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【再生可能エネルギー特集】  

我が国における再生可能エネルギー技術開発・導入の動向 
 

本特集号において欧州、米国などにおける再生可能エネルギーの開発の現況につい

て報告されるので、その参考として我が国における再生可能エネルギーの技術開発の

動向、主として太陽光発電、風力発電、バイオマス、廃棄物発電についてそのロード

マップを中心にして政策的背景、技術課題や導入目標について解説する。 
 
1. 京都議定書による温暖化ガスの削減 

2005 年に発効した京都議定書により、我が国は 1990 年基準より 6％の温室効果ガ

スの削減を義務としている。2002 年に策定された「地球温暖化対策推進大綱」の目標

では 6％削減の内訳を表―１のように定めていた。その後、技術開発の成果により１）

代替フロン等３ガスが現行目標以上に削減できる見込みがあること、２）非エネルギ

ー起源 CO2、メタン、亜酸化窒素についても現行目標以上の削減が見込めること、さ

らに３）経済見通しの改訂に伴ってＧＤＰ成長率の見込みを下方修正したことをふま

え、エネルギー起源の CO2 削減目標を現行の 2％削減（国民努力、革新技術開発分を

含む）を表―１のように 1990 年比で+0.6％に変更することになった。結果としてエネ

ルギー起源 CO2 削減目標が軽減されたことになるが 現状ではエネルギー起源の温暖

化ガスの発生は 1990 年比で約 5％増加しているので、京都議定書を達成するためには

さらなる削減の努力が必要になっている。 
 
2． 2010 年における新エネルギーおよび再生可能エネルギー導入量の見通し 

現行の新エネルギー導入量の見通しは 1,910 万 kl（石油換算、年間：以下同様）で

一次エネルギー総供給量に対して 3％を負担する計画であるが、総導入量の 1,910 万

kl の目標は変えず、太陽熱利用の拡大よりも廃棄物熱利用や特にバイオマスの熱利用

の伸びが期待されるところから、表―２の現行大綱目標から廃棄物熱利用とバイオマ

ス熱利用のシェアが多い追加対策ケースに目標を変更した。 
 

新エネルギーに水力と地熱を加えた再生可能エネルギーの一次エネルギー供給の見

通しは図―１のように 6 から 8％のレベルを想定している。2010 年には天然ガス、原

子力、再生可能エネルギー・新エネルギー等の増加に伴い供給源の多様化が一層進む。

石油はその消費量の絶対値は減少するが依然として主要な一次エネルギー源である。

天然ガスは若干上昇、石炭は横這い、原子力は 14％程度のシェアが期待されている。   
 
3. 再生可能エネルギー普及のための環境整備 

再生可能エネルギーは地球温暖化対策に資するとともにエネルギー自給率の向上に
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も資する優れた特性を持つ。ただ、基本的に化石燃料と比べるとエネルギー密度が低

いエネルギー源であり、それを利用する場合には利用効率の向上、製造・利用コスト

の低減化が必要である。技術開発とともにその普及・導入には政策的な制度構築が必

要である。中・長期的に見て太陽光発電やバイオマスエネルギー利用がさらに発達し

大幅なコストダウンが実現できる可能性があり、その場合国産エネルギーとしてエネ

ルギー自給率の向上に大きな効果を持つ。2002 年には「電気事業者による新エネルギ

ー等の利用に関する特別措置法」いわゆるＲＰＳ法が制定され新エネルギーの一層の

普及が図られている。今後普及に向けた取り組みをさらに積極的に推進するとともに

一層の低コスト化、 高効率化、電力系統への接続に伴う技術課題を解決する等の研究

開発を進める必要がある。また、再生可能エネルギーを組み込んだ分散型電力ネット

ワーク等の新しいビジネスモデルの確立が重要である。再生可能エネルギーの普及を

促進するためにはハード面での技術開発とともに、ソフト面でのインフラ整備、関連

規制の見直し、国際標準の策定などの整備が必要である。 
 
4. 太陽光発電 

太陽光発電については地球温暖化対策推進大綱において、2010 年度の導入目標を

482 万 kW（118 万 kl）と設定しており、その導入目標の達成を目指す。2004 年での

実績は 113 万 kW（28 万 kl）である。なお、太陽熱利用の 2010 年目標は 90 万 kl に
対して 2004 年実績は 64 万 kl である。太陽電池の世界における生産量は約 120 万 kW
で、我が国はこの約 1/2 の 60 万 kW を生産している。太陽電池製造コストは現状で

