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第１章

調査の背景と目的

１．背景
太陽光、風力、地熱といった自然の力を利用する再生可能エネルギーは、地球に優し
い電力や動力として、また、地域資源の有効活用と関連する産業の振興への期待から、
国、地方自治体、企業、NPO などによる利活用方法の検討や技術開発がされてきた。
そうした中、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においては、東北地方の
多くの地域で数日にわたり電力の確保が困難となる事態が発生しただけでなく、東京電
力福島第一原子力発電所の事故により電力の供給能力が急激に減少したことで、関東地
方でも計画停電が実施されたことなどから、未開発の多様なエネルギー源の重要性が改
めて認識され、再生可能エネルギーに対する社会的な関心が高まっている。
これまでも、東京島しょ地域（以下、
「島しょ地域」という。）では、その立地条件・
環境条件から再生可能エネルギーの導入の可能性が高いと考えられ、八丈町における地
熱発電や風力発電、大島町、御蔵島村における太陽光発電など取り組みが行われてきた。
自然環境が多く残る島しょ地域において、環境に配慮した循環型の持続可能なまちづく
りは必須であり、その資産を有効活用した島の振興を考えていく必要がある。

２．目的
島しょ地域の送電線は、新島と式根島間の海底ケーブルを除き、各町村で物理的に完
結しているため、電力の需要と供給が把握しやすく、島内で供給された電力を島内で消
費する「閉じられた環境」における循環型の再生可能エネルギーの導入を検討すること
が可能である。
そこで本調査は、再生可能エネルギーの特徴、観光などの地域産業、地域住民との関
係性、島しょ地域の持つ物理的特性などに着目し、島の豊かな自然環境をどのようにエ
ネルギー源として活用し、地域づくりに結び付けていくかについて検討した。
島しょ地域では、再生可能エネルギーの導入に対し、離島という立地条件や豊かな自
然環境との両立、地域産業への影響などの課題を抱えている。そのような課題について、
どうすれば離島というハンディキャップを克服することができるか、自然と共生しなが
ら再生可能エネルギーを導入することができるか、多様な主体による推進体制を構築す
ることができるかについて、具体的なヒントを提示し、再生可能エネルギーを活用した
地域づくりを検討する際の参考資料を提供することとした。
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【再生可能エネルギーの定義】
再生可能エネルギーとは、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用
及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」で「エネルギー源として永
続的に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、
太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定されている。
今回の調査では、再生可能エネルギーを「エネルギー源として永続的に利用すること
ができると認められるもの」に加え、「太陽光、風力、水力などをエネルギー源として
発電した電力」もしくは「太陽光、風力、水力などから作られた電気」をも含めた概念
として定義し、使用する。
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第２章 島しょ地域の基本情報の整理
第 2 章では、再生可能エネルギーを活用した地域づくりを進めるにあたって重要な前
提条件となる島しょ地域の地理的な特徴、再生可能エネルギー産業を支える基盤となる
人口と既存産業の状況、化石燃料などの消費状況や電力事情について取りまとめた。

１．島しょ地域の概要
(１) 位置関係
島しょ地域は、都心から太平洋上約 120km から約
2,000km にわたり点在する大小 200 余の島々からなり、
伊豆諸島と小笠原諸島に分かれている。
自治体は 9 つあり、伊豆諸島には、大島町（伊豆大島）
、
利島村（利島）、新島村（新島・式根島）、神津島村（神
津島）、三宅村（三宅島）
、御蔵島村（御蔵島）
、八丈町（八
丈島）、青ヶ島村（青ヶ島）の８町村があり、小笠原諸島
には、小笠原村（父島・母島など）の１村がある（かっ
こ内は島名を記載）
。
青ヶ島村と小笠原村の母島を除く各島へは、本州から
航路又は空路で渡ることができる。青ヶ島村は八丈町か
ら、小笠原村の母島は父島からの移動となる。
いずれの交通手段も夏季は台風、冬季は季節風の影響
により欠航となることがある。
本州からの位置関係は、図 2-1 のとおりである。

図 2-1 島しょ地域の位置関係
（出典：東京都環境局提供資料）
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(２) 地理的特徴
島しょ地域を構成する島は、海底火山の山頂部が海上に現れたことによる火山島であ
る。それぞれの島が互いに影響を受ける機会は乏しく、火山活動や海洋上の位置など、
その島固有の状況に応じた独自の自然環境を有している。
地理的特徴の一つが、火山島に見られる温泉の湧出である。島しょ地域のうち、大島
町、新島村（新島及び式根島）
、三宅村、八丈町、青ヶ島村の 5 町村 6 島で温泉施設が
整備されている。また、黒潮の流路にあるため、海流の影響を受けやすいことも特徴の
一つである。夏季は台風、冬季は季節風の影響により、本州に比べて風が強い。これら
の温泉資源、海流、風は、島の再生可能エネルギー資源として有望である。
さらに、透明度が高く美しい海に囲まれているため、夏場は海水浴、ダイビング、サ
ーフィン、釣りなどのマリンスポーツを楽しむ観光客で賑わう。近年は、登山やエコツ
ーリズムの流行によるトレッキング、テーマ性のあるイベントの開催などにより、マリ
ンスポーツの他にも観光の目的が多様化している。
(３) 自然公園法における指定区域
海底火山活動により形成された島しょ地域は、上述のように火山特有の変化に富む地
形や豪壮・優美な海食地形の海岸線などに恵まれ、それぞれの島が特徴ある自然景観を
有している。
この優れた自然を保護するため、青ヶ島村を除く各町村の大部分が自然公園法の指定
区域となっている。各町村の自然公園法上の指定区域の状況を下表に示した。
表 2-1 島しょ地域における自然公園法上の指定区域の割合
特別保護地区

新島村

6% 5%

三宅村

7%

17%

御蔵島村

8% 2%

5% 5%
7%

8%

45%

2%1%

52%

18%

八丈町 5% 7%

5%

17%
53%

11%

3%

16%

43%

9%

公園区域外

58%

23%

10%

普通地域

43%

24%
13%

13%

神津島村

第3種

6%

25%

利島村

第2種

20%

6%

12%

大島町

第1種

64%

8%

17%
100%

青ヶ島村

0%

10%

20%

30%

50%

4.12km2
2

27.77km

18.87km2
2

55.55km

19.69km2
2

72.62km
2

12%
40%

91.06km2

6.00km

65%

小笠原村

面積合計

60%

70%

7% 3%
80%

13%
90%

2

76.51km

100%

※グラフの数値は四捨五入しているため、合計しても 100％とならない場合がある。

（出典：東京都各支庁｢管内概要平成 23 年版｣（平成 23 年 12 月）より作成）
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それぞれの町村によって、自然公園法上の指定区域の割合は異なるが、表 2-2 で示したと
おり、自然公園法上では、その区分により開発の可否が定められており、再生可能エネル
ギーの設備導入にもこの法律が適用される。
特別保護地区をはじめ、第 1 種・第 2 種・第 3 種特別地域では、実質的に開発ができな
い。開発許可の対象となる施設設備を伴うような再生可能エネルギーについては、青ヶ島
村を除き、普通地域及び公園区域外の限られた面積の中で再生可能エネルギー設備の導入
を検討する必要がある。
表 2-2 自然公園法上の指定区域
区分
特別保護地区
第 1 種特別地域

概要

開発可否

公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保

許可制だが、実質

持しており、最も厳しく行為が規制される地区

開発不可

特別保護地区に準ずる景観を持ち、特別地域のう

許可制だが、実質

ちで風到を維持する必要性が最も高い地域であっ

開発不可

て、現在の景観を極力保護することが必要な地域
第 2 種特別地域
第 3 種特別地域

農林漁業活動について、つとめて調整を図ること

許可制だが、実質

が必要な地域

開発不可

特別地域の中では風到を維持する必要性が比較的

許可制だが、実質

低い地域であって、通常の農林漁業活動について

開発不可

は規制のかからない地域
普通地域

特別地域に含まれない地域で、風景の保護を図る

届出制。案件ごと

地域

に相談が必要。

【再生可能エネルギーの導入に関する規制緩和】
再生可能エネルギーの導入促進に向けて、国立公園内での地熱発電の開発に対する
規制緩和が進んでいる。
これまで、国立公園内における開発は普通地域を除き認められていなかったが、平
成 24 年 3 月には、条件付きであるが第 2 種特別地域、第 3 種特別地域での開発が認
められた。比較的安定した電力供給が可能である地熱発電は、開発可能な地域の多く
が国立公園内にあるため開発が進んでこなかった経緯があるが、今回の規制緩和によ
り地熱発電開発の拡大が注目されている。
（出典）環境省「国立・国定公園内における地熱発電の取扱いについて」
（平成 24 年 3 月 27 日 環自国発第 120327001 号）
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２．島しょ地域の人口と産業
(１) 人口
島しょ地域各町村における人口及び世帯数を、表 2-3 のとおり示した。
島しょ地域で最大の人口を有する大島町は、現在の人口が 8,343 人（平成 24 年 4 月
1 日現在。以下同じ）であり、ついで八丈町が 8,082 人となっている。これら 2 つの町
についで、人口 2,000 人～3,000 人規模の村が新島村、神津島村、三宅村、小笠原村と
なっており、利島村、御蔵島村の 2 島は人口 300 人程度、青ヶ島村は島しょ地域で最
小人口の 171 人となっている。
表 2-3 島しょ地域の人口と世帯数
町村名

人口（人）

世帯（数）

大島町

8,343

4,704

利島村

306

166

新島村

2,966

1,349

神津島村

1,985

863

三宅村

2,711

1,682

304

164

8,082

4,522

青ヶ島村

171

103

小笠原村

2,529

1,375

御蔵島村
八丈町

（出典：東京都総務局ホームページ｢東京都の統計 住民基本台帳による世帯と人口
平成 24 年｣より平成 24 年 4 月 1 日現在の統計値で作成）
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/juukim/2012/jm12010000.htm

(２) 産業状況
島しょ地域の産業区分別の就業者数の割合を表 2-4 にまとめた。島しょ地域では、第
1 次産業には農業、漁業、林業、第 2 次産業には建設業、製造業、第 3 次産業には観光
サービス業などが該当する。
いずれの町村においても第 3 次産業の従事者が多く、観光サービス業が主要産業の一
つとなっている。第 1 次産業については、町村によって多少の違いが見られる。漁業が
盛んであるのはいずれの町村も同様であるが、農業分野では、花きや明日葉などに加え
て、大島町と利島村の椿、八丈町や青ヶ島村の畜産業、小笠原村の果樹などが島ごとの
特徴としてあげられる。
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表 2-4 島しょ地域の産業 3 部門別就業者数の割合1

※グラフの数値は四捨五入しているため、合計しても 100％とならない場合がある。

（出典：総務省統計局｢平成 22 年国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表（平成 22 年）｣

より作成）

３．島しょ地域の発電（電気）事情
島しょ地域の町村で消費される電力のほとんどは、御蔵島村の水力発電所と八丈町の
地熱発電所を除き火力発電所で作られている。日本国内では、海底ケーブルにより本州
から電気が送られている離島もあるが、島しょ地域では行われていない。そのため、火
力発電所で電気を作るための化石燃料は、本州から船舶により輸送されている。
火力発電所で作られた電気は、各島内で完結している送電線を通って家庭や事業所な
どに供給される。石油製品や液化天然ガス（LPG）に比べ、電気は貯蔵することが困難
であるため、電力会社が需要量を予測し、火力発電所の稼働率を調整することで需要と
供給のバランスをとっている。

1

就業者数の割合は 15 歳以上就業者数から区分不能人口を除いた第 1 次産業から第 3 次産業までの就業人
口合計値を分母としている。四捨五入の関係上、合計が 100%とならない場合がある。
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島のガソリンスタンド
から自動車へ
本州から化石燃料
を船で輸送

送電線は島の外とは
繋がっていない

燃料貯蔵
重油を使って発電

燃料貯蔵

火力発電所

島内の住宅や病院、
事業所などに電気を供給

図 2-2 島しょ地域における発電（電気）事情のイメージ

(１) 化石燃料の消費量
島しょ地域で消費している化石燃料は、主に火力発電所で利用される重油、自動車な
どの交通車両やディーゼル発電機などで消費される石油製品、家庭や事業所などで給湯
に利用する LPG に分類することができる。
化石燃料に係る消費量はいずれも資料として公開されていないため、各島に運びこま
れた化石燃料の量（移入量）から、運び出された化石燃料の量（移出量）を差し引いた
数量を島で消費しているエネルギー量とみなした。
各町村の化石燃料の種類別の推計消費量は、表 2-5 のとおりである。
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表 2-5 各町村の燃料移出入量及び推計消費量（単位：フレート・トン2）
町村名
大島町

燃料種3

新島村

神津島村
三宅村

15,071

石油製品

7,744

38

7,706

LPG

2,892

634

2,258

重油

924

-

924

石油製品

269

-

269

LPG

57

-

57

重油

5,883

895

4,988

石油製品

1,871

-

1,871

LPG

565

-

565

石油製品

260

-

260

LPG

66

69

-3 （16）※

重油

200

-

200

1,615

3

1,612

LPG

359

-

359

重油

1,999

-

1,999

334

1

333

LPG

1,239

-

1,239

重油

10,352

843

9,509

石油製品

7,115

3

7,112

LPG

3,562

-

3,562

重油

842

-

842

3

-

3

重油

5,520

-

5,520

石油製品

3,001

39

2,962

265

40

225

石油製品
八丈町

青ヶ島村

石油製品
小笠原村

推計消費量
-

石油製品
御蔵島村

移出量

15,071

重油

利島村

移入量

LPG

※過去の統計データとの比較から、年をまたいで保管していた分が翌年移出されたことによ
り、消費量がマイナスになったと考えられるため、過去の統計データより消費量を 16 フ
レート・トンと推計した。

（出典：東京都港湾局｢港湾取扱貨物量 2011 年実績｣より作成）

2

3

フレート・トンとは、貨物の単位である。容積は 1.133 立方メートル（40 立方フィート）、重量は 1,000kg
をもって１トンとし、トン数は容積又は重量のうちいずれか大きい方をもって計算することを原則とし
ている（小数点以下は第 1 位を四捨五入とする）。ただし、慣習上、上記の原則によらない貨物は、その
慣習に従ってトン数を算出する。（出典：国土交通省ホームページ「港湾調査 用語解説」）
http://www.mlit.go.jp/k-toukei/kowan/yougo.html
本報告書では、1 フレート・トン＝1 トンとして取り扱う。
重油（A 重油、B 重油、C 重油)、石油製品（ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、潤滑油）、LPG（液化プロ
パンガス、液化ブタン）が分類される。(出典：国土交通省ホームページ｢港湾取扱貨物量等の現況の概要｣)
http://www.mlit.go.jp/k-toukei/gaiyo/01gaiyo_genkyo.pdf
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(２) 電力事情
島しょ地域における電力の大部分は、東京電力株式会社による内燃力発電所4で作ら
れ、家庭や事業所に供給されており、本州の送電網からは独立した電力系統を有してい
る。
（１）に取りまとめた重油の大部分がこの内燃力発電所で消費されている。
各島で消費されている電力量の把握は、島しょ地域における電力事情を分析する上で
重要な要素の一つであるが、御蔵島村と八丈町を除き公開されていないため、町村ごと
の発電量（＝電力消費量）を推計し、概算規模として把握した。
①年間発電量の推計方法
島しょ地域においては、年齢構成や産業特性が厳密には異なるが、島で消費される電
力量については人口に比例すると想定し、町村ごとの発電量を推計した。
具体的な推計手順としては、年間発電量を把握することができた御蔵島村と八丈町の
発電量から、人口から一人あたりの発電量原単位5を作成し、人口に乗じて算出した。
算出の結果、島しょ地域における年間発電量原単位は 6,867kWh となり、平成 19 年
の日本国民一人当たりの年間電力消費量 8,072kWh6と比べ低い値となっている。
表 2-6 町村の発電量原単位
町村名

発電量

人口（※3）

年間発電量原単位（※4）

（kWh/年）

（人）

（kWh/年・人）

御蔵島村

2,529,530（※1）

八丈町

51,560,000

336

7,528

備考
人口・発電量ともに
平成 23 年の数値

（※2）

8,308

6,206

人口・発電量ともに
平成 21 年の数値

平均

－

－

6,867

単純平均値

※1 御蔵島村「村勢要覧平成 24 年度版」平成 24 年 5 月
※2 八丈町「東京都八丈町勢要覧はちじょう 2010 資料編」平成 23 年 3 月
※3 ｢東京都の統計 住民基本台帳による世帯と人口｣より発電量把握年時の 4 月時点の人口
※4 年間発電量原単位（kWh/年・人）=発電量（kWh/年）/人口（人）
御蔵島村：2,529,530kWh/年 ÷ 336 人 = 7,528kWh/人
八丈町：51,560,000kWh/年 ÷ 8,308 人 = 6,206kWh/人
4

