
平成２７年５月

再生可能エネルギーをめぐる 近の動向について
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１．固定価格買取制度について
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①国産エネルギー資源の拡大

エネルギー自給率６％の我が国にとって、国際的な政情不安や資源獲得競争の激化に備えて、
国産エネルギーを増やす努力が必要（下図参照）。また特に、東日本大震災後、日本の発電用燃
料輸入費用は約３．６兆円増大。

②低炭素社会の実現

中国・インド等新興国によるエネルギー消費の増大に伴い、ＣＯ２排出量は急増。地球温暖化を
防止するためにも再生可能エネルギーの開発と普及を急ぐ必要あり。
(発電電力量当たりのCO2排出量：石炭火力0.943, 石油火力0.738, LNG火力0.599, 太陽光0.038, 風力0.025[kg-CO2/kWh])

③関連産業創出・雇用拡大

地域における再生可能エネルギー導入により、再生可能エネルギー関連の産業・雇用を創出。
（例えば太陽光発電について、2013年で市場規模が2.5兆円、直接雇用9万人、総合雇用が21万人との太陽光発電協会の試算
あり）

再生可能エネルギー導入の意義
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2010年 2011年 2012年 2013年

エネルギー自給率 19.9% 11.2% 6.3% 6.0%

石炭 - - - -

原油 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%

天然ガス 0.6% 0.7% 0.7% 0.6%

原子力 15.0% 5.8% 0.9% 0.5%

水力 1.4% 1.6% 1.4% 1.5%

再エネ等 2.7% 3.1% 3.1% 3.2%

【出典】 IEA 「Energy Balance of OECD Countries 2014」（2013年のデータは推計値）を基に作成

表中の「－」：僅少

【日本の一次エネルギー自給率の推移】 【電源ごとの発電電力量当たりのCO2排出量】

【出典】電力中央研究所



【出所】日本：「電源開発の概要」等より作成
ドイツ、スペイン、イギリス、フランス、イタリア、アメリカ：2013年推計値データ、IEA, Energy Balances of OECD Countries (2014 edition)
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○我が国の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は１０．７％。

○他方、水力を除けば２．２％程度しかないのが現状。
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「再生可能エネルギーについては、2013年から3年程度、導入を 大限加速していき、その後も積

極的に推進していく。そのため、系統強化、規制の合理化、低コスト化等の研究開発などを着実に

進める。このため、再生可能エネルギー等関係閣僚会議を創設し、政府の司令塔機能を強化する

とともに、関係省庁間の連携を促進する。こうした取組により、これまでのエネルギー基本計画を

踏まえて示した水準を更に上回る水準の導入を目指し（※）、エネルギーミックスの検討に当たって

は、これを踏まえることとする。」

※2009年8月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（2020年の発電電力量のうちの再生
可能エネルギー等の割合は13.5％（1,414億kWh））及び2010年6月に開催した総合資源エネルギー調
査会総合部会・基本計画委員会合同会合資料の「2030年のエネルギー需給の姿」（2030年の発電電力

量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約2割（2,140億kWh））。

第３節 再生可能エネルギーの導入加速～中長期的な自立化を目指して～

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
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エネルギー基本計画における記載



○ 本制度は、電力会社に対し、再生可能エネルギー発電事業者から、政府が定めた買取価格・買取期間によ
る電気の供給契約の申込みがあった場合には、応ずるよう義務づけるもの。

○ 政府による買取価格・買取期間の決定方法、買取義務の対象となる設備の認定、買取費用に関する賦課金
の徴収・調整、電力会社による契約・接続拒否事由などを、併せて規定。

固定価格買取制度の基本的な仕組み

電力会社

費用負担調整機関
（賦課金の回収・分配を行う機関）

国が定める期間、
固定価格で電気を買取り

再生可能エネルギー
による電気を売電 電気を供給

電気料金と合わせて賦
課金（サーチャージ）を
回収

回収した
賦課金を納付

買取費用
の交付

・設備を認定
（安定的かつ効率的に発電可能かどうか
等を国が確認。要件を満たさなくなった場
合には認定取消し。）

調達価格等算定委員会

電気をご利用の
皆様

自宅で発電される方

国

再生可能エネルギーに
よる発電を事業として実
施される方

経済産業大臣

買取価格・買取期間について意見

調達価格等算定委員会の意
見を尊重して買取価格・買取
期間を設定（毎年度）

kWh当たりの賦課金単
価の決定（毎年度）
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平成２７年度調達価格及び調達期間について
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電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

出力制御
対応機器
設置義務

なし

出力制御
対応機器
設置義務
あり

太陽光 10kW未満
（余剰買取）

33円 35円 10年間

電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

H27年
4/1-6/30

H27年
7/1-

太陽光 10kW以上 29円＋税 27円＋税 20年間

電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

風力 20kW以上
（陸上風力）

22円＋税 20年間

20KW以上
（洋上風力）

36円＋税 20年間

20KW未満 55円＋税 20年間

地熱 15,000kW以上 26円＋税 15年間

15,000kW未満 40円＋税 15年間

電源 調達区分 1kWhあたり調達価格 調達期間

水力 1,000kW以上
30,000kW未満

24円＋税 20年間

200kW以上
1,000kW未満

29円＋税 20年間

200kW未満 34円＋税 20年間

水力(既設
導水路活
用型)

1,000kW以上
30,000kW未満

14円＋税 20年間

200kW以上
1,000kW未満

21円＋税 20年間

200kW未満 25円＋税 20年間

バイオマス メタン発酵
ガス化発電

39円＋税 20年間

未利用木材
燃焼発電

2,000kW以上 32円＋税 20年間

2,000kW未満 40円＋税 20年間

一般木材等
燃焼発電

24円＋税 20年間

廃棄物
燃焼発電

13円＋税 20年間

リサイクル
木材燃焼

発電

17円＋税 20年間
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再生可能エネルギーの導入状況について再生可能エネルギーの導入状況について

 ２０１２年７月の固定価格買取制度開始後、平成26年１２月時点で、新たに運転を開始した設備は

約１5８１．６万ｋＷ（制度開始前と比較して約８割増）。

 制度開始後、認定された容量のうち、運転開始済量の割合は約２０%。

 制度開始後の導入量、認定量ともに太陽光が９割以上を占める。

＜２０１４年１２月末時点における再生可能エネルギー発電設備の導入状況＞

※ バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。
※ 各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合があります。

設備導入量（運転を開始したもの）

再生可能
エネルギー
発電設備
の種類

固定価格買取制度導入前 固定価格買取制度導入後

平成24年６月末までの
の累積導入量

平成24年度の導入量
（７月～３月末）

平成25年度の導入量
平成26年度の導入量
（４月～１２月末）

太陽光（住宅） 約４７０万ｋＷ ９６．９万ｋＷ １３０．７万ｋＷ ６０．０万ｋＷ

太陽光（非住宅） 約９０万ｋＷ ７０．４万ｋＷ ５７３．５万ｋＷ ６０９．３万ｋＷ

風力 約２６０万ｋＷ ６．３万ｋＷ ４．７万ｋＷ １１．７万ｋＷ

地熱 約５０万ｋＷ ０．１万ｋＷ ０万ｋＷ ０万ｋＷ

中小水力 約９６０万ｋＷ ０．２万ｋＷ ０．４万ｋＷ ３．８万ｋＷ

バイオマス 約２３０万ｋＷ ２．１万ｋＷ ４．５万ｋＷ ７．０万ｋＷ

合計 約２，０６０万ｋＷ

１７５．８万ｋＷ ７１３．９万ｋＷ ６９１．９万ｋＷ

１５８１．６万ｋＷ
（８９５，３４５件）

認定容量

固定価格買取制度導入後

平成24年7月～
平成26年12月末

３４３万ｋＷ

６，７４５万ｋＷ

１５０万ｋＷ

１万ｋＷ

３５万ｋＷ

１２６万ｋＷ

７，４０１万ｋＷ

（１,５２３,３８６件）
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○平成２４年７月に「固定価格買取制度」を開始し、平成２５年度の設備導入量は前年度比32%上
昇。
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固定価格買取制度
電力会社に対し、太陽光・風力・水
力・地熱・バイオマス発電について、
固定価格での買取りを義務付け。

ＲＰＳ制度
電力会社に対し、再生可能エネル
ギー由来電気の使用について、量を
決めて義務付け。

万ｋＷ

年平均伸び率5%

【再生可能エネルギー等（大規模水力除く）による設備導入量の推移】

（JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、RPS制度・固定価格買取制度認定実績等より資源エネルギー庁作成）

前年度比32%

年平均伸び率9%

太陽光についての買取制度
電力会社に対し、500ｋＷ未満の太陽光

発電について、固定価格での買取り
を義務付け

再生可能エネルギー等（大規模水力除く）による設備容量の推移



平成２７年度 賦課金単価について

①買取費用（１兆８３７０億円）－ ②回避可能費用（５１４８億円）＋ ③費用負担調整機関事務費（２．７億円）

④販売電力量（８３６６億ｋＷｈ） １．５８円/kWh
（標準家庭月額４７４円）

＝

（注）買取費用には、過年度不足分見込み（１６６４億円）を含む。

【賦課金総額（買取費用－回避可能費用）：１兆３２２２億円】

 平成２７年度調達価格を踏まえ、買取費用等を見込んだ上で、平成２７年度賦課金単価を１．５８円／ｋＷｈ
（標準家庭月額４７４円（３００ｋＷｈ／月の場合））と決定。 ※平成２６年度は０．７５円／ｋＷｈ（標準家庭月額２２５円（３００ｋＷｈ／月の場合）

 平成２７年３月３１日に告示し、平成２７年４月１日から（５月検針分の電気代から）適用。

平成２６年度
における想定

平成２７年度
における想定

主な要因

①買取費用 ９０００億円 １兆８３７０億円

• 非住宅太陽光の導入量の拡大・稼働率の
向上による買取電力量の増加

• ２６年度までに見込みを上回って導入が進
んだことに伴う不足分

②回避可能費用 ２４８０億円 ５１４８億円
• 買取電力量の増加
• 見直し後の単価の適用拡大

③費用負担調整機関事務費 ２．７億円 ２．７億円 －

④販売電力量 ８６７０億ｋＷｈ ８３６６億ｋＷｈ
• 前年の販売電力量実績から、近年の減少

傾向を踏まえて算出
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平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

収支の当初見込み（賦課金総額） １３０６億円 ３２８９億円 ６５２０億円 １兆３２２２億円

賦課金単価
（標準家庭月額）

０．２２円／ｋＷｈ
（６６円／月）

０．３５円／ｋＷｈ
（１０５円／月）

０．７５円／ｋＷｈ
（２２５円／月）

１．５８円／ｋＷｈ
（４７４円／月）

（注）旧制度（余剰太陽光買取制度）の付加金を含んでいない。



２．再生可能エネルギーの 大限受入に向けた
制度の運用見直しについて



○ 現在、各電力会社は、再エネ事業者から売電の申込みを受ければ、自社の系統に再生可能エネルギー発電
設備を接続することで、再生可能エネルギー電気を受け入れている。

○ 電気は常に需要と供給を一致させていなければならず、需要に対して供給が多すぎても、停電の発生など、
電気の安定供給に支障をきたすおそれがある。

○ 電力会社は、需要に対して供給が多すぎる場合、火力発電の発電量を必要 低限に抑える等により、供給
を絞り込むが、それでもなお電気の供給が需要に対して多くなりすぎると見込まれれば、再生可能エネル
ギーの発電量も抑えることとなる。

○ しかし、こうした供給の絞り込みの手だてを尽くしても、これ以上再生可能エネルギーを受け入れることが困
難な場合、電力の安定供給を確保するため、各電力会社は再生可能エネルギーの接続ができなくなる。

再生可能エネルギーの受け入れについて

需要

ベースロード（原子力・地熱等）

火力（LNG・石油等）

抑制

設備利用率（年間）
太陽光： １３％前後

風力： ２０％前後
原子力： ７０～８０％程度

地熱： ８０％前後
①火力発電の制御

抑制

焚き増し

【 小需要日（５月の晴天日等）の需給イメージ】

焚き増し

②太陽光発電の抑制

太陽光

朝 昼 夜

発電出力

太陽光発電の抑制を行わなければ、停電が発生

※従来、電力会社は、500kW以

上の太陽光又は風力発電設備
について、一定の措置を実施し
た上で、年間３０日を上限として
無補償で出力抑制を行うことが
可能であった。
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（参考）九州電力における年度末の状況

○平成２６年度からの買取価格の引き下げ（１０ｋＷ以上太陽光：３６円→３２円/ｋＷｈ[税抜]）や認

定実務の運用の厳格化（※）により、昨年度末には３月のわずか１か月間で、それまでの１年分
の申込量に相当する約７万件もの太陽光の接続契約申込みがなされた。
（※）本来、高圧・特別高圧で接続する発電設備の規模であるが、５０ｋＷ未満に多数分割し、低圧での接続

を申し入れること（低圧敷地分割）等を禁止。

（九州電力発表資料より）



太陽光発電 （参考）

①現行ルールにおけ

る接続可能量

②承諾済・承諾必要

案件の申込量

③全接続申込量

(11月末)

