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第３章 鹿児島市における活用可能な地域資源（再生可能エネルギー）

の検討

３．１  再生可能エネルギーの概要

NEDO の「再生可能エネルギー技術白書」（平成 22 年、25 年）に取り上げられてい

る再生可能エネルギーについて、発電方法、発電効率、設置条件、技術の段階、発電

単価、課題等を整理した結果を以下に示す。

（１）太陽光発電

発電方法

太陽の光エネルギーを電気に変える太陽電池を使った発電方法。太

陽電池はシリコンなどの半導体で作られている。この半導体に光り

が当たると電気が発生するしくみ。太陽電池は大きく分類すると「シ

リコン系」と「化合物系」に分類できる。

（出所：経済産業省 資源エネルギー庁新エネルギー導入ガイド）

発電効率

現在、導入されている太陽電池の約 80%を占めるシリコン結晶の太

陽電池は、市販製品で最高 20%程度の変換効率を有している。なお、

世界最高変換効率は 44.4%とされており、40％超の技術開発が進め

られている。

（出所：2013 年 6 月 14 日 NEDO プレスリリース）

設置条件 日射量が豊富であること等

技術の段階

実用段階

今後の技術的な課題としては、低コスト化、高効率化、長寿命化、

システム効率の向上等に加え、壁面や水上、移動体への設置など未

利用領域への導入拡大がある。

設置費用
日本における太陽光発電システムの価格は、10kW以下のシステム

で約48万円/kW、10kW以上では約35万円/kWの水準にある。
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発電コスト

日本の発電コストは、導入量の約8割を占める住宅用系統連系型太陽

光発電システムで33.4~38.3円/kWh、メガソーラーで30.1~45.8円
/kWhの水準にある。システム価格が欧米などと比べて高いこと、日

照条件がやや悪いことなどによって、欧米と比較すると高い水準に

ある。

課題等

太陽光発電の目指す姿を実現するために、技術開発、普及拡大のそ

れぞれにおいて、以下に示す課題へ対応していく必要がある。

1) 利用および用途の拡大

2) 利用基盤・利用環境の整備

また、固定価格買取制度の開始に伴い、太陽光発電の導入が拡大し

ていることから、今後、使用済みの発電設備の排出が急激に増加す

ることが見込まれ、その廃棄方法やリユース、リサイクル体制を構

築していく必要がある。

（２）太陽熱発電

発電方法
太陽熱発電とは、太陽熱により作った蒸気を用いてタービンを回し、

発電するシステムである。

設置条件
日射量が豊富で安定している場所

日射量に加え水資源の有無も重要な要素である。

技術の段階
現在主流のトラフ型は、技術的に確立されている。一方、タワー型

は導入実績が少ないため検証すべき技術要素が残されている。
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設置費用

