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3. 新エネルギーを取り巻く状況 

3-1.社会情勢の変化 

１） 地方創生の動き 

国は人口減少の克服、地方創生の実現に向け、2014年（平成 26年）11月に「まち・ひと・し

ごと創生法」を制定、同年 12月に、今後 5ヵ年の政策目標などをまとめた「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、様々な地方創生の施策が示されています。このなかで、地域産業の競争

力強化の手段として掲げられているのが「分散型エネルギーの推進」であり、豊かな自然を育む地

方で、その豊富な再生可能エネルギー資源やコージェネレーション（熱電併給）を活用して分散型

のエネルギー開発・利用を推進することは、防災・エネルギーセキュリティ・雇用供給などさまざ

まな面からも重要な課題であることが指摘されています。 

本県においても人口減少・高齢化によって経済規模の縮小、各分野での担い手の減少・不足、中

山間地域の衰退、少子化の加速が懸念されており、これらに対応していくため、平成 27年 3月

26日に「高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略＜平成 27年度版＞」を策定しました。また、

平成 27年 5月及び 6月には「結婚・出産に関する希望調査」「就職・進学の希望地等調査」を実

施し、より詳細に見通した人口ビジョンを盛り込み、8月 31日に総合戦略の改定を行っています。

今後、この人口の将来展望の実現に向け、官民協働、市町村との連携協調のもと、全力で取り組み

を進めていくことになっています。 

 

＜高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標＞ 

基本目標１：地産外商により安定した雇用を創出する 

基本目標２：新しい人の流れをつくる 

基本目標３：若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる、女性の活躍の場を拡大

する 

基本目標４：コンパクトな中心部と小さな拠点との連携により人々のくらしを守る 

 

２） 地球温暖化の進行 

平成 26年 10月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5次評価報告書統合報

告書によると、地球温暖化には疑う余地がなく、その要因は人為的な影響によることが明瞭である

とされており、その地球温暖化の影響は、平均気温の上昇や降水量の年ごとの変動の増大など、国

内外で顕在化しています。 
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資料：「IPCC第 5次評価報告書の概要－第 1作業部会（自然科学的根拠）－」（環境省） 

図 3.1 日本における年平均気温の 1981 年～2010 年平均からの差 

 

 
※棒グラフ：国内 51地点での年降水量偏差（基準値に対する偏差で、mmであらわす）を平均した値 

 太線（青）：偏差の 5年移動平均。基準値は 1981年～2010年の 30年平均値 

資料：「IPCC第 5次評価報告書の概要－第 1作業部会（自然科学的根拠）－」（環境省） 

図 3.2 日本の年降水量偏差 

 

３） エネルギー政策の転換 

2011年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子

力発電所事故によって、これまで安全といわれてきた原子力発電への国民の信頼を大きく損なうと

もに、原子力発電に依存した地球温暖化対策とエネルギーの安定供給を両立させるという我が国の

エネルギー政策の大幅な転換を求められる事態となりました。 

平成 26年 4月のエネルギー基本計画の見直し、平成 27年 7月の長期エネルギー需給見通しの

見直しでは、原子力発電をベースロード電源と位置付ける一方で、徹底した省エネルギー（節電）

の推進、再生可能エネルギーの最大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を可能

な限り低減することを基本方針としています。 
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3-2.日本のエネルギーの現状 

１） エネルギー需給状況 

① エネルギー消費の動向 

エネルギー消費は、物の生産にエネルギーを利用する「産業部門」や家庭や職場で直接エネル

ギーを利用する「民生部門」、人や物の輸送にエネルギーを利用する「運輸部門」の３つの部門

に大きく分けられます。 

「産業部門」は、最終エネルギー消費の約 44％を占め、そのうちの 9割が製造業となってい

ます。1970年代の 2度の石油ショック以降は、経済規模は拡大しているにもかかわらず、省エ

ネルギー化が進むとともに、省エネルギー型製品の開発も盛んになり、エネルギー消費は横ばい

で推移しています。 

「民生部門」には、家庭部門と業務部門があり、家庭部門における利便性や快適性を求めるラ

イフスタイルの変化や世帯数の増加、業務部門における事務所、小売店などの延床面積の増加や

それに伴う空調や照明器具の増加、オフィスのＯＡ化の進展などにより、2013年度（平成 25

年度）は 1973年度（昭和 48年度）の第一次石油ショック時に比べ、家庭部門は約 2.0倍、業

務部門は約 2.5倍のエネルギーを消費しています。 

「運輸部門」には、乗用車やバスなどの旅客部門と陸運や海運、航空貨物などの貨物部門があ

りますが、主に自動車保有台数の増加により、2013年度（平成 25年度）は第一次石油ショッ

ク当時に比べ、約 1.8倍のエネルギーを消費しています。 

 

 
（注 1）J（ジュール）＝エネルギーの大きさを示す指標の 1つで、1MJ＝0.0258×10-3原油換算 kl。 

資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.3 最終エネルギー消費の推移 
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② エネルギー供給の動向 

