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1. 高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

県民みんなが主役となり、くらし・産業、さらにはそれらを営むまち・地域で、太陽、水、風、
森のめぐみを最大限活用して、電気やお湯などのエネルギーを創り、賢く使っています。 
また、水素や海のエネルギーの活用など新たな技術も導入が進んでいます。 
将来にわたってエネルギーを創り、賢く使うスマートなコミュニティが構築され、必要なエネル

ギーすべてを高知産のエネルギーでまかない、余ったエネルギーを県外にも売っていきます。 
そして、まち・地域でくらすひとが輝き、地域産業が活気にあふれ、地域の協働で取り組む元気

な高知県となることを目指します。 

  

 

くらし 

 

産 業 

ひと・環境にやさしい 

エネルギー・ライフスタイル 

をめざそう！ 

ひと・環境にやさしい 

エネルギー産業を活かそう！ 

高知産 100％！ 

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造 
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＜くらし＞ 

■ひと・環境にやさしいエネルギー・ライフスタイルをめざそう！ 

住まい、職場、また地域では、太陽光発電や小型風力発電で電気を、太陽熱や木質バイオマスな
どでお湯を創り、「くらし」の中で使っています。余った電気は蓄電池や電気自動車に蓄電、また
は水素として蓄え、必要なときに賢く使います。そして、将来は、住まい、職場や地域で必要なエ
ネルギーをすべて自然のエネルギーでまかなっています。 
災害が起きた場合でも、エネルギーを得ることができる安全安心なくらしがあります。 

  

 

●職 場 

●住まい 
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●地 域 
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＜産 業＞ 

■ひと・環境にやさしいエネルギー産業を活かそう！ 

地域で創った電気やお湯などのエネルギーを地域の農林水産業、製造業、サービス業といった地
域産業で使っています。そこでは自然に優しい商品・サービスが提供されています。 
また、地域のエネルギーを創って売ることで、エネルギー産業が活気にあふれています。 
さらに、エネルギーを創る、エネルギーを賢く使う設備・機器の導入が進み、計画・設計、製造、

販売、メンテナンス、資金調達の面で関連するひと・お店、工事の数が増えています。 
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2. 高知県新エネルギービジョン改定にあたって 

2-1.高知県新エネルギービジョン改定の目的 

高知県は、全国一の森林率、トップクラスの日照時間など全国でも優位な新エネルギー資源を備

えており（以下、「高知県の強み」という）、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が求められています。そのため、それまでの新エネルギー導入に向けた取り組

みに加え、本県の自然条件等の強みを十分に生かし、地球温暖化対策に寄与するとともに、産業振

興や県民生活の向上につなげていくため、新エネルギーの導入に向けた具体的な施策を示した「高

知県地域新エネルギービジョン」を平成９年３月に、さらに、平成 23年 3月には「高知県新エネ

ルギービジョン」を策定しました。 

本県では、この新エネルギービジョンに基づき、平成 23年度～平成 27年度の５年間に渡って

高知県の強みを生かし、木質バイオマス発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を進め

てきました。 

こうした取組により、太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーの導入が急速に進んできました

が、固定価格買取制度の開始、エネルギー基本計画の見直しや地球温暖化対策の国際的な取組みの

進展など国のエネルギーを取り巻く環境が大きく変化してきており、また、新たな課題（系統への

接続制約や太陽光発電の出力制御枠の超過、電力需要の少ない中山間地域を多く抱えていることに

よる送電網の脆弱性など）も発生しています。 

こうした現状を踏まえ、今後も新エネルギーのさらなる導入を促進し、新エネルギーの導入によ

る地域振興を図っていくため、今回、新エネルギービジョンを改定するものです。 

 

 

■高知県の強み（豊富な地域資源） 

・全国一の森林率 

高知県は全国トップで 83.3％とな
っています。 

 
 
 
 

 
 

図 2.1 森林率トップテン 

全国：65.6％ 
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資料：統計による都道府県の姿 2015 

NEDO 局所風況マップ 
  

■高知県の強み（豊富な地域資源） 

・全国トップクラスの日照時間 
 高知県は全国３位で 2,373時
間となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・全国トップクラスの降水量 

 上位は日本海側が占める中、高
知県は全国５位で 2,327mmと
なっています。 
 
 
 
 
 
 
 
・条件の良い風況 

 高知県内の山間部や室戸岬、足
摺岬周辺などは、比較的風況が良
く風力発電に適した地域となっ
ています。 

 

図 2.3 年間降水量トップテン 

図 2.2 年間日照時間トップテン 

全国平均：2,075時間 

全国平均：1,715mm 

図 2.4 高知県の風況 
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2-2.高知県新エネルギービジョンの計画期間 

新たに定める高知県新エネルギービジョンの計画期間は、現行ビジョンと同様、平成 28年度か

ら平成 32年度までの５年間とします。また、目標年度については、高知県環境基本計画及び地球

温暖化対策実行計画の目標年度にあわせ、実現性を求める中期目標を５年後の平成 32年度とし、

さらに将来を見据えた長期目標としては 10年後の平成 37年度とします。 

なお、2015年（平成 27年）9月から固定価格買取制度等の再生可能エネルギー導入促進関連

制度改革が進められており、その検討状況等に応じて適宜見直しを行います。 

（本計画は、高知県環境基本計画（5年）や高知県地球温暖化対策実行計画（10年）との整合

性を図るものとします。） 

 
表 2.1 計画期間 

計画期間 
平成２８年度～平成３２年度の５年間 
※制度改革等状況の変化に応じて適宜見直し 

中期目標 平成３２年度（５年後） 

長期目標 平成３７年度（１０年後） 

 
表 2.2 スケジュール 
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2-3.新エネルギーとは  

新エネルギーとは、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」では「技術的に実用段階

に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、非化石エネルギーの導入を

図るため特に必要なもの」とされています。 

＜新エネルギーの特長＞ 

・太陽光発電や風力発電などのように、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出量

が少なく、環境にやさしいクリーンなエネルギーです。 

・海外に依存している石油などの化石燃料の消費を抑えることができ、エネルギーセキュリテ

ィやエネルギー源の多様化に貢献するエネルギーです。 

・地域に身近なエネルギーであり、環境関連産業の育成や雇用の創出といった経済対策として

の効果も期待されます。 

新エネルギーは、エネルギー資源の乏しい日本にとっては、貴重な純国産エネルギーと言えると

ともに、分散型エネルギーとして地域での利活用が期待されています。 
 

2-4.対象とする新エネルギーの種類 

新エネルギーには、下図のとおり、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電など 10種類ありま

す。また、新エネルギーには分類されていませんが、「革新的なエネルギー高度利用技術」として、

再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギー源の多様化に資する新規技

術であって、その普及を図ることが特に必要なものには、クリーンエネルギー自動車や天然ガスコ

ージェネレーション、燃料電池等があります。 

本ビジョンでは、主に本県の強みを生かす太陽光発電、小水力発電、風力発電、木質バイオマス

発電・熱利用について、その導入促進や有効利用などの取り組み方策を示します。 
 

 
資料：「わかる新エネ」パンフレット（資源エネルギー庁） 
図 2.5 新エネルギーの種類  
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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 
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（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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4. 高知県の新エネルギー導入促進に関する課題 