事例

1980 年代香川県仁尾町（現三豊市）における 1MW のパイロットプ

ラントの建設以来、日本では太陽熱発電への政策的支援は行われて

いない。

海外の事例：Andasol プラント（トラフ型、スペイン）

課題等

(1)蓄熱技術をはじめとするキーテクノロジーの開発支援

(2)実証試験サイトの整備

(3)コスト競争力の強化

(4)海外プロジェクトへの参画支援

(5)日本国内における太陽熱発電の導入可能性検討

太陽熱発電の普及のための各国における技術開発の方向性は、

①発電量の増大、②発電効率の向上、③設備費・運転費の削減

の３つに大別される。

（３）中小水力発電

出典：マイクロ水力発電導入ガイドブック、NEDO        

発電方法

水の位置エネルギーを電気エネルギーに変換する方法である。小水

力の場合は、一般的に水を貯めることなく、落差や流速をそのまま

利用する。

利用水資源の種類は、渓流水利用、農業用水利用、上下水道利用、

工場内水利用などがある。
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発電効率

水力発電では水力エネルギーを発電機の軸を回す動力に換える水車

の効率や軸動力を電力に換える発電機の効率に依存する。

水車効率は 0.75～0.90、発電効率は 0.82～0.93 程度である。

設置条件 流量及び落差があること等

技術の段階 普及段階

設置費用

中小水力発電は、発電設備容量が同じであってもその立地や設置条

件によって設置費用が大きく異なる。新エネルギー財団が実施した

ハイドロバレー開発計画調査によれば、kWh あたりの建設単価で

50 円/kWh～1,000 円/kWh の違いがあるとされている。

課題等

(1)維持管理（発電電力量の確保、事故に対する予防保全など）

(2)導入コスト（標準化、仕様の低減による機器コストの低減、パッ

ケージ化などによる施工費の削減、メンテナンスコストの削減等）

(3)水利権等の手続

（４）風力発電

出典：NEDO 再生エネルギー白書ｐ91         

発電方法

風力発電は、風の運動エネルギーを風車（風力タービン）により回

転エネルギーに変え、その回転を直接、または増速機を経た後に発

電機に伝送し、電気エネルギーへ変換する発電システムである。
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設置条件

環境省及び日本風力発電協会が日本における風力発電導入可能量を

試算するにあたって、考慮した風力発電の設置条件は以下のとおり。

技術の段階

陸上は「大型化」「高性能化・高耐久化」に係る技術開発が進めら

れ、世界的に普及段階である。

我が国では洋上は実用試験段階で研究開発が進められている。洋上

風力発電については、風車の大型化について世界的に研究開発が活

発に行われている。

設置費用

陸上風力：世界 11～26万円/kW
日本 20～35万円/kW

洋上風力：世界 36～56万円/kW
日本 28.3～70万円/kW

発電コスト

陸上風力：世界 10円/kWh前後

日本 好条件であれば世界と同水準

洋上風力：世界 8～15円/kWh
日本 9.4~23.1円/kWh
（送電線の敷設コストが陸上より高価になることが

指摘されている）

課題等

(1)低コスト化の追及

(2)設置可能地域の拡大（複雑な地形による乱れを含む風の特性が、

台風や強風の影響などに耐えられる機器等の開発）

(3)環境適合性の強化（風車音や生物への影響など）

(4)系統連系対策
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（５）地熱発電

発電方法

地熱発電は、この地熱貯留層まで井戸を掘り、熱水や蒸気を汲み出

して利用する発電方式である。地熱発電は天候に左右されることな

く安定した電力供給が可能であり、設備利用率は70%程度となって

いる。

実用化されている地熱発電の方式には、広く用いられているフラッ

シュ方式と、比較的最近実用化されたバイナリー方式がある。

設置条件

地熱資源量は、活火山数と強い相関があり、火山大国におけるポテ

ンシャルが大きいが、開発地点の多くが国立公園内であること等の

制約がある。

技術の段階

地熱発電は、フラッシュ・バイナリー両方式のプラントが商用運転

しており、技術的に確立されている。地熱のさらなる普及に向けて

は、地熱探査技術の向上や貯留層管理技術等が重要である。また、

現在商用化されている技術に加え、さらに地熱の利用可能範囲を拡

大するための技術開発が国内外で進められている。

設置費用

30MW：70万～90万円/kW（エネルギー・環境会議コスト等検証委

員会）

15MW以上：79万円/kW（調達価格等算定委員会）

15MW未満：123万円/kW（調達価格等算定委員会）

発電コスト

フラッシュ方式：4～10円/kWh程度

バイナリー方式：9.2～11.6円/kWh程度（日本）

4~12円/kWh程度（世界）
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事例

フラッシュ方式：九州電力(株) 山川地熱発電所（30MW）

霧島国際ホテル（100kW） など

バイナリー方式：九州電力(株) 八丁原バイナリー発電設備（2MW）

        など

課題等

(1)低コスト化

1) 地熱探査技術の向上

2) スケール対策

(2)高効率化（貯留層管理）

(3)高耐久化

(4)利用可能資源の拡大（高温岩体方式）

(5)管理・運用

(6)国立公園における開発規制問題

（６）波力発電

発電方法

波の持つエネルギーを利用して発電する。主に以下の3種類がある。

1) 振動水中型

装置内に空気室を設けて海面の上下動により生じる空気の振

動流を用いて空気タービンを回転させる方式。日本で開発され

てきた波力発電装置には、この方式が多く採用されている。

2) 可動物体型

波のエネルギーの可動物体を介して機械的な運動エネルギー

に変換し、それを原動力として油圧発生装置等のピストンを動

かして発電する方式。

3) 越波型

波を貯水池等に越波させて貯留し、水面と海面との落差を利

用して海に排水する際に、導水溝に設置した水車を回し発電す

る方式。
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設置条件 波力発電に適した波力エネルギーは20～70kW/m（波高）である。