④認定量

（10月末）

⑤風力発電

接続可能量

北海道電力 １１７万ｋＷ ２５１万ｋＷ※３ ２５１万ｋＷ ２８７万ｋＷ ５６万ｋＷ

東北電力 ５５２万ｋＷ ５８４万ｋＷ※２ ６１９万ｋＷ １，０７６万ｋＷ ２００万ｋＷ

四国電力 ２１９万ｋＷ ２１１万ｋＷ ２１９万ｋＷ ２５０万ｋＷ ６０万ｋＷ

九州電力 ８１７万ｋＷ ８１５万ｋＷ １，３２２万ｋＷ １，７７６万ｋＷ １００万ｋＷ

沖縄電力 ３５．６万ｋＷ ３１万ｋＷ ３３万ｋＷ ５７万ｋＷ ２．５万ｋＷ

北陸電力 ７０万ｋＷ※３ ６３万ｋＷ ６３万ｋＷ ９８万ｋＷ ４５万ｋＷ

中国電力 ５５８万ｋＷ ４２９万ｋＷ ４２９万ｋＷ ５３２万ｌＷ １００万ｋＷ

合計 ２，３６９万ｋＷ ２，３８４万ｋＷ ２，９３６万ｋＷ ４，０７６万ｋＷ ５６４万ｋＷ

※１： ②、③の申込量には、離島分を含んでいない。

※２： ５８４万ｋＷまで受け入れる方針。

※３：北海道の数値は、現在の指定事業者制度の対象である500kW以上の太陽光発電案件分を含む。

※４：系統ＷＧ提示の考え方に基づく現行の接続可能量７０万ｋＷに加えて、連系線活用により接続可能量を４０万ｋＷ拡大。

電力各社の接続可能量、接続申込量の状況について

 接続保留問題の発生を受けて、昨年１０月以降、系統ワーキンググループにおいて、現行の設備やルールを
前提とした電力各社の接続可能量の検証を集中的に実施し、各社の接続可能量が確定。

14
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再生可能エネルギーの 大限の導入に向けた対応策（概要）

対策パッケージ

○ 大限の再生可能エネルギー導入を引き続き推進

○ 停電を発生させないなど、電力の安定供給との両立を図ることが重要

電力会社による再エネ受入れ量の徹底した検証

＜基本的な考え方＞

○固定価格買取制度の運用見直し
太陽光発電が過剰な利益を生まないよう価格決定時期を「接続申込時」

から「接続契約時」に見直す（平成２７年４月以降の申込を対象）とと

もに、出力増加や太陽電池の基本仕様の変更の際にも原則として価格変

更を行う

接続枠を確保したまま事業に至らない案件の接続枠を解除

立地の円滑化を図るため、地方自治体への認定情報の提供

○蓄電池の導入
再エネ事業者が設置する蓄電池の導入を支援

電力会社の系統に大規模蓄電池を設置し、受入量を拡大

○更なる系統の活用・増強（今後の検討課題）
広域的な系統利用を可能とするシステムを構築するための、

・優先給電指令や地域間連系線の利用ルールの見直し

・固定価格買取制度全体の見直しの中で、広域的な再エネ受入れを可

能とする費用負担・精算ルールの在り方等の検討

 エネルギーミックスの検討と併せた系統増強方針の検討

○太陽光のきめ細かな出力制御システムの導入による

受入可能量の拡大
日単位（３０日）から時間単位の制御に移行するとともに、

出力制御を行う対象を拡大（太陽光・風力の500kW未満も対象）

遠隔出力制御システムの導入義務化

九州電力等の受入可能量の上限に達した電力会社については、 ３０日を

超える出力制御を前提に接続を再開

○地熱、水力、風力等の今後の受入れ方針の明確化
地熱、水力は原則受入れ（出力制御は行わない）

風力は太陽光とは別枠に管理することとし、各社ごとに公表されている接

続枠の上限まで受入れ（それ以上は３０日を超える出力制御を前提に接

続）

○福島の被災地の再エネの優遇
東京電力にも接続が可能となるよう送変電設備を整備

福島県と連携し、再エネ発電設備・送電線等の導入を支援

避難解除区域等における優先的な接続枠を確保
※受入可能量は定期的に見直し、受入可能量が増加した場合には効果的に配分

条件を満たしたすべての再エネを受け入れられる仕組みを構築

○ 検証の結果、対象７社（北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄）の太陽光発電の受入れ量は計２，３６９万ｋWとなった。

15



固定価格買取制度の設備認定等の運用見直し

16

○ 国民負担を抑制しつつ、再生可能エネルギー発電事業の健全かつ円滑な実施を図ることができるよう、以下
の通り、制度の運用を見直す。

内容 適用時期

調達価格の決定時期 「接続申込時」から「接続契約時」に変更
（ただし、電力会社の理由で、接続申込みから２７０日を経過しても契約締結に
至っていない証明があれば、当該期間が経過した時点（接続申込みの翌日から２
７０日後の日）の調達価格を適用）

平成２７年４月１日から適
用

運転開始前の設備の
仕様変更

「発電出力の増加」、「太陽電池の基本仕様の変更」（※メーカー・種類の

変更、変換効率の低下）を行う場合、変更認定を求め、原則として、変更
認定時の調達価格に変更

平成２７年２月１５日以降
の変更認定申請から適用

運転開始後の出力変
更

「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、
その時点の調達価格を適用
（事業者の選択により、変更認定により既認定部分も含めた設備全体について、
変更認定時の調達価格に変更することも可能）

平成２７年４月１日以降の
別設備としての認定（又
は変更認定）申請から適
用

＜太陽光発電に適用される調達価格の適正化＞

内容 適用時期

接続枠の「空押さえ」
の防止

電力会社が、接続契約の締結時に接続枠を確定させることとした上で、
接続契約の締結後１か月以内に接続工事費用が入金されない場合
や、契約上の予定日までに運転開始しない場合は、接続枠を解除可
能とする

平成２７年１月２６日以降
の接続申込みから適用

立地の円滑化（地域
トラブル防止）

認定時に関係法令の手続き状況について提出を求め、個々の案件の
詳細情報とともに、地方自治体に提供

可能な限り速やかに実施

＜事業の健全かつ円滑な実施＞

16



３．再生可能エネルギーの導入水準と電源別の課題



温室効果ガス
排出量

電力コスト

自給率

３Ｅ＋Ｓについての具体的な目標水準

現在、わずか６％ 震災前（約２０％）を更に上回る
概ね２５％程度

【目標】

現状よりも引き下げる

震災後、電気料金は大幅に上昇
（産業用＝約３割、家庭用＝約２割）

再エネ賦課金は今年度１．３兆円
（既認定分※全てが運転開始されると２．７兆円）

【目標】

原発停止・火力発電の焚き増しで
２０１３年度のＣＯ２排出量※は過去 悪

※エネルギー起源のみ

欧米に遜色ない削減目標

【目標】

 Ｓ（安全性）を大前提としつつ、３Ｅに関する目標を同時達成する中で、今回の見通しを策定。

安
全
性
の
確
保

大
前
提

18

※平成26年6月時点の認定量



長期エネルギー需給見通し小委員会（4月28日）に示された電源構成・発電電力量

2030年度

太陽光 749 7.0%

風力 182 1.7%

地熱 102～113 1.0～1.1%

水力 939～981 8.8～9.2%

バイオマス 394～490 3.7～4.6%

電源構成・発電電力量（億kWh）

2030年度

石油 315 3%

石炭 2,810 26%

ＬＮＧ 2,845 27%

原子力 2,317～2,168 22～20%

再エネ 2,366～2,515 22～24%

合計 10,650 100%

19

２０３０年度

再エネ２２～２４％
程度

ＬＮＧ２７％程度

石炭２６％程度

石油 ３％程度

ＬＮＧ２７％

石油１２％

石炭２４％

震災前１０年間平均

原子力２７％

再エネ１１％

原子力２２～２０％
程度

※各数値はいずれも概数。



再生可能エネルギーの導入拡大と電源別の課題
I. 太陽光
II. 風力
III. 地熱
IV. 水力
V. バイオマス



太陽光発電の現状
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出典：一般社団法人太陽光発電協会等のデータに基づき資源エネルギー庁作成

全累積導入量

住宅用累積導入量

補助金制度実施期間

非住宅用累積導入量

余剰電力買取制度

固定価格買取制度

【国内の太陽光発電累積導入量】（万kW）

RPS制度

太陽光発電は、個人を含めた需要家に近接したところで中小規模の発電を行うことも可能で、小型・分散電源の場合は、系
統負担も抑えられる上に、非常用電源としても利用可能。また、住宅や公共施設をはじめとして中小規模の導入が可能であ
り、個人でも取り組める再生可能エネルギーである 。

 RPS制度、余剰電力買取制度の下においては、住宅用を中心に拡大してきたが、固定価格買取制度開始後は、非住宅用
の導入が大幅に拡大。

21

○石油危機後のサンシャイン計画（1974年）以

来、太陽光発電のコスト低減による普及促進は
官民を挙げて進められ、世界に先駆け太陽光
発電の実用化技術を確立。生産量（1999年～
2006年）、導入量（1995年～2003年）ともに一
時期は、世界一の地位を確保。

○我が国では、RPS制度（2003年～）、余剰電力
買取制度（2009年～）等の支援策により、太陽

光を中心とした再生可能エネルギーの導入が
進んできたが、他国と異なり、住宅用太陽光が
8割以上を占めるのが市場の大きな特徴（ドイ
ツは1割程度、アメリカは3割程度）。背景には、
1994年～2006年に実施された住宅用太陽光

発電導入への補助制度があり、これにより非常
用電源としての意義も持つ住宅向けの太陽光
発電システム導入の素地が形成。

○非住宅用太陽光は、2012年の固定価格買取

制度開始以降、急速に、大幅な導入拡大が進
み、既に、累積ベースで導入量の半数程度を占
めるに至る。昼間のピーク需要を補う太陽光発
電を大規模に導入させるなど、大きな役割。
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ドイツの再エネの導入量と太陽光発電設備の買取価格の推移
【ドイツの再エネの導入量の推移】

出所：ドイツ連邦経済・エネルギー省資料より資源エネルギー庁作成

※2012年4月以降、10MW超の設備は対象外

（1ユーロ＝140円で計算）

設備稼動開始年月

【ドイツの太陽光発電設備の買取価格の推移】
（円/kWh）

(282円)

(535円)

(2,156円)

（円/kWh）

①2009年1月再エネ法改正概要

 太陽光は、前年導入量に応じ価格逓減率を

調整する仕組を導入

 100kW超の発電設備に遠隔操作による供給

管理能力を義務化

 30kW以下太陽光発電の自家消費分の補償

②2012年再エネ法改正概要

＜1月改正＞

 太陽光買取価格の低減等買取価格見直し

 100ｋW以下の太陽光にも遠隔操作による供

給管理能力を義務化

 FIT又は市場プレミアム制の選択制導入

 電力多消費産業の賦課金軽減措置対象の

範囲拡大

＜4月改正＞

 太陽光発電の買取価格の緊急引き下げ

（毎月1%逓減率適用、11月以降は1年間の導入

量に応じ毎月逓減率を変更）

 10MW以上は買取対象から除外

 年間買取対象電力量を90%に制限

 累積導入目標（買取対象）を52GWに設定

 太陽光発電の自家消費分補償の廃止

（参考）現在の日本の賦課金の水準
は平均家庭で月額負担額225円
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太陽光比率1.1%
風力比率6.6% ☆

☆
②2012年改正
再エネ全体比率23.6%
太陽光比率4.3%
風力比率8.3%
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【スペインの太陽光発電設備の買取価格の推移】

スペインの再エネの導入量と太陽光発電設備の買取価格の推移

【スペインの再エネの導入量の推移】

出所：スペイン産業・商務・観光省資料より資源エネルギー庁作成

（1ユーロ＝140円で計算）

買取価格
（円/kWh）

③2009年5月Royal Decree Law 6/2009概要

 FIT対象電源について中央政府への事前登録

を義務付けするとともに、太陽光以外も新規の

登録設備容量に関する年間上限枠を設定

④2010年12月Royal Decree 1614/2010, 

Royal Decree Law 14/2010概要

 既存発電設備を含む風力、太陽熱、太陽光の

買取価格を適用する年間上限時間の導入

 FIT対象電源にも系統利用料金を適用

2012年1月Royal Decree Law 1/2012概要

 新規再エネ発電設備のFIT制度への登録停止

2013年7月Royal Decree Law 9/2013概要

 既存設備を含めFITを廃止し、新制度に移行

②2008年9月Royal Decree 1578/2008概要

 太陽光についてFIT価格の大幅低減及び新規

設備の認定に関する年間上限枠の設定

 買取対象とする設備容量上限の設定（建物一

体型2MW、地上設置型10MW）

買取総額
（百万€）

出所：International Energy Agency資料より資源エネルギー庁作成

①2007年5月Royal Decree 661/2007概要

 買取価格の改定（出力区分帯の変更）

 10MW超の再エネ発電設備に、送電会社による

中央給電指令（CECRE）との遠隔操作が可能

となるような設備を義務付け

※2009年以前は、買取額に太陽熱と太陽光の区分がなく、すべて太陽光に合算

※2009年以降、建物一体の2MW超、地上設置の10MW超設備は買取対象外
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①2007年改正
再エネ全体比率19.8%
太陽光比率0.2%
風力比率9.4%

③2009年改正
再エネ全体比率25.4%
太陽光比率2.0%
風力比率13.1%

④2010年以降改正
再エネ全体比率32.8%
太陽光比率2.2%
風力比率14.9%

②2008年改正
再エネ全体比率24.8%
太陽光比率1.0%
風力比率13.0%



（出所） Bloomberg New Energy Finance調べ
（※）日本の費用の割合は資源エネルギー庁推定

課題１．低コスト化に向けた取組①（太陽光発電システムの導入費用と買取価格）

【太陽光発電システムの導入費用の国際比較】

日本の太陽光発電FIT買取価格は、大幅引き下げを行う前のドイツと同様に年約1割のペースで低下傾向で推移している。
現在の水準としては、欧州諸国が太陽光の大量導入を受けて、買取価格を大幅に切り下げる前の水準に止まっている。

我が国の太陽光発電システムの導入にかかる費用は、国際的に見て高い水準。特に、架台や工事費等の基礎費用及びパネ
ル等の設備費用がアメリカ、ドイツ、スペインと比較して高い。
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（出所）資源エネルギー庁調べ
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【太陽光発電FIT買取価格の推移】
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課題１．低コスト化に向けた取組②（太陽光発電事業の利益水準）