250 円/W だが 2010 年には 100 円/W、2020 年に 75 円/W、2030 年には 50 円/W 以下

を目指している。 
 

我が国の太陽光発電システムの導入量は 2004 年で 113 万 kW であり、約 20 万戸の

住宅に設置されている。標準的である 3kW の住宅用光発電システムの価格は 2004 年

で約 200 万円であり 1993 年の 1,100 万円の約 1/5 に低下した。しかし、発電コスト

は 45 円/kWh 程度であり、家庭用電気料金に比較すると約 2 倍程度割高である。 
 

太陽光発電は既存の競合エネルギーと比較するとまだコスト高であることが普及促

進を図る上での最大の課題である。このため太陽電池の低コスト化のための技術開発

が必要である。加えて、太陽光発電システムが円滑に導入拡大されるよう、信頼性評

価技術やリサイクルユース技術等の共通基盤技術の開発、系統連携時の影響の低減対

策技術や新技術活用型太陽電池の有効性を実証する必要がある。 
 

図―２に太陽発電技術開発のロードマップを示した。バルク結晶シリコンに加えて

薄膜シリコン化合物太陽電池から超薄型／多接合化による高性能化、さらに色素増感

のような新材料・新構造太陽電池の開発を目指し、加えて量産技術の開発によってコ
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ストの低減を図る。発電コストは 2010 年で 23 円/kWh、2020 年で 14 円/kWh、2030
年には 7 円/kWh を目指す。普及のための施策としては大規模集中系統連携の影響緩和

の実証研究、新型モジュールや新たな施工方法等による用途範囲の拡大などが挙げら

れる。関連施策としては住宅用太陽光発電システム、地方自治体向け設備設置、事業

者向け設備設置等に対しての補助金による支援がある。さらにＲＰＳ法の着実な実施

によりその普及を促進する。 
 
5. 風力発電 

我が国の風力発電の総設備容量は 2004 年で 927MW（37.7 万 kl）で総設置基数は

924 基である。これはドイツ、スペイン、アメリカ、デンマーク、インドなどに次い

で第 9 位である。近年 1,000kW の大型風車を建設するなど本格的な風力発電が行われ

るようになってきた。発電コスト、建設コストはそれぞれ 2003 年で、10 円/kWh、19
万円/kW であるが、それを 2010 年には 8 円/kWh、15 万/kW、2030 年には 4 円/kWh、
10 万円/kWh にする目標である。 
 

風力発電はエネルギー自給率の向上や地球環境温暖化対策に資する貴重なエネルギ

ー源であり 2010 年には 300 万 kW（134 万 kl）の導入を目指す。大型風力発電施設（ウ

ィンドファーム）等において技術革新やシステムの大規模化による設置コストの低減

がみられるが、既存の競合エネルギーシステムと比較した場合、依然としてコストが

高い状況にある。自然条件への依存や地域的偏在性があり、その大規模な導入に伴っ

て出力の不安定性が電力品質の悪化等電力系統に影響を及ぼす可能性が懸念される。

従って出力安定性対策の検討が必要である。 
 

図―３に風力発電技術開発・導入のためのロードマップを示す。低コスト化のため

には高耐久性、量産化システムの確立、リサイクルユースなどの技術課題があり、さ

らに台風、雷、強乱流、高突風、風況等に応じた日本型風車の開発が期待されている。

次世代の技術としては洋上風力発電の開発が挙げられる。 
 

出力の不安定に起因した導入制約の緩和策として大規模風力発電所に蓄電池等を併

設することによる出力の安定化を図ったり、さらに太陽光発電、蓄電池等と組み合わ

せた系統連携による電力品質の維持、システムの安定化を図るための技術課題がある。

新たな立地適地を開拓し、スケールメリットによる低コスト化の方向もある。太陽光

発電と同様にＲＰＳ法の着実な実施によりその普及を促進を図る必要がある。 
 
6．バイオマス発電 

化石資源由来のエネルギーを代替する事により、地球温暖化ガスであるＣＯ２排出

削減に大きく貢献することが可能である。2002 年 3 月制定の地球温暖化対策大綱では
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2010 年度の導入目標はバイオマス発電で 33 万 kW（34 万 kl）、バイオマス熱利用で