１）全体にかかわる共通課題 

固定価格買取制度の開始後、3年が経過し、県内においても太陽光発電を中心として大幅に導入

拡大が進んでいますが、開発に長期の時間を要する小水力発電や風力発電の導入はあまり進んでい

ない状況です。 

また、県内における新エネルギーの設備認定量（未導入分）やポテンシャルはまだまだ多分に残

っています。 

しかしながら、県内における導入においても、系統への接続の問題発生（系統への接続制約、太

陽光発電の出力制御枠など）、固定価格買取制度の見直し、買取価格の変動、自然環境や生活環境

との調和、地域メリットの創出や地域の参画など、様々な課題が生じています。 
 

＜主な共通課題＞ 

・各新エネルギーのポテンシャルは残っているものの、太陽光発電や風力発電などが系統への

接続の問題で導入できないケースが発生している。 

・固定価格買取制度について、見直し、買取価格の変動など、制度上のリスクがある。 

・新エネルギー導入にあたって、自然環境や生活環境への影響が懸念されている。 

・県外資本による事業においては、地域メリットが少ない。 

・太陽光発電、木質バイオマス利用以外の新エネルギーの導入があまり進んでいない。 
 

 

※国土地理院地形図及び四国電力資料を元に作成。（平成 27年 10月） 

図 4.1 系統への接続制約の発生可能性 

接続制約 
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２）太陽光発電の特徴と課題 

（１）太陽光発電の一般的な特徴と課題 

太陽光発電の一般的な特徴と課題は以下のとおりです。 

 
表 4.1 太陽光発電の一般的な特徴と課題 

項目 概要 

一般的な特徴 

 夜間は発電しない、発電出力が日照条件等に左右されるなど不安定。 
 昼間の発電量が大きく、昼間の最大（ピーク）需要へ対応できる電源と
なり得る。 

 設置場所や設置条件等の制約が少なく、導入しやすい。 
 県民、事業者、関係団体、自治体など、誰もが比較的容易に導入可能。 
 設備のメンテナンスに係るコストが低い。 
 直接利用することで、電力消費量の低減や災害対応の強化（非常用電源
としての利用）が期待できる。 

一
般
的
な
課
題 

技術面  発電出力変動が大きいことや、系統への接続制約がかかる場合がある。 

環境面 
 景観や、大規模な森林伐採など自然環境への影響、パネル表面の日射反
射等の生活環境への影響が懸念される。 

 普及開始時期から、設備の耐用年数が近づいている場合がある。 

コスト面  設備の低価格化は進んでいるが、現時点では化石燃料由来の他の電源と
比べて発電コストが高い。 

制度面等  設置に関する規制や手続きがなく、周辺住民等とのトラブルが生じる事
例が発生している。 

 

（２）本県における課題 

共通課題の他、高知県内でさらに導入を進めていく上で、以下に示す課題が発生しています。 

 

＜大・中規模（10kW以上）＞ 

・設置に対する規制や手続きがないことなどによるトラブルが発生している。 

＜小規模（10kW未満）＞ 

 ・売電以外の付加価値・メリットが見えにくい。 
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３）小水力発電の特徴と課題 

（１）小水力発電の一般的な特徴と課題 

小水力発電の一般的な特徴と課題は以下のとおりです。 

 
表 4.2 小水力発電の一般的な特徴と課題 

項目 概要 

一般的な特徴 

 比較的安定的な発電が可能で、ベースロード電源としての役割を担う。
また、地域の分散型エネルギー源として期待される。 

 取水口の除塵など日常的に保守が必要。 
 流量と落差、設備の設置可能箇所の有無から、導入可能箇所が限定的で
ある。 

 農業用水路や砂防堰堤等、既存の施設を活用することで、コスト低減に
繋がる。 

 農業用水の非かんがい期等、新たな水利権取得について、手続きの簡素
化等の規制緩和が実施されている。 

 技術的には 20年以上の耐久性が確保できる。 

一
般
的
な
課
題 

技術面  発電規模に適した水車発電機の開発、標準化が求められる。 

環境面  河川水量の変化による環境への影響等に留意する必要がある。 

コスト面  土木費、設備費を含めたトータルのコストが高く、その低減が求められ
る。 

制度面等  流量の観測、水利権の調整、用地取得等の調査検討や諸手続きに時間を
要する。 

 

（２）本県における課題 

共通課題の他、高知県内でさらに導入を進めていく上で、以下に示す課題が発生しています。 

 

・導入可能性調査は実施されているものの、急峻な地形、機器設置場所の制約等から、事業実

施が可能な適地が少ない。 

・事業の採算性を判断するための調査等に費用がかかり、地域主体の事業化にはハードルが高

い。 

・日常的な管理・保守が必要であり、コスト増の要因ともなり得る。 

・中山間地域においては、流量は少ないものの、落差が大きい小川や農業用水路が集落に近い

ところで見られるが、うまく活用されていない。 

・水利権等の法的手続きが複雑であり、また普通河川の取扱事例が少なく時間がかかる 
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４）風力発電の特徴と課題 

（１）風力発電の一般的な特徴と課題 

風力発電の一般的な特徴と課題は以下のとおりです。 

 
表 4.3 風力発電の一般的な特徴と課題 

項目 概要 

一般的な特徴 

 風が吹いている限り昼夜を問わず発電が可能。 
 設置場所が風況の良い地域に限られるなど制約がある。 
 発電出力が天候等に左右されるなど不安定。 
 設置条件によっては、火力発電並みの低コストとなりえ、経済性も確保
できる可能性がある。 

一
般
的
な
課
題 

技術面 
 発電出力変動が大きい。 
 小型化も含め、発電規模に適した風力発電機の開発、高効率化、低コス
ト化が求められる。 

環境面 
 騒音・低周波音・動植物（バードストライク等）の影響への配慮や地元
への影響が懸念される場合がある。 

 国立・国定公園や保安林等の法規制や景観保持への対応が求められる。 

コスト面 
 小型風力発電機は、機器単価が高い。 
 風況の良い地域が限られることから、系統接続が制約される地域では、
系統の強化や蓄電池の活用等によって高コストとなる可能性もある。 

制度面等  環境影響評価への対応等により導入までに時間及び費用がかかる。 

 

（２）本県における課題 

共通課題の他、高知県内でさらに導入を進めていく上で、以下に示す課題が発生しています。 

・大規模風力発電は、投資コストが大きく、県外企業の参入が多い。 

・風況の制約上、設置場所が限られ、大規模風力発電の系統への接続制約（特に県西部と東部）

がある。 

・県境付近のポテンシャルが大きい地域では、景観や自然環境への影響、系統への連系など県

を越えた協議が必要となっている。 

・環境影響評価や風況調査等に時間と費用がかかり、地域主体の事業化にはハードルが高い。 

・高知県の地形的特徴から、沿岸部や中山間地域（尾根部、谷部）においては大規模には難し

いものの、小型風力発電（20kW未満）については比較的風況が良い地域があると考えられ

るが、うまく活用されていない。 
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５）木質バイオマス発電・熱利用の特徴と課題 

