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風力発電システムの導入促進に関する提言の概要 

風力委員会 

 

１．風力発電の系統制約の解消に向けて 

（１）募集プロセスの着実な実施と接続事業者決定後の取組み 

   北海道電力の系統蓄電池募集プロセスと東北電力の北東北の電源募集プロセスを

着実に実施するために、蓄電池や系統増強の費用を極力低減する他、再エネ事業者

の事業予見性を高めるために、再エネの出力制約プロセスを透明化し、再エネ事業

者側にて出力抑制量を想定できる仕組みを構築する必要がある。 

   また、両募集プロセスに外れた事業者の系統接続を進める仕組みも検討する必要

がある。 

（２）日本版コネクト&マネージの推進 

    日本版コネクト&マネージの実現によって、それまで既存電源が経験することの

無かった混雑処理における様々な問題が想定されるが、その回避のために合理的な

制度設計、系統利用者全体による広く薄い費用負担、高い透明性などを考慮した仕

組み作りが望まれる。 

（３）需要創出型ディマンドレスポンス 

    昼間需要創出の取組みは、低減価格が回避可能原価（7 円/kWh）から更に下がる

ことで、電気温水器や電気自動車での大幅な昼間需要の拡大が期待される。特に需

要の大きい東京、関西、中部といった大都市圏での積極的な検討が望まれる。     

（４）広域大での再エネ利用拡大の取組み 

   再エネ導入拡大のための流通設備形成面の検討は行われているが、広域大での周

波数調整や再エネ余剰対策の仕組みについての具体的な検討が必要とされる。風力

発電を含む再エネを主力電源とするためには、エリア対策だけではなく、大都市圏

での需要や調整力を活用した広域大での再エネ導入拡大策の検討が望まれる。 

 

２．洋上風力発電の導入促進に向けて 

（１）国の主導による計画的な導入推進  

    洋上風力発電の導入拡大のためには、国が導入計画を明示し、環境アセスや漁業

との協調などの立地調整を主導し、系統連系に必要な費用を送電系統運用者が負担

するような制度の確立など、事業者のリスク低減、予見性向上につなげる仕組みの

構築が必要である。 

（２）一般海域利用に関するルール整備 

   洋上風力拡大のためには、港湾区域だけでなく一般海域への設置が必要とされる

が、水域占用に関する課題（申請窓口、事業者の条件、占用期間や事業終了後の撤

去等の許可条件、必要とされる法整備等）を整理し、ルールを定め、事業者の参入

を促すことが必要である。 

（３）国内の事業に適した据付用船舶の開発、支援 

    欧州とは規模、離岸距離、海象条件など異なる日本において着床式洋上風力を推

進させるためは、日本型の据付用船舶の開発や建造への支援が必要である。 
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（４）洋上風力の事業に向けた作業船群の整備 

    洋上風力発電事業には、事前調査、基礎工事、風車等設置、メンテナンスなど様々

な段階があり、それぞれの段階において数多くの作業船が必要となる。これらの作

業船を活用できるように作業船群（フリート）として整備しておくことが必要であ

り、その整備に関する支援が望まれる。 

（５）洋上風力の拠点港湾の整備 

   欧州では洋上風力発電所の近傍の港湾を陸上拠点として風車などの組立、部品輸 
送などを行い、設置コストの高い洋上での据付工事を 小化する取組みが行われて

いる。日本における洋上風力発電の拡大のためには、導入規模に見合ったヤード大

きさ、岩壁の条件（大きさ、水深、地耐力等）などの整備が必要である。 

（６）近隣諸国に対する我が国の洋上風力発電関連事業の連携支援 

    日本の近隣諸国に対して洋上風力発電技術の支援やインフラを輸出するために、

台風・地震対策、浮体式洋上風力や特殊船舶などの洋上や陸上風力に関する技術交

流会、国際会議などの開催、国内技術者の派遣、関連諸国から研究者の招聘等に関

して国の支援が望まれる。 

 