308 万 kl である。バイオマス熱利用の 2003 年での実績は 79 万 kl である。バイオマ

ス発電と廃棄物発電の総量で 2010 年目標は 450 万 kW（586 万 kl）であるのに対して

2003 年では 173.9 万 kW（213.7 万 kl）を達成している。 
 

バイオマスは発生分布が広く、容積当たりのエネルギー密度が低い。その種類や性

状が多岐にわたるとともに地域的に偏在しているという特徴を持つ。このためバイオ

マスエネルギーの利活用を図るには原料確保と収集コストの問題、小規模ながらエネ

ルギー転換効率の高い革新的な転換技術の開発によって経済性の向上、地域の特性や

利用方法に応じた多様なエネルギー転換システムの展開が必要になっている。 
 

具体的なバイオマス資源に対して個々にその利用システムを評価することになる。

バイオマス資源はエネルギー密度は薄く希薄であることから大規模集中型でなく小規

模分散型のシステムの方が有利である。バイオマスのエネルギー利用という観点から

は燃焼、ガス化、液化などの変換技術による方法と、エタノール発酵、メタノール発

酵などの発酵技術による方法がある。木材、工場廃材、バガスなど木質系のバイオマ

スは燃焼熱を回収して発電用に利用されている。都市廃棄物の有効利用という観点か

らはＲＤＦ（廃棄物由来固形燃料）が発電や熱源に利用されている。また、糖質の発

酵で得られるエタノール、植物油から得られるバイオディーゼルは燃料として利用さ

れる。 
 

図―４にバイオマス利用のロードマップを示す。木質バイオマスの利用については

ガス化改質とそれを組み合わせた高効率発電、気体燃料化あるいは液体燃料化への展

開がある。下水汚泥バイオマスについてはメタン発酵と電力利用、気体燃料化、液体

燃料化技術がある。食品・農畜産バイオマスについては可溶化およびメタン発酵に加

えて電力利用、気体燃料化、液体燃料化が期待される技術である。 
 
7．廃棄物発電 

廃棄物の処理法としてはリサイクルが優先されるべきである。しかし、リサイクル

が出来ない廃棄物、焼却処分されている廃棄物についてはその熱回収による廃棄物発

電は有用な手段である。我が国では産業廃棄物の再生率は 46％と一般廃棄物より再生

率が高いが、一般廃棄物については直接利用が 7％、再生利用が 15％であり、残り 78％
が焼却されている。この燃焼熱の回収によって発電する。 
 

2003 年度の廃棄物発電施設からの総発電出力は 155.4 万 kW で、内訳は一般廃棄物

発電施設から 134.9 万 kW、産業廃棄物発電施設から 20.5 万 kW である。廃棄物発電

の 2010 年における導入目標は 417 万 kW（552 万 kl）であるので導入目標の 37％を
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達成している。ちなみに廃棄物熱利用は 2010 年目標 186 万 kl に対して 2002 年実績

は 164 万 kl である。一般廃棄物の廃棄物発電施設は 2003 年度では全国で 322 施設の

内、一般廃棄物発電施設は 257、産業廃棄物発電施設は 65 である。ゴミ焼却施設は全

国に約 1,800 あるので約 18％しか熱回収による発電をしていないことになる。発電を

行っているのは処理量 200t/日を超える比較的大型施設で、9 割以上を占める 200t/日
以下の小型施設への設置は少ない。 
 

1997 年 12 月に施行されたダイオキシン類規制法が既存設備へも適応される期限で

ある 2002 年 12 月までに対応するため、設備の更新あるいは改造により廃棄物発電の

導入が促進されるようになった。規模が小さいと設備費の影響が大きく、かつ、従来

の小型蒸気タービンによる発電では効率低下が著しい。ゴミを高温でガス化しダイオ

キシン類の発生を抑制すると同時に灰を溶融固定化し、生成蒸気でタービンを回して

発電して、発電効率 30％を達成する技術や改質溶融炉で H2，CO ガスを発生させ、ガ

スエンジンで発電することによって 100t/日以下の小規模設備で発電効率 25％を達成

させる技術開発が行われており今後、その導入・普及が期待されている。 
（高安 正躬） 

 
参考資料 
1) 第 9 回総合資源エネルギー調査会需給部会資料 
2) 第 11 回総合資源エネルギー調査会需給部会資料 
3) 第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料 
4) 「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ」NEDO、2004.6 