我が国の高度経済成長をエネルギー面で支えたのは、それまでの石炭から大量に安価で供給さ

れるようになった石油であり、1973年度（昭和 48年度）の第一次石油ショック時のエネルギ

ー供給に占める石油の比率は 75.5％にまで高まっていました。 

第一次石油ショック後は、省エネルギーを推進するとともに、供給の安定化を図るため、エネ

ルギー源の多様化が図られ、2010 年度（平成 22 年度）における一次エネルギー国内供給に占

める割合は、石油 39.8％、石炭 22.5％、天然ガス 19.2％、原子力 11.1％となりました。 

しかし、2011年（平成 23年）に発生した東日本大震災とそれによる原子力発電所の停止に

より、原子力の代替発電燃料として化石燃料の割合が上昇し、2013 年度（平成 25年度）にお

ける一次エネルギー国内供給に占める割合は、石油 42.7％、石炭 25.1％、天然ガス 24.2％、

原子力 0.4％となっています。 

なお、二次エネルギーである電気は家庭用及び業務用を中心にその需要は増加の一途をたどっ

ています。電力化率は、1970年度（昭和 45 年度）には 12.7％でしたが、2013年度（平成

25 年度）には 24.9％に達しました。 

 
（注 1）「新エネルギー・地熱等」とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと 

（注 2）「電力化率」とは、一次エネルギー総供給量とそのなかで電力向けに投入されるエネルギーの比率 

資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.4 一次エネルギー国内供給及び電力化率の推移 
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③ エネルギー自給率の動向 

生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率であるエネルギー自

給率は、高度経済成長期にエネルギー需要量が大きくなる中で、石炭から石油への燃料転換が進

み、石油が大量に輸入されるにつれて、1960年には主に石炭や水力など国内の天然資源により

58％でしたが、それ以降大幅に低下しました。石炭・石油だけでなく、石油ショック後に導入

された液化天然ガス（LNG）は、ほぼ全量海外から輸入されており、2013年（平成 25年）の

エネルギー自給率は 6.0％となっています。 

 

 
資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.5 日本のエネルギー国内供給構成及び自給率の推移 

 

④ 電力消費量の推移 

電力消費（電気事業用）は、石油ショックの

1973 年度以降も着実に増加し、1973～2007年

度の間に 2.6倍に拡大しました。ただし、2008

年度から、世界的金融危機の影響で生産が低迷し、

企業向けを中心に電力消費が減少に転じました。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故を発端

に、電力需給がひっ迫する中で、2011年度（平

成 23年度）は前年度より 5.1％、2012年度（平

成 24年度）は 1.0％減少しました。2013年度

（平成 25年度）は東日本大震災後に初めて増加

に転じたものの、節電マインドの浸透と省エネ家電の普及により、0.1％の微増にとどまりまし

た。 

 

（注）電気事業用計。電力には特定規模需要、特定供

給、自家消費を含む。 

資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.6 電灯電力使用電力量の推移 
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電力消費の増加は、長期的に見ると民生用消費によってより強くけん引されてきました。民生

用需要は、1990年（平成 2年）代前半では自家発分を含む電力最終消費の 5割以下でしたが、

2013年度（平成 25年度）には約 7割を占めるに至りました。これは、家庭部門では生活水準

の向上などにより、冷暖房用途の機器の普及が急速に伸びたことなどによるものです。業務部門

の電力消費の増加は、事務所ビルの増加や、経済の情報化・サービス化の進展を反映したオフィ

スビルにおけるＯＡ機器の急速な普及などによるものです。 

 

 
資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.7 部門別電力最終消費の推移 

 

⑤ 発電電力量の推移 

我が国の発電電力量（一般電気事業用）については、東京電力福島第一原子力発電所の事故後、

検査などで停止中の原子力発電所が徐々に増加し、原子力による発電量は、震災前の 2010年度

（平成 22年度）は 2,882億ｋＷｈでしたが、2012年度（平成 24年度）は 159億ｋＷｈ、2013

年度（平成 25年度）には 93億ｋＷｈまで低下しました。 

こうした中、2011年度（平成 23年度）以降は原子力発電の代替として石炭やＬＮＧなどの

火力発電の利用が進み、2013年度（平成 25年度）は石炭 30.3％、天然ガス 43.2％石油等 14.9％

と化石燃料由来が全体の約 9割を占めています。 
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（注）1971年度までは沖縄電力を除く。 

資料：「エネルギー白書 2015」（資源エネルギー庁） 

図 3.8 発受電電力量の推移（一般電気事業用） 

 

また、2014年度（平成 26年度）の発電電力量のう

ち、再生可能エネルギーが占める割合は約 12％で、そ

の大半は水力発電となっています。 

これまで開発が進んできた水力を除く再生可能エネ

ルギーの全体の発電量に占める割合は、1.4％（2011

年度）から、固定価格買取制度導入後の約３年間で、

3.2％（2014年度）に増加しました。 

 

 

 

  