３．風力発電のコスト低減に向けた技術開発の促進 
（１）発電量向上に向けた低風速風車の開発 

風力発電の発電量を増やす為には風車のロータの大型化、ハブ高さの増加、定格

出力の増加が効果的であるが、台風や地震環境下にある我が国では、世界標準の規格

をそのまま適用することが出来ない。したがって現時点では他には存在しない、我が

国の台風等の暴風時（基準風速 57m/s）に耐えながらも、大きなロータ径を持ち受風

面積が広く、かつ上空の強い風を利用できる高いタワーを持つ風力発電の技術開発と

実証が必要である。 

（２）風車ブレードの低コスト化に向けた技術開発 

ブレードは、手作業で製造しておりコスト低減が難しいこと、風車の出力増加に

伴って一層長くなるブレードの製造、運搬、組立に関わるコストが膨らんでいること、

我が国ではブレードの製造は海外に依存しており、安定的供給のほか、コストダウン

が他人任せにならざるを得ないといった諸問題を抱えている。この解決のため、ブレ

ード製造の自動化技術及び分割ブレードについて製造技術の開発を行うことで我が

国に風車ブレードの製造能力を取り戻し、安定的で、低価格なブレードのサプライチ

ェーンを構築、維持することが必要である。 

 

４．風力発電事業の安定運営・導入拡大に向けた事業環境整備 

（１）運転情報、保守情報、事故故障情報の集約、活用等に関する整備 

(a) 風力発電出力情報の集約による系統運用への反映 

風力発電の導入拡大には、全国の風力発電所出力をオンラインで集約可能なシス

テムを構築し、この情報を系統運用における精度の高い出力予測や制御に活用でき

る仕組みの構築が必要である。そのために、既設の風力発電所の出力情報を系統運

用側へオンラインで集約するシステムの開発・整備に対する助成が望まれる。 

(b) 風力発電設備のメンテナンスに関する資格認定の導入の検討 

   人材育成の効率化と流動性拡大を図るために、メンテナンス作業に必要とされる

技能や訓練等の教育プログラムを統一、標準化し、資格認定を導入する検討につい

て、国が主導することが必要である。  
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⒞ 事故・故障統計の集約、分析、公開 

事故発生時の安全対策と再発防止を確実に行うために、風力発電設備の事故や故

障情報を組織的かつ継続的に収集、データベース化して、効率的に原因の解明と再

発防止対策を図ることが望まれる。このためには、データの集約化、分析、公開に

関する仕組みの構築が必要である。 

（２）第三者賠償責任保険への強制加入制度の整備 

例えば、風車の部品飛散等により公衆被害事故が発生した場合、被害者への補償

のために第三者賠償責任保険への加入が担保されていることは非常に重要である。 

このために、第三者賠償責任保険への加入を強制化するような制度的な仕組みの

検討が必要である。 

（３）電気主任技術者選任条件の緩和 

電気保安のスマート化の進展等を踏まえ、IoT 技術により遠隔にて常時監視され

ている場合等については、風力発電所の主任技術者の選任条件（2 時間ルール等）

を緩和し、主任技術者の確保を容易にすることが必要である。 
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廃棄物発電システムの導入促進に関する提言の概要 

廃棄物発電委員会  

 

廃棄物発電は従来、未利用エネルギーの利用促進という観点から支援が行われ、バイオ

マス由来の発電分が RPS 制度対象として認められてきた。平成 23 年 3 月 11 日に発生し

た東日本大震災・大津波による原子力発電所事故を契機に、地球温暖化対策に向けて我が

国のエネルギー政策は抜本的な見直しが行われることになった。この時、災害復興の中で

も新たなエネルギーミックス実現に向けて、分散型のエネルギーシステムの実現を目指す

ことが示されている。 
廃棄物発電は、まさに電力消費地に隣接した分散型の安定電源であり、しかも調整可能

な電源である。 
さらに、平成 24 年 7 月施行の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」（平成 29 年