5

6

内燃力発電所とは、重油を燃料として内燃力機関（ディーゼル・エンジン）を動かし、接続している発
電機を回して発電する発電所である。広い設置場所を必要としない、運転と停止が容易で電気需要の変
化に対応しやすいという特徴があり、島の発電所に適している。
（出典：東京電力株式会社ホームページ
「内燃力発電の仕組み」）
http://www.tepco.co.jp/hachijojima-gp/hachijo/d-01-j.html
ここでは住民 1 人の生活に標準的に必要な発電量を示す。原単位とは、製品 1 単位の生産に標準的に必
要な投入物の数量のことを指す。原単位を一定の尺度で数量計算することを原単位計算という。
（出典：世界大百科事典 第 2 版「原単位」（平凡社、2006 年））
電気事業連合会ホームページ「主要国の一人あたり電力消費量」より引用。
http://www.fepc.or.jp/enterprise/jigyou/shuyoukoku/sw_index_02/index.html
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②年間発電量の推計
各町村の年間発電量の推計結果を表 2-7 に示した。
一般的には、出力 1kW の太陽光発電が発電する年間電力量は、1,000kWh が目安と
されているため、10kW の太陽光発電で供給できる発電量の目安は 1 万 kWh/年となる。
これは、人口の少ない利島村や青ヶ島村では、消費電力の 0.5%～1%程度となるが、人
口の多い大島町や八丈町では 0.02%程度に留まる。
表 2-7 島しょ地域の発電設備と推計の年間発電量
町村名

発電方式

出力

推計発電量

（kW）

（万 kWh/年）

大島町

内燃力発電

15,400

5,729

利島村

内燃力発電

720

210

新島村

内燃力発電

7,700

2,036

神津島村

内燃力発電

4,500

1,363

三宅村

内燃力発電

5,000

1,861

御蔵島村

内燃力発電

600

226

小水力発電

50

27

－

253

11,100

3,826

地熱発電

3,300

1,291

風力発電

500

39

―

5,156

640

117
1,736

合計
八丈町

内燃力発電

合計
青ヶ島村

内燃力発電

小笠原村

内燃力発電所

4,300

内燃力発電所

960

※御蔵島村及び八丈町は統計値。その他の島は人口×発電原単位（6,867kWh/年・人）に
より算出。千 kW 以下、四捨五入。

(３)温室効果ガスの排出状況
（１）で推計した化石燃料の消費量より、島しょ地域で現在排出されている温室効果
ガス（以下、｢GHG（Green House Gas の略）｣とする）の排出量を推計した。
推計にあたっては、
「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver3.3）」
（環境省、
経済産業省 平成 24 年 5 月）に沿って算出した。
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①推計のために設定した前提条件
GHG 排出量の推計値を算出するにあたり、次の前提条件を使用した。
■前提条件
・ 重油：全量 C 重油を想定
・ 石油製品：全量ガソリンを想定
・ LPG：全量液化プロパンガスを想定
・ 比重：貨物単位は重量建7を前提
■GHG 排出量8の推計式
GHG 排出量（t CO2/年）＝Σ（化石燃料の推計消費量（t/年）×GHG 排出原単位
（t CO2/t））
■GHG 排出原単位及び比重
GHG 排出量の原単位と比重は、表 2-8 のとおりである。
表 2-8 GHG 排出の原単位及び比重
品類・品目

GHG 排出原単位
（重油・石油製品：
tCO2/kL、
LPG：tCO2/t）

比重
（kL/t）

重油

3.00

1.08

石油製品

2.32

0.91

LPG

3.00

-

（出典：環境省、経済産業省｢温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver3.3）｣
（平成 24 年 5 月））

②GHG 排出量の推計結果
①の前提条件により算出した GHG 排出量の推計結果を表 2-9 に示した。
島しょ地域全体では毎年約 20 万トンの GHG を排出しており、住民一人あたりに除
すると 7.2tCO2/年・人となる。環境省が発表している平成 22 年度の日本国民一人当た
りの排出量は、当時の総排出量 12 億 5,800 万トンを当時の総人口 1 億 2,806 万人で除
すると 9.8 tCO2/年であり、島しょ地域は日本全体より低い数値となっている。

7
8

重量建とは、海上輸送における定期船運賃の設定基準となる単位の一つ。重量によるものの意。
GHG の排出量を表すとき、二酸化炭素換算の重量である「tCO2」を一般的に用いる。
（出典：環境省ホームページ「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」
）http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
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表 2-9 各町村の推計 GHG 排出量
町村名
大島町

燃料種

推計消費量

排出原単位
(重油・石油製品：tCO2/kL、

（t/年）

LPG：tCO2/t)

比重

GHG 排出量

(kL/t)

（tCO2/年）

15,071

3.00

1.08

48,830

石油製品

7,706

2.32

0.91

16,269

LPG

2,258

3.00

-

6,774

重油

71,873

合計
利島村

重油

924

3.00

1.08

2,994

石油製品

269

2.32

0.91

568

57

3.00

-

171

LPG

3,733

合計
新島村

重油

4,988

3.00

1.08

16,161

石油製品

1,871

2.32

0.91

3,950

565

3.00

-

1,695

LPG

21,806

合計
神津島村

石油製品

260

2.32

0.91

549

LPG

16

3.00

-

48

※

597

合計
三宅村

重油
石油製品
LPG

200

3.00

1.08

648

1,612

2.32

0.91

3,403

359

3.00

-

1,077
5,128

合計
御蔵島村

重油
石油製品
LPG

1,999

3.00

1.08

6,477

333

2.32

0.91

703

1,239

3.00

-

3,717
10,897

合計
八丈町

重油

9,509

3.00

1.08

30,809

石油製品

7,112

2.32

0.91

15,015

LPG

3,562

3.00

-

10,686
56,510

合計
青ヶ島村

重油
石油製品

842

3.00

1.08

2,728

3

2.32

0.91

6
2,734

合計
小笠原村

重油

5,520

3.00

1.08

17,885

石油製品

2,962

2.32

0.91

6,253

225

3.00

-

675

LPG

24,813

合計

197,494

合計
※

過去の統計データとの比較から、年をまたいで保管していた分が翌年移出されたことにより、消費量がマ
イナスになったと考えられるため、過去の統計データより消費量を 16 フレート・トンと推計した。
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第３章

再生可能エネルギー技術の概要

第 3 章では、再生可能エネルギーの発電・熱利用の方法として、島しょ地域での利用
が期待できる太陽光発電、太陽熱利用、小型風力発電、小水力発電、地熱発電、温泉熱
利用に着目し、技術の概要とメリットとデメリット、島しょ地域における導入時の注意
事項、導入のポテンシャルについて取りまとめた。
一般的に、再生可能エネルギーのメリットとしては、化石燃料のように有限ではなく
繰り返し利用が可能な点、利用時に温室効果ガスの排出がほとんどない点が挙げられる。
また、デメリットには、再生可能エネルギーの種類によっては、発電量が天候の影響
を受けること、景観や自然環境への影響が生じる場合があること、産業として成熟して
いないなどの理由から導入・管理コストが高くなることなどが挙げられる。
今回取り上げた技術の他に、技術的に実用化段階に達していない波力発電や海洋温度
差発電などの再生可能エネルギーについては、参考資料（P.71）に概要をまとめた。

１．太陽光発電
(１) 概要
太陽光発電は、発電事業を目的に更地や遊休地に出力数千～数万 kW の規模で大規模
に建設するメガソーラーと、住宅や工場の屋根などに出力数 kW～数百 kW の規模で設
置する場合の大きく分けて 2 つの設置パターンがある。ここでは、島しょ地域での導入
を前提としているため、後者での設置を前提とする。
太陽光発電は、太陽の光を発電パネルで電気に変換し利用する発電方式である。太陽
の光があればどこでも発電可能なため、住宅や工場の屋根に設置する事例が増えている。
発電設備そのものには、稼働部分が無いためタービンや発電機を必要とする他の発電設
備に比べて故障しづらいことが特徴としてあげられる。
一般的な家庭で消費する電気を得るためには、出力 3～4kW 程度の規模の太陽光発
電システムが必要とされている。設備利用率9は一般に 12%である。

9

設備利用率は、発電設備の総供給設備容量に対する発電量の比であり、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である。設備利用率は次の式で表わされる。
設備利用率（%）＝年間発電量（kWh/年）/（年間時間数（365 日×24 時間）×設備容量（kW））×
100（％）
（出典：環境省「平成 21 年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」（平成 22 年 3 月））
http://www.env.go.jp/earth/report/h22-02/full.pdf
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図 3-1 大島町役場駐車場における設置事例

図 3-2 東京都八丈支庁における設置事例

（出力合計 10kW）

（出力合計 10kW）

(２) メリットとデメリット
①メリット
・ 日照条件がよければ発電するため、個人や企業などが設置しやすい。
・ 灯台などで古くから利用されており、塩害が深刻な島しょ地域において有望な再
生可能エネルギーである。
・ 稼働部分がないため、設置後の管理が比較的容易である。
②デメリット
・ 重量があるため、屋根に設置する場合は補強工事などが必要となる場合がある。
・ 発電時間が日中に限られる、発電量が天候に左右されるなどの理由から、発電量
のコントロールができないため送電線への接続に制限や条件が設けられる場合が
ある。
・ 発電量に対する設置費用が他の再生可能エネルギーに比べると割高である。
(３) 島しょ地域における注意事項
・ 太陽光発電パネル自体は塩害に対応しているケースが多いが、パネルを設置する
架台や、発電した直流10の電力を交流11に変換する装置（パワーコンディショナー）
は塩害による劣化が本州内陸部より早く進む可能性があり、塩害対策が必須であ
る。
10

直流とは、常時同じ方向に流れる電流のこと。なお、発電所で使われる電力は、発電所外や非常用ディ
ーゼル発電機から供給される電力が交流であるのに対し、バッテリーから供給される電力は直流である。
（出典：東京電力株式会社ホームページ「用語集」
）http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/review/words-j.html
11 交流とは、一定時間毎に流れる方向が変わる電流のこと。日本で通常家庭に送られている電気は交流で
ある。
（出典：東京電力株式会社ホームページ「用語集」
）http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/review/words-j.html
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・ 台風や強風への対策から、発電に最適な傾斜角でパネルを設置できないケースが
想定され発電量が低くなる。
・ 島内の電力消費総量が小さいため、島内全体で送電線に接続可能な太陽光発電の
容量が限定される。
(４) 法規制（平成 24 年 11 月現在）
太陽光発電を行う際に注意すべき主な法規制について、以下のとおりまとめた。実際
に設置を検討する際には、設置場所や設置規模、周辺環境などによって確認するべき規
制が異なるため、専門家や管轄省庁などに確認する必要がある。
表 3-1 太陽光発電に関する主な法規制
法規制
電気事業法関連

概要
出力が 50kW 以上のものは電気事業法上の｢一般用電気工作物｣に該当す
るため、電気主任技術者の選任や保安規定の届出などが必要となる。

建築基準法関連

建築物の屋根材や外壁材として太陽電池パネルを用いる場合は、建築基準
法が定める「構造耐力」「防火性」「耐久性」「安全性」に関する要求基準
を確認してパネルの選定を行うことが必要となる。

土地利用法関連

地面に太陽光発電システムを設置する場合は、土地の地目や開発制限の確
認が必要となる。例として、地目が農地の場合には農地転用の許可、森林
の場合には森林開発の許可が必要となる。その他、島しょ地域では自然公
園法上の指定区域に該当する地域の割合が多いため、注意が必要となる。
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(５) 島しょ地域のポテンシャル
太陽光発電は日射量に左右されるため、各町村の年間平均日射量を把握した。島しょ
地域では、大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村の 5 地点のみのデータが公開さ
れている。
参考までに国内の他地点の年間平均日射量は、都心が 3.74 kWh/㎡、全国的にも日照
条件がよく太陽光発電が盛んな長野県佐久市が 4.22 kWh/㎡、国内で日照時間がもっと
も短い秋田県の観測ポイントの中から選定した秋田県湯沢市が 3.41 kWh/㎡となって
いる。島しょ地域では、いずれも太陽光発電を行う上で日射量に問題はなく、ポテンシ
ャルはあるといえる。
表 3-2 島しょ地域における太陽光発電の導入状況と適性比較
町村名

導入状況

年間平均日射量12

備考

（kWh/㎡）

大島町

導入済み

3.82

利島村

無

－

－

新島村

無

3.94

－

神津島村

無

－

－

三宅村

無

3.68

－

御蔵島村

導入済み

－

役場や観光協会などに既に導入されている。

八丈町

導入済み

3.54

東京都八丈支庁屋上に既に導入されている。

青ヶ島村

無

－

小笠原村

導入済み

4.67

役場駐車場に既に導入されている。

－
小中学校などに既に導入されている。

※導入状況は、ヒアリング、自治体へのアンケート調査、文献調査による確認のため、必ずしも実態と一
致しない点に留意すること。

(６) 出典
・ 内閣官房国家戦略室｢コスト等検証委員会報告書｣（平成 23 年 12 月 19 日）
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive02_hokoku.html
・ 資源エネルギー庁ホームページ｢なっとく！再生可能エネルギー

太陽光発電｣

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/solar/index.html
・ 太陽光発電協会ホームページ
http://www.jpea.gr.jp/
12

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「日射量データベース閲覧システム
MONSOLA-11」(平成 24 年 1 月) における年間最適傾斜角（年間で最大の日射量（直達＋散乱）が得ら
れる屋根角度である。通常、方位は真南が最適だが、屋根の傾斜角は設置地点の年間の日射量変動を考
慮した最適な値がある）の日射量より平均値を引用。
http://app7.infoc.nedo.go.jp/metpv/monsola.html
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２．太陽熱利用
(１) 概要
太陽熱利用は、太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用することで
ある。集熱器を用いて太陽の光エネルギーを熱エネルギーに変える。熱媒体に水や不凍
液、空気などを用いて循環ポンプにより集熱器と給湯や冷暖房に利用する熱を循環させ
る方式と、集熱器の上部に貯湯槽を設置し冷水と温水の比重の差を使って自然に温水を
循環させて給湯に利用する方式の大きく分けて 2 つの方式がある。
国内では戸建住宅用太陽熱温水器が最も普及しており、その他にホテル、病院、福祉
施設など熱需要の多い業務用建物でも使用されている。
一般的な家庭で給湯などに利用する熱量を得る場合、3m3 程度の規模の太陽熱温水器
が必要とされている。太陽光発電のエネルギー変換効率13は一般的に 15%程度といわれ
ているが、太陽熱利用では変換効率が 40~60％と高く、近年注目されている。

図 3-3 太陽熱利用システム
（出典：社団法人ソーラーシステム振興協会ホームページ｢ソーラーシステムの仕組み｣）
http://www.ssda.or.jp/energy/mechanism.html

13

太陽光発電のエネルギー変換効率とは、照射された太陽光のエネルギーのうち、何%を目的のエネルギ
ー(電気や熱など)に変換できたかの指標。(出典：独立行政法人産業技術総合研究所ホームページ)
http://unit.aist.go.jp/rcpvt/ci/about_pv/principle/principle_4.html

18

図 3-4 太陽熱温水器

図 3-5 太陽熱高度利用ソーラーシステム

（出典：社団法人ソーラーシステム振興協会

（出典：八丈ビューホテルホームページ）

ホームページ｢ソーラーシステムの仕組み｣）
http://www.ssda.or.jp/energy/mechanism.html

(２) メリットとデメリット
①メリット
・ 太陽光発電に比べ簡易な構造であるため、導入費用が安い。
（一般的な家庭で消費
する電気を得るためには太陽光発電システムの場合、出力 3～4kW 程度の規模が
必要となり、価格は 150 万円から 200 万円となる。一方、一般的な家庭で給湯な
どに利用する熱量を得るためには、太陽熱温水器の場合 3m3 程度の規模が必要と
なり、費用は約 30 万円程度となる。
）
②デメリット
・ 水や不凍液が入った重い貯湯槽を必要とするため、屋根に設置する場合は補強工
事などが必要となる場合がある。
・ 利用方法が熱に限定されるため、熱需要が少ない地域では太陽熱を有効活用しき
れない可能性がある。
(３) 島しょ地域における注意事項
・ 塩害により、装置の劣化が本州内陸部と比べて早く進む可能性がある。
(４) 法規制（平成 24 年 11 月現在）
太陽熱利用を行う際に注意するべき主な法規制について、以下のとおりまとめた。実
際に設置する際には、設置場所や利用条件などによって該当する規制が異なるため、専
門家や管轄省庁などに確認する必要がある。
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表 3-3 太陽熱利用に関する主な法規制
法規制

概要

水道法

水道法における給水装置に関する構造及び材質並びに設置の基準等が適
用される。

建築基準法関連

建築物の屋根材や外壁材として集熱パネルを用いる場合は、建築基準法が
定める「構造耐力」「防火性」「耐久性」「安全性」に関する要求基準を十
分に検討・確認して集熱パネルの選定を行うことが必要となる。

(５) 島しょ地域のポテンシャル
太陽光発電の項（P.17）で述べたとおり、各町村の年間平均日射量は下記のとおりで
あり、いずれも太陽熱利用を行う上では日射量に問題はなく、ポテンシャルはあるとい
える。
表 3-4 島しょ地域における太陽熱利用の導入状況と適性比較
町村名