（１）木質バイオマス発電・熱利用の一般的な特徴と課題 

木質バイオマス発電・熱利用の一般的な特徴と課題は以下のとおりです。 

 
表 4.4 木質バイオマス発電・熱利用の一般的な特徴と課題 

項目 概要 

一般的な特徴 

 木質バイオマス資源は植物が成長過程で二酸化炭素を吸収しているた
め、燃焼しても大気中の二酸化炭素を増加させない（カーボンニュート
ラル）。 

 安定的に発電を行うことが可能。したがって、地域の分散型エネルギー
需給構造のエネルギー源として期待される。 

 施設の稼働率向上に向けては、安定的な燃料供給に依存する。 
 収集・運搬等の過程でコストが発生するが、地域経済から見ると新たな
雇用や産業に繋がる。 

 木質廃棄物の有効利用が木材の段階的な利用に繋がる。 

一
般
的
な
課
題 

技術面  固定価格買取制度の新区分 2000kW未満に対応した小型機器の開発が
必要。 

環境面  適切な森林管理の範囲内での利用を行わなければ、燃料供給の持続性が
危ぶまれる。 

コスト面  木質燃料、バイオマスボイラー、バイオマスストーブの価格の低廉化が
求められる。 

制度面等  木質バイオマス資源の安定した供給が必要。 
 熱利用（熱電併給）が進む制度設計が必要。 

 

（２）本県における課題 

共通課題の他、高知県内でさらに導入を進めていく上で、以下に示す課題が発生しています。 

＜発電利用の課題＞ 

・2箇所の木質バイオマス発電所のフル稼働に向け、木質バイオマス燃料の安定供給が必要。 

・発電施設の新たな設置にあたっては、系統への接続制約の問題がある。 

＜熱利用の課題＞ 

・熱利用向けの原木の確保が求められる。 

・木質バイオマスボイラー等熱利用機器の導入促進にあたっては、燃料の配送、機器の導入、

燃焼灰の処理等のコストの低減が必要となっている。 

＜共通の課題＞ 

・継続的な事業とするために、長期にわたっての計画的な森林資源の供給確保（造林、保育、

路網整備等）といった視点が必要となっている。 

・木質バイオマス燃料の県内自給率の向上が求められる。 
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5. 基本方針・目標 

5-1.基本的考え方 

本県は、全国と比べ、豊富な森林資源や年間降水量、日照時間が長いなど、新エネルギーの導入

に適した地域特性をもっており、新エネルギーの導入に取り組むには、こうした自然条件を生かす

ことが重要となります。 

このため、①持続可能なエネルギーの活用、②地域メリットの創出、③地球温暖化対策への貢献 

の考え方のもと、県民みんなが主役となって、地域資源から得られる新エネルギーを活用してエネ

ルギーの地産地消・地産外商を進めるとともに、将来にわたって活気あふれる元気な高知県となる

ことを目指します。 

 
 

5-2.新エネルギー導入促進の意義 

新エネルギーの導入にあたって、以下の３つの基本的な考え方のもと、導入促進を図っていきま

す。 

 

１）持続可能なエネルギーの活用 

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、新たなエ

ネルギー基本計画では、これまでエネルギー政策の基本方針としてきた３E（エネルギーの安定供

給、環境への適合、経済効率性の向上）に新たに S（安全性）を大前提として追加されています。

持続可能なエネルギーである再生可能エネルギーについては、 

・現時点では安定供給面、コスト面で様々な課題が存在するが、温室効果ガスを増加させず、国

内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な国産エ

ネルギー源である。 

・2013年（平成 25年）から３年程度、導入を最大限加速していき、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。 

とされ、導入を最大限進めていく重要な低炭素の国産エネルギー源であると位置付けられています。 
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２）地域メリットの創出 

新エネルギーは、化石燃料と比べて導入コストが高いなど、経済的に同等あるいは優位な水準に

達しているとは言えないものが多くあります。 

しかしながら、新エネルギーの導入にあたっては、このような経済的な面の検討だけにとどまら

ず、地域の特性を生かして取り組むことによる地域への波及効果も視野に入れる必要があります。 

例えば、新エネルギーの導入を促進し、関係する産業での需要を拡大することで、発電機器や燃

焼機器の製造、関連施設の施工、管理業務など、県内事業者の参入する機会が広がることになりま

す。また、木質バイオマスの利用促進は、本県の豊富な森林資源を有効活用することになりますし、

木材産業の活性化や関連機器の製造等への県内企業の参画、これらによる雇用の創出などにつなが

ります。 

このような地域経済への波及効果に加え、新エネルギーは太陽光、小水力といった地域資源を活

用するため、エネルギーの地産地消の実現や、災害時の非常用電源等としての活用も考えられます。

また、発電事業者による地域の催事への協力など地域貢献や地域振興が期待できます。 

 

３）地球温暖化対策への貢献 

私たちの日常生活や経済活動は、大量のエネルギーの消費の上に成り立っています。 

産業革命以降、エネルギーの消費に伴って排出される温室効果ガスは急速に増加しています。そ

れに伴い、地表面の温度が上昇したことで、異常気象や生態系への悪影響の拡大、食糧生産への影

響など、人間の健康や経済社会活動への広範かつ深刻な影響が予測されており、地球温暖化問題は、

人類の生存基盤に関わる重要な課題の一つとなっています。 

本県でも、地球温暖化を防止するため、2008年（平成 20年）に「高知県地球温暖化対策地域

推進計画（２次）」を策定し、県民の生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減目標を定め、

県民、事業者が省エネに取り組むとともに、本県の豊富な森林を活用した二酸化炭素の削減のため

の仕組みづくりや太陽光や風力、木質バイオマスなどの新エネルギーの導入を促進してきました。 

2011年（平成 23年）には、「高知県地球温暖化対策実行計画」を策定し、これまでの取り組

みを継続するとともに、県民、事業者、行政が一体となって、広く官民協働により、環境負荷の少

ない持続可能な低炭素社会の実現を目指しています。 

こうした環境施策等と連携して、新エネルギーの導入を促進することで、地球温暖化対策に貢献

します。 
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5-3.基本方針 

高知県での課題や新エネルギー導入促進の意義を踏まえた本新エネルギービジョンの基本方針

は以下のとおりです。 

 

 

 

 課題（系統の脆弱性、生活環境・自然環境との調和など）に対応し、新エネルギーのさらな

る導入を図る。 

 地域で生み出したエネルギーを地域で活用していく地産地消の仕組みづくりを行う。 

 

 

 

 県民、県内事業者の参画やエネルギーの地産地消などにより、地域経済の活性化と県内産業

の振興につなげていく。 

 地域への還流・地域への貢献の仕組みづくりを行う。 

 
 
 

  

方針① 新エネルギーのさらなる導入促進 

方針② 新エネルギーを地域振興に生かす 
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5-4.目標値の設定 