資料：新エネルギー小委員会（第 12回）資料 2

「再生可能エネルギーの導入促進 に向け

た制度の現状と課題」（平成 27年、資源

エネルギー庁） 

図 3.9 発電電力量の構成（2014 年度） 
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⑥ 温室効果ガスの排出状況 

我が国の 2014年度（平成 26年度）の温室効果ガス総排出量は、約 13億 6,500万 CO2トン

で、電力消費量の減少や電力の排出原単位の改善に伴う電力由来の CO2排出量の減少により、

前年度と比べて 3.0％減少しました。また、2005年度（平成 17年度）の総排出量と比べると

2.2％減少し、1990年度（平成 2年度）の総排出量と比べると 7.5％増加しました。 

 

 
 注）温室効果ガスの種類は以下のとおりです。 

CO2 ：二酸化炭素 

CH4 ：メタン 

N2O ：一酸化二窒素 

HFCs ：ハイドロフルオロカーボン類 

PFCs ：パーフルオロカーボン類 

SF6 ：六ふっ化硫黄 

NF3 ：三ふっ化窒素 

資料：「2014年度（平成 26年度）温室効果ガス排出量 速報値」（環境省） 

図 3.10 各温室効果ガスの排出量の推移 
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２）国のエネルギー政策等の動向 

① エネルギー基本計画の見直し 

2014年（平成 26年）4月に、長期的、総合的かつ計画的な新たなエネルギー政策の方向性

を示すものとして、「エネルギー基本計画」が閣議決定されました。 

同計画では、東日本大震災の発生及び東京電力福島第一原子力発電所の事故後、海外からの化

石燃料への依存度の増加、エネルギーコストの上昇、温室効果ガスの排出量の増大等、我が国の

経済・産業活動や地球温暖化対策への取組に深刻な影響を与えている中で、これまでエネルギー

政策の基本方針としてきた３E（Energy Security：エネルギーの安定供給、Environment：環

境への適合、Economic Efficiency：経済効率性の向上）に新たに S（Safety：安全性）を大前

提として追加しました。また、原子力発電をベースロード電源と位置付ける一方で、省エネルギ

ー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、原子力発電への依存度を可能

な限り低減させていくとしました。さらに、再生可能エネルギーについては、2013年（平成 25

年）から 3年程度の間、その導入を最大限に加速していき、その後も積極的に推進していくこと

としています。 
 

② 長期エネルギー需給見通しの公表 

2014年（平成 26年）4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」に基づき 2015年（平

成 27年）7月に「長期エネルギー需給見通し」が公表されています。 

この「長期エネルギー需給見通し」によると、電力の需給構造については、安全性、安定供給、

経済効率性及び環境適合に関する政策目標を同時達成する中で、徹底した省エネルギーの推進、

再生可能エネルギーの最大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を可能な限り

低減することが基本方針となっており、2030年度（平成 42年度）の電源構成で、総発電電力

量に占める再生可能エネルギーの割合は 22～24％程度（水力 8.8～9.2％程度、太陽光 7.0％程

度、風力 1.7％程度、バイオマス 3.7～4.6％程度、地熱 1.0～1.1％程度）となっています。 

 
資料：長期エネルギー需給見通し（経済産業省） 

図 3.11 2030 年度の電源構成 
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③ 新たな温室効果ガス削減目標の設定 

国連気候変動枠組条約第 19回締約国会議（COP19）決定により、2020年以降の温室効果ガ

ス削減目標を含む約束草案について、2015年 11月に開催される国連気候変動枠組条約第 21

回締約国会議（COP21）に先立って提出することが各国に求められていた中、我が国は 2015

年（平成 27年）7月、2030年度に 2013年度比▲26.0％（2005年度比▲25.4％）とする約

束草案を決定し、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）では、「パリ協定」が採択され、主要排

出国を含むすべての国が削減目標を 5年ごとに提出・更新、その実施状況を報告し、レビューを

受けること、また、世界共通の長期目標として 2℃目標のみならず 1.5℃へ向け努力していくこ

となどが盛り込まれています。 

また、我が国では、COP21における新たな国際枠組みに関する合意の状況を踏まえ、2016

年春を目途に地球温暖化対策計画を策定するとともに、この計画への反映も念頭に、抜本的な排

出削減が見込める革新的技術を特定した「エネルギー・環境イノベーション戦略」、エネルギー

ミックスを念頭においた「エネルギー革新戦略」をとりまとめることとしています。 

 

④ 再生可能エネルギー固定価格買取制度の運用 

2011年（平成 23年）8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）

を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務づける「固定

価格買取制度」が 2012年（平成 24年）7月から開始されました。 

制度開始後、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー発電設備が制度開始前と比較して約

9割増加しており、同制度は再生可能エネルギーの推進の原動力となっています。 

 

資料：新エネルギー小委員会（第 12回）資料 2「再生可能エネルギーの導入促進 に向けた制度の現状と

課題」（平成 27年、資源エネルギー庁） 

図 3.12 導入量の推移（固定価格買取制度の開始前（～平成 24 年 3 月末）と 

現時点（～平成 27 年 3 月末）の比較 
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一方で、再生可能エネルギーによる発電設備の急速な導入に伴い、需給調整の限界などから、