設置費用

プレ実証プロジェクト：79～112万円/kW
実証プロジェクト：53～74万円/kW
商用プロジェクト：36～51万円/kW

発電コスト

プレ実証プロジェクト：72円/kWh
実証プロジェクト：52円/kWh程度

2020年には、28円/kWhまでコスト削減が進むと想定されている。

課題等

(1)高効率・高信頼性波力発電装置の開発

(2)低コスト化の実現

(3)分散型電源としての実用化、国内導入促進

(4)分散型電源への導入が進んだ後は、国内における大規模システム

の導入と海外市場への展開

技術開発動向

欧州では大手発電機メーカーや発電事業者が技術開発に参入し、実

用化に近い実海域試験等（大規模プロコトル、複数機配列等）に取

組んでいるが、我が国における技術開発はデザイン検証・タンクテ

スト、小規模プロコトルによる実海域試験等の段階にあるのが実態

である。

（７）海洋温度差発電
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発電方法

表層の温かい海水（表層水）と深海の冷たい海水（600～1,000mの

深層水）との温度差を利用して発電する。主な発電方式として、以

下の3種類がある。

1) オープンサイクル

蒸発器、タービン、凝縮器の中は真空ポンプによりあらかじ

め減圧されており、表層水を蒸発器に導きフラッシュ蒸発させ

る。この水蒸気を作動流体としてタービンに送り発電する。

2) クローズドサイクル

   蒸発器、タービン、凝縮器はパイプで繋がれており、低沸点

の作動流体が封入されている。作動流体は、蒸発器で表層水か

ら熱を受け取り蒸発する。蒸発した作動流体はタービンに送ら

れて発電した後、凝縮器で汲み上げられた深層水に熱を捨てて

液化し、再び蒸発器に送られる。

3) ハイブリッドサイクル

オープンサイクルとクローズドサイクルを組み合わせたシス

テムである。基本構造はクローズドサイクルであるが、蒸発器

に導入する高温熱源が異なる。

設置条件

経済性を成立させるためには平均的に20℃程度の温度差が必要と

されている。海の表層と深層1,000mとの温度差は赤道付近で大き

く、インド、東南アジア、オーストラリア南部、メキシコ、ブラジ

ル、アフリカ中部等の沖合が、温度差に恵まれている。日本では沖

縄、鹿児島、小笠原諸島などが適地に挙げられる。

技術の段階

現在、商用運転を行っている海洋温度差発電プラントは国内・海外

とも存在しない。実証試験プラントについては、日米欧、およびア

ジアにおいて建設されたが、現在稼動しているのは、佐賀大学の伊

万里実験プラントのみである。

海洋温度差発電の日本の技術レベルは世界トップレベルであるが、

MW級の実証試験はまだ実施されておらず、実用化に向けた大きな

課題となっている。世界的に海洋温度差発電の関心は高く、米国、

第ワン、フランス等でMW級のプロジェクトが計画されており、日

本の技術的地位を維持するためには、MW級の実証試験を早急に実

施する必要がある。

発電コスト

数100kW以下の規模では、発電のみで経済性を成り立たせるのは難

しく、海水淡水化技術や海洋深層水の利活用、リチウム回収などと

の複合利用が望ましいとされている。

プラント規模が大きくなるほど発電コストは低減され、1MWプラン

トは約50円 /kWhであるのに対し、10MWプラントでは約20円
/kWh、さらに100MWプラントでは約10円/kWhにまで低減される

と試算されている。

課題等

(1)MW 級プラントの実証試験による技術開発の推進、信頼性の向上

(2)コア技術の確立

(3)事業性の向上、発電コストの低減
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（８）海流・潮流発電