導入目標値は、中期目標として 5年後の 2020年度（平成 32年度）、長期目標として１０年後

の 2025年度（平成 37年度）について定めます。 

 
表 5.1 目標値 

 現 行 
2014（平成 26）年度 

中期目標 
2020（平成 32）年度 
※（ ）は現行との比較 

長期目標 
2025（平成 37）年度 
※（ ）は現行との比較 

太陽光発電 

大・中規模 
太陽光 

136,710 kW 
 

391,700 kW 
（2.9倍） 

676,793 kW※1 
（5.0倍） 

小規模太陽光 

62,420 kW 
 

※戸建住宅 14,052件 
県内戸建住宅の 6.3％ 

新築導入率 15％ 

91,035 kW 
（1.5倍） 

※戸建住宅 21,400件 
県内戸建住宅の 9.6％ 

新築導入率 25％ 

123,226 kW 
（2.0倍） 

※戸建住宅 29,000件 
県内戸建住宅の 12.9％ 

新築導入率 50％ 

計 199,130 kW 482,735 kW 
（2.4倍） 

800,019 kW 
（4.0倍） 

小水力発電（1,000kW未満） 3,509 kW 4,685 kW 
（1.3倍） 

5,485 kW 
（1.6倍） 

風力発電 36,150 kW 87,270 kW 
（2.4倍） 

103,270 kW 
（2.9倍） 

木質バイオ
マス発電 

専焼 12,750 kW 13,750 kW 
（1.1倍） 

14,750 kW 
（1.2倍） 

混焼 20,205 kW 20,205 kW 20,205 kW 

計 32,955 kW 33,955 kW 
（1.0倍） 

34,955 kW 
（1.1倍） 

合 計 271,744 kW 608,645 kW 943,729 kW 

A ;新エネルギー発電※2 
電力量（推計） 539 百万 kWh 966 百万 kWh 1,366 百万 kWh 

B ;県内消費電力量 4,559 百万 kWh 

A/B ;新エネルギー発電 

電力自給率※2 11.8％ 21.2％ 30.0％ 

水力発電（1,000kW以上） 540,550 kW 544,050 kW 544,050 kW 

C ;水力発電（1,000kW以上）
電力量（推計） 2,494百万 kWh 2,512百万 kWh 2,512百万 kWh 

（A＋C）/B ;再生可能 
エネルギー発電電力自給率※2 66.5％ 76.3％ 85.1％ 
※1 現在の系統接続制約が一定解消されることが前提 
※2「新エネルギー発電」「再生可能エネルギー発電」及び「電力自給率」の
定義は、P34参照。 
 長期エネルギー需給見通しで

示された 2030年度の電源構

成における再生可能エネルギ

ー比率（22～24％）について、

高知県では前倒しで達成する

目標です。 

将来は、高知産 
エネルギー100％ 
を目指そう。 
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6. 目標達成に向けた施策 

6-1.施策体系 

 

高知県の将来像： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県が目指す「将来の新エネルギー利用の姿」： 

高知産 100％！ 

自然エネルギーあふれる「こうち」の創造 

方針① 新エネルギーのさらなる導入促進 方針② 新エネルギーを地域振興に生かす 

【導入促進の意義】 

 

地域メリットの創出 

 

地球温暖化対策への貢献 

持続可能なエネルギーの活用 

【新エネルギー等の種目ごとの導入促進】 

２．太陽光発電の導入促進 

大中規模太陽光発電の導入促進 
小規模太陽光発電の導入促進 

３．小水力発電の導入促進 

４．風力発電の導入促進 

５．木質バイオマス発電・熱利用の導入促進 

６．その他の導入促進等 

太陽熱、バイオマス利用、洋上風力発電、燃料電池、水素、 
天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車 

１．新エネルギー全体に係る課題への対応 

新エネルギーの導入促進 
新エネルギー利用方法の検討（地産地消の仕組みづくり） 
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6-2.具体的な施策の展開 

１）新エネルギー全体に係る課題への対応 

高知県内における新エネルギーの導入促進において、系統への接続の問題発生（系統への接続制

約、太陽光発電の出力制御枠など）、固定価格買取制度の見直し、買取価格の変動、自然環境や生

活環境との調和、地域メリットの創出や地域の参画など、様々な課題が生じており、今後さらなる

導入を進めていくため、その対応を図ります。 
 

表 6.1 エネルギー全体の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■系統への接続の問題
発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、蓄電池（大容量含む）の活用、水
素等の活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづ
くりを行う。 

① 

 

①② 

■固定価格買取制度の
見直しなど、制度上の
リスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

 買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 

■自然環境や生活環境
への影響 

新エネルギー導入のルールづくり 

 自然環境や生活環境に配慮するため、事前検討事項や地域
との連携方策などを整理し、新エネルギー導入のルールづ
くりを検討する。 

① 

■県外資本による事業
で地域メリットが少
ない 

地域の事業への参画や県外資本事業等による地域振興に繋

がる仕組みづくり 

 地域振興や地域還流に繋がる事業主体の組織化など、事業
へ地域が参画する仕組みづくりを進める。 

 県外資本による事業であっても、地域との連携策や地域振
興に繋がる仕組みづくり（地元協議の実施など）を行う。 

 ② 

■太陽光発電、木質バイ
オマス利用以外の新
エネルギーの導入が
あまり進んでいない 

その他バイオマス熱利用等の調査研究 

 小水力発電や風力発電についても導入を図るとともに、そ
の他バイオマス熱利用等など調査・研究を進める。 

① 

 

なお、上記の様々な課題に対応し、新エネルギーのさらなる導入を図るには、地域内循環による

エネルギーコスト流出の低減、エネルギーの多様化、災害に強い地域づくりを行うことができるエ

ネルギーの地産地消が効果的であり、その調査研究を行います。 

 

 地域振興に資する小売電気事業の調査研究 

 地産地消型スマートコミュニティの県内導入に関する調査研究 
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 地域振興に資する小売電気事業の調査研究 

2000年（平成 12年）3月以降、段階的に行われてきた電力の小売自由化が、2016年（平

成 28年）4月から全面自由化され、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、

新規参入の会社を含めた電力会社の選択が可能になります。 

小売電気事業は、地域産エネルギーを調達し、地域へ小売りすることができ、また、県内

産の新エネルギーによる電力を既存の売電価格より高く買取ること、県内事業者に現状の購

入電力より少し安く売ることや、小売事業により得られた収益を新エネルギーの追加導入費

用とすることなど、新エネルギーのさらなる導入や活用、地域振興に貢献できる可能性があ

ることから、事業実施可能性を調査研究します。 

 
 スマートコミュニティの調査研究 

系統への接続を行わずに、面的に大規模に利活用できる可能性が期待でき、今後の技術開

発動向や経済性に注視し、導入可能性を調査研究します。 
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２）太陽光発電の導入促進 

（１）大中規模太陽光発電の導入促進 

太陽光発電は、発電開始までの開発期間が短く、設置に対する規制や手続きが少ないなど比較的

取組みやすい特徴を持っています。しかしながら、固定価格買取制度の動向や系統連系の状況、出

力制御枠などに大きな影響を受けることが見込まれます。 

高知県では、固定価格買取制度開始後に大中規模太陽光発電が大幅に増加しましたが、2016年

（平成 28年）1月 22日時点で、四国電力管内の接続済み及び契約申込済みの設備容量が出力制

御枠（257万 kW）に達したこと、県内で系統への接続制約が生じる可能性のあるエリアが広範に

わたること、設備認定を受けた設備であっても生活環境・自然環境や景観との調和が求められるこ

となど、様々な課題が浮き彫りになっています。 

また、高知県内資本による導入は一部に限られ、多くは県外資本が参入している実態も否定でき

ません。 

このような中、大中規模太陽光発電は、地域主体で早期に設備導入を図ることが必要となってお

り、以下の内容に取組むことで導入を促進します。 

 
表 6.2 大中規模太陽光発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

大
中
規
模 

■設置に対する規制
や手続きの不足に
よるトラブル発生
等 

ガイドライン等による設備認定を受けた設備のスムーズな

導入 
 事業実施段階におけるガイドライン等の策定により、設備
認定を受けた設備のスムーズな導入を図る。 

①  

共 

通 

（
再 

掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、蓄電池（大容量含む）の活用、水
素等の活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづ
くりを行う。 

① 

 

 

