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Ⅱ 再生可能エネルギーの特徴 

 

1．太陽光発電 

(1) 太陽光発電の概要 

 地表に降り注ぐ太陽光は、1㎡あたり 1kW に相当するエネルギーを持っている。シリコン

などの半導体に光が当たると電気が発生するという発電効果を応用して、太陽光から直接電

気を発生させるのが太陽光発電である。太陽光発電の特徴としては以下の 5 つが挙げられ

る。 

  ・移動部がなく、静かでクリーン 

  ・維持が簡単で、自動・無人運転が容易 

  ・規模の大小に関わらず一定効率で発電できる 

  ・モジュール構造のため量産性に富み、スケールメリットが大きい 

  ・拡散光によっても発電する 

太陽光発電システムは、設置する場所の広さにあわせて自由に規模を決めることができる

ため、家庭用から大規模施設まで、その施設にあったシステムを設置することが可能であ

る。 

  

太陽光発電システム図 

出典：太陽光発電協会 HP 
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太陽電池パネルは、n 型シリコンと p 型シリコンの 2 枚を重ね合わせたもの。 

(2) 技術開発動向 

 太陽光発電の技術開発では、太陽エネルギーを電気に変える「変換効率」の向上が重要と

されている。現在の変換効率は 7～18%であり、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)が策定した「太陽光発電ロードマップ PV2030+」では、2050 年までに 40%の超高

効率太陽電池を開発することを目標としている。(資料：(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構

「太陽光発電ロードマップ PV2030+」) 

 太陽光発電装置を設置する架台では、環境に配慮した木製架台や建物への負荷を軽減する屋

根置き型架台の軽量化、追尾式太陽光発電システムなど発電の効率化を図る技術開発も進んで

いる。このような中、日本の状況は政府の住宅用太陽光発電設備に対する補助制度が一時打ち

切られた 2005 年をピークに伸び悩んでいたが、2009 年 1 月に補助制度が再度導入され、同

年 11 月には余剰電力買収制度が開始されたことから 2009 年度は増加に転じ、2011 年度末で

は約 490 万 kW の太陽光発電が導入されている。 

 さらに、資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー発電設備の導入状況」によると、2012 年

7 月開始の固定価格買取制度により、太陽光発電設備の導入は 2013 年 10 月末現在で、住宅

用は約 654 万 kW、非住宅用は 473 万 kW であり、順調に継続している。 

太陽光発電における太陽電池の仕組み 

出典：太陽光発電協会 HP 

太陽光発電における太陽電池システム 

出典：NEDO 資料 
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出典：資源エネルギー庁 HP 

 

世界の太陽光発電の導入状況(累積導入量の推移） 

世界の太陽電池生産量の推移 

日本の太陽光発電累積導入量 

出典：NEDO 資料 

出典：NEDO 資料 
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(3) 経済性・コスト 

 太陽光発電の問題点は、コストの高さである。住宅用の場合、周辺設備や工事費を含めた

システム全体の設置コストは 2011 年度に 53 万円／kW(資源エネルギー庁調べ)、発電コスト

は 2012 年度実績で 37～46 円／kWh(NEDO 資料により)となっており、いずれも年々下が

ってはいるものの、更なる技術開発によるコスト低減が望まれる。 

 

世界と日本における太陽光発電の発電コスト 

出典：NEDO 資料 

太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移 

出典：資源エネルギー庁 HP 

93 94  95 96  97 98  99 00  01  02  03 04  05 06 07 08  09 10  11 (年度) 
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2．太陽熱利用 

(1) 太陽熱利用の概要 

 太陽熱利用とは、太陽エネルギーを集めて温水等を作り、必要な時に温水等を給湯、暖

房、さらには冷房などに利用することである。システムとしては、 

・太陽熱温水器(自然循環型) 

・ソーラーシステム(強制循環型：屋根に焦熱器を設置し、ポンプやファンを使って水や空

気等を循環させるシステム) 

・パッシブソーラーシステム(建物に工夫を加えることにより、特別な装置を用いずに太陽

熱を利用するシステム) 

 