太陽光発電事業の利益水準について、平成25年度調達価格36円/kWh（税抜）の1,000kW以上の運転開始案件の税引前IRR
水準で確認すると、価格設定において想定する6%を中心ではあるが相当にばらつきがあり、高いもので12%、低いもので1%と
なっている（平成25年10月-12月期運転開始設備のコスト、設備利用率13%で計算）。

 このうち、税引前IRRが①1%の案件と想定とする②6%の案件と③12%の案件について、平均的なシステムコストを比較すると、
特に、ア）工事費、イ）架台、ウ）パネルに違いが見られた。

【1,000kW以上の運転開始設備のIRRの分布】
（平成25年10月-12月期運転開始設備のコスト、昨年度調達価格36円/kWh（税

抜）で計算）

（件数比率：※合計件数94件）

【1,000kW以上の運転開始設備における
平均システムコストの比較】

出典：ともに設置・運転費用年報に基づき資源エネルギー庁作成

③

②

③IRR12%の設
備の平均
システムコスト

②IRR6%の
設備の平均
システムコスト

①IRR1%の
設備の平均
システムコスト

①
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②2030年に発電コスト7円／ｋＷｈを革新的に目指す技術
１）超高効率太陽電池による発電コスト低減技術開発（薄膜多接合高効

率太陽電池）
・変換効率45%に達する薄膜多接合太陽電池の低コスト製造技術の開
発。

２）量子ドット構造等、新型太陽電池の技術開発
・量子ドット構造やコスト構造を革新する新型太陽電池の技術開発。

①2020年に発電コスト14円／ｋＷｈを中間目標とする技術
１）太陽電池の高効率化、モジュール化、低コスト製造技術の開発

・ヘテロ接合・バックコンタクト統合構造の新型結晶シリコン太陽電池
の大面積・低コスト製造技術、モジュール化技術等の開発。

・CIS等化合物系太陽電池の高効率化、低コスト製造技術等の開発。
２）太陽電池の性能評価、信頼性向上等共通基盤技術の開発等

・信頼性向上、信頼性評価技術の開発。

反射防止膜

アモルファスSi

I型アモルファスSi
P型アモルファスSi 電極

I型アモルファスSi
N型アモルファスSi

N型結晶Si

新型太陽電池
（量子ドット構造）

薄膜多接合型太陽電池

（４接合の例）

国民負担の抑制の観点から、太陽光発電の徹底したコスト低減が喫緊の課題であり、技術開発を進めることが重要。
 このため、①2020年に発電コスト14円/kWhを目指す結晶Si太陽電池等の技術開発、及び ②2030年に発電コスト7円/kWhを目

指す新型太陽電池の技術開発など、高性能化・低コスト化が期待できる技術の開発を推進（平成27年度概算要求51億円）。

ヘテロ接合・バックコンタクト
統合構造例

太陽光の様々な波長の
エネルギーを多層で吸収

【太陽光発電開発戦略（NEDO PV Challenges）2014年9月】

課題１．低コスト化に向けた取組③（技術開発）
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【The Solar Instructor Training Network】

 太陽光発電設備の設置技術向上を促進するため、

全米の9地域ごとに設置に関するトレーナー・指導者

を養成する仕組みに対して、2700万ドルを支援。

 約400機関で、2014年5月までに22,000名を指導。

 諸外国においても、太陽光発電のシステムコストに占める設置作業の費用低減は課題。

 米国では、SunShot イニシアティブに基づき設置費用等ハードウェア以外のコスト低減に取り組んでおり、 設置技術向
上や標準化を促進するため、連邦エネルギー省は、設置に関するトレーナーを養成する仕組み（ The Solar Instructor 
Training Network ）に財政支援。

米国：SunShot イニシアティブ

 米国では、連邦エネルギー省が、2011年2月に

「SunShot イニシアティブ」を公表し、研究、製造、市場

措置を通じて、2020年までに大規模太陽光発電シス

テムの総コストを約75%減少させることを目指して、

様々なプログラムを実施中。

 システム価格のうちハードウェア以外のコスト（64％相

当）の低減にも取り組んでおり、①顧客獲得、②認

可、連系及び検査、③設置及びパフォーマンス、④運

転管理・保守の項目についてプログラムを実施。

 このうち設置に関しては、①熟練工の創出、②効率的

な設置手順・技術の適用、③州・地方自治体の設置

基準の標準化、④システム性能及び信頼性の検証、

等を通じて、コスト低減を支援している。

講習受講の
設置者

指導者

地域とレーニング提供者

全米管理者

指導機関

課題１．低コスト化に向けた取組④（米国の取組例）
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課題２．発電事業の長期安定化①（確実なメンテナンスの実施）

 導入された発電設備を、長期安定的に稼動させるには、確実なメンテナンスの実施が必要。

 再生可能エネルギーのメンテナンスサービスや事故保険等の保守点検に資する取組は一部で始まっている
が、こうした民間ベースでの取組を更に加速させるような環境整備ができないか。

 また、長期の自発的な維持管理については、運転開始済み発電設備の流動性を高め（発電設備のセカンダリ
マーケット）、発電設備を適切に維持管理する産業育成が重要ではないか。

 さらに、故障や機器更新等の「負のデータ」の蓄積・分析とバックアップ部品の確保等システムとしての対応も
重要となる。

 風力発電については、欧米を中心に20年程度の歴史・データの積み上げができつつあり、我が国でも、電気
事業法第３弾改正が成立した際に、定期安全管理検査制度を措置する予定。

 他方、太陽光発電、特に非住宅については、 近数年で急速に増加してきたものであり、買取期間中にも
PCS・インバータ等の更新が必要になることから、事業者が事業計画の中に織り込み、当該事業を継続していく
ような体制整備が必要なのではないか。

施主（事業体）

・運用相談

・環境教育の企画・実施

・維持管理・メンテナンス

・遠隔監視計測システム

・発電診断システム

メンテナンス事業者

大規模太陽光発電所の
保守・点検の課題

対策例

設備異常に対する
早急かつ確実な検知

① 各種監視、計測
システムの導入

点検時間の短縮

② 発電診断システ
ムの導入

③ 小型無人ヘリの
活用

出力予測の精度向上
（スマートコミュニティ）

④ 発電量予測技術
の採用

【NTTファシリティーズ提供資料より資源エネルギー庁作成】

【メンテテナンス業務例】 【メンテテナンス事業の課題と対策例】

設備の
停止

電気
事故

出力
低下火災

侵入
盗難

【監視・計測システムの導入例】

 遠隔監視により発電所の状態を遠隔にてタイムリーに把握

＜太陽光発電設備のメンテナンスサービスの例＞
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課題２．発電事業の長期安定化②（適切な廃棄・処理に向けた検討の在り方）

 今後、太陽光発電設備が廃棄される場合には、適切にリサイクル・処理される仕組みを構築する
ことが重要。環境省との共同検討会の議論を踏まえ、今後、太陽光発電をエネルギーインフラとし
て持続可能なものとするとの観点から検討を具体化させるべきではないか。

 具体的には、発電事業者が事業終了後に発電設備を放置したまま事業から撤退することがない
ように、買取価格に含まれている廃棄費用を別立てで積み立てること等、廃棄に至るまでの適切
な事業の実施を担保するための環境整備や確実なリサイクル又は処理を担保する方策について
環境省をはじめ関係省庁と連携して実態を踏まえた検討を行う必要があるのではないか。

 なお、風力については、風車の立地状況、基数や埋設ケーブルの状況等により廃棄費用が異な
ることから、買取価格に含まれている廃棄費用の計画的な積立てなど発電事業者主導の自主的
な取り組みが求められる。また、ガイドラインの制定等など環境整備も今後必要か。

今後の検討課題・対策メニューの例

① リサイクル・システムの構築・運営に関す
る社会的コスト削減のために、技術開発
や環境配慮設計を推進するとともに、責
任主体及び体制構築の検討を実施す
る。

② モジュールの廃棄時期を遅らせるため、
長寿命化やリユースも併せて検討する。

⇒NEDO「太陽光発電リサイクル技術開発プ
ロジェクト」（平成26年度～30年度）によ
り、低コスト分解処理技術の開発・実証に
加え、撤去・回収等の低コスト化技術の
可能性について検討。

【太陽光発電設備の年度ごとの導入量】

累積10万kW導入

太陽光発電設備の廃棄に関する26年度調査・検討事項
①製品特性の把握
 資源価値・有害性の評価
②撤去から処分までのフローの調査
 現状のフローの把握
 排出量の増加による排出ルートの変化の検討
③技術導入可能性調査
 リサイクル技術の開発動向の整理
 リサイクル技術の導入イメージの検討
④将来の排出見込量の分析
 導入実績の整理
 排出見込み量の推計
⑤回収にかかるコストの分析
 コストデータの調査
 費用対効果分析
⑥撤去・運搬・処理に関する制度面からの検討
 現行制度における課題の整理
 製品特性や排出実態等を踏まえたオプションの検討 29
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課題２．発電事業の長期安定化③（買取期間終了後の事業継続に向けた環境整備）

 現行のペースで買取価格の引き下げが進むと機械的に仮定すると、住宅用太陽光の買取価格
は、早ければ2～3年程度で家庭用電力料金を下回り、非住宅用太陽光を含め、2020年頃には業
務用電力料金を下回る可能性もある。また、2019年には、余剰買取制度の終期が到来する案件
が出始める。

 電力システム改革が進展する中で、再エネの自立的な導入が進む状況を実現するためには、買
取制度の枠外での事業者の供給責任や、小売電気事業者・送配電事業者の接続・買取に関する
条件についても整理が必要ではないか。

 また、円滑な事業継続のため、系統接続ルール・アセスメント等の扱いはいかにあるべきか。
 買取条件等は任意の民民契約に基づくのが原則。

 固定価格買取制度の下では、再生可能エネルギー電気の環境価値は賦課金を支払っている全需要家に分配されるこ
ととなっているが、買取期間終了後の再生可能エネルギー電気は環境価値が発電事業者に残る。

 したがって、環境価値に着目して、買取期間終了後の再生可能エネルギー電気を適切な価格で売買できるようになる
のではないか。

 また、買取期間終了後には、投資回収の終わった電源として発電コストが安価になると考えられることから、自家消費
のメリットが大きくなるのではないか。また、蓄電システムとの統合により、例えば完全自家消費型、オフグリッド型への
移行に向けた取組を検討し、進めるべきではないか。
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＜太陽光買取価格の推移＞
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課題３．出力管理の高度化・自立化①（出力制御の高度化）

 出力制御システムが構築されていく中、無駄なく電力を利用することで需要家の便益を 大化す
るために、出力制御システムと蓄電システムの連動や、ＨＥＭＳ等による他の需要機器も含めた
一括制御をどのように進めていくべきか（後述のスマコミ部分参照。）。

 蓄電池システムについては、低コスト化に向けた技術開発事業及び大規模蓄電システム実証事
業の支援を実施中。加えて、再エネ事業者に対する蓄電池の導入補助を２６年度より開始。また、
各社においても、太陽光発電と共通で使用可能なハイブリッドＰＣＳの開発などを通して、蓄電池
単体では無く、システム全体でのコストダウン等に取り組んでいるところ。

【事業】
新エネルギー系統対策蓄電システム

技術開発事業費（平成27年度当初予算
9億円）

【概要】
短周期の周波数変動対策として2020

年までに寿命20年以上、7万円/kWにす
るための技術開発事業。以下の2事業
を含め7事業を採択（平成25年度末で2
事業が終了、残り5事業は27年度末に
終了予定）。

ラミネート形
リチウムイオン電池

リチウムイオン電池
（商品名：SCiB）

1MW級蓄電システム

東芝

日本電気
NECエナジー

デバイス

【事業】
再生可能エネルギー余剰電力対策技術

高度化事業（平成26年度補正予算65億円）

【概要】
余剰電力対策として蓄電池の設置コスト

を2020年までに（蓄電池と同様の機能を有
する）揚水発電並の2.3万円/ kWhにするた
めの技術開発事業。以下の2事業を採択。

レドックスフロー電池 ＮＡＳ電池

日本ガイシ住友電気工業等

低コスト化技術開発
【事業】

大型蓄電システム緊急実証事業（平成24年
度予備費296億円）
【概要】

電力会社の基幹系統の変電所に大型蓄電池
を設置・活用し、再エネの導入可能量を拡大で
きるか検証を行う。

【事業】
大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業
（平成26年度補正予算（事業予定額317億円）
【概要】

電力会社の送変電設備に大型蓄電池を設置
し、需給バランスを改善することで再エネの受
入可能量を拡大し、系統制御への適用の可能
性等について実証を行う。

大規模実証事業

事業者 電池の種類 電池の規模 設置場所

北海道電力＋
住友電気工業
（共同申請）

レドックスフ
ロー電池

６万kWh 南早来
変電所

東北電力 リチウムイ
オン電池

２万kWh 西仙台
変電所



＜今後＞

予測技術の向上や環境整備等の様々な要因により、発電予測を行うインセン
ティブが生じた主体が積極的に民間の発電予測事業者を活用し各主体が構築
するエネルギーマネジメントシステムの高度化することにより、再エネ電源の高
付加価値化等が期待される。
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課題３．出力管理の高度化・自立化②（予測精度の向上）

 発電予測は、発電データを基に気象予測を組合せて行われる。

 現状では、系統運用のため電力会社が系統エリア全体の発電の合計値予測に活用。なお、局所予測は、予
測精度が低いこと及び個別事業者にとって発電管理のインセンティブがないことにより活用事例が少ない。

 発電予測精度向上のためには、インプットするデータ量を増やすことが重要となる。再エネ事業者の発電デー
タの提供や気象データの活用促進が必要ではないか。

 また、発電予測や出力制御等変動再エネを前提とした高度なエネルギーマネジメントシステム構築のため、小
売電気事業者又は発電事業者にも発電予測を行うインセンティブが生じるような制度的対応を行う、あるい
は、風力発電等の業界に自主的なデータ提供を促すという方法をとるべきか。