4 月に改正施行（以下「改正 FIT 制度」という））において廃棄物発電のバイオマス比率

分の固定価格買取が認められている。 
今後の CO2の排出削減に向けて、2030 年度のバイオマス発電の導入見込み量の実現を

目指し、さらなる発電量の増加および廃棄物発電の導入推進が必要である。 
このため、これまでの提言並びに 新の状況を踏まえて、新エネルギー産業会議 廃棄物

発電委員会として次の通り提言する。 
 

１．廃棄物発電施設における設備利用率向上に関する規制緩和と支援の強化を 

ごみ焼却施設は、施設数が漸減する中、廃棄物発電施設数は着実に増えている。しか

し、総発電能力に対する総発電電力量から設備利用率を算出すると約 63%に留まってい

る。設備利用率が高まらない理由としては以下が考えられる。 

（ア） ごみ焼却施設は、高質、基準質、低質の３つの発熱量に対してごみ量の定格処理が 

行えるように設計されているが、実際の操業では、ごみ発熱量は基準質であること

が多く、入熱量として部分負荷運転となり発電電力が定格を下回る。 

（イ） ごみ量が減少しているため、稼働日数の低下や、時間当たりの処理量を下げた部分 

負荷運転を行うことにより発電電力量が減少する。 

（ア）はごみ焼却施設の設計上の特性と廃棄物処理法による処理量の規制によるもので

あり、処理量による管理をボイラ MCR（ボイラ 大連続蒸発量）による管理に変更する

だけで、また（イ）については廃棄物の減量推進の成果と言えるが、これによりできた余

力で他の廃棄物を処理することができれば、設備利用率の向上が図れる。また、廃棄物発

電施設は廃棄物の処理が優先されるため発電量の調整に限界があることから、蓄電等によ

り電力需要の多い時間帯に送電量を増やす工夫も重要であると考えられる。 

これらの状況を踏まえて、発電設備の能力を十分に発揮させ、設備利用率を向上させて

廃棄物発電電力量の上積みを図るため、次のとおり提言する。 

 

（１）廃棄物発電施設における設備利用率向上に関する規制緩和と支援の強化を 

１）発電設備を有する一般廃棄物焼却施設においては、ボイラの MCR を超えない範囲 

  での運用に対して処理量の規制を緩和する、もしくは処理量変更手続きを簡素化す 

る。 
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２）廃棄物発電施設の余裕を活用し災害廃棄物処理や他のインフラからの廃棄物を処理  

  対象として取り込む複合的な施設整備計画策定および施設整備に係る農林水産省、

国土交通省、環境省等の多省庁の支援措置を、簡易な手続きで受けられるようサー

ビス体制を整備すること。また、当初計画以外の処理対象物を受け入れる際の施設

の目的外使用等に関る規制を緩和すること。 

３）廃棄物発電施設におけるエネルギーの有効活用に資する蓄電設備、水素製造設備、 

EV ステーション設備の導入等の設備増強工事に対して交付金等を用いた積極的な 

支援措置を行うこと。 

 

２．既存電力流通設備の最大限の活用と新規電力流通設備の計画的整備強化を 

廃棄物発電施設は、地域により発生した廃棄物系バイオマスを用いて地域にエネルギー

を供給することが出来る地産地消の再生可能エネルギー供給施設であり、特に一般廃棄物

発電施設は全国の多くの自治体に設置されている地域の再生可能エネルギー供給施設の一

つとして位置付けられる。特に熱利用率が低い中・小規模施設を高効率の廃棄物発電施設

へ転換することが求められている。 

一般廃棄物発電施設から生み出された電気は安定した電気であり、このような公共性の

ある安定電源の分散化は供給信頼度向上にも繋がるため、電力流通設備へ優先的に接続さ

れるべき電気といえる。 

特定の地域では、基幹系統やローカル系統の設備容量不足が大きく取り上げられ、ロー

カル系統の空容量がゼロの地域も発現しており、一般送配電事業者が管理する電力流通設

備への接続において、系統増強の費用負担の増大や長い期間が必要になるという問題が起

こり、発電計画を縮小した事例等も見られる。 

 以上の状況を踏まえ以下の通り提言する。 

 

（１）既存電力流通設備の最大限の活用と新規電力流通設備の計画的整備強化を 

１）接続可能容量を増加するため、既存電力流通設備の 大限の活用と、遅滞ない系 

統情報の公開・発信を行うこと。 

２）行政においては、一般廃棄物発電のように公共性のあるバイオマス発電施設につ 

いては発電容量が限定的であることに配慮し、必要な系統連系容量を確保するよ

う、適切な指導を行うこと。 

３) 送配電事業者においては、電力広域的運営推進機関等の方針に基づき、国民負担 
軽減のために既存の流通設備の有効活用を進め、その上で必要となる増強工事に

ついては国の審議会や広域系統整備委員会等の議論を踏まえ、適切な費用負担の

下で整備強化を実施すること。 
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バイオマスエネルギーの利活用に関する提言の概要 