発電方法

(1) 海流発電

一般的にエネルギー変換装置として水車を用い、海流の運動エ

ネルギーをタービンの回転を介して電気エネルギーに変換して発

電する方式。

(2) 潮流発電

潮流の運動エネルギーを利用し、一般的には水車によって回転

エネルギーに変換して発電する方式。

設置条件

世界の海流の代表的なものは黒潮、メキシコ湾流（北大西洋海流）、

南インド海流等である。日本周辺には黒潮が流れているため、海流

エネルギーのポテンシャルは大きい。地点としては、八重山諸島、

トカラ列島、足摺岬沖、八丈島沖等が挙げられる。

また潮流については、沿岸部の海峡や水道等、潮流の大きくなる水

域のポテンシャルが大きいと考えられる。日本では瀬戸内海、九州

西岸、五島列島、および津軽海峡等が挙げられる。

技術の段階

海流・潮流発電は、主に欧米において実証プラントの設置が進んで

おり、一部で商用プラントの運転が開始されたところである。日本

においては。現在では、（財）エンジニアリング振興協会によりMW 
級海流発電システムの実用化に向けた検討が行われている。

設置費用

（潮流発電）

プレ実証プロジェクト：112～146万円／kW
実証プロジェクト：46～56万円／kW
商用プロジェクト：42～43万円／kW

発電コスト

（潮流発電）

プレ実証プロジェクト：59~70 円/kWh
実証プロジェクト：23~43 円/kWh
2020 年には、23~26 円/kWh までコスト削減が進むと想定されてい

る。

事例

大間崎潮流発電研究委員会

津軽海峡を流れる津軽暖流の流速は、0.5～1.5m/s、最大で3.6m/s
に達する。この速い流れが海岸近くを流れるため、他の海域よりも

利用が容易であり、建設費や送電損失を抑えることが可能になると

見込まれている。
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課題等

(1)発電効率の向上

(2)イニシャルコストの削減

(3)ランニングコストの削減

(4)高耐久化

(5)管理・運用

（９）潮汐力発電

発電方法

潮汐力発電は、潮汐に伴う潮位差を利用してタービンを回し発電す

る方式である。水力発電と同様の原理を用いて、潮位差が大きい湾

や河口の入り口等にダムと水門を建設して水位差により発電を行

う。基本的には満潮時には貯水し、干潮時に水門を開いて水を放出

することにより発電機を回して発電を行う。

設置条件

潮汐力発電は満潮時と干潮時の潮位差が大きい程大きな潮汐力エネ

ルギーが得られ、一般に潮位差5m以上が実用化の目安となってい

る。

技術の段階

潮汐力発電については、ランス潮汐発電所のように40年間にわたり

稼動している事例もあり、実用段階といえる。

韓国では世界最大規模となる始華湖潮汐力発電所（発電出力

254MW）が2011年に運転を開始し、さらに数ヶ所の潮汐力発電が

計画されている。

事例

ランス潮汐力発電所は、潮位差が最大13.5m、平均8.5mと潮汐力発

電に適した潮位条件を有するランス川河口に位置し、1967年から発

電を開始している。最大定格出力は240MW、年間発電量は約

600,000MWh、平均出力は68MWである。
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課題等