系統への接続制約、太陽光発電の出力制御枠の超過などの課題が生じています。 

また、固定価格買取制度を運用するための原資は、賦課金として電気料金に加算され、国民が

負担していますが、制度開始から 3年経過し、その負担が大きくなっています。 

さらに、再生可能エネルギー発電設備の整備と生活環境・自然環境や景観との調和が課題とな

っている事例も発生しています。 

長期エネルギー需給見通し（2015年（平成 27年）７月公表）において示された 2030年度

（平成 42年度）のエネルギー需給構造のあるべき姿を実現するためには、このような顕在化し

つつある様々な課題に対応しつつ、再生可能エネルギーを最大限導入していくことが求められて

います。このため、現在、再生可能エネルギーを持続可能な形で長期安定的なエネルギー源とし

て導入拡大させるため、固定価格買取制度を含めた制度改革の検討が進められています。 
 

⑤ 電力システム改革の動き 

2013年（平成 25年）4月に閣議決定された『電力システムに関する改革方針』では、「安

定供給の確保」、「電気料金の最大限の抑制」、「需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大」

を目的に、それらを実現するための改革が、「広域系統運用の拡大」、「小売及び発電の全面自

由化」、「法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」の 3段階で実施することな

どが提示されました。 

特に、2016年（平成 28年）4月から開始される電力の小売自由化により、様々な事業者の

参入によりサービスの多様化が期待されるとともに、地域の太陽光発電所が供給する電力を地域

の一般家庭や企業が購入するエネルギーの地産地消を実現することも可能となります。 

 

＜電力システム改革のスケジュール＞ 

① 第 1段階 

広域系統運用の拡大（2015年（平成 27年）4月「電力広域的運営推進機関」発足） 

② 第 2段階 

小売及び発電の全面自由化（2016年（平成 28年）4月より全面自由化） 

③ 第 3段階 

法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保 

（2020年（平成 32年）4月法的分離） 
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⑥ エネルギー関係技術開発 

エネルギー基本計画で策定することが明示された「エネルギー関係技術開発ロードマップ」が

2014年（平成 26年）12月に策定されました。 

このロードマップでは、高い安全性を誇るエネルギー供給体制の確立と、エネルギー需給構造

の安定化・効率化・低環境負荷化に向け、現時点での我が国のエネルギー需給構造上の 36の技

術課題ごとに、技術開発政策の戦略的な展望が俯瞰的に整理されています。 

 

 
図 3.13 技術課題全体 
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3-3.高知県の状況 

１）高知県におけるエネルギー需給状況 

① 高知県におけるエネルギー消費状況 

本県のエネルギー消費量は、都道府県別エネルギー消費統計によると、近年ほぼ横ばいで推移

しており、2013年度（平成 25年度）では 61,746 TJとなっています。 

2005年度（平成 17年度）と比較すると、全消費量は 11％減少しており、部門別にみると、

産業部門、民生家庭部門で減少が大きく、民生業務部門は約 20％増加しています。これは、全

国の消費動向と同様に事業所での電化製品等の普及や OA化の進展などに起因していると考え

られます。 

 

 
資料：都道府県別エネルギー消費統計（経済産業省） 

図 3.14 高知県のエネルギー消費量の推移 

 

② 高知県における電力消費状況 

本県の電力消費量は、1990年度（平成 2年度）以降、増加傾向で推移してきましたが、2011

年（平成 23年）の東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に電力需給がひっ迫する中で、

節電マインドの浸透等により、2010年度（平成 22年度）から減少傾向を示しており、2013

年度（平成 25年度）では 4,451,925MWhとなっています。 
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資料：高知県統計書 

図 3.15 高知県の電力消費量の推移 

 

③ 高知県における温室効果ガス排出状況 

2012年度（平成24年度）の本県の温室効果ガス排出量は9,084千 t-CO2となり、基準年（1990

年度）の排出量（8,667千 t-CO2）から 4.8％増加しました。 

排出量の推移をみると、2005年度（平成 17年度）のピーク時には 9,370千 t-CO2と基準年

（1990年度）の排出量から 8.1％増加したものの、その後減少傾向にありました。しかし、2010

年度（平成 22年度）以降は、火力発電による発電量比率増加に伴う電気の排出係数が大幅に悪

化したことによって排出量は増加傾向にあり、2012年度（平成 24年度）は前年度（2011年

度）の排出量に対して 693千 t-CO2（8.3％）増加しています。 

 

 
資料：高知県 

図 3.16 高知県の温室効果ガス排出量の推移 
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２）高知県における新エネルギー導入状況 

