置が受けられます。（詳細はお近くの
税務署にお問い合わせください。）

クレジットカード、銀行振込み、郵便振替の３つの方法でご寄付
いただけます。

申込み詳細はホームページをご参照ください。

会員区分

ご寄付

isep.or.jp/join



認定NPO法人

環境エネルギー政策研究所
〒160-0008　東京都新宿区三栄町３番地９
Tel：03-3355-2200
Fax：03-3355-2205
URL： isep.or.jp