(1)発電コストの削減

(2)運用・管理

① 景観への影響

② 騒音

③ 海岸堆積・侵食（地形変化）

④ 生態系への影響

⑤ 水質への影響

（10）熱電発電

発電方法

2種類の金属または半導体を接合し両端に温度差を設けると、温度差

に比例して熱起電力が発生する。この効果を利用し発電する。熱電

発電システムは駆動部が無く長期間無保守での運転が可能であるた

め、宇宙探査機用や軍事用途を中心に開発が進められてきた。

変換効率
変換効率は、ある程度までは材料の元素の組合せで決まり概ね 20%
程度である。

技術の段階 熱電発電研究は、基礎研究段階から実証段階にある。

事例

草津温泉での熱電発電（東芝）

株式会社東芝と草津町が、温泉熱を熱源として利用した熱電発電シ

ステムを共同開発し、実証試験を行っている。これは高温源泉と冷

却水の温度差を利用して発電するシステムである。

課題等

(1)高効率化
1) 発電効率の向上
2) 伝熱性能の向上

(2)低コスト化
(3)製造技術
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（11）圧電発電

発電方法

圧電発電は、機械的振動から発電する振動発電の一種で、圧力によ

り変形する際に電圧を発生する圧電変換素子を用いた発電方式であ

る。

設置条件

圧電発電のエネルギー源となる振動には、建物や橋の振動、自動車

の振動、音声等、様々なものがあり、物理的ポテンシャルはほぼ無

限大と言える。

技術の段階
圧電発電システムは、まだ実用化段階にはなく、導入事例は実証実

験のみである。

現状
圧電変換素子の用途例としては、携帯電話が身近な事例の一つに挙

げられる。

事例 床発電システム（NEDO・JR東日本）

課題等
(1)高効率化・低コスト化

(2)安全性
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（12）バイオマス

出典：バイオマスニッポン、社団法人日本有機資源協会    

利用方法

バイオマス資源を物理的、熱化学的、生物化学的に気体燃料、液体

燃料、固形燃料などに変換し、発電、熱利用、輸送燃料として利用

される。

・木質バイオマスの燃焼による発電、熱利用

・有機系廃棄物によるメタン発酵による発電等

・廃油の燃料化

・メタノール等のアルコール製造 など

技術の段階

普及段階

バイオマス燃料の性状改良等の開発やバイオマス燃料の含水率や形

状を制御する技術等の開発も進められている。

発電コスト

バイオマス発電（未利用間伐材）

木質専焼：最大32.2円/kWh
石炭火力発電所での混焼：9.5～9.8円/kWh
※ 固定価格買取制度では、未利用木材燃焼発電の33.6円/kWh、
一般木材等燃料発電25.2円/kWh、に対し、一般廃棄物、下水汚