導入状況

年間平均日射量

概要

（kWh/㎡）

大島町

無

3.82

－

利島村

無

－

－

新島村

無

3.94

－

神津島村

無

－

－

三宅村

無

3.68

－

御蔵島村

導入済み

－

八丈町

導入済み

3.54

青ヶ島村

無

－

－

小笠原村

導入済み

4.67

－

観光協会で既に導入されている。
八丈ビューホテルで既に導入されている。

※導入状況は、ヒアリング、自治体へのアンケート調査、文献調査による確認のため、必ずしも実態と一
致しない点に留意すること。

(６) 出典
・ 経済産業省ホームページ「あったかエコ太陽熱」
http://www.enecho.meti.go.jp/attaka_eco/index.html
・ 社団法人ソーラーシステム振興協会ホームページ
http://www.ssda.or.jp/energy/mechanism.html
・ 前橋市ホームページ｢太陽熱利用温水器設備の取扱いについて｣
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/278/11/280/p003560_d/fil/bh050000.pdf
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３．小型風力発電
(１) 概要
風力発電は、出力数千 kW の大型のものから、数 kW の小型のものまでさまざまであ
る。島しょ地域では、八丈町に設置されている 500kW のものが最大となる。島しょ地
域では、島内の電力需要が限られており送電線の容量に余裕が少なく、結果として送電
線への接続可能容量も少なくなるため、大型風力発電よりも小型風力発電が現実的と考
えられることから、本調査では小型風力発電の設置を前提とした。
風力発電は、風の力で発電機を回転させて発電する。発電した電気の利用だけでなく、
発電をしている様子が見てわかることから、環境教育や観光客への PR という目的でも
導入されている。風を受ける羽の形状は、発電効率の向上や風切り音の対策からプロペ
ラ型や垂直軸型など様々な風車が開発されている。大型風車は一般に平均風速 8.0m/s
以上を設置条件としているが、小型風車の場合は風速 2.0m/s 前後でも回転する。設備
利用率は一般に 20%程度である。

図 3-6 東京都立大島高校で使用される電力

図 3-7 八丈町で自転車に

の一部を賄う小型風力発電機

電力を供給している小型風力発電機

（出力 1.1kW×4 基）

（出力 3kW）

(２) メリットとデメリット
①メリット
・ 海からの風を直接受ける島しょ地域は風が強く、風力発電の適地が多い。
・ 風が吹いていれば発電するため、昼夜を問わず発電することができる。
・ 太陽光発電に比べると設置面積が小さくて済むため、土地に対する影響は低い。
・ 発電状態が目視でもわかるため、地域住民に対する再生可能エネルギーの普及啓
発効果が期待される。
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②デメリット
・ 羽の形状や規模によって、回転音や風切り音が不快とされる場合がある。
・ 風量の年変動、季節変動があるため、安定電源とはならない。
・ 安全上の問題から、一定規模以上の強風時（例：風速 15ｍ/s）には稼働を止める
必要があり、風があっても生かせないことがある。
・ 風を受ける羽や発電機など稼働部分があるため、故障の発生やメンテナンスの必
要性がある。

(３) 島しょ地域における注意事項
・ 島しょ地域特有の突風や台風などによる強風を考慮した設置や、保守・メンテナ
ンス体制の構築が求められる。
・ 風を効果的に受けるため周囲よりも高い場所に設置する必要があることから、景
観との調和を図ることが難しい場合がある。
・ 自然公園法の指定地域が多いため、開発に対する規制の確認が必要となる。

(４) 法規制（平成 24 年 11 月現在）
小型風力発電を設置する際に注意するべき主な法規制について、以下のとおりまとめ
た。実際に設置する際には、設置場所や設置条件などによって該当する規制が異なるた
め、専門家や管轄省庁などに確認する必要がある。
表 3-5 風力発電に関する主な法規制
法規制
電気事業法関連

概要
出力が 20kW 以上のものは、電気主任技術者の選任や保安規定の届出など
が必要となる。

建築基準法関連

建築基準法では風力発電設備支持物という明記はないが、高さが 15m 以
上の木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート製の柱、その他これに類する工作物の
建設にあたっては、建築確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受ける
ことが定められている。

土地利用法関連

風力発電の建設地によっては、自然公園法、森林法、自然環境保全法、都
市計画法などに該当することがある。特に、島しょ地域では自然公園法上
の指定区域に該当する地域の割合が多いため、注意が必要となる。

その他

風力発電設備の大きさにより電波法や航空法に該当する他、騒音規制法、
道路法などに該当する。
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(５) 島しょ地域のポテンシャル
島しょ地域は、海からの季節風などの影響により、特に沿岸部などで風が強く、風力
発電には向いた立地である。小型風力発電への適性を判断するための風況観測データは
整備されていないため、本調査では地上 80m での平均風速を提示した。
小型風車は地上 80m より低い位置に設置するため下記に記載した地上 80 m 地点での
平均風速とは異なるが、既に導入している町村や過去に導入した新島村などの実績を踏
まえると、いずれの島においてもポテンシャルはあると考えられる。
表 3-6 島しょ地域における風力発電の導入状況と適性について
導入状況

平均風速（m/s）14

大島町

導入済み

6.5 以上

東京都立大島高校で既に導入済み。

利島村

無

6.5~8.5

－

新島村

過去に導入

7.5 以上

過去に導入をしていたが、強風により破損し

町村名

備考

たため現在は設置していない。
神津島村

無

8.5 以上

－

三宅村

無

7.5 以上

－

御蔵島村

無

7.5~8.5

－

導入済み

5.5~8.5

南原スポーツ公園などで既に導入されてい

八丈町

る。
青ヶ島村

導入済み

－

－

小笠原村

無

5.5~6.5

－

※導入状況は、ヒアリング、自治体へのアンケート調査、文献調査による確認のため、必ずしも実態と一
致しない点に留意すること。

(６) 出典
・ 日本小型風力発電協会「再生可能エネルギー固定価格買取制度への取り組み」
http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/003_06_00.pdf

・ グリーンエネルギーポータルサイト
http://www.green-energynet.jp/energy/wind/

14

環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ」(平成 24 年 7 月)、
「独立行政法人 新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構（NEDO）
」局所風況マップ平成 18 年度版(平成 21 年 9 月)
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４．小水力発電
(１) 概要
小水力発電は、流量の安定している河川や農業利水の落差を利用して発電する。既に
実用化されており、近年では農業用水路や、小さな河川でも利用できる出力 1,000kW
以下の小水力発電が注目されている。河川や用水路などの流れをそのまま利用する「流
れ込み式の水力発電」では、自然の形状をそのまま利用するため大規模ダムなどの施設
が不要である。
上下水道施設、ビル施設、家庭などでの洗浄水などで発電する出力 100kW 未満をマ
イクロ水力発電15と呼ぶ場合もあるが、ここでは出力 1,000kW 以下をまとめて小水力
発電と呼ぶこととする。設備利用率は一般に 60%である。

図 3-8 栃木県那須塩原市 農業用水路

図 3-9 長野県長野市 樋ノ沢（河川）

における設置事例（1.0kW）

における設置事例（6.7kW）

（出典：シーベルインターナショナル株

（出典：全国小水力利用推進協議会ホームページ）

式会社ホームページ）

(２) メリットとデメリット
①メリット
・ 河川や水路に設置することで、時間帯による発電量の変動が少ない安定した発電
が可能である。
・ 小水力発電やマイクロ水力発電では、大規模な河川工事や大型設備を必要としな
いため設置自体は比較的短期間の工事で済む。

15

水力発電の規模による呼び方の定義は定まっていない。ここでは、独立行政法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）にしたがって 100kW 未満をマイクロ水力としている。
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②デメリット

・ 河川や農業用水を利用するためには、流水の占有許可（水利権16）を取得する必
要があるため、その取得・調整が課題となる。
・ 特に河川に設置する場合は、河川法において大型水力発電と同様の法的手続きが
必要なため、設置までに膨大な時間と手続きが必要となる。
・ 魚の遡上などの環境への配慮が必要である。
・ 発電方式によっては、発電機の手前で落ち葉やごみを除塵機などにより除去する
必要があるため、メンテナンスや除去したごみの処分に手間や費用がかかる。

(３) 島しょ地域における注意事項
・ 島しょ地域特有の注意事項は特にない。

(４) 法規制（平成 24 年 11 月現在）
小水力発電を設置する際に注意するべき主な法規制について、以下のとおりまとめた。
実際に設置する際には、設置場所や設置条件などによって該当する規制が異なるため、
専門家や管轄省庁などに確認する必要がある。
表 3-7 小水力発電に関する主な法規制
法規制
河川法関連

概要
河川の水は公共のものとなるため、利用目的に応じて水利権を取得する必
要がある。水利権は、利用の目的ごとに必要となるため、農業用水や水道
用水などで既に許可を取得している場合であっても新たに許可を取得す
る必要がある。
ただし、農業用水の排水路や下水処理水を利用して行う場合には、水利権
の許可が不要となる。

電気事業法関連

出力が 20kW 以上の場合は、電気事業法上の｢一般用電気工作物｣に該当す
るため、主任技術者の選任や保安規定の届出などが必要となる。

土地利用法関連

島しょ地域では自然公園法上の指定区域に該当する地域の割合が多いた
め、注意が必要となる。

16

水利権とは、特定の目的（水力発電、かんがい、水道等）のために、その目的を達成するために必要な
限度において、流水を排他的・継続的に使用（占有）する権利のこと。
「水利権」という用語は、法律上
のものではなく、水利権について規定している法律である河川法の中には明記されていない。
（出典：国土交通省ホームページ）http://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/index.html
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(５) 島しょ地域のポテンシャル
小水力発電は、設置場所が水の流れている場所に限定される。島しょ地域では、通年
で水の流れている河川、農業用水、上下水、工場施設などの排水口などが設置候補地と
なる。環境省が公開している｢再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ（平成 24
年 7 月）｣によると、島しょ地域のポテンシャルは示されていないが、島によっては河
川や水路も存在する。したがって、候補となりうる地点ごとに調査・検討を行う必要が
ある。ここでは、小水力発電の設置候補として河川の有無を取りまとめた。
表 3-8 島しょ地域における小水力発電の導入状況と適性について
導入状況

河川の有無17

大島町

無

沢のみ

－

利島村

無

無

－

新島村

無

無

－

神津島村

無

沢のみ

－

三宅村

無

有

－

導入済み

有

島内に 3 つの河川があり、うち 1 つで 50kW

町村名

御蔵島村

備考

の発電を行っている。
八丈町

過去に導入

有

三原山を水源とする河川で小水力発電(2 か所
合計 180kW)が稼働していたが、昭和 47 年の
地震で故障して以来、稼働していない。

青ヶ島村

無

無

－

小笠原村

無

無

－

※導入状況は、ヒアリング、自治体へのアンケート調査、文献調査による確認のため、必ずしも実態と
一致しない点に留意すること。

(６) 出典
・ 資源エネルギー庁｢なっとく！再生可能エネルギー

水力｣

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/water/index.html
・ 全国小水力利用推進協議会ホームページ
http://j-water.jp/hmc/03%20Law%20of%20SHP.html
・ 国土交通省｢小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイドブック｣
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/syousuiryoku_guide3.pdf
・ シーベルインターナショナル株式会社ホームページ
http://www.seabell-i.com/category/record/
17

環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ」(平成 24 年 7 月)及び東京都各支庁「管内概要」
より河川の有無を確認。
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５．地熱発電・温泉熱利用
(１) 概要
■地熱発電
地熱発電は、地下深い所にある高温のマグマから供給される膨大な熱エネルギーの一
部を利用し発電する方式である。
150℃以上の蒸気でタービンを回して発電するため高温の熱水が必要とされており、
島しょ地域では八丈町で実用化されてきた。近年は、比較的低温で蒸発する媒体を用い
たバイナリー発電の技術開発が進められており、80℃程度の温泉で発電できる。地熱発
電の設備利用率は一般に 80%である。
■温泉熱利用
地熱発電には適さないがこれまで未利用であった温泉の余熱や排湯熱を、ヒートポン
プや熱交換器といった設備を用いて、近接する施設の給湯や床暖房などに有効に利用す
る方法である。
この方式では、用途に合わせて数十℃～百℃程度まで幅広い温度帯の熱水が利用可能
であり、化石燃料を燃焼するボイラとの併設や代替手段として利用することができる。
これにより、省エネルギー効果や CO2 削減効果、燃料コストの低減効果がある。ヒー
トポンプや熱交換器などの設備を使った方法の他にも、鉄パイプ等に温水を通してビニ
ールハウスの加温に利用したり、直接散布して融雪に利用したりする活用方法がある。

図 3-10 大島町御神山温泉における温泉熱ヒートポンプ事業
（出典：東京都環境局ホームページ）
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/other/municipal_support/case_study22/oshima.html
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(２) メリットとデメリット
①メリット
・ 規模を問わず発電量が安定しているため、常に一定量の発電ができるベース電源
として利用することができる。
【地熱発電】
・ 温泉熱利用は、比較的簡素な設備でもできるため、ビニールハウスや宿泊施設な
どで利用することで燃料費削減が期待できる。
【温泉熱利用】
・ 温泉の浴用以外の利用に対する社会的関心が高まっているため、宿泊施設等では
温泉の未利用熱を暖房などに利用することで、施設のイメージアップや PR に繋
がることが期待できる。
【温泉熱利用】
②デメリット【地熱発電、温泉熱利用共通】
・ 新たに地熱資源を掘削する場合には、鉱業権18を取得する必要があり手続きに時
間がかかる他、掘削には特殊な技術や設備、時間を必要とするためコストが膨大
となる。
・ 温泉成分が再結晶化したスケール19の付着により、配管が詰り、設備の故障や効
率の低下が生じるため、定期的な除去・清掃が必要である。
・ これまで日本国内では地熱資源の発電利用が積極的に進められておらず、また泉
質によりスケールや腐食への対応も異なることから、発電を目的としたシステム
の設計に対応できるエンジニアリング会社が少ない。
・ 既に浴用利用されている場合は、温泉に影響しないことが必要条件となるが、地
下資源であることから事前のシミュレーションが難しい。
(３) 島しょ地域における注意事項
・ 島しょ地域では浴用の温泉が整備されている地域もあり、温泉への影響評価や温
泉事業者との調整が必要となる。
(４) 法規制（平成 24 年 11 月現在）
地熱資源の利用には、利用目的（発電か、熱利用か）や利用する資源の状況によって
確認が必要な法規制が異なる。注意するべき主な法規制について、以下のとおりまとめ
た。実際に利用を検討する際には、現在の利用状況や設置場所、設置条件などによって
該当する規制が異なるため、専門家や管轄省庁などに確認する必要がある。

18

19

登録を受けたー定の土地の区域（鉱区）において、登録を受けた鉱物及び同じ鉱床中に存在する他の鉱
物を掘採し、取得する権利。
(出典：近畿経済産業局ホームページ)http://www.kansai.meti.go.jp/5-2kougyou/shikutsuken.html
スケールとは、熱水や温泉水などの沈殿物のことをいう。目詰まりの原因となる。さまざまな除去技術
が開発されている。（出典：産業技術総合研究所ホームページ「地熱用語辞典」）
http://unit.aist.go.jp/georesenv/geotherm/dictionary.html#sa
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表 3-9 地熱発電・温泉熱利用に関する主な法規制
法規制

概要
発電利用において、出力が 300kW 未満であり、なお且つ熱媒体が不活性

電気事業法関連

ガス20の場合を除き、ボイラ・タービン主任技術者の選任が必要となる。
温泉法

新たに地熱資源を掘削する場合は、温泉法における掘削の許可を取得する
必要がある。

土地利用法関連

島しょ地域では自然公園法上の指定区域に該当する地域の割合が多いた
め、注意が必要となる。

(５) 島しょ地域のポテンシャル
島しょ地域では、八丈町が最もポテンシャルが高く、既に地熱発電により島内消費電
力の 20%～30%を賄っている。温泉熱は、利用方法によって温泉資源のあるどの島でも
活用が可能である。
表 3-10 島しょ地域における地熱・温泉熱利用の導入状況と適性について
導入状況

温泉資源の有無21

大島町

有

有

御神火温泉で温泉熱利用を行っている。

利島村

無

無

－

新島村

無

有

－

神津島村

無

有

－

三宅村

無

有

－

御蔵島村

無

無

－

八丈町

有

有

地熱発電所により島内消費電力の 20%～30%

町村名

備考

を得ている。
青ヶ島村

無

有

－

小笠原村

無

無

－

※導入状況は、ヒアリング、自治体へのアンケート調査、文献調査による確認のため、必ずしも実態と一
致しない点に留意すること。

(６) 出典
・ 温泉の温暖化対策研究会「温泉設備における温泉熱等の利用状況の実態と有効利
用に向けて」
http://www.spa.or.jp/ondanka/houkokusho.pdf
20
21

不活性ガスとは、反応性が低く化学的に安定なガスのこと。
環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ」(平成 24 年 7 月)、独立行政法人産業技術総合研
究所「日本温泉・鉱泉分布図及び一覧第 2 版」(平成 19 年 1 月)
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【コラム１】発電コストの比較
東日本大震災から約半年、平成 23 年 8 月の通常国会において、
「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」が成立した。この法律は、再生可能エネルギー源（太
陽光、風力、水力、地熱など）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
い取ることを義務付けるもので、再生可能エネルギーの固定価格買取制度として平成 24 年 7
月 1 日からスタートした（買取価格については、P.31 参照）
。
電源別の発電コストについては、これまでもさまざまな報告・推計がされたが、平成 23 年
12 月に内閣官房国家戦略室が発表した各電源の発電コストは以下のようになっている。
再生可能エネルギーは、従来の主力電源である原子力発電や化石燃料由来の発電に比べると依
然としてコストは高くなっているが、電気の基となるエネルギー資源を海外に依存しない点や
CO2 の排出が少ない点なども含め、総合的に判断をする必要がある。
また、原子力発電については、東京電力福島第一原子力発電所のように想定外の事故が発生し
た場合、安全・安心との代償をどのように考えるのか、まさに国民的な議論が必要といえる。

（出典：内閣官房 国家戦略室

｢コスト等検証委員会報告書｣（平成 23 年 12 月）)