【発電予測に関する今後の状況変化イメージ】

Ｄｄ
気象観測・予測データ
関係機関と連携し、データ利用を更に促進

Ｏ＆Ｍ
事業者

ＥＭＳ
事業者

アグリゲータ

Ｄｄ新電力

Ｄｄ

電力会社

民間予測事業者
（発電予測）

Ｄｄ電力マーケット
広域運用機関

スマートメータ出力抑制
（発電データ）

・・・・

・・・・

個別システム
発電
データ

Ｄｄ気象観測・予測データ

Ｄｄ

電力会社

民間予測事業者
（気象予測ベース）

・・・・

・・・・

＜現状＞

系統運用のため電力会社が系統エリア全体の
発電の合計値予測に活用。



 系統制約が顕在化する中で、更なる再生可能エネルギーの導入拡大を推進するため、エネル
ギーマネジメントシステムを介して、需要家側に点在する、再生可能エネルギーを含む創エネル
ギー機器、蓄エネルギー機器、省エネルギー機器の統合制御を行うスマートコミュニティの取組を
推進すべきではないか。

 スマートコミュニティの取組によって、①電力会社のエリア全体の調整力不足の緩和、②接続ポイ
ント近辺の容量不足の緩和、といった課題への対応が期待できるのではないか。
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エネルギー供給の効率化
ディマンドリスポンス等によりピーク時の節
電等を促すことで、火力発電の焚き増し等に
よらず、需給を調整可能。

平常時の省エネルギー
需給の状況に応じて、創エネ・蓄エネ・省エ
ネ機器等を、快適さを損ねずに 適運転。

非常時のエネルギー供給の確保
災害時等には、再生可能エネルギーやコー
ジェネレーション等の分散型電源によって、
コミュニティ内でのエネルギー供給が可能。

①調整力不足への対応
需給の状況に応じて、創エネ・省エネ・蓄
エネ機器等を制御し、急激な出力変動に
よる周波数調整力不足を緩和可能。

②容量不足への対応
需給の状況に応じて、創エネ・省エネ・蓄
エネ機器等を制御し、軽負荷期の需要を
創出することで余剰電力を活用、地産地
消運転することで逆潮流を抑制し、系統
電圧の上昇等を緩和可能。

GEGE

蓄エネ機器
省エネ機器

創エネ機器

スマートコミュニティの構築によって期待される効果

ＢＥＭＳ

ＣＥＭＳ

ＨＥＭＳ

需要家サイドに導入された
創エネ機器を有効に活用

需要を効率的に制御

＜再エネ導入拡大への貢献＞

課題３．出力管理の高度化・自立化③（スマートコミュニティの推進）



再生可能エネルギーの導入拡大と電源別の課題
I. 太陽光
II. 風力
III. 地熱
IV. 水力
V. バイオマス



風力発電については、1997年度に開始された設備導入支援や2003年度のRPS法の施行以降、導入量が増加してきた。しか
しながら、大規模案件は、買取制度と同時期に導入された環境アセスメントの影響により開発に長期間を要するため、導入
量３GWを前にして、開発は足踏み状態。

また、国内の風力発電所約500か所のうち、１基のみのものが半数以上であり、合計５基以下の小さなウインドファームが約
８割。風力発電の本来持つ低コストの特長を活かし切れていないのが現状。固定価格買取制度導入後開発が進められてい
る、現在環境アセスメント中の大規模案件（約571万kW）を着実に運転開始させることが重要。

風力発電の現状①（導入量の推移等）

【導入量の推移】 【１事業者当たりの風車設置基数の推移】(万kW)

RPS FIT

（出典：NEDO風力発電設備実績）

（出典：NEDO風力発電設備実績）

(年度)

環境
アセス

(年度)
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(万kW)



20

9

平成26年9月12日現在法アセス手続き中の案件
（出力５万kW以上）

6
1.伊達市 50,000kW
2.せたな町 50,000kW
3.黒松内町、寿都町、島牧村 50,000kW
4.石狩市、小樽市（港湾洋上） 100,000kW
5.せたな町 120,000kW
6.猿払村、頓別町 50,000kW
7.稚内市、豊富町、幌延町 1,500,000kW
8.稚内市、豊富町 400,000kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約275万kW
既存合計 約32万kW
総合計 約307万kW

北海道

関東アセス中合計(5万kW未満を含む) 約2万kW
関東既存合計 約19万kW
関東総合計 約21万kW
中部アセス中合計(5万kW未満を含む) 約12万kW
中部既存合計 約29万kW
中部総合計 約41万kW
北陸アセス中合計(5万kW未満を含む) 約2万kW
北陸既存合計 約15万kW
北陸総合計 約17万kW

関東・中部・北陸

【和歌山県】
23.有田川町、広川町、

日高川町 90,000kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約12万kW
既存合計 約14万kW
総合計 約26万kW

2

近畿
10

8
7

35

4

1

27

14

13

12
11

【青森県】
9.五所川原市 51,000kW
10.つがる市 126,500kW
11.六ヶ所村 57,000kW
12.六ヶ所村(港湾洋上) 80,000kW
13.むつ市、東通村 81,000kW
【岩手県】
14.葛巻町、岩泉町 82,800kW
15.釜石市、遠野市、大槌町 105,000kW
16.宮古市、岩泉町 222,500kW
17.住田町、一関市、陸前高田市、

奥州市 165,000kW
【秋田県】
18.にかほ市 71,300kW
19.大潟村 100,000kW
20.潟上市、秋田市 60,000kW
21.鹿角市 50,600kW
【福島県】
22.川内村 65,000kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約208万kW
アセス終了(運開前)合計 約10万kW
既存合計 約75万kW
総合計 約293万kW

東北

19

18
17

16

15

24

23

22

21

【長崎県】
26.佐世保市 100,000kW
【宮崎県】
27.串間市 67,500kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約21万kW
アセス終了(運開前)合計 約5万kW
既存合計 約46万kW
総合計 約72万kW

九州・沖縄

【山口県】
24.下関市（洋上） 60,000kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約10万kW
既存合計 約30万kW
総合計 約40万kW

中国

【徳島県】
25.上勝町、神山町 60,000kW

アセス中合計(5万kW未満含む) 約28万kW
既存合計 約12万kW
総合計 約40万kW

四国

26

25

アセス中合計(5万kW未満含む) 約571万kW
アセス終了(運開前)合計 約15万kW
既存合計 約271万kW
総合計 約857万kW

全国

北海道：約275万kW(予定)
約32kW(既存)

東北：約218万kW(予定)
約75 万kW(既存)

関東：約2万kW(予定)
約19万kW(既存)

北陸：約2万kW(予定)
約15万kW(既存)

中部：約12万kW(予定)
約29万kW(既存)

近畿：約12万kW(予定)
約14万kW(既存)

中国：約10万kW(予定)
約30万kW(既存)

四国：約28万kW(予定)
約12万kW(既存)

九州・沖縄：約26万kW(予定)
約46万kW(既存)

風力発電の現状②（環境アセス中の風力発電所の分布状況）
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石狩湾新港内

能代港、秋田港周辺

御前崎港内

稚内港内
風力発電事業者決定済

●凡例

港湾計画位置付け検討中

港湾計画位置付け済

（2014年11月現在）
想定発電量８万ｋＷ

想定発電量１万ｋＷ

想定発電量５万ｋＷ

酒田港内

鹿島港内 想定発電量２５万ｋＷ

想定発電量１２万ｋＷ

想定発電量（港内及
び港湾外）６０万ｋＷ

想定発電量６万ｋＷ

想定発電量２０万ｋＷ
村上市岩船沖
周辺（港湾外）

 洋上風力の導入は、陸上風力のポテンシャルが限定的な我が国において、風力発電の導入拡大を図る上で不可欠。

 着床式（風車を海底に固定して設置する方式）の洋上風力については、国・NEDOが銚子沖と北九州沖の二か所で実証事業
を行い、実証機の設置を終了。民間の事業化計画も徐々に始動。

 浮体式（風車を海底に係留して設置する方式）については、世界初となる本格事業化を視野に入れた福島県沖、及び長崎
県五島沖で実証開始。

福島沖（浮体式）

 平成23年度から5年程度の計画で、福島県の
沖合約18ｋｍ、水深約120ｍ地点に、世界一と
なる本格的浮体式洋上風力発電を実現する
実証。

 平成25年11月に2,000ｋＷの風車１基を設置、
運転を開始。平成26年度には7,000ｋＷの風
車等2基を福島県沖に設置予定。

 平成24年10月に2,400kW風車の設置
が完了。平成25年2月より発電開始。

 平成26年度まで運転データや洋上の
風速データなどの取得等を実施予定。

銚子沖（着床式）

長崎県五島（浮体式）

 平成24年6月に、100ｋWの浮体式
洋上風車を設置。平成25年10月
に、2,000kW級の浮体式洋上風車
を設置、運転を開始。

（環境省）

北九州沖（着床式）

 平成25年3月に2,000ｋＷ風車の設置が
完了。平成25年6月より発電開始。

 平成26年度まで運転データや洋上の
風速データなどの取得等を実施予定。

その他

下関市安岡沖
（港湾外）

北九州港周辺

風力発電の現状③（洋上風力の現状の取組）

むつ小川原
港内
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 我が国の風力発電の適地は、北海道と東北の一部（北緯40度以上）に極端に偏在。
 他方、こうした地域では、電力需要が少なく、送電網が脆弱であることから、接続可能量が限定的。
 系統WGにおいて、風力発電については、一部の電力会社が設定している接続可能量及び接続見込量の２

パターンを前提として、太陽光発電の接続可能量を試算。試算結果を踏まえ、発電電力量（kWh）ベースで
の再生可能エネルギーの 大限導入の観点から、風力発電と太陽光発電を比較。

【日本の風況と送電網】

風況の良い地域 風力連系可
能量

既連系量
（H25年度末）

北海道 56 31.6
東 北 200 56.5
東 京 設定なし 37.1
中 部 設定なし 22.4
北 陸 45 14.6
関 西 設定なし 7.8
中 国 100 29.9
四 国 60 16.6
九 州 100 36.5
沖 縄 2.5 1.4
合 計 563.5～ 254.4

（万kW）

【電力会社の風力発電の連系可能量】

電力需要が少なく、
系統が脆弱な地域

課題１．立地制約の克服①（風力発電の適地の偏在）
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（出典）各社公表値

（出典）NEDO



課題１．立地制約の克服②（風力発電連系可能量拡大のためのオプション）

①地域間連系線等の利用ルール見直し

 電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ（第９回）では、本年４月に発足する広域的運営推進機関の送配
電等業務指針に記載すべき内容のうち、地域間連系線等に係る利用ルールについて議論が行われ、以下の見直しが実施
されることとなった。
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【制度設計ワーキンググループにて議論された論点：４月から運用開始を予定】

 地域間連系線の運用容量の設定の在り方

容量の限りのある地域間連系線を可能な限り有効に活用するため、広域機関ルールでは、広域機関自身が、３０分毎の断面
で、きめ細かく運用容量を設定する。

 地域間連系線のマージン利用の在り方

容量に限りのある地域間連系線を可能な限り有効に活用するため、広域機関ルールでは、一部マージンについて、需要側エリ
アに出力指令が可能な予備電源がある場合には、いざというときには抑制等を受けることを前提に、系統利用者がマージンを
利用できるようにする。

 発電事業者等による地域間連系線の容量確保

多様な供給力を活用していくという電力システム改革の考え方から、発電設備を保有する者も連系線の利用（容量確保）の申
し込みを行うことができる仕組みとする。

 余剰電力発生時の緊急的な広域融通の在り方

エリアＡにおいて、想定を超える発電量の発生により下げしろ不足が発生し、電気の需給の状況を改善する必要が認められる
場合（緊急時）には、広域機関が、電事法第２８条の４４の規定に基づく指示スキームをエリアをまたいで活用できるようにする。
（特記事項）なお、仮に、緊急時のみならず、平常時から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の下、エリアＡ内の再エネから発電される電気をエリアＢの小売事業者が買い

取る場合には、ＦＩＴ制度や電気事業制度上求められる費用を負担し、当該制度の要件を満たすことを前提に、エリアＡの接続可能量を増やすことがオプションとなり得
る。一方、エリアＡ内の余剰電力をエリアＢに流すことを前提とし、エリアＡ内の再エネ電源を小売事業者Ａが買い取る場合には、エリアＢの事業者の義務や費用負担の
在り方等、ＦＩＴ制度の見直しが必要であり、更なる検討が必要。



 出力が変動する太陽光・風力の電気を、各地域内の需給調整力を超えて受け入れるには、十分な調整電源を持つ他のエ
リアとの広域連系の実現が、解決策の１つとして考えられる。

 北海道・東北エリアについては、北本連系線の追加増強を始めとした送電インフラ投資が実現すれば、風力発電の立地環
境の改善に資する（平成２４年の試算によると、北海道に約２７０万ｋＷ、東北に約３２０万ｋＷの再エネを導入するための系
統増強費用は約１兆１７００億円（約２０万円／ｋＷ）。 また、工事期間は約１０年以上必要。）

（※）590万kWは、北海道・東北における受付応募量・連系検討申込み量に相当（平成23年度）

 なお、風力発電のための地内送電網の整備・実証（27年度予算案105億円）や風力の出力予測・制御技術開発（27年度予
算案60億円）については、予算措置による支援を実施しているところ。