①② 

■固定価格買取制度
の見直しなど、制
度上のリスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

 買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 

■自然環境や生活環
境への影響 

新エネルギー導入のルールづくり 

 自然環境や生活環境に配慮するため、事前検討事項や地域
との連携方策などを整理し、新エネルギー導入のルールづ
くりを検討する。 

① 

■県外資本による事
業で地域メリット
が少ない 

地域の事業への参画や県外資本事業等による地域振興に繋

がる仕組みづくり 

 地域振興や地域還流に繋がる事業主体の組織化など、事業
へ地域が参画する仕組みづくりを進める。 

 県外資本による事業であっても、地域との連携策や地域振
興に繋がる仕組みづくり（地元協議の実施など）を行う。 

 ② 
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（２）小規模太陽光発電の導入促進 

小規模太陽光発電は、個人で参加できる再生可能エネルギーのひとつであり、2008年（平成

21年）１月に国の助成制度が再開されたことや、同年 11月から開始された余剰電力の買取制度、

2012年（平成 24年）7月から開始された固定価格買取制度により、県内でも急速に導入が進ん

でいます。 

しかし、太陽電池パネルやパワーコンディショナーといった機器が高額であることから、設置者

にとっては初期費用の負担が大きいといった課題があります。 

また、近年、太陽光発電の設備価格の低下や固定価格買取制度の買取価格の低下、電気代の高騰

などにより、固定価格買取制度に依存しない自家消費であっても経済効果が生まれつつあること、

また災害時の非常用電源としての活用など新たなメリットが出てきています。 

このような中、小規模太陽光発電は、自家消費を前提として普及を進めていきます。 
 
 

表 6.3 小規模太陽光発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

小
規
模 

■投資コストが高い 
■付加価値、メリッ
トが見えない 

事業モデルによる事業性評価、売電以外の付加価値・メリ

ットの明確化 
 事業モデルによる事業性を検討するとともに、売電以外
の付加価値・メリット（電力消費量の低減、災害時の電
力供給など）を明確化する。 

蓄電池、電気自動車等の活用 

 蓄電池、電気自動車等の活用に向けた施策を検討する。 

① 
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３）小水力発電の導入促進 

県内の 1,000kW未満の認定設備の導入状況は、電力会社によるものやダム管理事務所による自

家消費以外では、依然として大川村に 60kW、梼原町に 53kWの計 113kWにとどまっています。

本県は、全国トップクラスの年間降水量があり、環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル

調査（平成 21年度）」でも、1,000kW未満の小水力発電設備の賦存量は合計約 161,000kWと

なっているものの、そのポテンシャルが生かされていないのが現状です。 

小水力発電が普及していない要因は、適地の選定が難しいこと、小規模の水車発電機の汎用装置

が少なく建設単価が高いことで採算性の確保が難しいこと、事前調査や手続きの費用負担が大きい

こと、整備に必要な水利権等の法的手続きが複雑なことなどがあります。また、発電した電力をど

こで活用するかという課題もあります。 

特に、小水力発電の導入を図るためには、設置する地点や設備規模により建設費が大きく左右さ

れますので、採算性の合う適地の選定、事前の調査・設計が重要となります。 

なお、規模は小さくても、地域に身近な小河川や農業用水路を活用し、地域の街路灯や農業用電

気柵、非常用電源として活用できれば、中山間地域など地域での再生可能エネルギーの地産地消に

もつながり、地域にメリットを創出しつつ効果的な導入が図れます。 

このような背景のもと、小水力発電は、以下の内容に取組むことで導入を促進します。 

 
表 6.4 小水力発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■調査は継続実施してい
るが、適地が少ない 

河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査 

 河川のほか、農業用水路、上水道施設などの適地調査を進
める。 

① 

■事業化に向けた調査・設
計等に費用がかかり、地
域主体の事業化にはハ
ードルが高い 

調査・設計、手続きの費用の支援策の検討 

 地域主体の事業化にあたってハードルとなっている調
査・設計、手続きの費用の支援策を検討する。 

① 

■日常的な保守・管理が必
要 

地域との連携（日常的な保守・管理の実施）策の検討 
 小水力発電のスムーズな導入、維持管理上のコスト削減、
地域振興への貢献を図るため、地域との連携の在り方を検
討する。 

①② 

■中山間地域での身近な
資源が活かされていな
い 

マイクロ水力発電（1kW程度）の導入促進 

 小河川や農業用水路といった活用可能な資源が多い中山
間地域において、地域振興や災害対応を目的としたマイク
ロ水力発電（1kW程度）の導入を促進する。 

①② 

■水利権等の法的手続き
が複雑であり、また普通
河川の取扱事例が少な
く時間がかかる 

情報収集、手続きの明確化などの検討 

 現在、手続き等の明確なものがないため、県外を含めた情
報収集を行うとともに、県と市町村が連携して手続きの明
確化などを検討する。 

① 

  



6 目標達成に向けた施策 

53 

４）風力発電の導入促進 

現在、県内では自治体や民間企業等により 39基 36,150kWの風力発電設備が整備されていま

すが、太陽光発電の急速な導入に伴い、系統への接続制約が生じる可能性のあるエリアが広範にわ

たってきたため、風力発電の新たな導入は難しくなってきています。 

しかし、県内の山間部や室戸岬、足摺岬周辺などが、比較的風況が良く風力発電に適した地域と

なっていることなどから、いくつかの地域において民間企業等による整備の計画があります。 

風力発電は、他の再生可能エネルギーに比べ発電規模が大きく、比較的採算性も高いことから、

民間事業者による売電事業として成立していますが、その導入にあたっては、新たな送電線の敷設

や、景観、騒音などの環境面にも配慮する必要があります。また、導入後も落雷による設備の損傷

や需給調整のために一時的に発電出力を制御しなければならない場合もあります。 

風力発電は、固定価格買取制度による設備認定量が増加していますが、県外資本により建設され

た場合には、建設時に一定の地元雇用が期待されるものの、その後の売電収入等は、県外へ流れて

いってしまうことになります。そのため、地域で風力発電を導入する際には、地元自治体への税収

入に加えて、その波及効果をどう創り出すかということが重要です。したがって、地元への波及効

果を生み出すため、地元自治体等による出資やその一部を自ら運営するなど、発電事業へ参画する

ことも有効な手段のひとつとなります。 

また、県内には、消費地に近く、風況が比較的良い場所（臨海部や谷部など）が存在します。規

模は小さくても、自家消費のほか、農村・漁村など地域の街路灯や農業用電気柵、非常用電源とし

て活用できれば、地域での再生可能エネルギーの地産地消にもつながり、地域にメリットを創出し

つつ効果的な導入が図れます。 

このような背景のもと、風力発電は、次の内容に取組むことで導入を促進します。 
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表 6.5 風力発電の課題と対応 

課 題 方針に基づく課題への対応策 方針 

■県外企業の参入が多い 県内事業者、地域主体での導入拡大を図るための地域との

連携の仕組みづくり検討 
 大規模風力発電においても県内事業者や地域主体での導
入拡大を図るため、地域との連携の仕組みづくりを検討
する。 

①② 

■自然環境や生活環境への
影響、県境付近での対応
が必要 

県境付近での県内市町村事業の支援 

 ポテンシャルが大きい県境付近での県内市町村による事
業については、他県等の調整が必要なことから、県も積
極的に支援を行う。 

① 

■環境影響評価、風況調査
のコストと時間がかかる 

■沿岸部や中山間地域で活
用されていない 

小型風力発電（20kW未満）の導入促進 

 地形的特徴から比較的風況が良いと考えられる沿岸部や
中山間地域（尾根部、谷部）において、地域振興や災害
対応を目的とした小型風力発電（20kW未満）の導入を
促進する。 