泥、食品廃棄物、RDF等を想定した木質以外の廃棄物発電は

17.85円/kWhとなっている。

バイオマス熱利用

ボイラー燃料ペレット：23～39円/kg
輸送燃料

エタノール製造コスト：90～479円/L
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課題等

木質バイオマス

(1) 燃料になる木材などの調達コスト

(2) 地域の森林業や製材業との連携

(3) 処理後の副生成物の処理

メタン発酵（家畜排せつ物、厨芥類、食品加工残渣、下水汚泥など）

(1)高効率で安価な発酵装置、濃縮装置等の開発

(2)多様な原料の複合利用技術

(3)消火液の利用技術開発

(4)脱硫、濃縮、精製、熱量調整など追加処理が必要な点等

（13）太陽熱利用
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利用方法

給湯利用については、屋根上に設置したタンクの水を温めて直接給

湯に利用する太陽熱温水器と、ポンプを用いて集熱器内で水や不凍

液を循環させ、蓄熱槽で熱交換してお湯を蓄える強制循環型ソーラ

ーシステムがある。

また、暖房システムは、集熱器と蓄熱装置、補助熱源などによって

構成され、熱媒の違いにより、温水集熱方式と温風集熱方式がある。

エネルギー

効率

太陽光発電のエネルギー効率（7～18%）と比較して、太陽熱利用の

エネルギー効率（40～60%）は高い。

設置条件 日射量が豊富であること等

技術の段階 実用段階

課題等

国内の太陽熱利用は住宅の屋根に設置さあれる太陽熱給湯器による

低温利用がほとんどであり、中高温以上の工業用途はほとんど考え

られていないのが現状であるが、製造業などのエネルギー消費は多

く、大部分を熱需要が占めていることを考えると、そこに太陽熱エ

ネルギーを導入することはCO2削減に寄与するものと考えられてい

る。現時点の課題は、太陽熱供給設備導入での設備費の高さであり、

設備費の低下をもたらす研究・開発が必須となっている。

（14）温度差熱利用
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利用方法

河川水や海水、下水、地下水、地中熱等がもつ温度と外気との温度

差（温度差エネルギー）を、ヒートポンプ等を用いて利用するシス

テムである。年間を通じて温度変化が小さく、大気温度に比べて夏

期は低く冬期は高い特性を持つ河川水や海水等の熱を活用すること

により、ヒートポンプの効率を向上させることができる。

設置条件

温度差熱利用の熱源の種類

技術の段階
温度差熱利用システムを構成する要素（冷凍機、熱交換器、蓄熱槽、

ボイラ等）は基本的に既存技術が用いてられている。

事例

箱崎地区熱供給センター（河川水）

隅田川を熱源として水熱源ヒートポンプを運転し、大型蓄熱槽と組

み合わせて、オフィスビルや高層住宅等に冷温熱を供給している。

課題等

(1)低コスト化

(2)高効率化

(3)高耐久化

(4)運用・管理

（15）工場等排熱利用

利用方法

工場や変電所、地下鉄、地下街等からの排熱を、蒸気ボイラーや吸

収式冷凍機、熱導管等を用いて地域冷暖房に利用するシステムであ

る。
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設置条件
工場、変電所、地下鉄、地下街、変電所、地中送電線が主な排熱源

である。

技術の段階
工場等排熱利用システムを構成する要素（冷凍機、熱交換器、貯熱

槽、ボイラ等）は基本的に既存技術が用いられている。

事例

工場等排熱を活用した地域熱供給の実績は2005年以降15件で、近く

の河川水や下水等、他の温度差熱エネルギー源と合わせて複合的に

利用しているケースもある。

課題

(1) 熱の発生地と需要地の地理的ギャップ

(2) 既存街区への導入の困難さ

(3) 高いイニシャルコスト

（16）雪氷熱利用

利用方法

冬期の積雪や、冷たい外気によって凍結した氷等を夏期まで保存し、

農作物の低温貯蔵や施設の冷房等の冷熱源として利用するものであ

る。雪氷熱利用システムは、主に以下の4つに分類される。

(1)雪室・氷室

(2)雪冷房・冷蔵システム

(3)アイスシェルターシステム

(4)人工凍土システム（ヒートパイプ）

技術の段階

雪氷熱利用システムを構成する個々の空調関連機器については、成

熟した技術であり実用段階である。現在日本では、123の施設にお

いて雪氷熱エネルギーが利用されている（2008年、北海道経済産業

局調べ）。

課題 貯雪庫のさらなる断熱性能の向上や熱交換効率の向上等
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３．２  鹿児島市の再生可能エネルギーの導入状況

（１）太陽光発電

鹿児島市の太陽光発電の導入状況を鹿児島市の資料等に基づいて整理した結果

を以下に示す。

① 住宅用太陽光発電システム

    鹿児島市における住宅用太陽光発電システムの設置件数及び設備容量を表 3-1
に示す。

表 3-1 住宅用太陽光発電システムの設置件数（平成 6～24 年度）

設置件数 設備容量（kW）

7,919 31,225.79

※ 国及び鹿児島市の補助実績を基に算出

② 鹿児島市公共施設における太陽光発電システム

    鹿児島市公共施設における導入実績を表 3-2 に示す。

表 3-2 鹿児島市公共施設への導入実績（平成 8～24 年度）

施設数 設備容量（kW） 年間発電量（kWh）※1

59 1,524.4kW 1,384,477

※1 24 年度実績

③ 民間事業者等による太陽光発電システム

鹿児島市における民間事業者等による主な導入事例を表 3-3 に示す。なお、民間

事業者の導入については、すべてを網羅しているものではなく、国の補助制度等

の活用実績によるものである。
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表 3-3 太陽光発電（50kW 以上）の主な導入事例（平成 24 年度末現在）