2011年（平成 23年）３月に策定した「高知県新エネルギービジョン」では、本県の強みを生か

した新エネルギーの導入に取り組み、こうした豊富な資源を地球温暖化対策や地域振興に有効に活

用することとし、「高知県産業振興計画」とも連動する形で様々な取り組みを進めてきました。 

2012年（平成 24年）３月には、「高知県産業振興計画」の改定により、新エネルギー関連産

業の育成について追加したほか、同年７月に固定価格買取制度が導入されたことを踏まえ、平成２

５年３月には目標数値の大幅な見直しを行い、ビジョンを一部改訂しました。 

さらに、固定価格買取制度開始から 3年経過し、目標値と実績値に大きな差が生じています。

例えば、太陽光発電では 10kW以上の導入が進み、目標数値を大幅に超える実績となっています

が、系統への接続制約、太陽光発電の出力制御枠の超過、再生可能エネルギー発電設備の整備と生

活環境・自然環境や景観との調和など新たな課題が生じています。 

 

（１）太陽光発電の動向 

本県の日照時間は全国でもトップクラスとなっています。 

本県における太陽光発電の導入量は、2014年度（平成 26年度）末で約 20万 kWとなってお

り、固定価格買取制度（FIT）の開始以降、大幅な導入拡大が進んでいます。 

 

 
資料：高知県 

固定価格買取制度 エリア別の認定及び導入量 

図 3.17 高知県における太陽光発電導入状況 

 

大・中規模太陽光発電（10kW以上）は、2014年度（平成 26年度）末で 136,710 kWとなっ

ており、固定価格買取制度（FIT）開始後に約 40倍と大幅に拡大しています。なお、県内の大規

模太陽光発電は、県外資本による開発も見られる一方、こうち型地域還流再エネ事業等により県内

資本による導入も進んでいます。 
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資料：高知県 

固定価格買取制度 エリア別の認定及び導入量 

図 3.18 高知県における大・中規模太陽光発電（10kW 以上）導入状況 
 

表 3.1 こうち型地域還流再エネ事業一覧 

施設の名所 市町村 出力規模 発電開始 
こうち安芸メガソーラー発電所 安芸市 約 4.5MW H26.11.21 
こうち名高山ソーラーファーム発電所 土佐町 約 1.2MW H27.4.1 
こうち・さかわメガソーラー発電所 佐川町 約 1.3MW H26.10.17 
こうち・くろしお太陽光発電所 黒潮町 約 0.5MW H26.10.20 
こうち・ひだかメガソーラー発電所 日高村 約 1.4MW H27.1.19 
こうち・しみず足摺岬太陽光発電所 土佐清水市 約 0.3MW H27.4.7 
こうち・しみず太田太陽光発電所 土佐清水市 約 0.8MW H27.5.25 

資料：高知県 
 
また、小規模太陽光発電（10kW未満）の導入量は、2014年度（平成 26年度）末で 62,420kW、

14,052件、１件あたりの設備容量の平均は約４.4kWとなっています。県内の一戸建戸数は 2013

年度（平成 25年度）で 224,000戸で、普及率は 6.3％※1となっています。 
 
※1 統計データの最新年度で算定 

 
資料：高知県 

固定価格買取制度 エリア別の認定及び導入量 

図 3.19 高知県における小規模太陽光発電（10kW 未満）導入状況 
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（２）小水力発電の動向 

本県の降水量は全国でもトップクラスとなっています。 

高知県内における 1,000kW以下の設備は、10箇所で合計 3,509kWの設備が整備されていま

す。なお、1,000kWを超える大規模な水力発電施設を加えた、全ての水力発電設備の合計は

1,159,059kW※１となっています。 
 

※１高知県内に所在する水力発電設備の合計 
 

表 3.2 県内における小水力発電の導入実績（平成 27 年 12 月末現在） 

施設の名称 事業主体 運転開始年 設備規模 構造 
名村川発電所 四国電力 1913年 420kW 水路式 
吉良川発電所 四国電力 1922年 256kW 水路式 
松葉川発電所 四国電力 1925年 320kW 水路式 
新改発電所２号機 四国電力 1963年 800kW ダム水路式 
桐見ダム管理用発電 高知県 1988年 600kW ダム水路式 
中筋川ダム管理用発電 国土交通省 1997年 300kW ダム水路式 
津賀発電所３号機 四国電力 1998年 550kW ダム水路式 
白滝発電所 大川村ふるさとむら公社 2006年 60kW 水路式 
梼原町小水力発電所 梼原町 2009年 53kW 水路式 
大平発電所 住友共同電力 2014年 150kW ダム水路式 

合計 3,509kW  
資料：高知県 

四国経済産業局 四国地区水力発電所一覧表 

四国電力 四国の水力発電所 

 

 
資料：高知県 

四国経済産業局 四国地区水力発電所一覧表 

四国電力 四国の水力発電所 

図 3.20 高知県における小水力発電導入状況 
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（３）風力発電の動向 