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20111221/hokoku_kosutohikaku.pdf
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■再生可能エネルギーの固定価格買取制度の買取価格
固定価格買取制度は、太陽光、風力、水力、地熱などで発電した電気を、住民や事業者が電気
事業者に販売することができる制度である（住宅用太陽光（10kW 未満）は余剰電力のみが買
取対象）。
平成 24 年度におけるエネルギー種ごとの買取価格、期間は下記の表のとおりである。
例えば、10kW の太陽光発電の場合、目安となる年間発電量は 1 万 kWh/年であり、42 円
/kWh で売電すると年間 42 万円の売電収入が見込まれることになる。
なお、買取期間や価格は基本的に年度ごとに見直しがあるため、詳細は資源エネルギー庁ホー
ムページ（http://www.enecho.meti.go.jp/）での確認が必要となる。

表

固定価格買取制度における買取価格及び期間（平成 24 年度）

太陽光

10kW 未満

10kW 以上

10kW 未満

調達価格

42 円

42 円

34 円

調達期間

20 年間

10 年間

10 年間

（ダブル発電）

風力

20kW 以上

20kW 未満

調達価格

23.1 円

57.75 円

調達期間

20 年間

20 年間
200kW 以上

30,000kW 未満

1,000kW 未満

調達価格

25.2 円

30.45 円

35.7 円

調達期間

20 年間

20 年間

20 年間

水力

1,000kW 以上

200kW 未満

地熱

15,000kW 以上

15,000kW 未満

調達価格

27.3 円

42 円

調達期間

15 年間

15 年間

（出典：資源エネルギー庁ホームページ「なっとく！再生可能エネルギー」
買取制度

買取価格・期間等を基に作成）

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/index.html
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第４章

島しょ地域の再生可能エネルギーに関する現状と課題

１．島しょ地域へのアンケート結果から見る現状
島しょ地域全 9 町村の再生可能エネルギーに対する取り組み状況を把握するため、ア
ンケート調査を行った。
アンケートは、平成 24 年 8 月現在の各町村の再生可能エネルギーの導入状況及び今
後の予定について、郵送及び E-Mail にて各町村の企画担当へ発送、回収し、9 町村全
てから回答を得た。
(１) 公共施設等における再生可能エネルギー設備や EV 等の導入状況について
①導入状況
公共施設等における再生可能エネルギー設備や電気自動車（以下、
「ＥＶ」という。
）
などの導入状況について聞いたところ、大島町、御蔵島村、八丈町、小笠原村の４町村
が「既に導入している」と回答した。また、新島村は過去に導入し、神津島村は導入の
検討をしていた。三宅村は現在導入を検討中である（表 4-1 参照）
。
導入設備については、八丈町では、風力、地熱発電設備が積極的に導入され、御蔵島
村、小笠原村では、太陽光、太陽熱を利用した設備が導入されていた（表 4-2 参照）。
表 4-1 公共施設等における再生可能エネルギー・EV 設備等の導入状況（n=9）
大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

既に導入

○

-

-

-

-

○

○

-

○

導入後中止

-

-

○

-

-

-

-

-

-

検討中

-

-

-

-

○

-

-

-

-

検討後断念

-

-

-

○

-

-

-

-

-

検討せず

-

○

-

-

-

-

-

○

-
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表 4-2 導入・検討中の再生可能エネルギー・EV 等の設備
町村名

導入設備・機器

規模22・車種等

場所・施設名

現状

大島町

太陽光発電

10kW

公共駐車場

導入済み

新島村

風力発電

0.5kW

村内高台

過去に導入

三宅村

その他

－

今後検討

－

御蔵島村

太陽光発電

50kW

小中学校

導入済み

太陽光発電

6.43kW

観光協会

導入済み

太陽熱利用

－

観光協会

導入済み

太陽光発電

－

小中学校駐車場

導入済み

電気自動車

－

村役場

導入済み

八丈町

小笠原村

風力発電

9kW

南原スポーツ公園

導入済み

風力発電

3kW

役場駐車場

導入済み

風力発電

500kW

東京電力地熱発電所

導入済み

地熱発電

3,300kW

東京電力地熱発電所

導入済み

役場駐車場

導入済み

電気自動車

I-MIVE

太陽光発電

10kW

小笠原村地域福祉センター

導入済み

太陽光発電

50kW

小笠原村母島小中学校

導入済み

太陽光発電

50kW

小笠原村診療所

導入済み

②導入又は検討した主な目的
再生可能エネルギー・EV 等の設備を導入又は導入を検討した主な目的として、神津
島村、御蔵島村、八丈町の３町村からは「小中高校生や住民への環境教育・普及啓発効
果が大きいと考えられるため」という回答があった。「その他」の具体的な回答として
以下の内容が挙げられた。町村によって目的が一定ではないことがうかがえる。
■「その他」の具体的回答
・産業の活性化、災害に強い地域づくり（八丈町）
・ジオパーク23推進活動を平行しながら CO2 削減などビジョン作成（大島町）
・超遠隔離島といった特殊性から島内のエネルギーをすべて他地域に依存しており、
環境負荷の少ない新エネルギーの導入を図るため（小笠原村）
・離島のため、発電所の停止時を想定して（三宅村）

22
23

一般家庭が一日に消費する電力を賄うには太陽光発電で 5～6kW が必要となる。
ジオパークとは、科学的に見て特別に重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産を複数含む一種の自然公
園である。ジオパークでは、その地質遺産を保全し、地球科学の普及に利用し、さらに地質遺産を観光
の対象とするジオツーリズムを通じて地域社会の活性化を目指している。
（出典：日本地質学会ホームページ）http://www.geosociety.jp/geopark/geopark.htm
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③導入した際の課題
実際に再生可能エネルギー・EV 等の設備を導入した際の課題として、4 町村が「塩
害や強風など厳しい自然環境」と回答した。
「その他」の具体的な回答としては、
「施設
導入のコスト（八丈町）
」、
「導入時におけるコストの増加（小笠原村）
」という回答が挙
げられていた。

※系統連系：送電線に太陽光発電などで発電した電力を送ること。電力系統への連系などという。24

図 4-1 再生可能エネルギー・EV 等の設備導入または検討によって判明した課題
（n=5、複数回答）

④再生可能エネルギーに関する普及啓発活動の実施状況
再生可能エネルギーに関する普及啓発活動の実施状況については、大島町、御蔵島村、
八丈町の 3 町村で、過去あるいは現在に実施していると回答したが、その他の 6 村は「実
施していない」と回答した。
表 4-3 普及啓発活動の実施状況（n=9）
大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

実施

-

-

-

-

-

-

○

-

-

実施を検討

-

-

-

-

-

-

-

-

-

過去に実施

○

-

-

-

-

○

-

-

-

実施せず

-

○

○

○

○

-

-

○

○

24

系統連系とは、発電設備を電力会社の送電または配電線に接続して運用すること。発電設備を系統連系
した場合の影響等については、
「電気設備に関する技術基準を定める省令」、
「電気設備の技術基準の解釈」、
「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」およびその他の法令等にもとづき、電力会社が
影響評価を行う。
（出典：東京電力株式会社ホームページ「太陽光発電設備の設置をご検討されているお
客様へ」）http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/saiene/pdf/20120717_1.pdf
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(２) 今後の再生可能エネルギー・EV 等の導入に対する意向
①導入に対する意向
再生可能エネルギー・EV 等の今後の導入については、大島町、新島村、三宅村、御
蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村の 7 町村が「導入を進めていきたい」と回答して
おり、積極的な意向を示した。
表 4-4 再生可能エネルギー・EV 設備導入に対する意向（n=9）
大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

導入を推進

○

-

○

-

○

○

○

○

○

現状を維持

-

-

-

○

-

-

-

-

-

導入を縮小

-

-

-

-

-

-

-

-

-

導入予定

-

○

-

-

-

-

-

-

-

なし

②国や研究機関、民間企業等の実証実験事業への参加意向
国や研究機関、民間企業等の実証実験事業への参加については、新島村、神津島村、
八丈町の 3 町村が、
「既に実証実験に参加している、または参加したことがある」と回
答しており、大島町、青ヶ島村の 2 町村が「よい実証実験があれば参加したい」と積極
的な姿勢を見せた。
表 4-5 再生可能エネルギー・EV 等の導入に関する実証実験への参加意向（n=9）
大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

-

-

○

○

-

-

○

-

-

○

-

-

-

-

-

-

○

-

参加しない

-

○

-

-

-

-

-

-

○

方針未確定

-

-

-

-

○

○

-

-

-

その他

-

-

-

-

-

-

-

-

-

既に参加
参加意向
あり
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③島内での消費エネルギーのうち、再生可能エネルギーを活用していきたいと考えられ
るもの（上位 3 位まで選択）
島内で消費するエネルギーで、再生可能エネルギーによる発電を活用していきたいと
考えられるものについては、「災害発生時に緊急的に利用するエネルギー」が７町村と
一番多く、そのうち 5 町村が活用したい順の 1 番と回答した。
そのほか、｢家電や冷暖房など家庭で消費されるエネルギー｣が 2 番目として 3 町村が
回答し、｢自動車やバスなど陸上輸送に関するエネルギー｣が 3 番目として 3 町村が回答
した。
表 4-6 再生可能エネルギーを活用したいと考えるエネルギー
（n=8、再生可能エネルギーを活用したい順に 1～3 を記載）
大島町

利島村

新島村

神津島村

三宅村

御蔵島村

八丈町

青ヶ島村

小笠原村

自動車やバスな
ど陸上輸送に関
するエネルギー

3

-

3

-

-

3

-

1

2

漁船などの海上
輸送に関するエ
ネルギー

-

-

2

-

-

-

-

-

-

島内発電所にて
発電時に消費す
るエネルギー

-

-

-

-

-

-

-

-

1

家電や冷暖房な
ど家庭で消費す
るエネルギー

-

-

-

3

-

2

2

2

3

地元企業が経済
活動で消費する
エネルギー

-

-

-

2

-

-

3

-

-

災害発生時に緊
急的に利用する
エネルギー

2

-

1

1

1

1

1

3

-

具体的には考え
ていない

-

-

-

-

-

-

-

-

-

その他

1

-

-

-

-

-

-

-

-

※数字は活用の優先順位を表す。
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２．島しょ地域の事例から見る現状
前項では、島しょ地域町村へのアンケート調査から、再生可能エネルギーの導入状況
や活用意向などを把握した。
島しょ地域では、大島町、御蔵島村、八丈町、小笠原村においてすでに再生可能エネ
ルギー設備を導入し、そこで作られた電力を使用して EV を島内交通として利用して観
光産業と関連付ける取り組みや、住民が利用する公共施設への活用が図られている。
この項では、大島町、御蔵島村、八丈町の取り組みについて紹介する。
(１) 大島町の取り組み
～ジオパークを核にした、観光環境地域づくり～
①背景
伊豆大島は、都心から約 120km の太平洋上に浮かぶ、首都圏から最も近い伊豆諸島
最大の島であり、海水浴や海産物、火山島ならではの自然などを楽しむことができる離
島として多くの人に親しまれてきた。
その一方で、昭和 61 年の三原山の噴火により全島民が避難を余儀なくされたように、
生きた火山を持つ島であり、大島町では、住民の安全を守るための災害対策に取り組ん
できた。さらに、東日本大震災をきっかけとして津波対策・エネルギー資源のあり方が
見直され、離島という立地から災害時に孤立することを想定した防災のあり方が新たな
課題となっている。
また、平成 22 年 10 月には、東京都で初めて日本ジオパークに認定された。大島町
のジオパークは、噴火を繰り返す三原山が作り上げた景色と、噴火という環境下で生き
る生物、再生する植物などを観察できる場所として人気があり、三原山の火口のすぐ近
くまで行けることも魅力の一つである。
このような背景から、大島町では、新たな島の自然観光資源としてジオパークを核と
した新しい観光地域づくりを進めるとともに、再生可能エネルギーの普及による環境に
優しい地域の確立を目指している。
②「伊豆大島観光・環境ビジョン 2011」の策定
平成 22 年に日本ジオパークに認定されたことをきっかけに、観光と環境を融合させ
た地域づくりを進めるため、平成 23 年度に「再生可能エネルギー・電気自動車を活用
した観光環境地域づくり事業」を実施し、
「伊豆大島観光・環境ビジョン 2011」
（以下、
「ビジョン 2011」という。
）を策定した。ビジョン 2011 は、大島町の観光産業の振興
と再生可能エネルギーの導入拡大に向けたビジョンとロードマップをまとめたもので
ある。
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■EV を活用した実証実験
ビジョン 2011 の策定にあたり、太陽光発電を利用して充電する EV を 2 台、EV2 台
分の消費電力と同等分を発電することができる太陽光発電設備（10kW）、EV 充電器
（200V）を 4 台導入した。EV 充電器は、島内走行時にも充電ができるよう、島内の主
要観光地である三原山山頂の駐車場、島の南部に位置する公共施設、町役場駐車場（2
台）の３か所に分散して設置している。
大島町は島の外周が約 50km で EV 1 回の充電で島内一周が十分可能であり、電気の
消費を気にすることなく島内を走行することができるとしている。
また、下記の方法で実証的に EV を活用することで、再生可能エネルギーと EV の普
及、環境に関連付けた観光促進について、課題の抽出と施策の検討を行った。
EV の活用方法
・ジオパークを軸にした低炭素型の観光の PR
・試乗イベント
・レンタカー事業の実施
・町の公用車での利用

図 4-2

導入設備の地図

（出典：東京都環境局地球温暖化対策ホームページ「提案プロジェクト・大島町」)
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/other/municipal_support/case_study23/
oshima.html
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■低炭素型の観光の PR
実証実験で導入した 2 台の EV は、
（一社）大島観光協会及び大島町に 1 台ずつ導入
し、このうち（一社）大島観光協会が所有する EV は、一般の観光客が観光レンタカー
として利用できるよう、島内のレンタカー業者に管理を委託している。
また、利用者には、レンタカー利用後にアンケートに記入してもらい、乗り心地など
を答えてもらうことで利用者のニーズの把握に努めている。
■財源の確保
ビジョン 2011 の策定及び実証実験に係る EV の購入、充電器の設置は、東京都によ
る｢東京都地球温暖化対策等推進のための区市町村補助事業｣の補助金を活用して行わ
れた。
③災害対策への活用
ビジョン 2011 の実証実験で導入された太陽光発電設備は、島民の目に止まりやすく
普及啓発効果が期待される点、EV の管理充電を行う場所に近い点だけでなく、将来的
に災害時などで通常の電力供給が絶たれた場合に災害対策の中核を担う役場で必要な
電気を賄う体制を構築する必要がある点を考慮し、町の中心地にある役場の駐車場に設
置した。
さらに、平成 24 年度は同ビジョンをベースとして大島スマートアイランド構想(仮称)
の策定に取り掛かっている。これは、防災の観点から、災害時に島が孤立しても電力を
自給することができるよう、学校や公共施設等の防災拠点に太陽光発電設備と蓄電池を
整備し、電力の自給自足を目指すものである。

図 4-4 役場駐車場に設置された太陽光発電

図 4-3 導入された EV
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(２) 御蔵島村の取り組み
～自然環境の保護と住民への環境教育～
①背景
御蔵島は、都心から南に約 200km の海上に位置し、周囲わずか 16km、人口約 300
人の島である。内燃力発電所ができる以前から島の豊富な水を利用した水力発電が住民
生活を支えてきた歴史がある。
御蔵島村では、平成 16 年に島の貴重な自然環境を適正に利用しながら保護するため、
「御蔵島エコツーリズム」を実施し、島内の立ち入り可能及び禁止区域のルールを定め、
自然環境保全促進地域に立ち入る場合は、東京都が認定する東京都自然ガイドの同行が
必要となった。
豊かな自然を後世に残すため、環境保全の取り組みが積極的に行われており、再生可
能エネルギーの導入も環境保全の一環として行われている。
②公共施設への再生可能エネルギーの導入
御蔵島村では、｢東京都地球温暖化対策等推進のための区市町村補助事業｣を 3 か年活
用し、段階的に再生可能エネルギー関連設備の導入を行った。具体的に導入した設備を
表 4-7 にまとめた。
表 4-7 御蔵島村における再生可能エネルギー関連設備
設置場所
観光資料館

福祉保健センター

設備の種類

概要

太陽光発電

館内の照明と、風呂と手洗い用の温水に利用してい

太陽熱温水器

る。

太陽光発電

台所と風呂への給湯に利用している。

太陽熱温水器
太陽光発電

校内の照明と給食室の温水、ＥＶ充電スタンドへの

太陽熱温水器

蓄電に利用している。

御蔵荘

太陽熱温水器

風呂への給湯に利用している。

その他

電気自動車

小中学校の太陽光発電で発電した電力で充電可能

小中学校

なＥＶを導入した。住民への無料貸出を行い、観光
ガイドや庁用等の利用で、月 20 件程度の貸出を行
っている。
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図 4-5 観光資料館

図 4-6 福祉保健センター

（出典：御蔵島の自然と文化博物館ホームページ）

（出典：御蔵島の自然と文化博物館ホームページ）

http://mikura-museum.info/culture/?p=226

http://mikura-museum.info/culture/?p=226

③蓄電機能付き「創エネ」＆「畜エネ」型 EV 用充電システムの導入
御蔵島村では、平成 23 年度に EV を導入し、その EV を「MIKURA

LEAF」と名

付けて、住民や観光客の送迎などに貸し出している。
EV 用の充電器には、小中学校の太陽光発電でできた電気を溜めておくことができる
蓄電機能付きのシステムを導入し、エネルギー資源の循環を実現した。
④住民への環境教育
平成 22 年度及び平成 23 年度に、村の住民、小中学生を対象に｢御蔵島の自然｣に対
する興味、理解を深めることを目的とした環境教育を行った。
再生可能エネルギーに関しては太陽光発電の実験を行うことで、子どもたちへの教育
を行った。また、住民が新しく導入した EV に親しむことができるよう、 EV の車体
デザインには子どもたちが描いた絵が採用されている。