① ② 

共 

通 

（
再 

掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、大規模蓄電池の活用、水素等の
活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづくり
を行う。 

① 

 

 

①② 

■固定価格買取制度
の見直しなど、制
度上のリスク 

買取価格の設定など国等への政策提言 

買取価格の設定等について、国等への政策提言を行う。 

① 
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５）木質バイオマス発電・熱利用の導入促進 

高知県は、県土の 83.3％※1が森林という日本一の森林県ですが、森林資源の成熟が進む一方で、

木材需要の減退、価格の低迷、採算性の悪化などからその有効活用が大きな課題となっています。 
 
※1 資料：統計による都道府県の姿 2015 
 
 

＜木質バイオマス発電の導入促進について＞ 

高知県内においては 2015年（平成 27年）に 2箇所で木質バイオマス発電所が稼動したことか

ら今後、低質材の需要はますます高まってきます。そのため、素材生産を増産することで、燃料と

なる低質材の安定供給を図ります。 

また、木質バイオマス燃料の供給状況を調査・確認し、さらなる木質バイオマス発電の導入可能

性を検討します。 

 

＜木質バイオマス熱利用の導入促進について＞ 

本県の基幹産業である農業や水産業などは、石油への依存度が高く、重油価格の変動が事業の収

益性に大きな影響を与えています。 

また、重油を使用した場合には、多額の資金のほとんどが県外、国外に流出することになります。

これを再生可能な県内資源である木質バイオマスに置き換えることで、多くの資金が県内で還流す

ることになりますし、県内ボイラー製造メーカーなどへの経済波及効果も期待できます。 

県内の木質バイオマスボイラーの導入は、温泉施設や園芸施設等において合計で 254台整備（平

成 26年度末）されており、さまざまな分野での木質バイオマスの利用が進みました。今後、木質

バイオマス熱利用を進めるためには、重油等の単価変動の影響を受けやすいことに加え、生物由来

の固形燃料であるペレットの品質の一定のばらつきに対応したボイラーの燃焼設定の変更や燃焼

灰の活用など、利用する側から見るとまだ課題が多いと言えます。 

 

こうした課題に対応するために、コスト面で厳しい木質バイオマス燃料を、原料、製品の搬送コ

ストをできるだけ抑え、林地残材や工場残材などの原料収集から燃料製造、利用までをできるだけ

一定の地域内に収める仕組みを成立させることを目指します。 

 

このような状況から、木質バイオマス発電・熱利用は次の内容に取組むことで導入を促進します。 
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表 6.6 木質バイオマス発電・熱利用の課題と対応 

課題 方針に基づく課題への対応策 方針 

発
電
利
用 

■２箇所の木質バイ
オマス発電所のフ
ル稼働 

 
 

木質燃料の安定供給体制の整備 
 既設置の２箇所の木質バイオマス発電所に様々な事業
者の連携により、木質燃料を安定供給し、稼働率の向上
（フル稼働へ）を実現する。 

①② 

 

 

 

 

熱
利
用 

■原木の確保 
 
 

木質燃料製造に向けた原木の安定供給 

● 発電利用とともに、様々な事業者の連携により、熱利 
  用向けの原木を確保する。 

地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡

大による地産地消を推進 
 木質燃料の効率的な流通の仕組みづくりを図る。 
 地域での熱利用機器の導入（ボイラー、ストーブ等）拡
大を図り、エネルギーの地産地消を進める。 

①② 

■燃料配送、機器導
入、燃焼灰の処理
等のコスト低減 

共 

通 

■長期にわたる計画
的な森林資源の供
給確保 

素材生産・製材販売の拡大 

 素材生産・製材販売の拡大を図り、需要を満足するボリ
ュームで県内の木質バイオマス資源の供給安定化を図
る。 

効率的な収集・運搬方法の検討、林地残材、切捨間伐材

の活用 

 製材端材のみではなく、効率的な収集・運搬方法を検討
し、林地残材、切捨間伐材の活用を図る。 

①② 

 

 

 

①② 

 

 

 

■県内自給率向上 

共
通
（
再
掲
） 

■系統への接続の問
題発生 

系統の強化など国等への政策提言 

 系統の強化など、国等への政策提言を行う。 
地産地消の仕組みづくり 

 自家消費の仕組み構築、大規模蓄電池の活用、水素等の
活用可能性調査・研究を行い、地産地消の仕組みづくり
を行う。 

① 

 

 

①② 
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６）その他の導入促進等 

（１）太陽熱 

高知県内において、太陽光発電と同様、ポテンシャルが高く、熱需要の多い住宅、事業所への導

入が期待でき、近年も徐々に導入は進んでいますが、年間の新規設置台数はそれほど伸びていない

ことから、住宅、事業所等を対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（２）バイオマス利用 

他都道府県では、近年、生ごみ、食品廃棄物、下水汚泥、畜産排泄物、農業残渣等のバイオマス

利用（発電、熱利用）の事例が見られ、固定価格買取制度の活用のほか、国等においても廃棄物対

策として様々な支援が行われていることから、県内導入可能性について調査研究を進めていきます。 

 

（３）洋上風力発電 

国において、浮体式洋上風力発電の更なるコスト低減を実現するため、軽量浮体・風車等の技術

開発・実証が進められているとともに、我が国の地形・気象条件に適した洋上風力発電技術を確立

すべく着床式洋上風力発電の実証が実施されているところです。また、大規模洋上風力発電の導入

に向けて、洋上での長距離送電等が課題となることから、高信頼性や低コストな直流送電システム

の開発が進められています。 

県内でも足摺岬西側などポテンシャルが高いエリアが存在しますが、実用化に向けた実証実験や

技術開発が進められている分野であり、今後の技術開発動向や経済性に注視し、導入可能性を調査

検討します。 

 

（４）水素エネルギー 

水素エネルギーは、①天然ガス等の化石燃料改質、水の電気分解など多様な方法で製造が可能で

あること、②熱電併給システムとして高効率であること、③発電過程で大気汚染物質を排出しない

クリーンなエネルギーであることから、エネルギーの安定供給、地球温暖化対策の面から優れたエ

ネルギーと言われています。 

近年、水素を燃料とした燃料電池や燃料電池自動車が市場投入されるなど、水素をエネルギーと

して日常的に利活用しようとする動きが拡大しつつあり、国においては水素社会の実現に向け、平

成 26年 6月に「水素・燃料電池戦略ロードマップ」をとりまとめ、各種取組を推進しています。 

水素社会の実現に向けては、水素製造・輸送・貯蔵・利用を含めた総合的な検討が必要です。ま

た、水素は、余剰電力をエネルギーとして蓄積できるなど電力調整能力を有していることから、新

エネルギーのポテンシャルが高く、系統連系等に課題がある本県にとって、新エネルギー由来の水

素製造・利用を進めることは有効な対策となります。 
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しかしながら、新エネルギー由来の水素エネルギーの利活用は、国等において実用化に向けた実

証実験や技術開発が進められている分野であり、今後の技術開発動向や経済性に注視し、導入可能

性を調査検討します。 

なお、燃料電池は、水素の利用方法の一つで、国等においても普及促進が図られています。本県

における設置台数は徐々に増加しつつあるものの、県全体で 276台に留まっているため、さらな

る導入を図るため、住宅、事業所等を対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（５）天然ガスコージェネレーション 