バイオマス委員会 

 

新エネルギー産業会議バイオマス委員会では、再生可能エネルギーにおけるバイオマス

エネルギーの利活用において、木質バイオマス資源の有効利用、湿潤系バイオマス資源の

バイオガス化推進等の観点より「バイオマスエネルギーの利活用に関する提言」をまとめ、

以下の通り提言する。 
 

１．国内森林資源の積極的な利用に向けた提言 

エネルギー自給率の向上及び地球温暖化の防止に貢献するためには、国内森林資源を効

率的にかつ安定的に利用する体制を早期に確立する事が必要となる。 

そのためには、森林の再生と、木質原料供給体制の確立が必要であり、木質資源の素材

利用としての林業と、間伐材・枝葉等の未利用材のバイオマス燃料としての利用の両者が、

相乗効果を発揮できるよう効果的な利用施策が必要となる。このような課題を解決するた

めに、次の通り提言する。 

 

１－１ 国内材の利用、森林管理の推進 

エネルギー基本計画の中のバイオマス発電の位置付けでは、「安定的に発電を行うこと

が可能な電源となりうる、地域活性化にも資するエネルギー源である。特に、木質バイ

オマス発電については、我が国の貴重な森林を整備し、林業を活性化する役割を担うこ

とに加え、地域分散型のエネルギー源としての役割を果たすものである（略）」と、され

ている。したがって、当面の原料の安定供給を輸入材に頼りつつも、その間に国内の木

質原料供給体制の構築を推進する必要がある。 

わが国でこれまで行われて来た植林により育った人工林が、国内各所で半ば放置され

た形となった山林で多く存在するが、これらの山林を再び経済林として効率的にエネル

ギー利用として再生させるための補助制度について提言する。 

 

２．国内森林資源の効率的な活用の推進に向けた提言 

森林資源の適切な管理を行うためには、森林資源の賦存状況について把握することが

重要であるが、現在のところ森林情報は十分に収集されていない。 

また、現行の森林情報は、都道府県・市町村・林業事業体が、個々のシステム・個々

のデータで運用しているが、「情報の精度が低い」・「組織ごとに保有している情報の共有

化ができていない」・「個別に開発・運用しているので、コストが高い」・「ユーザー毎に

利用できる情報が限定されている」・「必要 低限の活用しかできていない」等の課題を

抱えている。 

このため、立木管理の段階から ICT を活用し、立木ごとに立地場所や形状等を管理す

ると共に、それらの情報を施業計画に反映することが望ましい。 

これらを統合的にくみ上げて地域森林資源を「見える化」するための施策について提

言する。 
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２－１ ICT を活用した森林施業計画の推進 

FIT 制度導入による素材（丸太）ニーズ増大を契機として、適切な国内森林資源の管

理と革新的な素材（丸太）生産性向上を両立すべく、森林の「見える化」の全体構想の

検討、技術開発や実証事業等の投資を国が行う。 

また、川上の木質原料供給者から川下の需要者までのサプライチェーンを ICT により

管理する、サプライチェーンマネジメント（SCM）の仕組みの構築を提言する。 

２－２ 森林所有者の適切な登録の推進 

森林の機能の保全、間伐や造林などの森林施業の効率的な実施や、素材生産の低コス

ト化を図る取組みのためには、森林所有者の把握が必要となる。そのため、平成 23 年

に森林法（昭和 26 年法律第 249 号）が改正され、24年 4月から、森林所有者を把握す

る新たな仕組みが追加されているが、市町村によっては届け出件数に大きな較差が生じ

ている状況である。このため、森林所有者届出についての周知徹底を図ることを提言す

る。 

 
３．バイオガス利用の加速化に向けた提言 

わが国で発生する食品廃棄物、家畜糞尿、下水汚泥などの湿潤系バイオマスは、年間約1.8

億トンにのぼり、全バイオマス発生量の6～7割を占めている。 

これら湿潤系バイオマスは、多大な回収可能なエネルギーを有するものの、含水率が高い

ため、直接燃焼させるボイラー発電のようなエネルギー回収には不適である。 

このため当委員会ではメタン発酵によるバイオガス生成が、このような湿潤系バイオマス

からのエネルギー回収に適した技術と考え、その導入促進のための施策を検討してきた。 

これを踏まえて本委員会で検討したところ、バイオガス利用の加速化に向けていくつかの

課題が未だに存在していることが判明したため、その解決を願い、次の2つの提言を行う。 

 