図 4-7 MIKURA LEAF
（出典：御蔵島の自然と文化博物館ホームページ）
http://mikura-museum.info/culture/?p=252
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(３) 八丈町の取り組み

～再生可能エネルギーの普及、観光の振興から波及する産業の活性化を目指して～
①背景
都心から南方海上 287km に位置する八丈島では、平成 11 年に出力 3,300kW の地熱
発電所、ついで平成 12 年に出力 500kW の風力発電所が東京電力株式会社により操業
され、再生可能エネルギーのポテンシャルが高い島としても注目されてきた。また、本
州内陸部に比べて強い風に注目した風力発電メーカーによる実証実験も行われてきた。
八丈町では、豊かな自然環境と高い再生可能エネルギー供給量を活用し、島の中心産
業の一つである観光サービス業と関連付けることで、地球温暖化対策の取り組みを促進
するとともに地域雇用の拡大と経済の活性化に取り組んでいる。
②八丈島クリーンアイランド構想
平成 23 年度に策定された「八丈島クリーンアイランド構想」
（以下、
「アイランド構
想」という。）では、エネルギービジョン、観光ビジョン、産業ビジョンの３つのビジ
ョンを示し、再生可能エネルギーの普及や観光産業の振興から波及する雇用の創出、経
済の活性化を目指すこととしている。
エネルギービジョン

観光ビジョン
ダイビング

地熱

サイクリング

トレッキング

風力

太陽光(熱)

エコ八構想
（エネルギーの地産地消へ）

多様な観光ニーズへの対応

小水力

波力・海流・潮力

未開発技術の
研究開発・
実証実験

災害発生時の
首都圏へのエ
ネルギー供給

自然観察

釣り

バイオマス

サーフィン
自然エネルギー
のメンテナンス
産業・雇用

おもてなしに
よる島民との
交流

自然エネルギーに
関する行政・企業
の視察旅行

環境サミットの
開催

EV

既存産業への波及効果、新しい産業・雇用の創出へ

飲食

交通関係

宿泊施設

小売店

電気工事

図 4-8 アイランド構想におけるビジョンのイメージ
（出典：八丈島クリーンアイランド構想）
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土木工事

③低炭素交通の推進
八丈町では、風力発電による電気で充電した電動アシスト付自転車と EV を導入し、
観光客への貸し出しをすることで、観光産業における低炭素交通を推進している。
発電された電気は一度蓄電池に蓄電され、その後 EV に充電する仕組みをとっている。
このことにより、より効率的に風力発電でできた電気を利用できるようになっている。

図 4-9 小型風車で充電して走る

図 4-10

EV レンタカー

南原スポーツ公園に設置された
小型風車

④財源の確保
電動アシスト付自転車と EV の導入、蓄電システムの構築は、国及び東京都の補助金
を活用して行われた。
表 4-8 補助事業名と事業内容
補助事業名

内容

国土交通省

・町役場駐車場に小型風車を設置

｢建設業と地域の元気回復助成事業｣

・風力発電で発電した電気を電動アシスト付自
転車に充電するステーションを導入

東京都

・小型風車を 3 基導入

｢東京都地球温暖化対策等推進のため

・風力発電で発電した電気を EV に充電する仕

の区市町村補助事業｣

組みを導入
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【コラム２】八丈町での再生可能エネルギー導入を支える住民
「NPO 法人八丈島産業育成会」
NPO 法人八丈島産業育成会は、八丈町の農業、漁業、水産業、飲食業、宿泊業、観
光業、土木業、電気通信業などに従事する町民を中心として構成される団体である。
八丈町の観光や物産など、経済活性化のための情報発信事業を行い、町の経済の発展、
観光来島者の増加、島の将来を担う人材の育成を図るとともに、新しい形の観光地の構
築や自然環境・景観の維持保全を図り、魅力的なまちづくり、地域の活性化の実現に寄
与することを目的に活動している。
特に、再生可能エネルギーの導入や観光への活用については積極的であり、自然環境
が厳しい八丈町だからこそ実感する再生可能エネルギーの重要性を感じているため、島
しょ地域においては行政主導での再生可能エネルギーの導入や活用方法の検討が多い
中、地元の産業に従事する町民が積極的に事業に参加し、八丈町や地元団体と連携した
取り組みを実践している。
現在、小型風力発電でできた電気を蓄電池にためているが、町内で電気通信業を営む
会員がその仕組みづくりの中心となっている。
会員それぞれの生業を生かして、住民目線での再生可能エネルギーの導入、導入後の
活用を検討することで、地域産業全体の活性化を図り、八丈町全体の活性化を推進して
いる。
NPO 法人八丈島産業育成会理事長

宮崎岩一氏の話

会員が共通して持つ想いとして、他の離島や地方と同様に過疎化が進む八丈島の魅
力を次世代に伝えたい、子どもたちが八丈島で働けるような産業を作りたいという強
い想いと危機意識がある。
再生可能エネルギーの導入や利用は、八丈島で
できる新しい産業の一つという切り口でとらえて
いる。他にも、八丈島の特徴を生かした珊瑚の養
殖事業や災害時を想定した危機管理事業などを検
討しており、それらの事業に再生可能エネルギー
を組み合わせる構想も検討している。
▲打合せの様子

NPO 法人八丈島産業育成会ホームページ
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http://shoden.ddo.jp/~8jo-npo/

３．島しょ地域が抱える課題
本項では、これまでに記載した再生可能エネルギーの特性、島しょ地域の概況、島し
ょ町村へのアンケート調査、大島町・御蔵島村・八丈町の事例調査の結果から、島しょ
地域において再生可能エネルギーを活用した地域づくりを進めていくにあたっての課
題について整理する。
現在実用化の進む太陽光発電、太陽熱利用、小型風力発電、小水力発電、地熱発電・
温泉熱利用などの再生可能エネルギーを実際に導入する場合には、利用におけるメリッ
トやデメリットに加え、島しょ地域特有の塩害や強すぎる風力などを考慮する必要があ
る。
また、青ヶ島村を除く町村では、自然公園法の指定区域を有していることから開発可
能領域が限定され、限られた面積での設備導入が必要になると同時に、いずれの島にお
いても観光従事者の割合が多いため、観光産業との結びつけが地域づくりを進める上で
のポイントの一つとなる。
大島町・御蔵島村・八丈町では、すでに風力発電や太陽光発電で作られた電力を利用
した EV の導入や観光客が利用できる島内交通としての利用など、再生可能エネルギー
を活用した地域づくりを進めており、他の団体の参考となる取り組みとなっているが、
実際に取り組みを進めるうえで新たな課題が見えてきた。
再生可能エネルギーを活用した地域づくりに向けて、島しょ地域が抱える課題を取り
まとめると、以下の 4 つに分類される。本項では、これら 4 つの課題について、より詳
しく掘り下げて取りまとめる。

■再生可能エネルギーを活用した地域づくりに向けて島しょ地域が抱える課題
(１) 離島という立地条件による課題
(２) 豊かな自然環境との両立のための課題
(３) 地域の産業規模や人材不足に対する課題
(４) 地域全体の合意形成に対する課題
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(１) 離島という立地条件による課題
●再生可能エネルギーの導入コストが本州に比べて割高となる。
島しょ地域は、島への移動手段が海路と空路に限定されており、天候の影響を受けや
すいだけでなく、輸送費用・運賃が割高となってしまう。これにより、原料、部材の調
達費用や、工事、メンテナンスを行う人件費が割高となっている。
また、塩害や海から吹きつける風が強いため、再生可能エネルギー設備を導入する際
にはそれらに対応した仕様とする必要がある。
電力会社による電気料金は本州と同額に設定されているが、再生可能エネルギーの発
電コストは本州よりも高額となり、一般の電力料金と再生可能エネルギーによる発電コ
ストとの差額が大きくなっている。

●発電事業においては、発電した電力を送電線に接続できる容量が限られており、
発電しても繋げない可能性がある。
島しょ地域は、新島と式根島間の海底ケーブルを除き、島ごとに送電網が閉ざされた
独立した送電網となっており、島内の電力需給は島内で調整している。そのため、太陽
光発電や風力発電のように、発電量が天候に左右されるものが大量に送電線に流れると
島全体の電力需要と供給のバランスが取れなくなり、最悪の場合、島内全域が停電とな
りうる。こうした事態を防ぐため、電力会社は、太陽光発電や風力発電に対して送電線
に連系する容量を制限している。

(２) 豊かな自然環境との両立のための課題
●自然公園法の指定地域の割合が高く、開発可能な地域が限られている。
島しょ地域は、大島町のジオパーク認定や小笠原村の世界自然遺産登録に代表されるよ
うに貴重な自然環境が多くの残されているため、島内の大部分が自然公園法の指定地域
に認定されている。そのため、日照条件や風況がよく再生可能エネルギーに適した場所
であっても発電設備が設置できない可能性がある。

●観光振興に繋がる再生可能エネルギーの導入が進んでいない。
島しょ地域は、海や温泉、ジオパークや世界遺産など、自然環境が豊富にあり、観光産
業はいずれの島にとっても主要産業の一つとなっている。一部の町村では、太陽光発電
や風力発電で作った電力を EV や電動アシスト付自転車に利用する取り組みがすでに実
施されているが、観光産業との相乗効果を考えた取り組みは限定的である。
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(３) 地域の産業規模や人材不足に対する課題
●産業規模が小さいため、新たな事業や産業による既存産業への影響が顕著である。
人口数百人～8,000 人規模の島しょ地域では、産業の規模が小さいため、新たな産業が
導入された場合に、既存産業への直接的な影響がある。
例えば、再生可能エネルギーのようにこれまでのエネルギー事業の代替となる事業が導
入されると、島内の数少ない石油関連や重油関連の産業に大きな影響が生じる可能性が
あり、その産業に従事する島民の生活にも影響を及ぼすことになる。

●専門家の確保が困難となっている。
再生可能エネルギーの導入には、それぞれの技術の特性に合わせた設備の設置やシステ
ム構成などの専門的な知見が必要である。労働人口が絶対的に少ない島しょ地域では、
これらの専門家を確保することが困難であり、島外の専門家に委託せざるを得ない状況
となっている。結果として、ノウハウや知見が島内に蓄積されず、設置工事やメンテナ
ンスなどの経済効果も限定的となる。

(４) 地域全体の合意形成に対する課題
●地域住民への情報提供が不足している。
再生可能エネルギーの導入や利活用について、行政から地域住民に対する個別の説明
会やシンポジウム・セミナー開催のような機会が不足している。そのため、住民は、再
生可能エネルギーを導入することによる住環境や自然環境への影響、既存の産業や雇用
への影響などについての情報を得ることができていない。
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第５章

再生可能エネルギーを活用した地域づくりの事例

前章で掲げた課題について、島しょ地域が再生可能エネルギーを活用した地域づくり
を進めていくにあたり、参考となる事例を調査した。
先行事例の選出は、島しょ地域の多くの島でポテンシャルがあり今後の利活用が期待
される温泉資源を活用した事例と、地域の主要産業と関連づけた地域づくりを進めてい
る事例という観点で抽出した。
具体的には、温泉資源を活用した取り組みとして長崎県雲仙市小浜温泉地域の温泉発
電と観光振興の連結の事例と、地域産業と関連付けた取り組みとして岩手県葛巻町の林
業と酪農と関連付けた再生可能エネルギーの活用の事例調査を行った。

１．温泉資源を活用した事例
～長崎県雲仙市小浜温泉地域の温泉発電と観光振興の連結～
(１) 小浜温泉地域の概要
小浜温泉地域は、島原半島の西岸に位置する国内有数の温泉地域である。平成 17 年
に旧小浜町を含む島原半島の 7 町が合併し、現在の雲仙市となっている。雲仙市を含む
島原半島一帯は、日本最初の国立公園である雲仙天草国立公園及び島原半島県立公園に
指定されているほか、平成 21 年には日本で初めて世界ジオパークに認定されており、
豊かな自然に恵まれた地域である。
小浜温泉地域は、東西 30m～200m、南北 1.5km の範囲に約 30 の源泉があり、泉温
は最高 105℃、湧出量は 1 日 15,000t にのぼる。現在、このうち約 70%が未利用となっ
ている上、用途のほとんどが浴用であるため、湯の温度を下げるのに苦慮している状態
である。

図 5-1 湯気が上がる小浜温泉地域

図 5-2 小浜歴史資料館にある源泉
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(２) 産・学・官・民が連携した“小浜温泉エネルギー活用推進プロジェクト”
小浜温泉地域では、豊かな地熱・温泉資源エネルギーの活用がこれまでも検討されて
おり、平成 15 年から平成 17 年には民間企業による小規模バイナリーシステム実用化
開発事業、平成 16 年から平成 17 年には独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO）による地熱開発促進調査が行われた。しかしながら、地元住民への十
分な説明や調整が不足していたため、温泉が枯れてしまうことを懸念した地元の温泉関
係者、観光産業関係者（以下、
「地元関係者」という。
）の反対などにより、いずれの事
業も実現には至らなかった過去がある。
そうした中で、平成 19 年より長崎大学が中心となり、掘削を伴わない未利用温泉熱
の活用について地元関係者への働きかけを開始し、地元関係者と企業・大学・行政が連
携しながら意見集約や合意形成を進めていくための場として｢小浜温泉エネルギー活用
推進協議会｣（以下、
「協議会」という。
）が設立された。さらに、平成 23 年には、協議
会で検討した内容を実現していくための組織として、｢一般社団法人小浜温泉エネルギ
ー｣が設立され、未利用の温泉熱を活用したバイナリー発電（P.27 参照）の事業として、
小浜温泉エネルギー活用推進プロジェクト（以下、「小浜温泉プロジェクト」という。
）
をスタートした。

図 5-3 小浜温泉プロジェクトの体制
(出典：小浜温泉プロジェクトパンフレット)

小浜温泉プロジェクトが実現すれば、これまで未利用のまま排出されていた源泉を熱
エネルギーとして有効利用することが可能になるだけでなく、温泉熱を活用したバイナ
リー発電を核とした低炭素まちづくりの新たな地域モデルの構築に繋がるとして、地元
住民や温泉旅館、長崎県や温泉発電の専門家などから高い関心が寄せられている。

49

また、小浜温泉地域が属する島原半島は、平成 21 年 8 月に日本で初めて世界ジオパ
ークに認定された地域である。小浜温泉プロジェクトでは、ジオパークを「保護、教育、
持続的発展という観点から地質遺産を扱う地域」として、地質遺産を教育や科学振興、
観光事業などに活用する理念とも合致していることから、観光振興との連結を視野に入
れた取り組みも検討している。

図 5-4 温泉バイナリー発電所の完成予想図

図 5-5 温泉バイナリー発電の仕組み

(出典：長崎新聞 2012 年 10 月 11 日)

（出典：一般社団法人 小浜温泉エネルギー
視察資料）
http://www.obamaonsen-pj.jp/img/binary.pdf

(３) 観光産業に配慮した再生可能エネルギーの導入
小浜温泉プロジェクトでは、新たな掘削をしないことで既存の観光資源である温泉に
影響を与えることなく、その温泉の熱エネルギーを利用することが大きなポイントとな
っている。
古くからの温泉地として発展してきた小浜温泉においても、近年は観光客が減少し、
他の温泉地との差別化が急務であると考えられていた。温泉熱の有効利用については、
古くから地元関係者も活用したいと考えていたが、前述したとおり、過去の開発が実現
に至らなかったこともあり、具体的な利用の検討はされていなかった。
そこへ、長崎大学から新たな井戸を掘らない温泉熱を活用する方法としてバイナリー
発電が提案され、かつての開発に賛成しなかった地元関係者への粘り強い説明の結果、
協議会メンバーとして一緒に活用方法を模索する体制が構築された。
具体的な成果はこれからとなるが、地元関係者が、観光客の回復、新たな観光地の構
築という意識を持って協議会メンバーに加わることで、バイナリー発電と観光振興の連
結が図られ、地元の主要産業である観光への活用が進むものと期待される。
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(４) 地域住民の理解を得る
小浜温泉地域では、前述したとおり、当初バイナリー発電を導入する小浜温泉プロジ
ェクトへの理解を得ることが困難であった。最終的には、当時反対した地元関係者を巻
き込み、協議会のメンバーとして一緒に利活用を検討するまでに至っている。ここまで
に至ったのには 3 つのポイントがある。
1 つ目は、小浜温泉プロジェクトの発案主体が長崎大学であったことである。
長崎大学という公共の専門機関である地元の大学が提案し、実際に事業を進める協議
会の中にも加わることで、地元関係者からは高い信頼を得ることができている。
2 つ目は、再生可能エネルギーの利用により、現在の温泉旅館などへの影響がないこ
とである。
小浜温泉プロジェクトでは、既存の井戸で捨てている温泉や排熱を利用するため、温
泉の枯渇や減衰のリスクはない。さらに、小浜温泉プロジェクトが成功すれば地元観光
産業にとっては、先進性や環境に優しい地域としての話題性が上がり、視察などの交流
人口の増加が見込めることから、観光産業へのメリットも期待される。
また、同時に温泉井戸に付着するスケールの除去技術や防止技術が開発されれば、温
泉事業者が定期的に行う必要のあるメンテナンスが軽減される可能性があり、温泉経営
にメリットが生じると考えられている。
3 つ目は、地元関係者との膝詰めによる粘り強い意見交換を行ったことである。
長崎大学の担当者の粘り強い説明によって、最初は 1 人、2 人程度しか集まらなかっ
た説明会が、今では毎回 30 人前後の関係者が集まるまでになっている。また、小浜地
域の活性化を望む地元の有力者の理解を得て、プロジェクトに協力してくれたことで、
地域関係者の理解も得られやすくなった。
(５) 行政の関わり
産・学・官・民の連携で行っている小浜温泉プロジェクトには、雲仙市も協議会のメ
ンバーに入り、プロジェクトの支援を行っている。
雲仙市は、小浜温泉プロジェクトで使用する市有地の貸し出しや市が保有する源泉の
使用を許可するなど、間接的な支援を行っている。また、シンポジウムや講習会などが
行われる際には、市のホームページに情報を掲載し、広報活動の協力を行っている。
平成 23 年 3 月に雲仙市が策定した雲仙市総合計画後期基本計画における地域別振興
計画では、小浜地域を再生可能エネルギーのモデル地区として、未利用温泉熱を活用し
た小規模バイナリー発電を活用し、新しい時代の観光地としてのイメージアップを図る
としている25。