出典：地域間連系線等の強化に関するマスタープラン研究会 中間報告書（平成24年4月）

【北海道・東北地域に風力発電など約５９０万ｋＷを追加導入するための系統増強概算費用】

東北電力

北海道
電力

追加連系量

北海道
（風力＋メガソーラー）

東北（風力） 北海道＋東北

２７０万ｋＷ ３２０万ｋＷ ５９０万ｋＷ

地内送電網増強 ２，０００億円程度 ７００億円程度 ２，７００億円程度

地域間送電網増強 ５，０００億円程度 ４，０００億円程度 ９，０００億円程度

概算工事費用 ７，０００億円程度 ４，７００億円程度
１兆１，７００億円程度
【１０円／kWh程度】

※ ｋＷｈ単価は、設備利用率を風力発電２０％、太陽光発電１２％、送変電設備年経費率
８％として、以下のとおり試算。

①年間発電電力量：（５００万ｋＷ×２０％＋９０万ｋＷ×１２％）×８７６０時間＝９７億ｋＷｈ
②年経費：１兆１７００億円×８％＝９３６億円
③ｋＷｈ単価：９３６億円÷９７億ｋＷｈ≒１０円／ｋＷｈ程度。なお、我が国の平成２１年度の

総発電量は約９０７０億ｋＷｈであり、全体で負担する場合は０．１円／ｋＷｈ程度となる。

【北海道電力・東北電力からの送電イメージ】

②地域間連系線等のインフラ強化

課題１．立地制約の克服③（風力発電連系可能量拡大のためのオプション）
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 再生可能エネルギーによって発電される電力のうち、過剰に供給される余剰分を蓄電池を用いて成形し、連系線を利用す
ることで、再エネの連系可能量の拡大が可能。仮に６時間分の蓄電が可能な蓄電池の設置を考えると、 １００万ｋＷの再エ

ネの導入拡大のためには、約２４００億円（ＮＡＳ電池：約４万円／ｋＷｈ）。

 平成25年７月に補助事業者の採択を行い、以下２事業を実施。本実証事業の成果を踏まえ大型蓄電池を系統運用の現場
に投入することで、再生可能エネルギーの導入拡大に資すると考えられる。

セルスタック

電解液タンク

事業者 電池の種類 電池の規模 設置場所

北海道電力＋住友電気
工業（共同申請）

レドックスフロー電池 ６万kWh 南早来変電所

東北電力 リチウムイオン電池 ２万kWh 西仙台変電所

大型蓄電池の制御技術の概要（北海道） 北海道の変電所に設置する大型蓄電池イメージ

課題１．立地制約の克服④（風力発電連系可能量拡大のためのオプション）

③大型蓄電池を活用した再生可能エネルギー連系可能量拡大
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 平成24年10月より、環境影響評価法の対象事業に風力発電所の設置等の事業が位置付けられた。その結果、７，５００kW以
上（※）の風力発電所の設置については、環境アセスメントの手続きに３～４年程度を要することとなった。

 ３～４年程度を要する環境アセスメントの手続期間の半減を実現するためには、国や自治体の審査期間を短縮するだけでな
く、環境アセスメントの手続における環境影響調査を前倒し、他のプロセスと同時並行で進めること（前倒環境調査）が必要。

 経済産業省では環境省と連携し、前倒環境調査を行う上での課題の特定・解決を図るための実証事業を、平成２６年度から
集中的に実施（平成26年度政府予算20億円）。前倒環境調査の実施にあたっての課題や対応の方向性について、アセス制
度や発電事業の有識者、関係団体、関係省庁等による研究会を実施、検討の成果を取りまとめる。

 得られた成果を元に、アセス手続期間の短縮化に資する前倒環境調査のルール化を目指す。

 他方、導入の更なるスピードアップや案件形成の拡大を図るためには、風力や地熱アセスメント事例を積み重ねつつ、海外
の例なども参考にし、効率的かつ効果的な環境アセスメントについて検討を行う必要はないか。

【前倒環境調査のイメージ】

課題２．導入の加速化に向けた取組（環境アセスメントの迅速化）

※７，５００ｋW～１０，０００ｋWについては、個別にアセスの実施について判断。
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国 アセス対象となる風力発電の規模要件

英国 5万kW以上の陸上風力

ドイツ 高さ50mを超え、かつ20基以上

デンマーク 4基以上又は高さ80m超え

フランス 高さ50m以上の風車が1基以上の場合
高さ12m以上50m未満の風車が1基以上含まれており、
かつ総出力が2万kW以上の場合

スペイン 50基以上又は既存風力発電施設から2km圏内

米国 5万kW超え

中国 5万kW以上かつ環境敏感区

韓国 10万kW以上

日本 第1種事業 1万kW以上
第2種事業 7,500kW～1万kW

【各国のアセス対象となる風力発電設備の規模要件】



課題３．洋上風力の推進②（各段階の課題）

洋上風力発電の諸課題

事前調査段階
 洋上の占有に係る利害関係者（漁業や航

行関係者等）との調整
 各種手続き（環境アセスメント等）

設計段階から設置段階
 大型洋上風車や基礎の製作・施工におけ

る港湾インフラや船舶、重機の利用限界

設置段階
 完工保証、遅延リスク

設置段階から運転保守段階
 保険、金融

運転保守段階
 ウェイク影響、保守点検（メンテナンス船

の確保等）

建替えや撤去段階

 設置場所等に応じて、①関係者の理解が既に得られているケース、②関係者と協
議が必要なケース、③補償が必要となるケース、④関係者が多く、調整がつかない
ケース等が想定される。

 現状では、設置船の数が限られているため、欧州から作業船を曳航する、または
新たに所有者になるなど、設置船を新たに調達することが必要。

 一般的に我が国の港湾は、洋上風車の製作・施工を行うための地耐力が十分では
ないため、港湾の整備が必要となるケースが想定される。

 我が国では、洋上風力を手がけた実績のある事業者が限られているため、完工保
証の問題で工事発注に至らないケースや、気象海象条件により完成が遅延するリ
スクがある。

洋上風力は、専門家の見解や、事業検討段階の企業へのヒアリングによると、事前調査段階から建替えや撤去段階に至る
各段階に、課題（リスク）が存在する点が確認された。

【具体的な洋上風力のリスク】

 設置や運転保守の段階の各種リスクに応じて、財物保険、利益保険、賠償責任保
険等が存在し、付保条件や保険会社によって、金額が大きく増減する。

 大規模洋上ウインドファームでは、風上風車のウェイク（後流）の影響による風下風
車の発電量の低下を見越した、高度なオペレーションが求められる。

 現状では、メンテナンス船の数が限られているため、欧州から作業船を曳航する、
または新たに所有者になるなど、メンテナンス船を新たに調達することが必要。

 撤去の際に、完全に基礎構造から撤去するのか、基礎部分は残すのかにより、撤
去費の金額が増減する。
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課題４．低コスト化に向けた取組①（陸上風力の低コスト化）

 海外では風車需給の逼迫等により一時的な資本費の増加も見られるものの、直近では資本費・運転維持費と
も低下傾向。日本でも、徹底した低コスト化を図り、将来の自立した導入に向けた道筋を描くべきではないか。

 これまでも、部品やメンテナンスの低コスト化に向けた技術開発を推進している。加えて、発電コストの低減に
は設備利用率の向上も重要であり、設備利用率が10%向上した場合、3割強の低コスト化が見込まれるとの試
算結果が得られた。

 他方、米国やロシアなど、広大な土地を有する米国やロシアと比較し、立地制約のある我が国においては一定
の制約があることに留意する必要がある。

低コスト化に向けた取組

陸上風車の設備利用率 20% 23% 25% 28% 30%
発電コスト（円/kWh） 14.9 12.9 11.9 10.6 9.9
（算出方法）2011年コスト等検証委員会でのコスト試算を活用

　　　　　　　出力規模：２万kW、建設費３０万円/kW、稼働年数20年

設備利用率向上による低コスト化の試算

【発電コストの国際比較】

【米国の風力発電の資本費の推移】

千円
/kW

32.7万円

【日本の風力発電の資本費の推移】

日本は、23年度コスト等検証委員会報告書の2010年のモデルプラントより。他国は、
OECD: “Projected Costs of Generating Electricity 2010 Edition”の割引率5%より。

モデルプラントの諸元に合わせ１ドル=85.74（2010年平均）で換算

日本 ドイツ 米国 フラン
ス

中国 ロシア

想定規模
(MW) 20 3 150 45 50 100

資本費
(万円/kW) 20～35 16.6 16.9 16.4 13.2 16.3

運転維持費
(円/kWh) 2.6～4.6 3.1 0.7 1.8 1.7 1.3

設備利用率 20% 23% 41% 27% 27% 32%

【陸上風力のコスト構成】



ジャケット式
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課題４．低コスト化に向けた取組②（洋上風力の低コスト化）

 中長期的には、陸上風力の導入可能な適地が限定的な我が国において、洋上風力発電の導入拡大は不可
欠である。欧州は、遠浅の海域における着床式の洋上風力発電所の大規模開発で先行。我が国でも主に港
湾区域において、民間ベースでの取組が進められつつある。他方で、我が国は遠浅の海域が少ないため、着
床式に加え、浮体式洋上風力の実証事業に取り組んでいるところ。

 洋上風力については、今後風車の大型化や設備利用率の向上が期待されるが、建設やメンテナンスでは陸上
よりも多くの費用に要することから、コスト面の競争力強化が課題であり、初期の導入の中心を担うと考えられる
構造（モノパイル式）でも、kW当たり陸上風力の約２倍の費用を要し、今後どのようにコスト低減を図っていくの
か。また、洋上風況マップ、作業船等の環境整備や港湾のインフラの活用についてどのように考えるか。

【風力発電設備の大型化】

陸上風力

洋上風力

（モノパイル式：対応
水深浅い・多数商用

化実績あり）

洋上風力

（重力式・ジャケット式：対
応水深深い・実証化段

階）

資本費（万円/kW） 30 54～59※1 75、79※1

運転維持費（万円/kW/年） 0.6 1.5～3.0※1 2.1、2.3※1

設備利用率 20% 30%程度以上※2 35%程度以上※2、3

【洋上風力と陸上風力の比較】

※1 ヒアリング・実現可能性調査の値。
※2 洋上風力発電事業を行うにあたっては、事

前調査から撤去段階まで、陸上風力とは異
なるリスクが存在するが、設備利用率30%以
上を目指すべきことは、専門家の間で合意
された。

※3 より好風況な沖合であるため、モノパイル式
より高い値となることが見込まれる。

（出典）調達価格等算定委員会資料

水深0～30m
モノパイル式

水深0～40m
重力式

水深0～50m



課題５．発電事業の長期安定化（適切な更新投資・リパワリングの推進）

 風力発電の本来持つ低コストの特長や良い立地条件を活かすためには、まずは大規模案件の固定価格買取
制度の買取期間の終期到来後も着実に事業継続していくことが重要。このため、メンテナンスのみならず建替
えを含めた事業継続のための資金確保や環境アセスメントでの手当てが必要。

 国内の風力発電所約500か所のうち、自治体が中心となって設置した１基のみのものが半数以上、合計5基以

下の小さなウィンドファームが約８割。今後数年で設備稼働年数を終えていく小規模な風力発電所は、導入当
初に特に風況が良い地域に立地したものも少なくないため、例えば、第三者を含め事業継続が可能な者が、
事業性を見極め選別した上で、リパワリングを行い、継続的に一括管理する方法も考えられるのではないか。

 太陽光発電についても、事業者が買取期間終了後にも発電事業を継続していくためには、必要な更新投資・
リパワリングを順次行うことが必要だが、資金調達、低コスト化等どのような仕組みが考えられるか。

【１事業者当たりの風車設置基数の推移】 【風力関連サービス事業者の取組例】

（株）北拓は、様々な風車メーカー、部品サプライヤーに対応したメンテナンスを実施。自社で
風力発電所を所有し、技術者のスキル向上や新部品の実証にも取り組んでいる。今後、こう
した技術を活かし、リパワリングへの取組を拡大することが見込まれる。

（出典）北拓資料を基に資源エネルギー庁作成46



再生可能エネルギーの導入拡大と電源別の課題
I. 太陽光
II. 風力
III. 地熱
IV. 水力
V. バイオマス



国名
地熱資源量

（万ｋＷ）
地熱発電設備容

量（万ｋＷ）

アメリカ合衆国 ３，０００ ３０９

インドネシア ２，７７９ １１９

日本 ２，３４７ ５２
（２０１４年ベース）

ケニア ７００ １６

フィリピン ６００ １９０

メキシコ ６００ ９５

アイスランド ５８０ ５７

ニュージーランド ３６５ ６２

イタリア ３２７ ８４

ペルー ３００ ０

 地熱発電は安定的で低廉なベースロード電源であり、約５２万kW（３６億kWh相当）の設備が導入

されている。

 地熱資源量は世界第３位の２，３４７万ｋWであるが、その設備容量は世界第８位に留まっており、

十分に資源量を活かしきれていない。

＜出典＞ＪＩＣＡ作成資料（平成２２年）及び産業総合技術研究
所作成資料（平成２０年）等より抜粋して作成

【主要国における地熱資源量及び地熱発電設備容量】

１．地熱発電のこれまでの導入量

48発電量（ｋＷｈ）については、設備利用率80％を用いて機械的に試算した。



① 所在地 ④ 発電部門

② 発電所名 ⑤ 蒸気部門

③ 認可出力（kW） ⑥ 運転開始

【凡例】

① 秋田県鹿角市 ④ 東北電力（株）

② 澄川地熱発電所 ⑤ 三菱マテリアル（株）

③ 50,000 ⑥ 1995.3

① 北海道森町 ④
北海道電力（株）

② 森発電所 ⑤

③ 25,000 ⑥ 1982.11

① 秋田県鹿角市 ④
三菱マテリアル（株）

② 大沼地熱発電所 ⑤

③ 9,500 ⑥ 1974.6

① 秋田県湯沢市 ④ 東北電力（株）

② 上の岱地熱発電所 ⑤ 東北水力地熱（株）

③ 28,800 ⑥ 1994.3

① 宮城県大崎市 ④
電源開発（株）

② 鬼首地熱発電所 ⑤

③ 15,000 ⑥ 1975.3

① 岩手県雫石町 ④ 東北電力（株）

② 葛根田Ⅰ 葛根田Ⅱ ⑤ 東北水力地熱（株）

③ 50,000 30,000 ⑥ 1978.10 1996.3

① 福島県柳津町 ④ 東北電力（株）

② 柳津西山地熱発電所 ⑤ 奥会津地熱（株）

③ 65,000 ⑥ 1995.5

① 東京都八丈島 ④
東京電力（株）

② 八丈島地熱発電所 ⑤

③ 3,300 ⑥ 1999.8

① 岩手県八幡平市 ④
東北水力地熱（株）

② 松川地熱発電所 ⑤

③ 23,500 ⑥ 1966.10

① 大分県九重町 ④
九州電力（株）

② 大岳発電所 ⑤

③ 12,500 ⑥ 1967.8

① 大分県別府市 ④
（株）杉乃井ホテル

② 杉乃井地熱発電所 ⑤

③ 1,900 ⑥ 1981.3

① 大分県九重町 ④ 九州電力（株）

② 滝上発電所 ⑤ 出光大分地熱（株）

③ 27,500 ⑥ 1996.11

① 大分県九重町 ④
九州電力（株）

② 八丁原Ⅰ 八丁原Ⅱ ⑤

③ 55,000 55,000 ⑥ 1977.6 1990.6

① 大分県九重町 ④
（合）九重観光ホテル

② 九重地熱発電所 ⑤

③ 990 ⑥ 2000.12

① 鹿児島県霧島市 ④
大和紡観光（株）

② 霧島国際ホテル ⑤

③ 100 ⑥ 2006.8

① 鹿児島県指宿市 ④
九州電力（株）

② 山川発電所 ⑤

③ 30,000 ⑥ 1995.3

：第１種特別地域

：第２・３種特別地域

：普通地域

：国立・国定公園外

※２，０００ｋｗのバイナリー発電を2006.4より運転開始

※昭和４７年の通知（環境省と通産省の了解事項）により、国立・国定公園内の地熱発電の開発は、当面、大沼、松川、鬼首、八丁原、大岳及び葛根田の計６地点のみに
することとされていた。 （６地点は、通知が発出された当時、既存や開発進捗中であった案件。）