県内では、合計 39基、36,15０kWの設備が導入されています。特に、平成 18年（2006年）

には 1,000kW級の風車が津野町に 20基、大月町に 12基導入されており、技術の進展に伴う風

車の大型化とともに、導入基数も増えてきました。 

 
表 3.3 県内における風力発電の導入実績（平成 27 年 12 月末現在） 

施設の名称 事業主体 運転開始年 設備規模 導入基数 
野市風力発電所 高知県公営企業局 1995年 250kW 250kW×1基 
大豊風力発電所 高知県公営企業局 1999年 1,200kW 600kW×2基 
梼原町風力発電所 梼原町 1999年 1,200kW 600kW×2基 
甫喜ヶ峰風力発電所 高知県公営企業局 2004年 1,500kW 750kW×2基 
葉山風力発電所 葉山風力発電所 2006年 20,000kW 1,000kW×20基 
大月ウィンドファーム 大月ウィンドパワー 2006年 12,000kW 1,000kW×12基 

合計 36,150kW  
資料：高知県 

固定価格買取制度 エリア別の認定及び導入量 

 

 
資料：高知県 

固定価格買取制度 エリア別の認定及び導入量 

図 3.21 高知県における風力発電導入状況 
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（４）木質バイオマス発電の動向 

県内では、固定価格買取制度の活用と木質バイオマス燃料の供給体制の構築が進み、2015年（平

成 27年）に木質バイオマス専焼発電所 2箇所、合計 12,750kWの設備が導入されています。な

お、この 2箇所の木質バイオマス発電所は、操業開始から数年後に稼働率 100％となる事業計画

に沿った取組みが進められており、燃料となる木質チップの年間使用量は２箇所合計で約 16.7万

トンとなります。また、その他の木質バイオマス発電所として、混焼 1箇所 20,205kW（石炭混

焼火力発電所）の設備が導入されています。 

木質バイオマス発電は、発電所での直接雇用のほか、木質燃料を地域から購入することから、林

業振興も含めたトータルで地域への還流が期待できます。 

 
表 3.4 県内における木質バイオマス発電の導入実績（平成 27 年 12 月末現在） 

種類 施設の名称 運転開始年 設備認定規模※1 

専焼 
土佐グリーンパワー 
土佐発電所 （高知市） 2015年 6,250 kW 
グリーン・エネルギー研究所 
宿毛バイオマス発電所 （宿毛市） 2015年 6,500 kW 

混焼 住友大阪セメント 
高知工場第１発電所 （須崎市） 2006年 20,205 kW※2 

合 計 32,955 kW 
※1 固定価格買取制度の設備認定容量 
※2 バイオマス比率考慮あり（バイオマス比率：発電出力のうち、当該バイオマス燃料の熱量比率を乗じた出力） 

資料：高知県 
 
 

 

 

  



3 新エネルギーを取り巻く状況 

28 

（５）木質バイオマス熱利用の動向 

本県では、全国１位の森林率を生かし、木質バイオマスを積極的に活用するため 2006年（平成

18年）に「高知県木質バイオマス活用プラン」※1を策定しました。さらに、2009年（平成 21

年）には高知県産業振興計画を策定し、木質バイオマスの有効活用に取り組んできました。 

県では、これら計画で示された園芸用加温ボイラーでの木質ペレット利用の実証実験などに取り

組むとともに、2009年度（平成 21年度）からは、国の交付金や補助金を活用し、園芸用の木質

バイオマスペレットボイラーを中心に導入をすすめてきました。 

その結果、2014年度（平成 26年度）までに、園芸農業用や公共施設などに計 254台の木質バ

イオマスボイラー（うち、ペレットボイラーは 234台）が導入され、7,836ｔのペレット需要を

創出しています。 

また、近年、県内の木質バイオマスのペレットやチップの生産量は増加しています。2014年度

（平成 26年度）のペレット自給率は 39.6％となっていますが、エネルギーの地産地消や地域へ

の経済波及効果の観点からペレット自給率の向上が求められています。 

平成 26年度末には、木質バイオマス発電と併設して整備されたグリーン・エネルギー研究所の

ペレット工場が操業を開始しており、平成 29年度のフル稼働（5,000t）に向け、ペレット製造が

行われています（３交代時の最大生産能力 15,000t）。これと既存のペレット工場の安定稼働によ

りペレット自給率の向上に向けた取組が進められています。 

 
※1 「高知県木質バイオマス活用プラン」とは、県内の地域ごとの現状や課題を把握し、地域の特色を活かした利用拡大策を取りまとめた行

動計画（期間：平成18～22年）です。  

プランの目的は、①製材等から発生する木屑の有効利用、②林地に放置されている木質未利用資源の有効活用、③木質バイオマスの

有効利用を推進するための役割を明確にする、としています。 

 
表 3.5 木質バイオマス熱の利用状況 

 
資料：高知県 

 
 

  

2011年度
(平成23年度)

2012年度
(平成24年度)

2013年度
(平成25年度)

2014年度
(平成26年度)

2015年度
(平成27年度)
※見込み

県内ペレット
生産量

ペレットボイラー導入台数
（台：累計）

137 161 190 234 238

ペレット需要量（ｔ） 5,196 6,085 6,671 7,836 6,746

県内ペレット生産量（ｔ） 2,493 2,107 2,783 3,105 4,218

ペレット自給率 48.0% 34.6% 41.7% 39.6% 62.5%

H29年度
(見込み)
8,300t
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（６）その他バイオマス発電、廃棄物発電・熱利用の動向 