３-１ バイオガスの製造・利活用事業を支援する提言 

家畜排せつ物消化液の液肥利用については受け入れる耕種農家の理解を得ること 

が重要である。消化液の性状を広く耕種農家に知ってもらうための耕畜連携を支援 

することを提言する。 

また、一昨年に引き続き、湿潤系バイオマスが逆有償であってもバイオガスエネ 

ルギーを製造するための有効な原料としてみなすために、廃棄物処理の規制を緩和 

し、新規事業参入や設備導入の障壁を緩和することを提言する。 

さらに、バイオガス発電事業を検討している事業者に対する情報提供として、バ 

イオガス発電事業の多面的な評価を行うことにより、持続可能なバイオガス発電事 

業を検討できるような調査やその結果の情報開示ができるような仕組みづくりを提 

言する。 

３-２ バイオガスの製造・利用技術の開発や導入を促進する提言 

一昨年に引き続き、バイオガス利用時の化石燃料混合など、バイオガス発電や熱 

利用の安定化方法を検討する技術開発、導入検討、技術検証などを支援する施策を 

講じることを提言する。例えば、熱利用補助金対象の前提となっているバイオマス 

依存率60%以上に満たない案件についても補助率を下げることにより、多くの事業者 

が参画できるようにする。 
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地域新エネルギーの普及促進に関する提言の概要 

地域エネルギー委員会 

 

提言１：地域のまちづくりに並行した新エネルギー導入促進策 
 
（１）自治体が一定規模以上の都市計画決定を行う際に、地域の新エネルギー活用を検討

するプロセスを具体化させ、専門家の支援を得る制度作りに対して支援すること 
 ＜施策の例＞ 
・自治体の新エネルギーを含めたエネルギービジョン構築に対する補助事業の創設 

 ・自治体が事業計画に必要とする専門家の派遣や事前検討への補助事業の創設 
 ・地域産業を助勢するためのソーラーシェアリング事業などへの補助の拡大 
 
（２）ＢＣＰ（※）強化を目的とした新エネルギー導入に対する支援を検討すること 
＜施策の例＞ 
・新エネルギーを活用し、災害時に機能するＥＶやＦＣＶなどの移動体を接続するステ

ーションの拡大に向けた事業の創設 
・地域資源を活用する避難所施設のコージェネレーション設備の導入補助の創設 
 
 

提言２：地域エネルギー事業での新エネルギー導入促進策 
 

（１）地域エネルギー事業でのＦＩＴ制度終了後を睨んだ支援を検討すること 
＜施策の例＞ 
・ＦＩＴ制度終了後に発電事業者が原状復旧せず、発電施設を地域に無償譲渡すること

を促す制度の検討 
・ＦＩＴ制度終了後に地域の特色あるビジネスモデルで新エネルギーを継続運営する社

会実証事業の創設 
・ＦＩＴ制度終了後の住宅用太陽光発電の自家消費分について，非化石価値の顕在化を

促す施策の検討 
・ＲＥ100 加盟など、新エネルギーを推進する企業 PR・市民認識向上の施策検討 
 

（２）地域エネルギー事業での業務負担を軽減するための施策を検討すること 
＜施策の例＞ 
・地域限定の小規模小売電気事業者に対する報告内容の簡易化 
・制度変更などの情報伝達の迅速化と準備期間の確保 

 
（※）ＢＣＰ： Business Continuity Plan、事業継続計画 
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提言３：地域にある新エネルギーポテンシャルの活用促進策 
 