25

雲仙市ホームページ「雲仙市総合計画」 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=5298
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２．地域産業と関連づけた事例
～岩手県葛巻町の林業と酪農と関連づけた再生可能エネルギーの活用～
(１) 町の概要
葛巻町は、盛岡市の北東、北上山地の中心に位置する人口約 7,200 人、平均気温 8℃
の酪農と林業を基幹産業とする町である。
新幹線や高速道路といった交通インフラがなく、また際立ったレジャー施設やゴルフ
場、温泉といった観光スポットもない町であるが、基幹産業の酪農、林業に加え再生可
能エネルギーを活用した地域として平成 11 年に「葛巻町新エネルギービジョン26」を
策定し、｢新エネルギーの町・くずまき｣を宣言した。
その後、再生可能エネルギーを活用した様々な設備の導入を経て電力自給率が 100%
を上回る地域として全国的にも有名となり、平成 11 年当時は約 19 万人だった観光客
が平成 22 年には約 53 万人にまで伸びている。
(２) 取り組みの概要
葛巻町では、産業の振興や環境問題の観点から環境負荷の小さい再生可能エネルギー
の積極的な導入を進めることとし、平成 11 年 3 月に「葛巻町新エネルギービジョン」
を策定した。同ビジョンの基本理念としては、風力や太陽光などの「天のめぐみ」、畜
産ふん尿や水力などの「地のめぐみ」、豊かな風土・文化を守り育てた「人のめぐみ」
を柱に据えており、住民の理解を得ながら新エネルギーの導入に積極的に取り組むこと
としている。
｢葛巻町新エネルギービジョン｣の策定を経て、葛巻町では総出力 22,200kW の風力発
電、総出力 475kW の太陽光発電、畜ふんバイオガスプラント、木質バイオマスガス化
発電設備、ペレットストーブ及びボイラの利用拡大27と森林整備などを進めてきた。
さらに近年では、電力供給網の関係から東日本大震災の後も地域で発電した電力を地
域で消費できなかった反省も踏まえて、再生可能エネルギーの恩恵を日常生活において
も身近に実感できるまちづくりとして、｢くずまきの自然・環境は未来の子供たちの贈
りもの｣という考え方に基づき、新しいエネルギー政策を模索している。具体的には以
下の 3 つの視点で検討している。
■葛巻町の今後のエネルギー政策の考え方
①エネルギーの地産地消による副収入と健康機会
②エネルギーの自立と災害・外乱に強いまちづくり
③施設転換と将来の費用作成
26

新エネルギーと再生可能エネルギーはほぼ同義で用いられている。本報告書では、再生可能エネルギー
に統一しているが、ビジョンや報告書名が新エネルギーと明記されている場合は、混乱を避けるためそ
のまま引用している。
27 木質ペレットの製造や利用は、民間企業により｢葛巻町新エネルギービジョン｣策定前の昭和 56 年から
取り組まれてきた。
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図 5-6 葛巻町再生可能エネルギーマップ
（出典：葛巻町ホームページ「新エネルギーマップ」
）
http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/images/library/File/kankyo/map/ene-map.pdf
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(３) 町長による積極的な推進
葛巻町では、基幹産業である酪農と林業の地域資源を生かした形で、町としてどのよ
うな取り組みができるかを検討した結果、再生可能エネルギーの利用に行きついた経緯
がある。
風土や地域資源にあった再生可能エネルギーの活用事例があったわけではないが、地
域資源である林業・酪農の発展のためにどのような取り組みがあるかについて、歴代の
町長が先頭に立って議論してきた。そのような町長の基本的な構想を次期町長が引き継
ぎ、時に町長が直接住民に説明するなどの機会を設けながら、地域資源を発展させるた
めの取り組みとして、再生可能エネルギーの利用を進めてきた経緯がある。
また、議会も主体的に海外視察などの勉強を重ね、葛巻町の林業・酪農を生かした再
生可能エネルギーの地域づくりを進めてきた。
(４) 再生可能エネルギーを推進するための費用の創出
葛巻町に導入されている再生可能エネルギー関連設備の総事業費は約 60 億円である
が、国の補助事業の活用や企業に実証フィールドとして提供することなどにより、町の
持ち出しは約 2 億円に留まっている。
また、国の事業を活用する際に民間と連携することで、助成事業や実証事業に必要な
国への申請は、民間に対応してもらい町職員の負担を少なく取り組めている。
(５) 行政視察への対応
平成 11 年の「葛巻町新エネルギービジョン」策定以降、再生可能エネルギー設備の
導入を進めたことで、地域の電力自給率が 100%を越えるようになった。その結果、葛
巻町には行政視察を目的とした訪問が、年間 300 組、約 4,000 人にも上る。
平成 24 年には、葛巻町での再生可能エネルギー導入の経緯や取組状況をまとめた“葛
巻町クリーンエネルギーデータブック”を作成し、行政視察関係者へ配布している。こ
のデータブックは、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電の総出力や設備などが掲載
されているため、葛巻町の再生可能エネルギーの取り組みが集約された内容になってい
る。
また、データブック及び葛巻町ホームページでは、視察可能な施設を紹介するだけで
なく、所要時間や見学時の注意事項を含めたモデルコースを紹介するとともに、視察の
予約状況を確認できるカレンダーも掲載されており、視察での訪問がしやすい仕組みを
整えている。
さらに、視察での訪問者には、町内の宿泊施設、食事施設の利用を促しており、その
結果、訪問者が酪農や林業関係の施設を見学したり、関連商品を購入したりするなど、
既存産業の振興にも繋がっている。
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(６) 東日本大震災後の新たな取り組み
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、葛巻町には直接的な被害はなかっ
たが、電気が 2～3 日間復旧しなかったことにより、住民生活は大きな影響を受けた。
そのような教訓から、災害時に住民の避難所となる地区のコミュニティセンターなど
25 か所に、非常用電源として太陽光発電（2～9kW）を導入した。また、夜間や悪天候
にも対応できるよう、ポータブル蓄電池（2.6kWh）を 1～2 台備えることで、必要最
低限の電力を賄えるようにしている。
葛巻町は、四方八方が山で囲まれているため、災害などが起きた場合は、孤立してし
まう可能性がある。そのため、災害時に必要な非常電源の確保は、最低限の住民生活の
保障にもつながることから、再生可能エネルギーを利用しさらに蓄電することで、住民
の安心・安全の強化に努めている。

図 5-7 視察できるくずまき高原内の

図 5-8 グリーンパワー くずまき風力発電所

エコ住宅

図 5-9 葛巻町クリーンエネルギーデータブック
（出典：葛巻町ホームページ）
http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/images/library/File/kankyo/sinene-panf.pdf
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第６章

再生可能エネルギーを活用した地域づくりの方向性

第４章 ３．で取りまとめた島しょ地域における再生可能エネルギーを活用した地域
づくりの課題を解決するためのヒントを、事例調査や関係団体へのヒアリング調査、文
献調査をもとに検討した。

図 6-1 再生可能エネルギーの導入に向けた課題と地域づくりの具体策
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１．離島のハンディキャップを知恵と工夫で克服する
島しょ地域は、離島という立地により天候の影響だけでなく、輸送費用が割高と
なり、原料や材料の調達、工事に係る人件費も割高になるため、導入コストをいか
に低減するかが重要である。
また、太陽光発電や風力発電のように天候により送電線に送られる量が一定でな
い再生可能エネルギーは、送電線へ連結する容量が制限されている。比較的発電量
が安定している再生可能エネルギーの導入を進めることで、送電線に連結できる再
生可能エネルギーの割合を高めることが期待できる。
発電量が安定しない再生可能エネルギーによる発電では、蓄電池を活用し、効率
的に発電した電力を利用できるようにする必要がある。

●補助金の活用、民間企業との連携により導入コストの低減化を図る。
島しょ地域の再生可能エネルギーの導入コストが本州に比べて割高となってしまう
大きな理由としては、輸送費がかさむことと、設置工事やメンテナンスなどが島内の企
業で対応できないため、島外から調達しなければならず、結果として工事費用が膨らむ
ことが指摘されている。
島しょ地域における再生可能エネルギーの導入コスト負担を下げるための方法とし
て、国や東京都からの補助金を受けることがある。例えば、東京都の島しょ地域での再
生可能エネルギーの導入を支援する｢地域と連携した環境政策推進のための区市町村補
助制度｣など、島しょ地域に特化した補助金を活用することも効果的である。
また、再生可能エネルギーに関連する島外民間企業と自治体が包括的に連携していく
ことも手法の一つである。民間企業と連携することにより、島しょ地域は、設備の導入
や整備によるインフラの充実を図ることができ、さらに、島内での再生可能エネルギー
の普及、対外的な PR 方法の検討など、民間企業のノウハウを活用した取り組みが可能
となる。また、民間企業側も島しょ地域での販売・メンテナンス体制の構築、プロモー
ションの向上というメリットがあることから、結果として事業性を高めることとなる。
加えて、島外民間企業と地元企業が連携して事業に参加する体制を整えることで、設
備導入やメンテナンス技術を地元企業が学ぶことができ、島内での設備導入やメンテナ
ンスが可能となる。島内の人材育成を同時に行うことにより、人件費を抑制し、導入コ
スト全体を低減することが可能となる。
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【沖縄県宮古島市と三菱自動車工業株式会社
EV 普及に向けた「EV アイランド宮古島プロジェクト」に関する協定の締結】
環境モデル都市の認定を受け、エコアイランド化を推進している沖縄県宮古島市は、平成
24 年 10 月に、三菱自動車工業株式会社と「EV アイランド宮古島プロジェクト」に関する
協定を締結した。
協定の締結により宮古島市は、軽商用 EV「MINICAB-MiEV（ミニキャブ・ミーブ）」
2 台の提供を受け、それらの EV を広報車や公用車として活用するだけでなく、台風などの
災害時の移動式非常電源として活用する予定である。
今後は、両者が協力し、島内の主要観光スポットへの EV 急速充電器の複数台設置や、
EV 普及、対外的なアピールに向けた方策が検討されることとなり、市と民間企業が EV の
普及推進のため提携しながら、市のエコアイランド化を推進する体制が整えられることと
なった。
（出典）
・宮古島市ホームページ「三菱自動車工業(株)と電気自動車の普及に関する協定を締結しました！」
http://www.city.miyakojima.lg.jp/gyosei/ecoisland/2012-1030-EV_kyotei.html
・三菱自動車工業株式会社ホームページ「プレスリリース

2012 年 10 月 30 日」

http://www.mitsubishi-motors.com/publish/pressrelease_jp/corporate/2012/news/detail4623.html

●小水力発電、温泉熱・地熱発電などの出力安定電源の導入を進める。
島しょ地域は、島ごとに完結された電力網を有しているが、必要な電力量が多くなく、
消費電力の規模も小さいため、送電線に流れる容量も多くない。規模が小さい分、送電
線に連系できる電力は少なくなっている。
また、太陽光発電や風力発電の送電線への接続容量が制限される別の理由は、出力が
天候の影響を受けやすく、電力の需給予測が困難となり必要な電力量の供給ができなく
なることで、島内全域が停電となるような事態が発生しかねないことによる。
一方で、小水力発電や温泉熱・地熱発電は、発電量が天候や季節、時間帯によらず比
較的安定しているため発電量の予測が立てやすい。そのため、太陽光発電や風力発電に
比べると効率的に送電線へ送ることが可能となり、接続可能な容量は大きくなる。
このように、小水力発電や温泉熱・地熱発電の導入が見込まれる地域では、優先的に
それらの発電設備を導入することで、再生可能エネルギーの利用を拡大することが期待
できる。
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【八丈町における地熱発電の拡大】
八丈町及び東京都は、平成 25 年 1 月に再生可能エネルギーの普及に向け、地熱発電の規
模を 3 倍に増やし、将来的に島の電力の約 8 割を賄うモデルプロジェクト実施の検討開始
を発表した。
平成 24 年度中に地元関係者や有識者らに
よる検討会を設置し、平成 26 年度の設備事
業開始を目指す。想定では、現在出力
2,000kW の地熱発電所を出力 6,000kW と拡
大し、新たに揚水ダムを設置して夜間の余剰
電力を昼間に活用することで、年間平均で必
要な電力の 86%を再生可能エネルギーで賄
うとしている。
図 6-2 東京電力株式会社八丈島地熱発電所
（出典：東京電力株式会社ホームページ）
http://www.tepco.co.jp/hachijojima-gp/
hachijo/index-j.html

●蓄電池を活用したエネルギーマネジメントを進める。
太陽光発電や風力発電のように出力が安定しない発電の場合は、出力安定のための措
置が必要となる。具体的には、蓄電池を導入した送電量の制御を行い再生可能エネルギ
ーの導入を進めていくことが求められる。
このような取り組みは、スマートグリッド・スマートコミュニティ28の構成技術とし
て近年注目されている。沖縄県宮古島市では大規模な実証実験が進められており、蓄電
池により太陽光や風力で発電した電力が実際の送電線に与える影響を低減できること
が確認されている。東北電力株式会社では、風力発電による系統への影響から島しょ地
域と同様に系統連系に接続可能な電力量を制限しているが、蓄電池を組み合わせた発電
については別枠を設けて設定している。
ただし、蓄電池は現時点ではコストアップに繋がるため導入しづらいという課題も存
在する。しかし、再生可能エネルギーの電力を蓄電池に保存することは、災害対策を強
化することにつながる。
岩手県葛巻市では、避難所となるコミュニティセンターなどに蓄電池を導入し、災害
対策の強化に努めている。災害対策の点から一部の施設に蓄電池を導入することで、災
害時の電力確保などの危機管理対策につなげることができる。

28

スマートグリットは、電力の需要と共有を IT で連結・制御し、最適活用を進めることで、次世代送配
電網とも呼ばれている。それを基盤としたまちづくりがスマートコミュニティと言われる。
（出典：経済
産業省「METI Journal 経済産業ジャーナル 平成 23 年 10・11 月号」）
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２．自然と共生しながら再生可能エネルギーの導入を進める
自然公園法の指定地域が多く存在する島しょ地域では、開発可能エリアを明確に
し、広くその内容を情報提供する必要がある。
島全体の豊かな自然と雰囲気が観光資源となっている島しょ地域では、そのような
環境を生かした観光産業と相乗効果が期待できる再生可能エネルギーの導入を進め、
観光産業の振興を図ることが求められる。

●再生可能エネルギーの開発可能地域を明確にして公表する。
第2章

1．
（３）で述べたとおり、自然公園法の指定地域が多く存在する島しょ地域

では、再生可能エネルギーを自然公園内に整備するような特区や規制緩和を求めるより
も、規制の対象外となる開発可能地域で最大限再生可能エネルギーの利活用を図る方策
を検討した方が現実的であり早期に成果を導出できる。
また、再生可能エネルギーの導入が可能な場所、ポテンシャルのある場所を具体的に
調査し公表することで、再生可能エネルギーを推進しようとする民間主体の事業チャン
スを広げていくことが重要である。
具体的なイメージとして、下記のとおり、大島町における風力賦存量・導入ポテンシ
ャルを表した図を示した。島内のどのエリアに、どの程度の風速があるのか、どこで開
発が可能かをこのような図で示すことで、開発規制が多くある島しょ地域での再生可能
エネルギーの導入を検討するための基礎情報を提供することが可能となる。

図 6-3 大島町における風況ゾーニングマップ
（出典：環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップ」(平成 24 年 7 月)より作成）
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/map/index.html
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●再生可能エネルギーを観光産業の目玉として活用する。
海や温泉など、豊かな自然を観光資源とした観光産業が主要産業の一つとなっている
島しょ地域において、自然と調和を図りながら再生可能エネルギーを導入していくこと
は重要な視点の一つである。
①観光客の島内交通としての活用
大島町や八丈町のように、太陽光発電や風力発電で得られた電力を観光客向けの EV
レンタカーや電動アシスト付自転車に活用することで、再生可能エネルギーによる低炭
素交通の推進と観光産業を関連づけることができる。
再生可能エネルギーで作られた電力を使った低炭素な交通手段は、そのもの自体が環
境に優しい地域であることを証明するものになるだけでなく、観光客が利用することで
観光地としての魅力を向上させることが可能である。
②観光資源との共生可能な観光メニューの整備
長崎県雲仙市では、世界ジオパークに認定された島原半島と、旧小浜町の温泉バイナ
リー発電などを盛り込んだ修学旅行向けのメニューの検討を進めており、一つのエリア
で地球活動を体感できる観光地として今後の発展が期待される。
その他にも、再生可能エネルギーで充電した照明を使った星空観察ツアーや野外音楽
イベントの開催など、再生可能エネルギーを観光産業と関連づけ、観光客にわかりやす
く体感してもらう企画を検討することが考えられる。
【富山県黒部市