森林由来の木質バイオマス以外のバイオマス発電としては、県内で1箇所8,850kWのＰＫＳ（パ

ームヤシ殻）によるバイオマス発電所の設備が導入されています。 

 
表 3.6 県内におけるバイオマス発電の導入実績（平成 27 年 12 月末現在） 

種類 バイオマス 
の種類 施設の名称 運転開始年 設備認定規模※1 

混焼 一般木質・ 
農作物残さ 

イーレックスニューエナジー 
土佐発電所 2013年 8,850 kW※2 

※1 固定価格買取制度の設備認定容量 
※2 バイオマス比率考慮あり（バイオマス比率：発電出力のうち、当該バイオマス燃料の熱量比率を乗じた出力） 

資料：高知県 

 

廃棄物の焼却に伴い発生する熱を利用する廃棄物発電は、県内では 3箇所で大規模なごみの焼

却処分施設の整備に併せて導入されています。発電した電力は、焼却施設での使用や電力会社への

売電が行われています。 

また、高知市清掃工場では、廃棄物を焼却する際の排熱を回収し、併設する温水プールの熱源と

しても利用しています。そのほか、県内 5箇所（高吾北清掃センター、香南清掃組合ごみ処理施

設、幡多クリーンセンター、安芸広域メルトセンター、北原クリーンセンター）では、余熱利用と

して場内温水などに利用されています。 

 
表 3.7 県内における廃棄物発電施設の発電規模等 

施設の名称 運転開始年 設備規模 事業主体 
高知市清掃工場 2001年 9,000kW 高知市 
幡多クリーンセンター 2002年 1,890kW 幡多広域市町村圏事務組合 
安芸広域メルトセンター発電所 2006年 1,700kW 安芸広域市町村圏事務組合 

合計 12,590kW  
資料：一般廃棄物処理実態調査結果 

 

（７）太陽熱利用の動向 

太陽熱利用機器はエネルギー変換効率が高く、新エネルギーの中でも設備費用が比較的安価で費

用対効果の面でも有効であり、現在までの技術開発により、用途も給湯に加え暖房や冷房にまで広

げた高性能なソーラーシステムが開発されています。 

高知県においては、近年も徐々に増加し、2014年度（平成 26年度）には累計で 13,257件に

達しています。 
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※太陽熱温水器：  太陽集熱器と貯湯槽が一体となった構造で、屋根上に設置される。集熱部で温められた水が

自然循環しながらお湯となって最上部の貯湯タンクに蓄えられる。 

 ソーラーシステム：集熱器を屋根に乗せ、蓄熱槽を地上に設置するのが一般的で、太陽熱で集熱器が一定の温度

に達すると集熱ポンプが自動的に運転され、集熱回路の中の熱媒を循環させ、蓄熱槽にお湯

を蓄える。給湯のほか、暖房利用も可能。 

資料：ソーラーシステム振興協会ホームページ 

図 3.22 高知県における太陽熱温水器・ソーラーシステム設置累計の推移 

 

（８）燃料電池の動向 

燃料電池は、水素と空気中の酸素を化学的に反応させることによって直接電気を発生させる装置

で、我が国では 2009年（平成 21年）5月に世界に先駆けて一般消費者向けとして家庭用燃料電

池の市場での本格的な販売が開始されました。 

高知県における設置台数は、近年、着実に増加し、2014年度（平成 26年度）までで累積 276

台となっています。 

 

 
資料：一般社団法人燃料電池普及促進協会ホームページ 

図 3.23 高知県における燃料電池設置累計の推移 
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（９）天然ガスコージェネレーションの動向 

コージェネレーション（Cogeneration）とは熱と電気（または動力）を同時に供給するシステ

ムです。分散型エネルギーとして消費地に近いところに発電施設を設置できるため、送電ロスが少

なく、また、発電に伴う冷却水、排気ガスなどの排熱を有効に回収利用できるため、エネルギーを

有効利用することができます。 

全国的には、産業用を中心として着実に増加し、民生用では病院、ホテルなどの熱・電力需要の

大きい業種、産業用では、化学、食品などの熱多消費型の業種を中心に導入されてきました。また、

近年では、家庭向けの家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置も盛んに行われていま

す。高知県においては、近年、民生用の導入が見られます。 

 

 
資料：一般財団法人 コージェネレーション・エネルギー高度利用センターホームページ 

図 3.24 高知県における天然ガスコージェネレーション導入累計の推移 

 

（１０）ヒートポンプの動向 

ヒートポンプは冷媒を強制的に膨張・蒸発、圧縮・凝縮させながら循環させ、熱交換を行うこと

により水や空気などの低温の物体から熱を吸収し高温部へ汲み上げるシステムであり、従来のシス

テムに比べてエネルギー利用効率が非常に高いことが特長です。 

住宅用ヒートポンプについては、空調用がほとんどですが、近年給湯用での導入が全国的に拡大

しています。 

高知県では、主要産業の１つである施設園芸農業においてヒートポンプの導入が進んでおり、

2014年度（平成 26年度）までで累積 2,285台となっています。また、地中熱ヒートポンプとし

ては、梼原町の「雲の上のプール」で加温に使用されています。 
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資料：高知県 