（１）ＶＰＰ（※1）の普及発展に寄与するｘＥＭＳ（※2）への支援を検討すること 
 ＜施策の例＞ 
 ・ＶＰＰの普及発展に寄与するｘＥＭＳへの補助事業の創設 
 
（２）ＶＰＰ拡大のための施策を検討すること 
 ＜施策の例＞ 
 ・自治体や民間企業などに眠るＶＰＰリソースの掘り起しに関する調査事業の創設 
 ・上げ DR に関する調査事業の創設（上げＤＲに寄与できる需要家の自家発設備容量や

連系線活用に係わる調査など） 
 ・上げＤＲに対するインセンティブ制度の検討（需要家の自家発設備を停止するケース

などを含む） 
 ・ＶＰＰの運用面に主眼を置いた社会実証への補助事業の拡大 

（気象情報をベースとした需要予測に基づく蓄電状態 適化、設備機器の節電モード

切替、蓄エネ機器の運転／停止 など） 
 ・ＶＰＰリソースとしての活用が期待されるＥＶ充放電器、定置型蓄電池などの設備機

器をネットワーク化するための補助事業の創設 
 ・蓄電池の 適社会配置（集中／分散）に関する調査事業の創設 
 
（３）新たな新エネルギーとして期待されている海洋エネルギー（波力発電、海流発電、

潮流発電、海洋温度差発電）を実用化するための支援策を検討すること 
 ＜施策の例＞ 
・島嶼部での海洋エネルギー発電を取り入れた電力ミックスの社会実証事業の拡大と推

進 
 
（※1）ＶＰＰ： Virtual Power Plant、仮想発電所 

（※2）ｘＥＭＳ: Energy Management System、エネルギー管理システム 

ｘ＝B…Building→BEMS、ｘ＝C…Community→CEMS、 

ｘ＝H…Home→HEMS など 
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地熱エネルギーの開発・利用推進に関する提言の概要 

地熱エネルギー委員会 

 

１．「再生可能エネルギー固定価格買取制度」による地熱発電開発の推進 

 

他の再生可能エネルギーと比較して開発リードタイムが長くかつリスクが高い大規模

地熱開発においては、現行 FIT 制度の変更または買取価格の引き下げが実施されると、

開発気運が大きく低下することは明白である。地熱発電を持続的に普及させるために、

FIT 制度の長期的な継続、事業として成り立つ買取価格の維持を要望する。 
 

２．既設および新規地熱発電所への支援 

 
既設地熱発電所の発電電力量の維持・向上や地熱発電設備容量の拡大、ならびに新規

地熱発電所の建設推進に向け、以下 3 項目を要望する。 
(1) 既設地熱発電所の発電電力量・設備容量拡大への支援 

(2) 実用化を目指した技術開発の更なる推進 

(3) 地熱発電所の系統接続に関する支援 
 
３．地熱発電の秩序ある開発促進 

 
FIT 制度の普及に伴い新たに参入した地熱開発の知見が乏しい一部事業者の無秩序な

開発により、地熱開発への信頼性を損なうと同時に地熱資源の浪費を招くおそれがある

ものと懸念される。このため、自治体による条例の制定、公的機関による自治体への支

援、国による事業計画ガイドライン制定、改正 FIT 法による事業計画審査などの対策が

講じられる一方で新たな無秩序行為が認められることから、早期に無秩序開発が抑制さ

れ、地熱発電の秩序ある開発が促進されるよう更なる取り組みの強化を要望する。 
 
４．環境影響評価期間の短縮化 

 
地熱発電開発には多額の先行投資が必要であり、環境影響評価に長期間を要すると、

開発リードタイムの長期化、金利負担の増加等が開発事業者にとって深刻な負担増とな

る。 
これまでも地熱発電所の設置に係る環境影響評価の簡素化・迅速化に向け、経済産業

省と環境省による取り組みが進められているが、「規制改革実施計画」で示された事項お

よび「環境アセスメント調査早期実施実証事業」の成果が、今後中～大規模地熱発電所

の環境影響評価に広範に適用され、一般化することを要望する。 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

新エネルギーの導入促進に関する提言 

 

平成３０年３月 

 

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー財団が

まとめたものです。内容などのご照会につきましては、下記事務局までご連

絡願います。 

 

一般財団法人新エネルギー財団 計画本部 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 

電話 ０３－６８１０－０３６２ 

FAX  ０３－３９８２－５１０１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   