※また、平成６年の通知（環境省）により、国立・国定公園の普通地域内の開発については個別に調整することとされていた。

① 鹿児島県霧島市 ④ 九州電力（株）

② 大霧発電所 ⑤ 日鉄鉱業（株）

③ 30,000 ⑥ 1996.11

：150度以上の地熱
貯留層の分布

（参考）ＦＩＴ創設（H24.7）前に稼働した地熱発電所（17カ所、合計出力約52万ｋW）
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① 所在地 ④ 発電部門

② 発電所名 ⑤ 蒸気部門

③ 認定出力（kW） ⑥ 運転開始

【凡例】

① 大分県別府市 ④
（株）瀬戸内自然

エナジー
②

瀬戸内自然
エナジー発電所 ⑤

③ 48 ⑥ 2013.1

：第１種特別地域

：第２・３種特別地域

：普通地域

：国立・国定公園外

① 大分県別府市 ④
西日本地熱発電

（株）
②

五湯苑地熱
発電所 ⑤

③ 92 ⑥ 2014.1

① 熊本県小国町 ④
合同会社小国まつや

発電所
②

小国まつや
発電所 ⑤

③ 50 ⑥ 2014.4

① 長野県高山村 ④
七味温泉

ホテル（株）
②

七味温泉ホテル渓山亭
バイナリー発電所 ⑤

③ 20 ⑥ 2014.4

平成２７年２月時点

① 兵庫県新温泉町 ④

新温泉町

②

湯村温泉観光交流セン
ター薬師湯 温泉バイナ

リー発電所 ⑤

③ 40 ⑥ 2014.4

【自家消費型】

① 大分県別府市 ④ 地熱ワールド
工業（株）② 亀の井発電所 ⑤

③ 11 ⑥ 2014.11

① 大分県別府市 ④

（株）コスモテック

②
コスモテック別府
バイナリー発電所 ⑤

③ 500 ⑥ 2014.11

① 大分県別府市 ④
日本地熱興業（株）

② タタラ第一発電所 ⑤

③ 49 ⑥ 2014.7

① 鹿児島県指宿市 ④
（株）メディポリス

エナジー
②

メディポリス指宿
発電所 ⑤

③ 1,410 ⑥ 2015.2

：150度以上の地熱貯
留層の分布

（参考）ＦＩＴ創設（H24.7）後に稼働した地熱発電所（９カ所、合計出力約２，６１０ｋW）
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探査（調査井掘削等）
生産井・還元井掘削 発電設備設置地

元
調
整
中

地表調査・掘削調査 環境アセスメント

小安
（秋田県湯沢市）

木地山・下の岱

（秋田県湯沢市）

安比
（岩手県八幡平市）

松尾八幡平
（岩手県八幡平市）

豊羽
（北海道札幌市）

阿女鱒岳
（北海道赤井川村他）

武佐岳
（北海道標津町）

山葵沢
（秋田県湯沢市）

吾妻・安達太良
地域

（福島県福島市他）

平治岳
（大分県九重町他）

フレベツ
（北海道釧路市）

白水越
（鹿児島県霧島市）

（一定規模以上で必須）

※環境アセス不要

ひいじだけしらみずごえ

きじやま・したのたい とよは

まつおはちまんたい

あめますだけ

むさだけ

おやす

あっぴ

わさびざわ

ﾄﾑﾗｳｼ周辺
（北海道新得町）

奥尻
（北海道奥尻町）

菅原
（大分県九重町）

上川
（北海道上川町）

※環境アセス不要※環境アセス不要

磐梯地域
（福島県磐梯町

他）

事
業
化
判
断

土湯
（福島県福島市）

※環境アセス不要

南茅部
（北海道函館市）

開発地域名称

（場所）

凡例：

開発地域名称
（場所）

国立・国定公園案件
（第２・３種地域内）

第２・３種地域外案件
（普通地域含む）

八甲田
（青森県青森市）

※環境アセス不要

※環境アセス不要

小国
（熊本県小国市）

※環境アセス不要

下風呂
（青森県風間裏村）

しもふろ

※環境アセス不要

みなみかやべ

想定 大出力 想定 大出力想定 大出力

その他２７件その他１０件

約５６万ｋW 約３０万ｋW 約７万ｋW

その他１８件

約２年 約３～４年 約３～４年約３年

 大規模地熱発電の開発には、初期の調査から発電所建設まで１０年を超える期間を要するため、２０３０年の導入量を見通す

にあたっては、現在開発中の案件を把握することが必要。

 現在、地元調整、調査・探査、開発中である案件の想定 高出力は中・小規模案件も含めて合計約９３万ｋW。

【主な開発案件】

滝上
（大分県九重町）

※環境アセス不要

２．現在開発中の案件
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探査（調査井掘削等） 生産井・還元井掘削 発電設備設置

○重力探査等
を実施し、地
下の構造を
把握。

○環境影響評価

を踏まえ、ﾊﾟｲﾌﾟ
ﾗｲﾝ等の設備設
置や発電所を建設。

○小口径の調査井を
掘削し、蒸気の噴出
量等を確認し、持続
的な発
電の可
能性を
評価。

○大口径の坑井
を掘削し発電に
供する蒸気を回収。

環
境
ア
セ
ス
の
実
施

事
業
化
判
断

地
元
理
解

○実際に井戸
を掘り、地下
の詳細構造
を把握。

地表調査 掘削調査

＜予算上の支援措置＞

③出資（産投） ③債務保証（産投）②地熱資源開発補助事業

初期投資コスト負担の
軽減措置

地下の熱源の状態を
詳細に把握するため、
実際に蒸気を噴気させ
る井戸を掘削等するた

めの費用を出資

発電に必要な井戸を掘削する
ための費用や発電設備設置費

用等を債務保証

①地熱理解促進事業

地熱利用
に資する
事業等を
支援し、
地域の理
解を促進

＜調査＞ ＜探査＞ ＜開発＞ ＜生産＞

④技術開発

⑤アセス
迅速化

４年程度か
かるアセス
をおおむ
ね半減す
るための
実証事業

約２年 約３～４年 約３～４年約３年

（参考）地熱開発の開発フローと支援措置

予算
２８億円

（２８億円）
予算８０億円（６５億円）

予算９億円（８億円）

予算３０億円（２９億円）

予算７１億円（７２億円）予算
２０億円

（２０億円）

52



３．自然公園内における円滑な開発

・環境省通知（平成24年3月）によって、第2・3種地域に
おける開発が可能となったが、当該地域内における
建築物（タービン建屋など）の高さを原則13ｍ以下と
するよう自然公園法にて規定されている。

・このため、 新の技術を駆使しても、13ｍ以下に高さ
を収めるためには、出力1.5万ｋW用以下のタービンサ
イズとなり、事実上出力が制限されている状況。

・なお、同施行規則では、特定の場合には13ｍを超え
ることも例外的に認められているため、例外適用とさ
れる優良事例の形成に取組。

２．空中物理探査の円滑な実施 【大規模発電所の優良事例】

＜タービン建屋の高さと発電規模
の関係＞

１３．０ｍ・・・ 大１．５万ｋWまで

１５．７ｍ・・・ 大３．０万ｋWまで

１９．０ｍ・・・ 大１２．０万ｋWまで

１．地元理解の促進

・地熱開発は、温泉枯渇や環境影響等の懸念から、
地域住民からの反対により調査にも着手できない地
点が複数存在する。

・このため、温泉と地熱との関係を丁寧に説明すると
ともに、地域にメリットのある開発を行うことが重要
であることから、発電後の熱水（約90℃）をハウス栽
培用の熱源や、地域に温泉として供給するなど、熱
を地域活性化に活用する取組などを予算支援する。
（平成27年度予算案28億円、平成26年度予算28億円）

【既設発電所（５万ｋW）における平均高さ】
○タービン建屋高さの平均は２３．５ｍ

○冷却塔高さの平均は２０．１ｍ

・平成25年度にＪＯＧＭＥＣにて国内で初めて導入さ
れた、ヘリコプターを活用した空中物理探査を、今後
は、国立・国定公園内等を始めとした地熱調査が行
われていない地域を中心に実施して、有望エリアを
絞り込み、その活用策を検討する。

・なお、調査の実施にあたっては、森林部に生息する

イヌワシやクマタカなどの稀少猛禽類などの繁殖等

に配慮しつつ、円滑に行う。

2号機
18.7ｍ

1号機
17.7ｍ

22.0ｍ

冷却塔：建築物にあた
らないため規制対象外

タービン建屋：
規制対象

八丁原地熱発電所（国立・国定公園内）
※公園内に立地する大規模優良事例発電所

 大規模開発を促進するためには、①地域住民の理解醸成や②環境規制などの課題が存在し、

政府一体となった対応が必要。

【参考】地熱発電の導入見通し（大規模開発を促進するための主な課題①）
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○北海道森町では、従来から温泉熱を利用したハウス栽培

が実施されていたが、地熱発電所の立地（１９８２年１１

月）に伴い、地下還元熱水の一部を真水と熱交換し、温

水を近隣のビニールハウスへの無償供給を実施。

○トマトやキュウリの通年栽培を実施しており、今ではトマト

は森町の基幹作物の一つとなっている。

※平成２５年地熱利用ハウスのトマト生産量６７９トン（２億７千８００万円）、

キュウリ生産量１２２トン（４千４００万円）（ＪＡ森支店取扱資料より）

トマトの育成状況森地熱発電所（出力：25,000ｋW）

大規模発電所からの熱水供給事例
森発電所（北海道電力（株）、北海道森町）

地元理解促進予算の活用事例
小規模バイナリー発電

（湯布院フォレストエナジー（株）、大分県湯布市）

○大分県湯布院奥江地区は、農業、林業を中心とした人

口17名、高齢化率100％に近い典型的な限界集落で

あり、冬季は－10度まで気温が下がり、暖房設備なし

に通年での農業を行うことが難しい地域。

○当地区の既存温泉井戸を活用して、バイナリー発電

（94.7ｋW）を行い※、その２次熱水を活用した暖房付農

業ハウスを整備し、通年で生キクラゲを栽培。

（ハウス整備に平成25年度地元理解促進予算を活用）

○当該取組により、以下の成果が期待される。

 農産物出荷等による地元雇用（3～4名程度）

 視察・見学者による交流人口の増加（これまで100名受入）

 地元産農産物利用による「湯布院温泉奥江産生キクラゲ」のブ

ランド化

キクラゲ栽培状況暖房付き農業ハウス

※発電事業は、九電から今年２月に系統接続の回答がされる予定であり、早け
れば３月中にも運転が開始される見込み。

【参考】地熱発電所からの熱水を活用した地域活性化事例

54



１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

建設

「重点開発検討
地域」の選定

掘削調査 地熱探査地表調査

・発電所を設置・運営

する事業者を選定

・特区設定地
元
調
整

環境アセス

注）下記スキームは、冬期に降雪がない地域を想定（九州地域など）

１．目的

１区域１０万ｋW級（区域内に数カ所の発電所を想定）の大規模開発を全国的に進めるため、当該開発が可能な区域を設定して、

再生可能エネルギー等関係閣僚会議などのもと、関係省庁が緊密に連携し、地域と一体となって推進していく。

２．プロセス

（１）新たな地熱開発地域を選定するため、国による空中物理探査を２年程度で集中的に実施する。

（２）空中物理探査の解析結果を踏まえて、地域の合意形成の可能性や自然環境にも配慮しつつ、有望な地域の絞り込みを行

い、政府として「重点開発検討地域」に位置づける。

（３）重点開発検討地域について、関係省庁及び自治体主導で地元調整等を実施し、開発に対する理解を得る。その後、開発

事業者による詳細な地熱資源量等の調査を行い、発電所設置の可能性を検討する。

（４）発電所設置の可能性が確認されたエリアを「重点開発地区」として、円滑に発電所が設置されることを目的とした「特区」とし

て設定し、予算等の集中的な支援や必要に応じた規制の緩和を行う。

【開発スケジュール案】

 低廉で安定したベースロード電源である地熱発電を 大限導入していくためには、１区域あたり１０万ｋW級（区域内に数カ所

の発電所を想定）の大規模開発を国を挙げて支援していくことが必要。

 関係省庁、自治体及び開発事業者等が緊密に連携し、地域と一体となり、地域にメリットのある開発を推進していく。

再エネ
閣僚会

議

再エネ
閣僚会

議

空中
物理
探査

４．更なる導入拡大のための取組
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再生可能エネルギーの導入拡大と電源別の課題
I. 太陽光
II. 風力
III. 地熱
IV. 水力
V. バイオマス
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大規模地点は既に開発済みであり、今後は中小規模地点の開発が中心となる。国産エネルギー、出力の安
定した電源の確保という面から、引き続き開発を進めていく。