(2) 技術開発動向 

 太陽熱温水器は、昔から使われてい

る最も簡単な太陽熱利用設備である。 

 同様に、民生用のソーラーシステム

についても、基本的な技術はほぼ確立

している。産業用のソーラーシステム

については、ケミカルヒートポンプに

よる昇温技術、水素貯蔵合金による冷

熱取得技術等の開発が進められてい

る。 

 パッシブソーラーシステムについて

は、調光材料、透明断熱材、導光材料

等の開発が進められている。 

 2012 年度の累計普及実績は、太陽熱

温水器が約 684 万台、ソーラーシステムが

約 66 万台と推定されている。 

(出典：一般社団法人 ソーラーシステム振興協会) 

  

出典：(社)ソーラーシステム振興協会 HP 

太陽熱温水器(自然循環型) 

出典：(社)ソーラーシステム振興協会 HP 

ソーラーシステム(強制循環型) 
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(3) 経済性・コスト 

 太陽熱温水器は、工事費を含め約 30 万円程度である。(強制循環型)ソーラーシステムは、

生産量が少ないため 90 万円程度(工事費込み)となっている、パッシブソーラーシステムは、

建物と一体となるため、システムのコストは算出しにくいが、一般的には、通常の建物の建

設費と比べ、10%程度コスト高になるといわれている。 

 ソーラーシステムは、既存エネルギーに対し割高(都市ガスの約 2 倍)であり、イニシャル

コストが高いことから、資本回収に長期間を要し、現段階では経済的に、若干不利である。 

 
エネルギー価格 

年間集熱量 

燃料種別価格(円/Mcal)各燃料比 

LP ガス 都市ガス 灯油 

太陽熱温水器 

・集熱面積 3㎡ 

・設備コスト 

300,000 円 

17 円/Mcal 

(1560Mcal) 

27.1 

(0.63 倍) 

13.4 

(1.27 倍) 

5.9 

(2.88 倍) 

ソーラーシステム 

・集熱面積 6㎡ 

・設備コスト 

900,000 円 

26 円/Mcal 

(3120Mcal) 

27.1 

(0.96 倍) 

13.4 

(1.94 倍) 

5.9 

(4.41 倍) 

太陽熱利用設備の価格比較 

太陽熱利用システムの設置実績 

出典：(社)ソーラーシステム振興協会 

出典：ソーラーシステム振興協会 
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3．小水力発電 

(1) 小水力発電の概要 

  水力発電は、水の位置・運動エネルギーを電力エネルギーに変換するもので、出力は落

差と水量の積によって決まる。 

  「小水力発電」について厳密な定義はないが、出力 10,000kW～30,000kW 以下を「中

小水力発電」と呼ぶことが多く、また「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新

エネ法)」の対象のように出力 1,000kW 以下の比較的小規模な発電設備を総称して「小水

力発電」と呼んでいる。 

  他の再生可能エネルギーに比べて歴史があり石油危機以前の早い時期から導入されてお

り、電力会社のほか、地方公共団体の導入が多いのが特徴である。 

 一般的な水力発電は、発電所から比較的遠方にダムを建設して、その間の水位差による水

圧と、流速で水車(タービン)を回転して発電する。小水力発電も水の流れで水車を回して発

電する原理は同じであるが、ダムのような大規模構造物を必要としない(構造物を作る場合で

も規模は小さい)点が異なる。  

ダムを用いないで落差を確保する必要があるため、小水力発電開発にあたっては、以下の

ような構造が用いられている。 

  出典：環境省 HP 小水力発電情報サイト 

小水力発電システム 

出典：大河内町地域新エネルギービジョン 
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 水力発電に用いる水車には、水量や落差の違いによって様々な形式がある。これらの水車

は、概ね小水力発電にも適用可能である。 

  

  

水車の種類

衝動水車

ペルトン水車

クロスフロー水車

ターゴインパルス水車

反動水車

フランシス水車

プロペラ水車

カプラン水車

斜流(デリア）水車

チューブラ水車

ストレートフロー水車

出典：資源エネルギー庁 HP をもとに作成 
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一例として、カプラン水車の仕様等を示す。カプラン水車は一般河川や農業用水路の低落

差の地点に適している。 

  

カプラン水車の種類、仕様等 

出典：日本小水力発電株式会社 HP 

出典：全国土地改良 

事業団体連合会 HP 
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(2) 技術開発動向 

 技術的にはすでに成熟している。落差の小さい、小水量でも発電可能なシステムの開発に

よって、多目的ダム・トンネル等の湧水・農業用水等の維持放流水の活用、下水処理場の放

流水、さらに浄水場の配水管路内等で実用化されている。 

 