天然ガスコージェネレーションは、分散型エネルギーとして家庭や事業所、地域に電気・熱を供

給する高効率なシステムです。本県においては、導入が進んでいないことから、住宅、事業所等を

対象に導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（６）ヒートポンプ 

ヒートポンプは、動力源に電力を用いますが、その消費電力を上回る熱エネルギーを利用するこ

とができます。ヒートポンプの普及拡大を図ることで省エネルギーの進展が期待できることから、

園芸施設、住宅、事業所等を対象にさらなる導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

（７）クリーンエネルギー自動車 

クリーンエネルギー自動車は、ガソリンや軽油を消費しない、あるいは使用を抑制することがで

きます。本県においては、ハイブリッド自動車を中心ですが、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。しかしながら、ハイブリッド自動車以外のクリーンエネル

ギー自動車の導入台数はわずかであるため、その導入促進に向けた支援策を検討します。 

 

 

 
  



7 推進・進捗管理 

59 

7. 推進・進捗管理 

7-1.高知県新エネルギービジョンの推進方策 

新エネルギーの導入促進に向けては、県民、事業者、市町村、県の各主体が、新エネルギー導入

の意義を理解するとともに、相互に協力しながら取り組みを進めることが必要です。 

そのため、以下に、各主体に求められる役割を示します。 
 

１）県民の役割 

新エネルギー導入の意義について理解を深めるとともに、新エネルギーに関する知識を深め、積

極的な導入に努めます。 

■県民に期待される取組例 

 エネルギーに関する学習の実践 

 小規模（住宅用）太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの利用 

 家庭用燃料電池の設置など、分散型エネルギー社会の構築に資する新たな技術によるエネル

ギーの利用 

 環境性能に優れる電気自動車などの選択 

 エネルギーを賢く使う「スマート化」への理解と取組、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」型

のライフスタイルの定着 

 

２）事業者の役割 

新エネルギー導入の意義について理解を深めるとともに、新エネルギーに関する知識を深め、積

極的な導入に努めます。また、新エネルギーに関連する技術や機器の開発などに取り組むとともに、

エネルギー産業に関して設備導入計画・設計、製造、販売、メンテナンス、資金調達の面での役割

を担います。 

■事業者に期待される取組例 

 事業所でのエネルギーに関する学習の実践 

 事業所での太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの利用 

 太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した発電事業への取組 

 天然ガスコージェネレーションや燃料電池、スマートグリッド技術など、分散型エネルギー

社会の構築に資する新たなエネルギー技術の研究や普及、導入の取組 

 環境性能に優れる電気自動車などの選択 

 再生可能エネルギー活用技術などの低炭素化技術の開発、製品の高付加価値化、新分野への

進出 

 災害時における非常用電源の地域への提供 
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３）市町村の役割 

住民に最も近い自治体として、住民からの相談等に対応できる体制を整えるとともに、国や県な

どの支援制度等に関する情報提供を行います。 

地域資源を生かすことのできる新エネルギー導入に向けた施策を示し、取り組みを計画的に進め

ます。また、公共施設への率先導入を図ることや、導入の効果などについて普及啓発を行います。 

■市町村に期待される取組例 

 再生可能エネルギーの導入に向けた地域住民などへの普及啓発 

 地域資源を活用した再生可能エネルギーの創出に向けた取組の推進・支援 

 各施設での太陽光発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの利用 

 太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した発電事業への取組 

 環境性能に優れる電気自動車などの選択 

 

４）県の役割 

新エネルギーの導入拡大に向けた施策を示すとともに、各主体が取り組みを進めるために必要な

支援を行います。また、広域的な新エネルギーの導入に向けた取り組み等について、情報の橋渡し、

マッチング機会の創出に努めるとともに、関係者間の調整などの支援を行います。 

公共施設への率先導入を図ることや、導入の効果などについて普及啓発を行います。 

また、県は、県民、事業者、市町村等へ情報の提供、勉強会の開催などを通じて支援を行います。 

  



7 推進・進捗管理 

61 

7-2.高知県新エネルギービジョンの評価指標 

高知県の将来の姿を目指して、新エネルギーの導入促進、地域振興を進めていくため、46ペー

ジに示した導入目標値に加え、以下の評価指標によって進捗管理を行っていきます。 

 
表 7.1 評価指標 

施 策 指 標 

１．新エネルギーの導入促進 

・小規模太陽光発電  住宅用太陽光発電普及率（％） 
・木質バイオマス  木質バイオマス利用量（ｔ） 

２．地域振興 

・地域事業主体 
 地域や県内事業者が事業主体となった新エネルギー発
電事業者の数（太陽光発電事業を除く） 
※太陽光発電事業については参考値として把握に努める 

・地域貢献、地域振興  地域貢献、地域振興に取り組む新エネルギー発電事業
者の数（今後事業を実施する者） 
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7-3.高知県新エネルギービジョンの推進体制 

新エネルギーの導入を促進するため、外部有識者等で構成する「高知県新エネルギー導入促進協

議会」を設置し、ＰＤＣＡサイクルによるビジョンの進捗管理を行います。特に、CHECK（評価）

においては、本計画で設定した「目標値」を定期的に確認し、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。  

また、導入にあたっての具体的な取り組みやその課題解決に向けた検討を行うため、庁内新エネ

ルギー関係課でワーキンググループ等を適宜設置します。 

なお、新エネルギーは、幅広い産業が関係する分野であり、各分野の企業、大学、研究機関、行

政等の産学官が連携、共同し、新たな技術や製品の開発、ビジネスモデルの構築、事業化の促進な

どに取り組むことが望まれます。県内の各大学では、地域連携センターなど、地域や民間との連携

を促進する専門の機関を設け、それぞれの専門分野における研究の実用化に取り組むとともに、地

域における人材の育成にも努めています。こうした大学の主体的な取り組みと連携し、本ビジョン

に掲げた具体的な施策の推進に生かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7.1 推進体制 
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■高知県新エネルギービジョン改定委員会委員名簿 

 

氏    名 所   属   等 

磯脇 堂三 土佐清水市 副市長 

井戸 浩道 
高知商工会議所 エネルギー部会 副部会長 

株式会社特殊製鋼所 取締役社長 

尾﨑 豊藏 
四国電力株式会社 高知支店 

副支店長 

川島 徹也 
全国農業協同組合連合会 

高知県本部 生活部 部長 

中澤 純治 高知大学 准教授 

西 和雄 
高知県工業会 副会長 

ツカサ重機株式会社 会長 

畠中 伸也 高知県公営企業局 次長 

◎八田 章光 高知工科大学 教授 

山﨑 行雄 高知県森林組合連合会 理事 

吉田 尚人 梼原町 副町長 

◎：会長                      （敬称略、五十音順） 
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■高知県新エネルギービジョン改定部会部会員名簿 

 

氏    名 所   属   等 

井戸 浩道 
高知商工会議所 エネルギー部会 副部会長 

株式会社特殊製鋼所 取締役社長 

上田 統夫 土佐清水市環境課 課長補佐 

片岡 桂子 
高知小水力利用推進協議会 副会長 

によどがわスプリングス株式会社 代表取締役 

川島 徹也 
全国農業協同組合連合会 

高知県本部 生活部 部長 

中越 健三 
梼原町環境整備課 

環境モデル都市推進室 室長 

中澤 純治 高知大学 准教授 

永野 敬典 
高知県工業会 

株式会社相愛 代表取締役 

畠中 伸也 高知県公営企業局 次長 

◎八田 章光 高知工科大学 教授 

林 須賀 
こうち生活協同組合 運営企画グループ 

グループマネジャー 

松岡 道弘 
四国電力株式会社 高知支店 

お客さまサービス部長 

溝渕 辰夫 
高知県太陽光発電普及協会 

荒川電工株式会社 経営企画室 室長 

山﨑 行雄 高知県森林組合連合会 理事 

横田 日出子 ＮＰＯ法人エコネットなんごく 理事 

◎：部会長                      （敬称略、五十音順）  
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■語句説明 