＜河川における包蔵水力＞

中小水力発電の開発の現状

02004006008001,000

100,000kW以上

50,000kW～
100,000kW

30,000kW～
50,000kW

10,000kW～
30,000kW

5,000kW～
10,000kW

3,000kW～
5,000kW

1,000kW～
3,000kW

1,000kW未満

0 500 1000 1500 2000

大規模は既に多くが開発済

未開発のポテンシャルは
３万ｋＷ未満の中小水力が中心

■未開発
■工事中
■既開発

出力ベース 地点ベース

出典：資源エネルギー庁「包蔵水力調査」（平成２５年３月末時点）

3万kW以上
大規模水力

3万kW未満
中小水力

[万kW] [箇所]
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高難易度

低難易度

高経済性

未開発有望地点
16万kW

＜中小水力の未開発地点の開発ポテンシャル＞

低経済性

（出典）経済産業省 平成２５年度中小水力開発促進指導事業基礎調査（未開発地点開発可能性調査）報告書

中小水力発電の未開発地点の現状
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経済性レベルは、IRR：自己資本内部収益
率(株主が投資リスクが同等の他の投資案
件と比べて収益性・投資利回りが高いかど
うかを評価し、投資の是非を判断するため
の指標）で評価しており、レベル３は7%
以上、レベル２は3%以上、レベル１は
0%以上で、レベル０は0%より小さいと
設定。

開発難易度ランクは、自然公園法や野生生
物保護法などの法規制、既得水利権との調
整や漁協、地元との調整等を勘案し、障害
が特にない地点～障害の解決が極めて困難
な地点を４つに区分した。

ポ
テ

ン
シ

ャ
ル

量
（
出

力
M

W
)

開発可能地点
144万kW

中小水力の未開発地点の多くは、奥地化や小規模化等により経済性が低い、または自然・社会環境への影響
が大きく、開発難易度が高いのが実態。

有望な未開発地点の発電出力は16万kW（IRR3%以上の経済性を有し、自然・社会環境上、開発が可能と判断
される地点）。自然・社会環境への影響の大きい高難易度の地点を進めるには障害が大きく、今後、さらに水力
発電量を拡大していくとすれば、経済性の低い地点への展開が重要となり、開発コストが課題となる。



中小水力発電所の建設にあたっては、同規模の開発であっても発電所の設置場所毎に条件が大きく異なる。
特に奥地の開発においては、導水路やトンネルなどの土木設備の延長が長く、作業環境も悪いため、建設コ
ストが増加。

流れ込み式
（奥地でない場合）

流れ込み式
（奥地の場合）

未利用落差

ポテンシャル 小 大 中

経済性 中 低 高

自然・社会環境上の困難度 個別地点の状況による

導水路工事 短 長 なし

200kW
モデルケース
（コスト比率）

土木設備 3.0億円（58%） 8.0億円（78%） 0.5億円（19%）

発電設備 2.2億円（42%） 2.2億円（22%） 2.2億円（81%）

計 5.2億円 10.2億円 2.7億円

kW単価 260万円/kW 501万円/kW 135万円/kW

開発コストの類型ごとの比較
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１年～数年 数ヶ月 1年程度

接続
契約

設備
認定

機
械
設
備
設
置

流
量
調
査

土
木
設
備
着
工

融資決定

概
要
設
計

事前協議
（地主、地元住民、

各種規制、他）

詳細設計（土木）

詳細設計
（機械）

土
木
設
備
発
注

事
業
化

終
決
定

運
転
開
始機械設備発注

各法手続

数年～十年の流量調査が必要

（農業用水等で流量が安定的な
場合、１年～数年）

事
業
化
検
討
開
始

地元調整・水利調整（農業、漁業ほ
か）・各種規制の知識が必要

事業者に資金力がない場合、融資が受けられない。
また、短期回収などの難易度の高い事業計画が必要。

奥地化、小規模化による
コスト増

流れ込み
式等

農業用水等

中小水力発電では流量変化が事業採算性に直結する。事業リスクの低減や越流対策など安全性確保のため
に長期間の流量調査が必要（例えば、水利使用許可申請時に概ね１０年間程度の流量データを提出）。
また、水の利用にあたっての地元調整により案件形成に時間が掛かっているため、経済性の高い地点の開発

が進まないケースも。
水力発電は、高いイニシャルコストを長い事業期間で回収することが必要であるため、そのリスクを許容できる

事業者や金融機関が少ない。

中小水力の開発フローと課題

数年～10年 数ヶ月～数年 数ヶ月 数年

数ヶ月～数年
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課題１．中小水力発電に係る情報・技術の共有

 中小水力については、河川流況の調査に費用と時間を要することが、一つの参入障壁となってい
る。従って、全国の有望地点の箇所データや河川流況データの整備・共有等による導入促進も考
えられるのではないか。

 また、地域が主体となった導入促進に当たっては、人材の育成や、ノウハウを広く共有する仕組
みを構築することも考えられる。

栃木県における事例 長野県における取組事例

・事業化を検討する際に必要となる河川流量や法規制区域
等の基礎データを提供
・国や東京電力等から提供を受けたデータも併せて掲載

・栃木県の調査により県内の小水力発電の有望地点を抽出。

・有望地点における事業者を公募し、事業化に際し、認可手
続、地域の合意形成、関係機関との協議等を県がサポート

○河川活用発電サポート事業

○とちぎ小水力発電！基礎データマップ

・県内外の先進的
な自然エネルギー
事業に携わる専門
家や有識者等の人
材バンクと、関係法
令等の情報データ
ベース

○自然エネルギー人材バンク＆情報データベース

・地域密着型かつ持続可能なものとするため、事業採
算性を鑑みた企画立案を支援する「小水力発電導入の
手引き」を作成。

○地域密着型小水力発電事業の推進

・県内の住民や集落、NPO等、地域の事業主体が取り
組む自然エネルギーを活用した発電を支援。

・発電設備が完成し、売電を開始した際には、県に収
入の一部を納付し地域に還元。

○自然エネルギー地域発電推進事業
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課題２．中小水力の導水路整備

 中小水力発電は中山間地域に立地されるものがほとんどであり、その立地条件により導水路延
長や運搬、工事費用などが大きく異なる。中小水力の新規開発を行う場合、導水路建設が必要に
なるケースも存在するが、こうした費用は、コストに占める割合が大きい上、立地条件によって大
幅に費用が異なるため、一律の価格である固定価格買取制度で対応するのには限界があるとも
考えられるが、どのような支援を行うことが考えられるか。

水力発電設備構成

取水設備（ダム・堰） 導水路・トンネル

水圧鉄管

発電機

立地条件により
規模や構造は様々

環境依存小

土木設備 電気設備

（例） 東京発電 里川発電所（７００ｋＷ） 導水路延長 ３０２６ｍ（うちトンネル２９３２ｍ）
東京発電 大鹿窪発電所（７７０ｋＷ） 導水路延長 ７０８ｍ（うちトンネル ２８３ｍ）



未利用落差の活用など、トータルの経済性は比較的高いものの、導入する発電設備のコストが高いもの
については、技術開発や実証の推進により、経済性を高める余地がある。

このため、小水力発電設備のコスト低減や効率化等に資する技術の開発・実証実験を支援し、低落差水
路での発電や高効率水車形状の解析及び新規製造手法の開発等を進めている。

低落差水路での発電
落差が低い水路で発電が可能な「らせん水車」の
実証実験
高効率水車の開発により、従来では経済性が低
く発電が行えなかった地点の活用を推進
（日本工営㈱、薩摩川内市・出力30kW）

高効率水車形状の解析
数値解析により高効率な水車形状をデザイン。
また、切削により水車を製造する手法によりコストを
削減。
（㈱関電工ほか３社・出力１６０ｋW）

課題３．発電設備の低コスト化

63

＜小水力発電導入促進モデル事業による技術開発や実証の事例＞（平成２６年度予算：9億円）



再生可能エネルギーの導入拡大と電源別の課題

I. 太陽光
II. 風力
III. 地熱
IV. 水力
V. バイオマス
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 バイオマス発電は、設備認定を受けたが運転開始に至ってないものも合わせると、約３６０万ｋＷに達している
状況。

 他方、導入量の内訳をみると、一般木材・リサイクル材と一般廃棄物がその大半を占めている。他方、未利用
木材とメタン発酵ガスはその潜在量が生かされておらず、今後、地域活性化を進める観点においても、これら
を推進していくことが重要。

 また、一般廃棄物については、未利用木材とメタン発酵ガスと同様、地域活性化の観点から、引き続き重要。

【２０１４年８月末時点における導入状況（運転開始済＋設備認定のみ）】

運転開始済 設備認定のみ

ＦＩＴ導入前 ＦＩＴ導入後 ＦＩＴ導入後

バイオマス 約２３０万ｋＷ 約９万ｋＷ 約１２０万ｋＷ

【バイオマス燃料ごとの内訳】

運転開始済 設備認定のみ 合計

メタン発酵ガス ０．８％ ０．３％ １．１％

未利用木材
（間伐材由来）

１．６％ ８．６％ １０．２％

一般木材
（ＰＫＳ，輸入材）、
リサイクル材

（建設資材廃棄物）

２５．９％ ２３．０％ ４８．９％

一般廃棄物
（可燃ごみ）

３６．５％ ３．４％ ３９．９％

バイオマス発電の導入状況
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【バイオマス累積導入量＆新規導入量（前年比）】
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 従来は森林に残置されてきた林地残材等の木質バイオマスを燃料として利用することにより、新たに未利
用材に価値が生まれることを通じて雇用や所得機会が創出され、地域及び林業の活性化、ひいては森林
の整備・保全にもつながる。

 木質バイオマス発電は、長期にわたり安定的な木材の需要先となりうるものであり、製材用や合板用等を
含めた木材需要全体の拡大を通じて、木材の安定供給体制の構築の推進にもつながる。

 例えば、モデルケースの５，０００ｋＷの木質バイオマス発電では、発電所の運営に１０人以上、未利用材の
収集・運搬、加工等の周辺事業を含めると５０人以上の雇用創出効果がある。

【木質バイオマス発電までのプロセス】

【木材収集段階】

木材を安定的に供給できる
よう、森林施業の低コスト化
が重要

【燃料の生産・加工段階】

需要者のニーズに応えられるよ
う、品質・価格、量などの面で競
争力の向上が重要

【発電段階】

エネルギーを有効に活用しつつ、
安定的に電気を供給できる環境
整備が重要

（出典）木質バイオマスエネルギー利用推進協議会HP

木質バイオマス発電について
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 林内に残置されている未利用間伐材の国内賦存量は約２，０００万㎥／年と見込まれており、仮に、全量を発
電のみに利用した場合、１００万ｋＷの発電容量（※）を有する。

 他方、間伐材の活用（発電目的以外も含めて）は近年伸びてきているが、１２０万㎥程度に止まっている。

 設備認定済の木質バイオマス発電所の発電出力を比較すると、一般木材（ＰＫＳ、輸入木材等）やリサイクル材
を主な燃料としたものがほとんどであり、未利用木材の利用が進んでいない。

 なお、未利用木材を利用したバイオマス発電でも、安定供給確保等の観点から、未利用木材のみで発電を計
画・実施している案件は一部にとどまる。

【木質バイオマス賦存量と利用可能量】

【木質バイオマス利用量（間伐材等由来）】

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

31.5万㎥ 55万㎥ 71.7万㎥ 88.5万㎥ 121.1万㎥

出典：農林水産省「バイオマス活用基本計画」（平成22年）を基に作成。

利用

未利用

※１０万㎥／年＝５，０００ｋＷと仮定

出典：農林水産省「政策評価書」（平成25年）

95%

90%

ほとんど未利用

5%

10%

未利用間伐材等

（約2,000万m3）

製材工場等残材

（約850万m3）

建設発生木材

（約1,000万m3）

利用 未利用

未利⽤間伐材等
(約2,000万m3/年)

製材⼯場等残材
(約850万m3/年)

建設発⽣⽊材
(約1,000万ｍ3/年)

木質バイオマス発電の現状

【発電出力比較（未利用木材 vs  一般木材、リサイクル材）】
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500000
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未利用木材 一般木材等
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注１：混焼の場合、バイオマス割合を乗じている。

【未利用木材を利用するバイオマス発電における未利用木材の利用割合別比較】
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68%
11%

6%

9%
6%

木質バイオマス発電所の原価構成の例

燃料費

減価償却費

人件費

保守点検費

灰処理費

3,823円
34%

2,761円
25%

1,812円
16%

2,793円
25%

木質チップ製造コスト（ｔ当たり平均値）

原料搬出コスト

原料運搬コスト

チップ加工コスト

チップ運搬コスト

※丸太＋端材をフォワーダで搬出し、運材トラックでチップ工場まで運
搬し、チップ化後、発電所まで運搬した場合の平均値

※FIT認定を受け、現在稼働している木質バイオマス発電所（5,700kW）

原価構成の7割近くを燃料費が占めている。

 木質バイオマス発電所におけるコストでは、燃料費の占める割合が大きい。

 燃料費の内訳をみると、原料の搬出・運搬、チップの加工・運搬を含めたサプライチェーン全体のコストが高
くなっており、効率性を高めることが重要。

出典：木質バイオマスエネルギー利用推進協議会「発電・熱供給・熱電併給推進のための調査」

木質バイオマス発電の発電コスト
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 国内における木材の安定供給体制を確立するためには、集約化・路網整備等を通じた効率的な素材生産、
川上・川下連携による大ロット化や直送化等が不可欠。また、木質バイオマスのエネルギー利用など新たな
ニーズにも対応できるよう、サプライチェーンの構築が不可欠。