(3) 経済性・コスト 

 小水力発電は、設備利用率が 60～70%程度であり、他の再生可能エネルギーによる発電方

法と比較しても非常に高い。 

 一方で、一般に発電コストを下げるためには、同種の機器を多く生産することが求められる。

しかし、中小規模の水力発電は導入地点の地点特性に合わせて、一つひとつ生産される場合が

多く、他の発電機器と比較すると機器の量産効果は期待できない。また、設置の際の土木工事

が設置費用の大きな割合を占めることから、土木工事費の削減も求められる。 
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4．風力発電 

(1) 風力発電の概要 

風力発電は「風の力」で風車の羽根をまわし、

その回転運動を発電機に伝えて発電する。風力

エネルギーの最大40%程度を電気エネルギーに

変換でき、比較的効率の高いものである。 

 風車の種類として、プロペラ型をよく目にす

るが、これは発電を目的としたとき、最も効率

が高いとされているからである。プロペラ型以

外にも色々な形式の風車があり、デザイン的に

も趣向を凝らしたものも存在する。 

 また、近年、一般家庭等でも設置可能な小型

風力発電機の開発が進んでおり、導入が進みつ

つある。 

 

 

  

  

風力発電システム 

出典：新エネルギー財団 HP 

出典：新エネルギー財団 HP 
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構成要素 概要 

ロータ系 ブレード 回転羽根、翼 

ロータ軸 ブレードの回転軸 

ハブ ブレードの付け根をロータ軸に連結する部分 

伝達系 主軸 ロータの回転を発電機に伝達する 

増速機 
ロータの回転数を発電機に必要な回転数に減速する歯車(ギア)装置

(※減速機のない直結ドライブもある) 

電気系 発電機 回転エネルギーを電気エネルギーに変換する 

送電ケーブル 発電機からの電力を送電する 

電力変換・制御装置 直流、交流を変換する装置(インバータ、コンバータなど) 

変圧器 系統からの電気、系統への電気の電圧を変換する装置 

系統保護装置 
風力発電システムの異常、系統事故時などに設備を系統から切り離

し、系統側の損傷を防ぐ保護装置 

運転・制御系 出力制御 風車出力を制御するピッチ制御あるいはストール制御 

ヨー制御 ロータの向きを風向に追従させる 

ブレーキ装置 台風時、点検時等にロータを停止させる 

風向・風速計 出力制御、ヨー制御に使用されナセル上に設置される 

運転監視装置 風車の運転/停止・監視・記録を行う 

支持・構造系 ナセル 伝達軸、増速機、発電機などを収納する部分 

タワー ロータ、ナセルを支える部分 

基礎 タワーを支える基礎部分 

 

 

風力発電システムの主要構成要素 

出典：NEDO(風力発電導入ガイドブック) 
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(2) 技術開発動向 

 我が国の風力発電設備の導入量は、2012 年度末に総設備容量 264 万 kW、総設置基数

1,913 基となっている。これまでの累計導入量について設備容量を設置基数で割って見る

と、1 基当たりの平均設備容量は増加傾向にあり、風車の大型化が進んでいる。 

(3) 経済性・コスト 

 風車は大型になるほど割安になる(規模のメリットが働く)ため、大型化すれば発電コスト

が下がるのが一般的である。発電コストの低減を大きな目的として技術開発が進められた結

果、現在発電コストは 10 円/kWh 前後まで下がっている。 

 しかしながら、山岳部ではアクセス道路整備などコスト負担の増加、また風が強く民家か

ら離れている適地の多くは自然公園法などさまざまな立地規制の対象となっており、陸上に

おける適地は減少している。今後設置コストや発電コストが上昇する可能性もあり、さらな

る低コスト化に向けて、超大型風車や洋上風車(着床式・浮体式)、低風速風車に係る技術開

発が行われている。 

  

日本における風力発電導入量の推移 

出典：エネルギー白書 2013 

90     95      00     05     2011 
(年度) 
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5．バイオマス利用 