 
［あ行］ 

エネルギーセキュリティ 

日本はエネルギーの 80％以上を海外に依存し
ており、その約半分を占める石油は 99％以上を輸
入しているため、その安定供給を確保すること。
又は、災害時において最低限必要なエネルギーを
供給できるシステムを確保すること。 

 
エネルギーの地産地消 

再生可能エネルギー等により地域でエネルギー
（電気・熱）を創り、地域で利活用すること。 

 

温室効果ガス 

大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの
熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きのあるガ
スのこと。 

 

温度差熱利用 

海、河川、温泉、下水等の温度の変動が少ない
水温と、外気温との温度差を利用してエネルギー
に変えるシステムのこと。 

 

［か行］ 

間伐 

林業で、林木の密度を調節して生育を助けるた
め、また主伐前に収穫を得るため、林木の一部を
伐採すること。 

 

クリーンエネルギー自動車 

環境負荷が小さい自動車の総称。電気自動車（Ｅ
Ｖ）、プラグインハイブリット自動車（ＰＨＶ）、
ハイブリッド自動車（ＨＶ）、燃料電池自動車（Ｆ
ＣＶ）、天然ガス自動車（ＣＮＧ自動車）等があ
る。 

 

系統への接続制約 

系統の空容量、電圧、系統安定度などにより系
統連系において出力抑制などの制限がかかる可能
性があること。 

 

系統の接続枠 

電力の安定供給を確保するため、一般電気事業
者の電力供給エリア内における再生可能エネルギ
ーの系統への接続可能量のこと。 

 

コージェネレーション 

一種類のエネルギー源から電気や熱という 2つ
の異なったエネルギーを同時に発生させ、それを
利用すること。熱電併給システムともいう。 

 

固定価格買取制度（FIT） 

再生可能エネルギーにより発電された電気の買
取価格を法令で定める制度で、主に再生可能エネ
ルギーの普及拡大を目的としている。再生可能エ
ネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社
などに、一定の価格で、一定の期間にわたり売電
できる。 

 

［さ行］ 

最終エネルギー消費 

石油や石炭などの一次エネルギーが供給された
そのままの形態で、あるいは二次エネルギーへの
転換により電気、ガソリン、灯油、都市ガスなど
の形態で、国内の産業部門、民生部門、運輸部門
において、最終消費者に使用されたエネルギーの
総量のこと。 

 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、
永続的に利用することができると認められるもの。
具体的には、太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、
バイオマス発電、バイオマス熱利用、小水力発電
などを指す。 

 

省エネルギー 

技術的改善と利用方法の工夫などによりエネル
ギーの利用効率を向上させ、無駄なエネルギー消
費を減少させること。 

 

小水力発電 

小規模の河川や農業用水路、上下水道施設等の
流水・落差を利用して水車を回し、発電を行うシ
ステムのこと。 

 

食品廃棄物 

外食産業・小売・卸売等流通過程、食品製造業
等製造過程で発生する廃棄物。 
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水素 

水の電気分解や石油から得られる炭化水素と水
との反応、炭化水素の部分酸化などで製造される
元素。酸素と化合して水となる。燃やしても有害
成分を全く出さないことから、燃料電池の燃料と
しての利用など、石油代替エネルギーとして期待
されている。 

 

スマートグリッド 

発電設備から末端の機器までを通信網で接続、
電力流と情報流を統合的に管理することにより自
動的な電力需給調整を可能とし、電力の需給バラ
ンスを最適化する仕組み。 

 

スマートコミュニティ 

情報通信技術（ＩＣＴ）を使いながら、再生可
能エネルギーの導入を促進しつつ、交通システム
や家庭、オフィスビル、工場、ひいては地域全体
のエネルギー需給の適正化をめざした市民参加型
の新たなコミュニティのこと。 

 

製材端材 

製材過程で排出される樹皮やのこ屑などの残さ。 
 

創エネルギー 

エネルギーを節約する省エネルギーという考え
方から、さらにエネルギーを自ら創り出そうとす
る考え方。 

 

［た行］ 

太陽光発電 

太陽光エネルギーを直接電気に変換するシステ
ムのこと。 

 

太陽熱利用 

太陽の熱エネルギーを太陽集熱器に集め、水や
空気などの熱媒体を暖め給湯や冷暖房などに活用
するシステムのこと。 

 

地中熱利用 

地中と外気の温度差を利用して効率的な冷暖房
等を行うシステムのこと。 

 

中山間地域 

都市や平地以外の、中間農業地域と山間農業地
域の総称。 

 

 

 

電力システム改革 

既存の電力システムに対して、①広域系統運用
の拡大、②小売及び発電の全面自由化、③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
という 3段階からなる改革のこと。 

 

［な行］ 

燃料電池 

水素と酸素が結合し、化学反応によって生じる
エネルギーによって電力を発生させる装置のこと。 
 

農作物残さ 

稲わら、もみがらといった農作物の非食用部。 

 

［は行］ 

バイオマス発電・熱利用 

植物や家畜糞尿などのバイオマス(生物資源)を
用いて発電・熱利用を行うシステムのこと。 

 

バイオマス燃料製造 

植物や家畜糞尿などのバイオマス(生物資源)か
ら燃料（バイオマス燃料）をつくるシステムのこ
と。燃料は、ペレットなどの固体燃料、バイオエ
タノールやＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）など
の液体燃料、そして気体燃料と様々な形で活用さ
れる。 

 

廃棄物発電・熱利用 

廃棄物焼却に伴って発生する高温燃焼ガスから
ボイラで蒸気を作り、蒸気タービンで発電機を回
すことにより発電するシステムのこと。発電した
後の排熱は、その施設や周辺地域の冷暖房や温水
として有効に利用することができる。 

 

ヒートポンプ 

熱の高い温度から低い温度への移動原理を利用
して熱を取り出すシステムのこと。 

 

風力発電 

風のエネルギーを電気エネルギーに変えるシス
テムのこと。 

 

［ま行］ 

未利用エネルギー 

技術等の進歩により有効利用できるようになっ
たエネルギーの総称。 
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メガソーラー 

１ＭＷ（メガワット）を超える大規模な太陽光
発電施設のこと。※１ＭＷは、１０００ｋＷ（キ
ロワット）に同じ 

 

木質ペレット 

おがくずや木くずなどの製材所廃材などに圧力
を加えて固めた固形燃料のこと。専用のペレット
ストーブやボイラーの燃料として使用する。木材
を原料とするためカーボンニュートラルと見なす
ことができる。 

 

木質チップ 

間伐材や未利用材の木材を粉砕加工してチップ
ボイラーなどの燃料に使用するもの。木材を原料
とするためカーボンニュートラルと見なすことが
できる。 

 

［ら行］ 

林地残材 

立木を丸太にする際に出る枝葉や梢端部分、森
林外へ搬出されない間伐材等、林地に放置された
残材。 
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