宇奈月温泉における低炭素型の温泉観光地を目指す取り組み】

富山県黒部市にある宇奈月温泉では、温泉地域の資源を生かしまちの活性化を図るため、
平成 21 年に「でんき宇奈月プロジェクト」を立ち上げ、新しい電気型のエコ温泉観光地を
目指している。
プロジェクトでは、平成 22 年度に小水力発電で充電した EV と電動アシスト付自転車を
観光客へレンタルする取り組みや、温泉熱を利用した温度差発電でできた電気を LED 照明
やイルミネーションに利用する実証実験を行っ
た。また、観光客は、ガソリン車を温泉街の外
側の駐車場に停め、そこから専用の電気バスを
利用して温泉街に向かう取り組みも今後検討予
定であり、実現に向けた取り組みが期待される。
あわせて、温泉街周辺の観光スポットをコー
ス化して紹介し、EV や電動アシスト付自転車
を利用して観光地を巡る際の情報を提供するこ
図 6-4 EV や電動アシスト付自転車を

とで、観光への活用を図っている。

利用した観光地巡りのマップ
（出典）でんき宇奈月プロジェクトホームページ

http://denki-unazuki.net/index.html
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３．多様な主体を巻き込んだ再生可能エネルギーの推進体制を構築する
地域資源を活用して再生可能エネルギーの導入を進めるためには、地域の企業や
住民などを巻き込んだ事業展開を行うことが求められる。
また、再生可能エネルギーの普及に必要な技術開発や利活用モデルの構築は、一
企業や自治体で対応可能な領域を超えているため、国や東京都を巻き込み協力を得
る必要がある。
いずれの取り組みに関しても、地域の理解と協力が不可欠であり、住民がメリッ
トを受けることのできる事業体制を組み、情報提供や意見交換を積極的に実施する
ことが重要である。

●地域企業と連携した設備導入や事業展開を促進し、地域企業の人材育成を進める。
①島内企業への知見蓄積の促進
今後幅広い普及が期待される再生可能エネルギーの導入や事業展開には、新しい専門
性やノウハウの習得が欠かせない。しかし、島しょ地域への再生可能エネルギー設備の
導入は、島外（本州）の企業が中心となって設計、設備調達、設置工事やメンテナンス
を行っている場合が多く、結果として島内企業の経済効果につながらない、また島内企
業に専門性が蓄積されていない状況となっている。
したがって、再生可能エネルギーの導入にあたっては、島内外の企業が連携して事業
に関わり、島内への経済効果のみならず人材育成に貢献するような仕組みを組成するこ
とが望ましい。
例えば、行政施設に再生可能エネルギー設備を導入する際に事業者を公募する場合は、
一定の割合や事業領域で工事や設置後のメンテナンスを地域企業とともに実施するこ
とや、地域企業への研修会を条件として付与するなど、地域企業に知見が蓄積されるよ
うな施策が必要となる。
NPO 法人八丈島産業育成会では、小型風力発電の設置や活用にあたり、メーカーや
有識者との意見交換を積極的に行っており、設置工事やメンテナンスの知見が島内企業
に蓄積している好事例である。
②新たな産業への環境整備
島しょ地域は産業規模が小さいため、新しい産業や事業の参入による既存事業者への
影響が大きい。具体的には、例えば EV の普及により、ガソリンスタンドの需要減と経
営難が生じる可能性が指摘されている。
しかし、再生可能エネルギーのような新産業は新しい顧客やサービスを開拓できるビ
ジネスチャンスと捉えることも可能であり、島内の産業全体を斜陽化させないためにも、
再生可能エネルギーの導入と地域産業政策を並行して行い、新事業に地域企業が積極的
に取り組める環境を整備するべきである。
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そのために行政に期待される役割として、地元企業が取り組むための有益な情報の提
供や産業間の連携支援、必要な規制の緩和などが考えられる。また、再生可能エネルギ
ー産業は産業そのものが比較的新しい産業である上、島しょ地域では重度の塩害や強風
といった厳しい自然環境の中で導入するという特別な課題があることから、地域の関係
事業者を集めての勉強会を行い、新産業を担う地元企業のスキルアップを図ることが求
められる。
●国や東京都と連携し、技術開発や実証実験事業に積極的に参加する。
送電容量の少ない島しょ地域に再生可能エネルギーを普及させるためには、送電容量
の拡大のための制御技術や再生可能エネルギーの出力を安定化させるための蓄電技術
の開発など、技術開発や実証実験の要素が多く残されている。
このような技術的課題を解決するには、島しょ地域が国や東京都と連携しながら、技
術開発や実証実験に関わっていくことが求められ、特に島しょ地域は、強い風力に耐え
られる風力発電機器の開発や研究段階にある海洋発電の実証地としての魅力を備えて
いることからも、技術開発や実証実験のフィールドとして適している地域である。
技術開発や実証実験の事業に手を挙げ、関わっていくためには、国や東京都との連携
に加え、技術面でも大手のメーカーやエンジニアリング会社を巻き込んでいく必要があ
る。また、地域企業や住民の理解と参画を促していくことも重要であり、まさに自治体
のビジョンとリーダーシップが求められることとなる。
国や東京都の事業を活用することで、再生可能エネルギー普及の課題の一つである資
金調達のめどや、民間企業との連携などによる専門家の確保、島外企業の参入、知見の
取得、島の知名度の向上などの課題が解決されることがメリットとして挙げられる。し
かし、国や東京都からの支援がなくなると事業継続が困難となり、導入した技術や設備
が有効に活用されない場合もあることから、将来的に自治体が持続可能な枠組みを構築
した形で参加することが必要となる。
●地域住民への細やかな情報提供と意見交換を継続的に実施する。
再生可能エネルギーの導入を進めるためには、地域住民の理解と協力を得ることは必
要不可欠である。開発による影響の内容、規模は住民の立場により異なり、また考え方
や関心もそれぞれであるため、共通の解決策を見出すことは難しいが、丁寧かつ地道な
情報提供により、地域住民の再生可能エネルギーに対する理解を高めることが求められ
る。
長崎県雲仙市の小浜温泉地域では、温泉熱によるバイナリー発電プロジェクトを進め
る際に、過去に住民との十分な調整を行わずに開発を進めようとした経緯から、地元の
理解と協力がなかなか得られずにいた。地道な訪問による説明と、複数回にわたる事業
説明会、シンポジウムなどの開催により、今では地域住民の理解と協力を得ているだけ
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でなく、全国でも先進的な取り組みとして、プロジェクトに対する地元からの期待も大
きくなっている。
また、地域の理解と協力を得るためには、地域住民や産業へのメリットを示すことも
必要である。島しょ地域は、観光産業と漁業、農業の従事者が多いことから、例えばこ
れらの産業で利用する冷凍庫の消費電力やビニールハウスの熱エネルギーを再生可能
エネルギーで賄うなど、地域住民に便益のある事業体制を構築し、広く地域に受け入れ
られるような事業としていくことが求められる。
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第７章

エネルギーの地産地消によるエコアイランドを目指して

１．地域が一体となって再生可能エネルギーの活用を進める
島しょ地域は、本調査で述べてきたとおり再生可能エネルギーを進めていく上での課
題はあるが、豊かな自然環境と島内で完結している送電網、合意形成の構築が比較的取
りやすい人口規模といった条件がそろっている。
その中で特に、地域の主要産業である観光産業の振興にどのように結び付けていくか
は重要な課題であり、大島町や八丈町における低炭素な観光交通への利用は、観光客に
わかりやすい事例の一つと考えられる。
現状では、行政が主導となり再生可能エネルギーの導入や活用が行われているが、島
しょ地域の町村では、自治体の規模が小さく、一人の職員が複数の業務にあたることが
多いため、再生可能エネルギーの導入や活用を検討する専門的な部署を設置したり、専
任の職員を配置したりすることは難しい。しかし、八丈町における NPO 団体の取り組
みからもわかるように、行政、地域住民、地域企業、島外の企業が一体となって活用方
法を検討し、それぞれができることを融合させることで、地域が一体となった取り組み
が可能となる。地域が一体となった取り組みを実施することで、再生可能エネルギーの
導入や活用を検討・実施する主体が多くなり、観光産業への展開やノウハウの蓄積など、
持続可能な再生可能エネルギーを活用した地域づくりの枠組み構築につながる。さらに、
比較的小さな人口規模で合意形成がとりやすいことから、短期間に島内全体で実施する
ことも可能である。
また、本州からの化石燃料の供給が停止するような災害発生時における電力や動力の
確保も、今後積極的に検討しなければならない課題である。災害時に必要な電力などを
再生可能エネルギーで自給することができれば、島しょ地域における災害対策の強化に
もつながることから、蓄電システムの完備を前提としたエネルギー施策を検討すること
が急務である。

２．ビジョンで将来の姿を描く
島しょ地域は、豊かな自然環境と閉じられた空間を生かして再生可能エネルギーの導
入や活用を進めることで、エネルギーの地産地消によるエコアイランドとして、新たな
価値を作ることができ、それが住民生活や観光産業に影響を与えることで、島の活性化
へと結びついていく。
図 7-1 は、
再生可能エネルギーを活用した地域づくりのイメージを示したものである。
例えば、住民生活では、公共施設や各戸に設備を備え、蓄電池や EV の蓄電機能を活
用することで、災害が発生した際の避難生活に必要な電気の一部を確保することができ
ることに加えて、島外との情報通信に必要な電気の確保などが期待できる。
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観光産業では、EV や電動バイクなど再生可能エネルギーを動力とした交通手段の活
用、再生可能エネルギーで充電した懐中電灯を使った星空観察ツアーや電動リールなど
の釣具への利用など、観光をする中で再生可能エネルギーを体験してもらう仕組みを作
ることで、新たな付加価値を観光客に提供することができる。観光客が島内で消費する
ちょっとした電気に再生可能エネルギーを活用しエコアイランドとしての魅力を肌で
感じてもらうことが重要であり、そのことは、島の自然、観光産業、再生可能エネルギ
ーが共存した未来型のエコ観光を実現することを可能とする。
また、実用化されていない波力発電や潮力発電、洋上風力発電の実証実験地として場
所を提供し、先端技術の研究開発に関わっていくことで、住民の再生可能エネルギーに
対する関心の高まりや、再生可能エネルギーに積極的に取り組んでいる島としての対外
的な PR、技術の蓄積、先進施設や取り組みへの行政視察の増加など、さまざまな効果
が期待できる。
特に、再生可能エネルギーの導入や利用を含む電力の安定供給に対する施策は、他の
国内島しょ地域の自治体を含め多くの自治体で検討や取り組みが始まっており、先進的
な取り組みに対しては、行政視察の増加が見込まれる。多くの行政関係者が行政視察で
来島することは、エコアイランドを紹介し、島の魅力を知ってもらうきっかけになるだ
けでなく、宿泊施設の利用や特産品の購入など、視察から派生する二次的な島内産業の
振興にも結び付くことが期待できる。
このような地産地消型のエコアイランドを構築するためには、再生可能エネルギーを
活用したまちづくりの将来像であるビジョンを示し、そのビジョンに向かって一つ一つ
の取り組みを継続して実施することが重要となる。

図 7-1 再生可能エネルギーを活用した地域づくりのイメージ
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３．エコアイランドの構築モデル
～再生可能エネルギー導入により電力の 100％地産地消を目指す八丈町
エコアイランドとしての魅力の向上は、島の魅力そのものを向上させる。二酸化炭素
の排出を抑制し、電力を地産していることで、外部からの化石燃料に依存しない自立し
た島として、「自然が豊か、海がきれい」だけではない魅力を構築することになり、新
たな価値の醸成につながる。
最後に、エコアイランドを目指した地域づくりを進めていくために、今後、再生可能
エネルギーを利用した発電を増やしていくことで具体的にどのような影響があるかと
いう観点から、八丈町をモデルに具体的な試算と方向性について提示する。
(１) 再生可能エネルギーの導入による効果の試算
八丈町では、年間発電量（推計）の約 26%（1,332 万 kWh）を再生可能エネルギー
（地熱発電、風力発電など）で賄っている。現在設置している小型風力発電（3kW×4
台）の年間発電量（推計）21,024kWh29を合わせても島内で利用する電力すべてを再生
可能エネルギーで賄うためには、さらに 3,826 万 kWh 分の発電が必要となる。
八丈町では P.60 で紹介したとおり、東京都と連携した新たな地熱発電と揚水発電に
より、将来的には島内で必要な電力の 86%（年間平均）を再生可能エネルギーで賄う
モデルプロジェクト実施の検討を進めている。
このプロジェクトで検討されている内容を前提に、仮に地熱発電で 79%、揚水発電
で 7%の合計 86%を電力として賄うと試算すると、次のような効果が想定できる。
・地熱発電、風力発電、揚水発電、その他で 4,477 万 kWh の発電が可能となり、再
生可能エネルギー全体の発電量は、現在の 3 倍以上となる。
・再生可能エネルギー全体での発電量が増えたことで、内燃力発電の発電量は 681
万 kWh と現在の約 5 分の 1 に減らすことができる。
・この結果、GHG 排出量は試算で、約 8 割減らすことが可能となる。
（P.69 表 7-1 参照）

29

年間発電量(kWh)=設備容量(kW)×年間時間数(365 日×24 時間)×設備利用率(20%)
設備容量(3kW×4 台)×年間時間数(365 日×24 時間)×設備利用率(20%)= 21,024 (kWh)
設備利用率は、下記出典より「風力 陸上」の 20%を用いた。
出典：内閣官房

国家戦略室

｢コスト等検証委員会報告書｣（平成 23 年 12 月）

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20111221/hokoku_kosutohikaku.pdf
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表 7-1 八丈町 年間推計発電量の現状と再生可能エネルギー導入後の比較
再生可能エネルギ
現状

ー導入後

増減

（想定）
3,826

（74%）

681

（13%）

▲3,145

地熱発電

1,291

（25%）

4,075

（79%）

2,784

風力発電

39

（ 1%）

39

（ 1%）

0

揚水発電

0

（ 0%）

361

（ 7%）

361

その他

2

（ 0%）

2

（ 0%）

0

1,332

（26%）

4,477

（87%）

3,145

5,158

（100%）

5,158

（100%）

0

内燃力発電

推計発電量
（年間）
（万 kWh）

再生可能
エネルギー

合計
合計
GHG 排出量（推計）（tCO2）

56,510

10,058

▲46,451
（▲82%）

※その他は、小型風力発電（3kW×4 台）を指す。
※数値は、P.8～13 に示した各町村への化石燃料の移出入量をもとに試算した数値に基づき推計した場
合の試算であり、実際に導入する場合は、詳細な数値の確認が必要となる。

(２) エコアイランド八丈島の確立に向けて
八丈町のアイランド構想（P.42 参照）では、太陽光（熱）、地熱、風力、小水力、バ
イオマス、波力、海流、潮力の 8 つの再生可能エネルギーを活用し、将来的には町の電
力を 100%再生可能エネルギー由来のものにするとしている。
東京都と連携した再生可能エネルギーの拡充は、八丈町が目指している島内電力を
100%地産地消する将来像にも近づく取り組みである。この取り組みを進める中で、町
はその再生可能エネルギーを活用して地域で何をするのか、何をすれば住民や既存産業
にメリットをもたらすのかなど、島の活性化について具体的な検討を進めながら発電設
備の導入を進めることで、エコアイランド八丈島の確立が期待できる。
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参考資料
～再生可能エネルギーの利活用技術の整理～

１．再生可能エネルギーの導入に関する補助金の整理
２．再生可能エネルギーの技術概要シート
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太陽光発電

太陽光発電

の種類

エネルギー

でいる者

電高度普及促進

72

規定する管理者で、電灯契約を結ん

住宅用太陽光発

復興対策事業

む）、法人または建物区分所有法に

しようとする個人（個人事業主を含

成 25 年 3 月 29 日まで

電導入支援復興

対策事業および

住宅に太陽光発電システムを設置

平成 24 年 4 月 19 日から平

住宅用太陽光発

個人・法人を含む）

を新規に設置された方（戸建・集合、

成 24 年度末まで

エネルギー機器

等導入促進事業

都内に住宅用太陽光発電システム

対象

平成 23 年 6 月 21 日から平

募集期間

東京都住宅用創

事業名

補助額

1/
ト東京）

ー（J-PEC）

て 55 万円以下のもの：3

の：3.5 万円／kW

て 47.5 万 円 以 下 の も

価格が 3.5 万円を超え

1kW 当たりのシステム

万円／kW

及拡大センタ

ec.or.jp/

http://www.j-p

yo/t-gaiyou/t-g
（クール・ネッ

太陽光発電普

sou-energy/tai

yo-co2down.jp/

http://www.tok

参照

推進センター

暖化防止活動

東京都地球温

申請窓口

価格が 47.5 万円を超え

１kW 当たりのシステム

10 万円/kW

表 1 再生可能エネルギーの導入に関する補助金一覧

補助金の利用を検討する際は、個別に申請窓口等へ問い合わせる必要がある。

を取りまとめた。

再生可能エネルギーの導入を進めるにあたり利用可能な補助金について、平成 24 年 11 月現在で発表されている平成 24 年度の事業

１．再生可能エネルギーの導入に関する補助金の整理

73

◯非営利民間団体：規模要件なし、 ※設計費、機器装置等購
省エネ率 10％以上（空調用途の場合） 入費、工事費、諸経費が
◯社会システム枠：集熱器総面積 10
㎡以上、省エネ率 10％以上（空調用