持続可能な森林経営

・施業集約化の推進
・路網整備の推進
・効率的な作業システムの導入
・人材の育成

川 上

○多様で健全な森林の整備

○効率的な木材生産

消費者

○品質・性能の優れた住宅

〇マイホームでの安らぎ（木の
温もりなど）

木材のサプライチェーンの構築

川中・川下

・大ロット化、直送化等
・乾燥材や集成材など

品質・性能の確かな製品

・新たな需要の創出
（CLT（※）、ｴﾈﾙｷﾞｰ利用など）

・木材利用の拡大連携強化

・需給情報の共有

・川上と川中・川下を
繋ぐ人材の育成

・安定供給協定の締
結

課題１．木材の安定供給体制の構築

69※ＣＬＴは板の層を各層で互いに直交するように積層接着した厚型パネルのことを指す。



間伐材の有効利用に向け
た作業システムの検証

木質バイオマス燃料とし
ての品質性能の分析等

既存チップ工場の拡充に加え、新設工場も今後稼働
する予定

真庭バイオマス発電事業推進
協議会

燃料部会 発電部会 推進部会

H24.8.29発足

真庭バイオマス発電株式会社 H25.2.4
設立

木質資源安定供給協議会 H25.3.22
発足

協定締結
真庭木材事
業協同組合

一般材
58,000ｔ

真 庭

バイオマス
発電（株）

10,000kw

木質燃料
148,000t

真庭地域

素材生産
業者
（8社）

森林組合
（1組合）
70,000ｔ

真庭地域内
チップ加工

（５社）

未利用材
90,000t

真庭地域
製材工場

（6社）
58,000t

原木

木質チップ木質チップ

協定締結

協定締結

真庭地域外
森林組合等

（2組合）
20,000ｔ

原木

協定締結

協定締結

木質チップ

真庭バイオマス発電株式会社への燃料供給計画

 岡山県内の素材生産業者、製材所等木材関連業者、発電事業者等が協定を結び、原料の安定供給体制を

構築。

 また、「木質資源安定供給協議会」が核となり、山側に利益が還元できる安定的で継続的な仕組みづく

り、施設整備及び未利用間伐材の燃料としての品質改善等に取り組んでいくこととしている。

（参考）真庭バイオマス発電（株）の取組（岡山県真庭市）
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 未利用木材を広域的に調達できる適地は限定されており、地域に賦存する資源量に合わせてバイオマス発電
を推進する場合、自治体をはじめ地域が主体となって、資源状況等を踏まえて取り組むことが重要。

 他方、利用できる未利用木材の資源量が少ない場合、発電コストが相対的に高い側面があり、地域のエネル
ギー需要に対応した、小規模型、熱電併給（コージェネ）型、自家消費型の推進、効率的な発電技術の開発や
技術者の育成等も合わせて、関係省庁が連携して取り組んでいくことが重要。

課題２．地域の実態に即したバイオマス発電の推進

【課題解決のための推進施策】

地域の特性や取組に応じた専門家等の現地派遣、相談窓口による問合せ対
応、小規模発電に関する研修会等の開催。

より低コストで効率の高い小規模発電技術、ガス化発電の安定稼働に影響を及
ぼすタールの効率的な除去方法等の開発。

地域に密着した
技術的な支援

熱電併給や
小規模発電技術の開発

未利用木材（２０００ｋＷ以上：３２円、２０００ｋＷ未満：４０円）の区分を設定して
支援。

固定価格買取制度による支援

「固定価格買取制度」を利用しない自家消費型の設備や熱利用設備に対して、
導入費用の一部を支援。

関連設備の導入
に対する支援
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＜概要＞
・ 事業実施主体：やまがたグリーンパワー（株）

（山形県村山市）
・ 発 電 設 備 ：木質バイオマス発電

発電出力 2,000kW
発電電力量 1,500万kWh/年

・ 燃 料：木質チップ（間伐材、伐採木、伐根、
さくらんぼの剪定枝等）
約２万トン/年

・ 建 設 費：約15億円
・ 運転開始時期：平成19年１月

＜特徴＞
・ １日60トンの地域の林業系バイオマス資源（間伐材、
伐採木、伐根、さくらんぼの剪定枝等）を原料としてガ
ス化発電を行い、得られた電気を売電。

・ 未利用の間伐材等を購入することにより、地域の森林
の維持・保全、林業経営の改善に寄与。

・ 発電の副産物として発生する木酢液は、無償で近隣の
農家に提供。

・ 平成23年７月からは、東日本大震災の被災地である宮
城県気仙沼市からの木質がれきも受け入れ。

発電施設の外観

チップ化した原料

発電機

（事例）未利用木材の積極的利用の例
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自治体と地元森林組合の業務に必要な
情報を個人情報に配慮した上で、共有化
→将来の木質バイオマスエネルギーの 安
定供給に資する資源量推計機能を 開発・
搭載

 バイオマス発電事業に参入する際、地域の資源量及び利用可能量の把握が重要。新規参入のリスクを低減
すべく、資源量情報の整備及び自治体によるサポート体制（相談窓口等）の整備が必要。

 また、発電事業者は計画を円滑に進めるためには、地域住民からの事前同意と系統接続等を考慮。

森林林業クラウド

森林情報データベース

自治体と地元森林組合が保有する森
林管理と森林資源の把握に必要な多
数の情報を電子化
→地理空間情報を付与し、森林林

業クラウドでの利用が可能

森林資源モニタリング

カメラを装着したＧＰＳ機能搭載のラ
ジコンヘリによる自治体全域の航空
撮影にて森林資源現況及び災害時
の風倒木被害を把握
→空撮後、森林林業クラウドを利

用し、情報を共有

森林現況把握基礎データ

航空写真を解析するシステムを開発
し、森林現況データを作成
→森林の樹木本数密度、平均樹

高、材積を推定し、森林林業クラ
ウドにて独自の森林現況データ
を共有

出典：『平成24年度補正予算ICT街づくり推進事業成果報告資料』をもとに作成

【森林情報の整備の例】

課題３．新規参入リスクの低減
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今後の検討課題

 木質バイオマス発電の燃料ともなる木材は、加工・流通構造が多様であるなど、地域型木質バイオマス発電
の一層の推進を行う際に、踏まえるべき事情は多岐にわたっている。

 このため、今後取組を進める際には、エネルギー政策の観点のみならず、木材をとりまく状況を含め、木質
バイオマス発電を取り巻く状況全体を把握した上で、関係省庁が一体となって推進のための方策を検討・実
施していく必要があるのではないか。

川
上

木材の加工・流通の構造（イメージ）

工務店、ハウスメーカー

プレカット工場製品市場

原木
市場

リ
レ

原木市場等

素材生産業者

チップ工場等
大規模工場地域中小工場

製材工場、合板工場、集成材工場等

バイオマス発電所

製紙業

輸入材

川
中

川
下

今後検討すべき課題

（１）燃料として利⽤可能な⽊材を安
定供給するための取組
・バイオマス発電に係るサプライ
チェーン・市場の実態分析

・林業の⽣産性の向上
・⽊材需要全体の拡⼤

（２）既存利⽤への影響を踏まえた適
切な利⽤
・バイオマス発電に係る広域的な
燃料流通実態把握
・バイオマス発電に係る⽊質資源
の中⻑期的な供給量の分析⼿法
の検討

（３）関係者の連携強化と成功事例の
検証

など
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【原料収集段階】

複数の者から原料を調達する場合、
効率的で安定的に調達できるよう、
地域の合意形成等が重要

【発電段階】

安定的に電気を供給できる環境
整備が重要

【副産物等の利用段階】

コスト低減のため、メタン発酵に
伴い発生する消化液や熱の安定
的な需要の確保が重要

 家畜排せつ物や下水汚泥、食品廃棄物等の水分含量が多く直接燃焼が困難な廃棄物をエネルギー利用
することで、処理コスト低減とともに、限りある資源を有効活用する循環型社会の形成につながる。

 特に家畜排せつ物を利用する場合、悪臭対策や水源の汚染防止等の効果があること、また、非採算性の
家畜排せつ物処理から収益が生まれることから、農業の健全な発展につながる。

 新規事業の参入により、雇用の創出など地域の活性化にもつながる。

【メタン発酵ガス発電までのプロセス】

メタン発酵ガス発電について
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 メタン発酵ガスの原料となる家畜廃棄物、食品廃棄物、下水汚泥の賦存量は豊富であるが、運転開始し
た案件の総発電出力は２万ｋＷ未満。

 発電コストの内訳をみると、減価償却費（設備費）が６割を超えており、高い初期コストに対応できるよう、
必ずしも酪農家等が単体で取り組むのではなく、地域ぐるみでの取組も重要。

【バイオマスの国内賦存量（年間）の全量を発電のみに利用した場合の発電容量】

（賦存量） 発電容量

家畜排泄物 8,400t １３９万ｋＷ

食品廃棄物 7,600t ６６万ｋＷ

下水汚泥 1,800t １７万ｋＷ

資料：農林水産省調べのデータ（賦存量）に基づき発電容量を試算。

メタン発酵ガス発電の現状
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【牛糞尿メタン発酵ガスプラント（３００頭、５０ｋＷ）の原価構成】

出典：バイオガス推進協議会より提出されたデータより経済産業省が作成

61%

35%

4%

減価償却費

運営管理費

その他



 メタン発酵ガス発電が安定して稼働するためには、例えば家畜排せつ物で５０ｋＷの発電を行う場合、乳牛
２００～３００頭程度から発生するバイオマスが必要となり、採算性を向上させるためには、更なる規模の拡
大が求められる。

 メタン発酵ガス発電に取り組めるだけの原料を適当な経費で安定的に調達できるよう、原料を供給する者
や消化液を利用する者など、事業全体について地域一体となった取り組みが重要。

出典：別海町バイオマス産業都市構想

事例：北海道別海町

課題１．原料収集体制の構築
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 別海町は乳牛１１万頭を飼育する日本一
酪農業が盛んな町。エネルギーの地産
地消や地域活性化の観点から、別海町
が三井造船と共同出資で特別目的会社
を設立し、半径約１０ｋｍ以内から１日あ
たり、乳牛４，５００頭分に相当する排泄
物２８０トンと、産業廃棄物５トンを利用し
て発電事業を計画（２０１３年にバイオマ
ス産業都市として指定され、運転開始は
２０１５年７月を予定）。

 発電能力は国内 大級の１，８００ｋＷ。
発電事業を行うとともに、発酵過程の副
産物である消化液を酪農家に販売する
予定。

 家畜排せつ物や食品廃棄物の経済的利
活用と雇用の創出にもつながる。

【事業概要】
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 メタン発酵の過程で発生する消化液は、雑草種子や病原菌が含まれない安全な肥料（液肥）として利用で
きるが、消化液の有用性への認知度が高いとは言えない状況。

 還元する農地が確保できなければ、高いコストをかけて浄化処理して河川等に放流する必要があるため、
採算がとれなくなり、事業として成り立たないおそれ。

事例：福岡県大木町（液肥の有効利用）

出典：バイオガス事業推進協議会

課題２．メタン発酵消化液の有効利用
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 電力・熱を同時利用できれば、エネルギー利用効率が改善するだけでなく、採算性の向上に繋がる。
 電熱併給の成功事例（ベストプラクティス）を示すことで各地域に展開されることが期待される。

事例：瀬波バイオマスエネルギープラント（新潟県村上市）

出典：バイオガス事業推進協議会

• 瀬波温泉の食品残
渣、農業残渣、下水
汚泥等を原料として
メタン発酵。ＦＩＴ認定
１号機。

• メタン発酵消化液を
液肥利用するととも
に、発電の廃熱を利
用してパッションフ
ルーツを温室栽培。

→農業との連携

課題３．熱利用の推進
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処理量：４．９ｔ／日
処理方式：乾式メタン発酵
受入バイオマス：有機物全般

瀬波のプラントでは、生ゴミ、下水汚泥
≒２：１が基本

発電機容量：２５ｋＷ（６００ｋＷｈ／日）



１．廃棄物発電の高度化支援事業
2.2億円(1億円)

廃棄物系バイオマスの利活用や再生可能エネ
ルギー供給の促進を図るため、廃棄物発電の
高度化に当たり有効な方策・ツールを示す等に
より市町村等の取組を支援する。

２．廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業
10.9億円(11億円)

エネルギー起源CO2の削減を推進することを

目的として、廃棄物処理業を主たる業とする事
業者が行う、高効率な廃棄物エネルギー利用
施設等の整備事業（新設、増設又は改造）につ
いて補助を行う。

 循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）の基本原則に基づき、廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再使
用、再生利用）に優先的に進め、それでもなお残る廃棄物については、熱回収（発電や熱供給等）を推進。

 廃棄物処理における熱回収は、東日本大震災以降、災害時も含めて安定供給が可能な地域分散型エネル
ギーシステムとして、その重要性が再認識されている。

 地方財政が厳しい中で、売電・売熱などの収益増にもつながる。

 近年、廃棄物の減量・リサイクルの進展などにより、全国のごみ総排出量は減少しているが、発電効率の向
上により総発電電力量は微増。

 平成２５年度～２９年度の５カ年の「廃棄物処理施設整備計画（平成25年５月閣議決定）」では、期間中に整
備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値を16％から21％とすることを目標値として掲げている。

 大規模なごみ焼却施設を中心にごみ発電等の余熱利用が進んでいる一方、小規模なごみ焼却施設では余
熱利用が進んでいない傾向にあり、経済性や地域の特性に応じて進めていくことも重要である。

３．廃棄物発電について
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