(1) バイオマス発電の概要 

 バイオマス資源としては、①廃棄物系、②栽培作物系に大別され、古くから薪・木炭や家畜

の糞が燃料として使われてきた。現在、表に示す廃棄物系のバイオマス資源の利用可能性が注

目されている。バイオマス発電・熱利用は、そのようなバイオマス資源を燃やして、発電・熱

利用を行うものである。 

 バイオマスは光合成などにより C(炭素)を体内に蓄積させるのが最大の特徴であり、固定し

た CO2と排出される CO2のバランスを考慮しながら利用すれば、CO2の増加にはつながらな

いエネルギー源として注目されている。 

 

  

大分類 中分類 発生源 バイオマス種 

廃棄物系 

都市 

廃棄物系 

下水・し尿処理場 下水・し尿汚泥 

家庭・事業所 厨芥、古紙、事業系生ごみ 

最終処分場 ランドフィルガス(LFG) 

畜産系 畜舎、堆肥化施設 家畜ふん尿 

林産系 
林地 林地・土場残材、間伐材 

木材加工場 製材残渣(木くず・バーク) 

農産系 農地、収穫物貯蔵・流通施設 稲麦わら、籾穀、野菜残余、バガス 

水産系 漁港、市場、水産加工場 魚腸骨 

産業 

廃棄物系 

食品加工場 食品加工残渣、廃食用油など 

その他工場 黒液・廃材、食品以外の有機性工場廃液 

建築現場、産廃処分場 建築廃材 

栽培作物系 

陸域系  糖質系、でんぷん系、セルロース系、 

炭水化物系、油脂系 

水域系  淡水系、海洋系、微生物系 

バイオマス資源の分類 

出典：『循環型経済社会の形成を目指したバイオマスエネルギー活用促進にむけた調査』 

(近畿経済産業局)および NEDO 資料を参考に作成。 
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(2) 技術開発動向 

 バイオマス資源には多種多様なものが存在し、その性状(発熱量、比重、含水率等)、発生

形態、発生規模等が異なるため、エネルギー利用のための変換技術も様々なものが実用化・

研究開発されている。 

 木質系バイオマスのガス化利用・家畜ふん尿や食品廃棄物のメタン発酵利用などは技術的

に確立されつつある。それに加えて、従来は困難であった資源と技術の組み合わせ利用(家畜

ふん尿のガス化利用等)が技術開発の成果により可能になってきている。 

バイオマスは、導入に際して、安定的なバイオマス資源確保の問題、エネルギー利用先確

保の問題など、事業化に当たっての様々な課題、障害が存在する場合が多い。バイオマスエ

ネルギーの利用拡大にあたっては、それらの課題を克服しつつ段階的に進めることが重要と

されている。 

 

(3) 経済性・コスト 

 バイオマス発電・熱利用には、原料・方法が多岐にわたるためコストも一様ではないが、一

般的にはコストは高く、経済性の見合わない場合が多い。コストが高い理由としては①高コス

トな発電出力 5,000kW 以上の大型プラントが必要となること、②バイオマス資源は地域に広

く分散していることが多いため、収集・運搬にも費用が発生してしまうこと、③発酵施設の場

合は、メタンガスなどを抽出しても残滓が残り処理費用もかかること、等が挙げられる。また、

国内で大規模施設整備が進めば、原料である木材の取り合いなどの問題が生じる可能性もあ

り、安定調達は困難となる。これからのバイオマス資源の利用を考えた場合、薪ストーブや薪

ボイラーなどエネルギー効率の高い熱利用への取り組みも含めた検討が必要である。  

バイオマスエネルギー利用の概念 

出典：新エネルギー財団 HP 
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設備利用率：発電設備の総供給設備容量に対する発電電力量の比。設備がどのくらい有効に

使われているかを表現する指標。 

発電コスト：電力サービスを提供するために必要となるコスト。 

 

 

発電の種類 設備利用率 発電コスト 特徴など 

太陽光発電 12%程度 
37～46 円/kWh 

(住宅用) 

昼間のみ発電。 

日射量により発電量

は変動。 

小水力発電 70%程度 8～25 円/kWh 
発電量の時間変動は

小さい。 

風力発電 20%程度 
10～14 円/kWh 

(陸域 4.5MW 以上) 

風況により発電量は

変動。 

バイオマス発電 

(木質バイオマス) 
80%程度 17.4～32.2 円/kWh 

山間部における収

集・運搬等の作業が

必要なためコストが

高い。 

主な再生可能エネルギー発電の特徴 

出典：科学技術動向研究センターの資料をもとに作成 