日から同年 9 月 7 日まで

《三次》平成 24 年 10 月

22 日から同年 11 月 22 日

まで

上（空調用途の場合）

《三次》平成 24 年 10 月

まで

73

総面積 10 ㎡以上、省エネ率 10％以

日から同年 9 月 7 日まで

22 日から同年 11 月 22 日

行っている個人事業者）：

《二次》平成 24 年 8 月 6

援対策事業

集熱器

民間事業者等（法人及び青色申告を

日から同年 6 月 29 日まで

ギー熱事業者支

等

太陽熱利用の設備導入事業を行う

再生可能エネル

太陽熱利用

《一次》平成 24 年 5 月 30

途の場合）

途の場合）

《二次》平成 24 年 8 月 6

促進対策事業

対象。

入費、工事費、諸経費が

※設計費、機器装置等購

（上限）10 億円／年

補助対象経費の 1/3 以内

対象。

（上限）10 億円／年

㎡以上、省エネ率 10％以上（空調用

日から同年 6 月 29 日まで

など

ネルギー熱導入

地域再生可能エ

会

導入促進協議

新エネルギー

一般社団法人

会

導入促進協議

新エネルギー

一般社団法人

ト東京）

個人・法人を含む）
補助対象経費の 1/2 以内

（クール・ネッ

ムへ交換設置された方（戸建・集合、
◯地方公共団体：集熱器総面積 10

推進センター

暖化防止活動

東京都地球温

申請窓口

機器から住宅用太陽熱利用システ

《一次》平成 24 年 5 月 30

等導入促進事業

という。）を所有している方で、旧

成 24 年度末まで

エネルギー機器

補助額

都内に電気温水器（以下「旧機器」 7 万円/㎡

対象

平成 23 年 6 月 21 日から平

募集期間

東京都住宅用創

事業名

太陽熱利用

太陽熱利用

の種類

エネルギー

tml

2012/0530_2.h

pc.or.jp/topics/

http://www.ne

tml

2012/0530_1.h

pc.or.jp/topics/

http://www.ne

g1/

su/n-gaiyou/n-

sou-energy/net

yo-co2down.jp/

http://www.tok

参照

２．再生可能エネルギーの技術概要シート
島しょ地域での利活用に適していると考えられる再生可能エネルギーについて、本編
第 2 章で取りまとめた 5 つの再生可能エネルギーに加え、再生可能エネルギーを使った
地域づくりと関連の深い EV 及び蓄電池、島しょ地域で将来的に利用が期待される海洋
エネルギーやバイオマス利用について、技術シートとして取りまとめた。
■対象技術一覧
１． 太陽光発電
２． 太陽熱利用
３． 小型風力発電
４． 小水力発電
５． 温泉熱利用
６． 地中熱利用
７． 電気自動車（EV）
８． 蓄電池
９． その他注目すべき技術
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• 台風などへの対策から、パネルの傾斜角度を最適傾
斜角(約３０度)で設置できないケースが想定される。

• パネルを設置する架台や、発電した直流の電力を交
流に変換する装置（パワーコンディショナー）は塩
害による劣化が本州内陸部より早く進む可能性があ
り、塩害対策が必須である。

東京島しょ地域における注意事項

• 太陽光発電パネルは複数種類が実用化されているが、
価格と発電効率から多結晶シリコン型が最も普及し
ている。

• 住宅の屋根などにも設置が可能であり、近年急速に
設置が増加している。

• 太陽光による光エネルギーを電力に変換する。

（出力合計10kW）

大島町役場駐車場における設置事例

概要

１．太陽光発電

• 発電量に対する設置費用が他の再生可能エネルギーに比べる
と割高である。

• 発電時間が日中に限られ、発電量が天候に左右されるため、
電力会社の送電線に接続する際には制限や条件が設けられる
可能性がある。

• 重量があるため、屋根に設置する場合は補強工事などが必要
となる場合がある。

デメリット

• 灯台などにも設置されており、塩害が深刻な島しょ地域にお
いて有望な再生可能エネルギーである。

• 日照条件がよければ発電するため、個人や企業などが設置し
やすい。

メリット

• 住宅用の場合、売電は余剰電力のみが対象となる。役所や
学校、公民館、企業が設置した場合は、固定価格買取制度
の対象であり、発電した電力が全て買取の対象となる。

• 一般的な家庭では３～４kWの設備を設置するケースが多い。
（１５０万円/戸～２００万円/戸）

４０円/kWh（１０kW以上の場合）

○売電単価：
４２円/kWh（１０kW未満の場合）

○設置費用：５０万円/kW前後

コスト

発電部門
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太陽熱利用のイメージ

• 塩害により、装置の劣化が内地より早く進む可能性
がある。

東京島しょ地域における注意事項

• 熱利用であることから、適用建物は給湯需要の多い
建物（ホテル、病院、福祉施設、共同住宅、学校な
ど）が中心となる。

• 太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房
に利用するシステムである。

http://www.enecho.meti.go.jp/attaka_eco/index.html

（出典：資源エネルギー庁ホームページ）

概要

２．太陽熱利用

• 利用方法が熱に限定されるため、熱需要が少ない地域では太
陽熱を有効活用しきれない可能性がある。

• 水や不凍液の入った重い貯湯槽があるため、屋根に設置する
場合は補強工事などが必要となる場合がある。

デメリット

※ 一般家庭の消費電力を賄うために必要な太陽光発電設備が
３～４kW、１５０万円～２００万円であるのに対し、給湯
に必要な熱量を賄う太陽熱利用システムは３０万円程度とな
る。

• 太陽光発電に比べて構造が簡易であり、導入費用が安価であ
る。

メリット

• １０年間での燃料費削減は、住宅向けで約５０万円、事業
者向けで約１００万円である

• 住宅向けのシステムは、一体化した集熱器と貯湯槽を屋根
に設置するものであり、事業者向けの大型のシステムはこ
れらが分離されたもの（ソーラーシステムと呼ばれる）で
ある。

８０～９０万円（事業者向け）

３０万円前後（住宅向け）

○設置費用：

コスト

熱利用部門
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• 自然公園法の指定地域が多いため、景観との調和が
設置の制約となりうる。

• 島しょ地域特有の突風や台風等による強風を考慮し
た設置や、保守・メンテナンス体制の構築が求めら
れる。

東京島しょ地域における注意事項

• 家庭用電源、環境教育目的での設置、ビル屋上での
設置、防災・非常用電源としての利用、無電化地帯
における利用など、様々な場所で導入されている。

• 風の力で風車を回して発電する。

（出力3kW×3基）

電力を供給している小型風力発電機

八丈島で島チャリやEVレンタカーに

概要

３．小型風力発電

• 稼働部分の故障やメンテナンス対応が必要となる。

• 安全上の問題から強風時には停止しなければならない。

• 風量の年変動、季節変動があるため、安定電源とはならない。

• 風車の回転音や風切り音が不快とされる場合がある。

デメリット

• 地域における再生可能エネルギーのシンボルとして普及啓発
の効果が期待される。

• 太陽光発電に比べると設置面積が小さく、土地に対する影響
が低い。

• 島しょ地域は風が強く、風力発電の適地が多い。

メリット

• 大型風力発電機に比べて発電コストが高く、現状では導入
しても採算が合わないケースも多く見受けられる。

• 固定価格買取制度の対象であり、発電した電力が全て買取
の対象となる。

２２円/kWh（２０kW以上）

５５円/kWh（２０kW未満）

○売電単価：

３０万円/kW（２０kW以上）

○設置費用：
１２５万円/kW（２０kW未満）

コスト

発電部門
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清和発電所

• 島しょ地域特有の注意事項は特にない。

東京島しょ地域における注意事項

• 河川設置の場合は、大型水力発電と同様の法的手続きが必要
なため、設置までに時間がかかるケースがある。

• 落ち葉やごみが流れてくるため、ごみの除去、メンテナンス、
ごみの処分などに手間や費用がかかる。

• 魚の遡上などの環境への配慮が必要である。

• 水利権の取得・調整が設置上の課題となることが多い。

デメリット

• 小規模のものは、大規模な河川工事や大型設備を必要としな
いため短期間の工事で済む。

• 流量の安定している河川や農業利水の落差を利用し
て発電する。

• 既に高度な技術が確立しており、近年では農業用水
路や、小さな河川でも利用できる中小規模のタイプ
（1000kW以下）が注目されている。

• 通年して水が流れる河川や水路に設置するため、安定した発
電量を見込める。

メリット

• 流水量の変動が少ないため安定した発電が可能であり、設
備利用率が５０～９０％と高くなることから経済性が比較
的高いと言われている。

• 固定価格買取制度の対象であり、発電した電力が全て買取
の対象となる。

２９円/kWh（２００kW以上１MW未満）

○売電単価：
３４円/kWh（２００kW未満）

○設置費用：８０～１００万円/kW

コスト

発電部門

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/water/

（出典：資源エネルギー庁ホームページ）

における設置事例（190kW）

熊本県上益城郡山都町

概要

４．小水力発電
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温泉熱利用のイメージ

• 島しょ地域は自然公園法の指定地域も多く、設置で
きる場所の事前調査が重要である。

• 既に温泉として整備されている場所もあるため、温
泉への影響評価や温泉関係者との調整が必要となる。

東京島しょ地域における注意事項

• 現在一般的に使われているボイラによる温泉の加熱
利用に対し、省エネルギー効果やCO2削減効果、コス
ト低減効果がある。

• これまで未利用であった温泉の余熱や排湯熱を、
ヒートポンプや熱交換器といった設備を用いて、近
接する施設の給湯や床暖房などに有効に利用する。

http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/onsen/pamphlet.pdf

「おんせんDEヒーポン！（温泉ホテル省エネモデル集）」）

（出典：経済産業省北海道経済産業局ホームページ

概要

５．温泉熱利用

• 地下資源であるため、資源量や性質の事前評価が難しい。

• スケールの付着や配管のつまりによる設備の故障、効率の低
下が生じるため、泉質に応じて清掃・メンテナンスの負担が
大きくなる。

デメリット

• 社会的な関心が高まっていることから、宿泊施設等で未利用
熱の再利用をPRすることにより、施設のイメージアップに
繋がる。

• ビニールハウスや宿泊施設等の熱利用先に導入することで、
燃料費削減効果が期待できる。

メリット

• 温泉成分の付着等の分解洗浄・除去のため、年間約１０～
４０万円のメンテナンスコストがかかる。

• 温泉施設の大きさによって導入する設備の容量は異なるが、
これまでに１００～４００HPのヒートポンプが導入されて
いる。

（*ヒートポンプの容量の単位で１馬力と同義）

○設置費用：
容量１HP*あたり４０～５０万円

コスト

熱利用部門
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地中熱ヒートポンプシステム

• 井戸掘り用の掘削機などを利用するため、島内に掘
削設備がない場合には内地からの輸送が必要となる。

• 主な導入実績は本州であることから、島しょ地域の
土質構造に適合する技術か検証が必要である。

東京島しょ地域における注意事項

• 地中の温度は年間を通してほぼ一定で、外気のよう
に季節を通した変動がないため、外気に比較して、
夏は冷たく、冬は暖かいという地中のエネルギーを、
冷暖房や融雪などに利用する。

http://www.geohpaj.org

（出典：地中熱利用促進協会ホームページ）

概要

６．地中熱利用

• 一般的な冷暖房設備に比べて割高感がある。

• 認知度が低く、技術的信頼性が実証されていない。

デメリット

• 家屋、地中内に設置するものなので、塩害や強風・突風等に
よる故障トラブルの可能性が少ない。

• 化石燃料を用いないため、省エネルギーCO2削減につながる
ことに加え、空気を汚さず人へも優しい空調である。

メリット

• 現状では世界的にヒートポンプ方式が一般的であるが、パ
イプ埋立深度が５m程度と掘削コストが割安な熱交換パイ
プ方式も流通してきている。

熱交換パイプ方式：２００～２５０万円/戸

○設置費用：
ヒートポンプ方式：３００～５００万円/戸

コスト

熱利用部門
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• EVの普及率が増加するとガソリン関連事業者や自動
車メンテナンス事業者との雇用や経済的な問題が顕
著に生じるため、地域事業者の調和を図りながら普
及を推進する必要がある。

東京島しょ地域における注意事項

• 依然として車体価格が高い。

• ガソリン車と構造そのものが異なるため、故障やレッカー時
の体制整備が必要となる。

• 電気自動車の静音性ゆえに、交通事故の増加が懸念される。

• 航続可能距離がカタログ値で２００km程度であり、航続距
離が短い。

デメリット

• 電気エネルギーを利用するので、再生可能エネルギーによる
充電システムを構築することでエネルギーの地産地消が可能
となる。

• 充電は、充電設備を設置すれば住宅用ガレージやガ
ソリンスタンド、商業施設等で行うことができる。
フル充電にかかる時間は、普通充電器では約７時間、
急速充電器では約３０分である。

メリット

※2

• 島しょ地域はガソリン代が本州より高い傾向にあるため、電
気自動車の導入によるガソリン代の削減メリットが大きい。

大島町に導入されたEV

EVの実走行電費3.75km/kWh、電気料金単価25円/kWhとして試算
ガソリン車の実走行燃費15km/L、ガソリン代180円/Lとして試算

※1

• １kmの走行にかかるコストは、約６．７円※1であり、ガ
ソリン車の約１２円※2に比べて安価である。

• 以前は３００万円前後の価格帯が中心であったが、超小型
EVが発売されるなど、低価格のものもある。

○購入価格：
２５０～４００万円/台（補助金を含まない）

コスト

蓄電部門

• 電気を駆動源とする自動車であり、車載バッテリー
に充電を行う。

概要

７．電気自動車（EV）
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リチウムイオン電池

• 長期的にはリサイクルの必要性が出てくるため、導
入時にはメーカーやリサイクル事業者などと、メン
テナンス体制やリサイクル方法について十分な確認
が必要となる。

• 気温や湿度、塩害等、島しょ地域特有の環境に配慮
し、保管場所や保管方法を検討する必要がある。

東京島しょ地域における注意事項

• 太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーと組
み合わせ、電力会社からの送電に頼らない独立型の
エネルギーシステムを構築することができる。

• 近年、単位体積当たりの蓄電量が大きいリチウムイ
オン電池の需要が急速に高まっている。家庭や事業
所での非常用電源として、定置型蓄電の商品化が進
んでいる。

http://www.recycle1.com/lib/index.html

（右）株式会社リサイクルワンホームページ）

（出典：（左）経済産業省「蓄電池技術の現状と取組について」平成21年2月

概要

８．蓄電池

• 設置におけるデメリットは特にないが、注意点として容
量が大きい(目安として２０kWh)場合、消防法への対応が
必要となる他、設置場所の気温・湿度などを考慮する必
要がある。

デメリット

• 災害時の必要電源の確保など、災害対策としても利用する
ことができる。

• 深夜電力や再生可能エネルギーの充電など、電力の需要と
供給の時間差を調整することができるため、電力のピーク
カットが可能となる。

メリット

• 大型リチウムイオン電池は、各メーカー商品化に力を入れ
ているが、メーカーによって価格に大きく開きがあり２～
３倍の価格差が生じているのが実態である。

○購入価格（リチウムイオン電池）
：２０万円/kWh～５０万円/kWh

コスト

蓄電部門
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•
•

燃料の輸送コストが高い離島では、波力発電が優位に立つ可能
性が高い。

東京大学は、民間企業と共同で神津島沖において波力発電の実
証実験を行っている。年間を通して比較的安定して発電量が期
待され、かつ極端な海象条件の少ない海域として神津島沖が選
ばれた。発電コスト４０円/kWh以下の発電システムの実現を目
標として掲げている。

•

•

○事例

•

•

政府は波力や洋上風力、潮流、海洋温度差などの発電を実験する
海域を２０１２年度中にも公募、自治体と連携して２０１３年度
中に複数選定する見通しである。

沖縄県海洋深層水研究所で海洋温度差発電の実証実験が２０１２
年中に始まる。出力１００kW級の発電プラントを設置する。

○事例

海洋表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電する。
通常、深海（水深1km程）から冷水を海洋表層へ汲み上げる。

○技術概要

波が上下する力で空気の流れを作り、その空気の流れでタービ
ン（羽根車）を回し発電する。

•

研究段階

環境省が２０１２年８月から長崎県五島市の周辺海域で浮体式
の実証試験を始めたほか、民間企業が福島県沖で洋上風力発電
所の実証試験を計画している。

•

海洋温度差発電

民間企業が洋上風力発電事業に参入し、山口県下関市で２０１
５年に着工し、２０１６年４月に稼働する。出力合計６万kW
で国内最大級の洋上風力発電施設となる。

•

○事例

○技術概要

研究段階

放射性物質を飛散させずに汚染物の体積をほぼ１００分の１にで
き、売電すれば約１４年半で投資を回収できる。環境省の助成を
受けた民間企業が実験した結果、草木を燃やしたときの熱量の６
０～７０％を発電に利用できることが確認されている。

•

波力発電

東京電力福島第１原子力発電所事故の放射性物質に汚染された草
木の処分に、バイオマスガス化発電が有効なことが、環境省の実
証実験で確認されている。

•

○事例

•

実証段階

洋上風力発電（海洋上における風力発電）の一種で、洋上に浮
かんだ浮体式構造物を利用する風力発電である。
水深５０mを超えると着床式では採算性が悪化する為、５０m
～２００mの海域では浮体式風力発電機が設置される。

•

有機性廃棄物（生ゴミ等）や家畜の糞尿などを発酵させて得られ
る可燃性ガス（バイオマスガス）を利用して発電する。

•

浮体式風力発電
○技術概要

実用段階

○技術概要

バイオマスガス化発電

９．その他注目すべき技術
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