http://www.nedo.go.jp/informations/other/161005_1/gaiyou_j.pdf 
5) 「風力発電利用率向上調査委員会の風力発電ロードマップ検討結果報告書」NEDO

平成 16 年度調査報告書、100005564  
6) 「バイオマスエネルギーテクノロジーロードマップ策定に関する調査」NEDO 平

成 15 年度成果報告書、100003775  
 
※ 5),6)については NEDO 成果報告書データベースで閲覧・ダウンロード可能 

（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm） 
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表－１ 温室効果ガス削減目標 
【現行大綱目標】  → 【目標達成計画目標案】 
エネルギー起源ＣＯ２ ±０％   
国民努力 ▲１．４％  ＋０．６％ 
革新的技術開発 ▲０．６％   
    
非エネ CO2、メタン、N2O ▲０．５％  ▲１．２％ 
代替フロン等３ガス ＋２．０％  ＋０．１％ 
    
森林吸収 ▲３．９％  ▲３．９％ 
その他（京メカ） ▲１．６％  ▲１．６％ 
    
合計 ▲６．０％  ▲６．０％ 

（出典：第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料） 

 
表－２ 新エネルギー導入量の見通し 

 ２０１０年度 
レファレンスケース 

２０１０年度 
現行対策推進ケース 

２０１０年度 
追加対策ケース 

２０１０年度 
現行大綱目標 

太陽光発電 ６２万ｋｌ 
２５４万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

１１８万ｋｌ 
４８２万ｋＷ 

風力発電 ３２万ｋｌ 
７８万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

１３４万ｋｌ 
３００万ｋＷ 

廃棄物発電＋ 
バイオマス発電 

２３０．６万ｋｌ 
１９６．８万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

５８６万ｋｌ 
４５０万ｋＷ 

太陽熱利用  ７４万ｋｌ ７４万ｋｌ ９０万ｋｌ ４３９万ｋｌ 
廃棄物熱利用 １６４万ｋｌ １８６万ｋｌ １８６万ｋｌ １４万ｋｌ 
バイオマス熱利用 － ６７万ｋｌ ３０８万ｋｌ※１ ６７万ｋｌ 
未利用エネルギー ※２ ５万ｋｌ ５万ｋｌ ５万ｋｌ ５８万ｋｌ 
黒液・廃材等 ※３ ４８３万ｋｌ ４８３万ｋｌ ４８３万ｋｌ ４９４万ｋｌ 
総合計 
（第一次エネルギー総供給比） 

１， ０５１万ｋｌ 
（１．７％） 

１，６５３万ｋｌ 
（２．７ ％） 

１， ９１０万ｋｌ 
（３％程度） 

１， ９１０万ｋｌ 
（３％程度） 

※ 上記発電分野及び熱分野の各内訳は、目標達成にあたっての目安である。 
※１ 輸送用燃料におけるバイオマス由来燃料（５０万ｋｌ）を含む。 
※２ 未利用エネルギーには雪氷冷熱を含む。 
※３ 黒液・廃材等はバイオマスの１つであり、発電として利用される分を一部含む。 

（出典：第 11 回総合エネルギー調査会新エネルギー部会資料）   

（出典：第９回総合資源エネルギー調査会需給部会資料） 

図－１ 一次エネルギー国内供給シェアの見通し 
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（出典：「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ」、NEDO） 

図－２ 2030 年に向けた太陽光発電の目指す姿 
 

    （出典：「風力発電利用率向上調査委員会の風力発電ロードマップ策定調査報告書」、NEDO） 

図－３ 風力発電のロードマップ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート962号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/
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（出典：「バイオマスエネルギーテクノロジーロードマップ策定調査報告書」NEDO） 

 
図－４ バイオマス利用技術 ロードマップ概念図 