図 3.25 高知県における施設園芸農業ヒートポンプ導入累計の推移 

 

（１１）クリーンエネルギー自動車の動向 

クリーンエネルギー自動車には、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自

動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車などがあります。 

クリーンエネルギー自動車は、その導入について価格面を中心に様々な課題がありますが、いわ

ゆるエコカー補助金・減税などのインセンティブの効果などもあり、ハイブリッド自動車を中心に

普及台数が拡大しています。さらに、2009年（平成 21年）には電気自動車・プラグインハイブ

リッド自動車の市販が開始され、2014年 12月には燃料電池自動車の市販も開始されました。 

高知県においても、ハイブリッド自動車を中心に導入が進んでおり、近年、プラグインハイブリ

ッド自動車、電気自動車の導入も進んでいます。 

 

 
（注）クリーンエネルギー自動車：ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電

気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車の合計 

資料：一般財団法人 自動車検査登録情報協会資料 

図 3.26 高知県におけるクリーンエネルギー自動車導入累計の推移 
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（注）上記グラフのうち、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、天然ガス自動車を対象 

資料：一般財団法人 自動車検査登録情報協会資料 

図 3.27 高知県におけるプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、 
天然ガス自動車導入累計の推移 
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３）高知県における電力自給状況 

2014年度（平成 26年度）の高知県内の消費電力量に対する新エネルギーによる電力自給率※

１は 11.8％となっています。また、水力発電を加えた再生可能エネルギーによる電力自給率は

66.5％となっています。 
 
※1新エネルギーは主として発電設備の導入が進んでいることから電力の自給率に着目 
電力自給率：本ビジョンでは県内の消費電力量※2に対して、県内で発電される発電電力量※3の割合を電力自給率として示す。 

※2県内の消費電力量： 
  県内の消費電力量は平成 21年度～平成 25年度の平均値を用いた。 
※3発電電力量の推計： 
  ・発電電力量は、平成 27年 3月末現在の導入容量から年間の発電電力量を推計した。 
  ・新エネルギー発電は、太陽光発電、小水力発電、風力発電、木質バイオマス発電（専焼及び混焼）とした。 
  ・再生可能エネルギー発電は、新エネルギー発電に水力発電（1,000kW以上※純揚水除く）を加えたものとした。 

・なお、設備利用率は、太陽光発電 13％、小水力発電（1,000kW未満）：60％、風力発電：20％、木質バイオマス発電：
80％、水力発電（30,000kW未満）：60％、水力発電（30,000kW以上）：45％とし、機械的に算定した。 

 
表 3.8 電力自給率 

 
導入設備規模 

（平成 26年度） 
発電電力量 
（推計） 

消費電力量 
電力 
自給率 

太陽光発電 199,130 kW 227百万 kWh 

 

5.0% 

 
大・中規模 136,710 kW 156百万 kWh 3.4% 

小規模 62,420 kW 71百万 kWh 1.6% 
小水力発電 
（1,000kW未満） 3,509 kW 18百万 kWh 0.4% 

風力発電 36,150 kW 63百万 kWh 1.4% 

木質バイオマス発電 32,955 kW 231百万 kWh 5.1％ 

小計 271,744 kW 539百万 kWh 4,559百万 kWh 11.8% 
水力発電 
（1,000kW以上） 
 ※純揚水発電除く 

540,550 kW 2,494百万 kWh  54.7％ 

合計 812,294 kW 3,033百万 kWh 4,559百万 kWh 66.5% 
資料：高知県 

 
資料：高知県 

図 3.28 高知県における新エネルギーによる電力自給率の推移 
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４）高知県における新エネルギーのポテンシャル 

高知県における新エネルギーのポテンシャル量は、「平成 24、25年度再生可能エネルギーに関

するゾーニング基礎情報整備報告書」（環境省）によると、太陽光発電 2,550千 kW、小水力発

電 150千 kW、風力発電 2,170千 kWとなっています。 

 
表 3.9 新エネルギーのポテンシャル量 

 
導入設備規模 

（平成 26年度） 
ポテンシャル量※１ 導入率 

太陽光発電 199,130 kW 2,550,000 kW  7.8% 

 
大・中規模 136,710 kW 1,139,000 kW 低・未利用地、工場等 12.0% 

小規模 62,420 kW 1,411,000 kW 戸建住宅等 4.4% 

小水力発電 3,509 kW 150,000 kW 地形図等より推計 2.3% 

風力発電 36,150 kW 2,170,000 kW 風速 5.5m/s以上 1.7% 
 ※１ ポテンシャル量は、賦存量データより、道路からの距離、地形、法規制等社会条件より開発可能な量を推計

されている。 

資料：平成 24、25年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書（環境省） 

高知県 
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