出典：鹿児島県新エネルギー導入ビジョン（平成 23 年 3 月）

④ 民間事業者によるメガソーラー発電事業

   鹿児島市における民間事業者による主なメガソーラー発電事業を表 3-4 に示す。

表 3-4 民間事業者による主なメガソーラー発電事業

施設名
設備容量

（kW）
備 考

日本ガス(株)鹿児島工場メガソーラー発電所 999 稼働中

鹿児島七ツ島メガソーラー発電所 70,000 稼働中

白銀坂メガソーラー発電所 8,106 H26 年 3 月末完成予定

南国殖産(株) 山田発電所 1,234 H26 年 3 月末完成予定

南国殖産(株) 五ヶ別府発電所 900 H26 年 9 月末完成予定

南国殖産(株) 皇徳寺発電所 992 H26 年 9 月末完成予定

CSD ソーラー(同) 非公表 運転開始時期は非公表

事業

主体
施設名 設置年度

出力

（kW）
概要

事業者 鹿児島県済生会 H9 50 施設の空調ほか

事業者 特別養護老人ホーム高喜苑 H9 50 施設の空調ほか

事業者 イーライフ共和株式会社 H13 50 施設用電源

事業者 鹿児島地域福祉センター H14 50 施設用電源

県 かごしま県民交流センター H15 100 施設用動力電源

事業者 イオン鹿児島 H19 140 施設用電源

事業者 マックスバリュ武岡店 H19 100 施設用電源

国 鹿大教育学部附属中学校 H21 60 施設用電源

県 鹿児島盲学校 H22 130 施設用電源

県 県庁南側駐車場 H22 60 施設用電源

事業者 N'scity ニシムタ 谷山店 H22 450 施設用電源

事業者 T-MAX 新栄店（(有)日本観光） H22 110 施設用電源

事業者 サンライトボール（(有)日本観光） H22 170 施設用電源

事業者 横浜冷凍 鹿児島物流センター H23 370 不明
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（２）太陽熱利用

鹿児島市の太陽熱の利用状況を鹿児島市の資料等に基づいて整理した結果を以

下に示す。

① 鹿児島市公共施設における太陽熱利用

    鹿児島市公共施設における導入実績を表 3-5 に示す。

  表 3-5 鹿児島市公共施設への導入実績（平成 24 年度末現在）

施設名 設置年度 概要

かごしま健康の森公園プール H3 温水プール加温 267.52 ㎡

鹿児島市知的障害者福祉センター

（ふれあい館）
H12 給湯，温水プール加温 163.8 ㎡

鹿児島ふれあいスポーツランド H15-16 温水プール加温，シャワー熱源，プ

ール床暖房 256.7 ㎡

ラメール中名住宅 H15-17 浴室・給湯

② 民間事業者等による太陽熱利用

鹿児島市における民間事業者等による主な導入状況を表 3-6 に示す。なお、民間

事業者の導入状況については、すべてを網羅しているものではない。

   表 3-6 民間事業者等による主な導入事例（平成 24 年度末現在）

事業主体 施設名 設置年度 概要

県 県庁舎 H8 庁舎内給湯 117m2

事業者 鹿児島地域福祉センター H9-14 給湯用／集熱面積 51.0m2

給湯用／集熱面積 40.04m2

県 環境共生住宅 H14 太陽熱温水器 3m2×20 基

県 かごしま県民交流センター H15 庁舎内給湯，実習用浴室

108m2

県 開陽高校 H15 補助熱源等 168m2

事業者 社会福祉法人恵会（ハッピー園） H17 太陽熱集熱システム 144m2

県 社会福祉法人恵会 喜入会 H20 浴室・給湯

県 省エネルギー促進モデル住宅 H22 太陽熱温水器 3m2×1 基

事業者 社会福祉法人旭生会（旭ヶ丘園） H23

出典：鹿児島県新エネルギー導入ビジョン（平成 23 年 3 月）
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（３）水力発電所

鹿児島市にある水力発電所を表 3-7 に示す。これらの事業者はいずれも九州電力

㈱であり、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（RPS 法）

3に認定されている。

表 3-7 民間事業者による導入状況

名称 河川 所在地 運転開始日
発電出力

（kW）

河頭発電所 甲突川 小山田町 751 明治 33 年 9 月 11 日 180

小山田発電所 甲突川 小山田町 3452 明治 31 年 7 月 22 日 240

高附発電所 思川 本城町 766-2 大正 13 年 2 月 1 日 240
出典：RPS 法水力認定設備一覧（2012 年 3 月 31 日までに認定された設備）

このほか、下田町にある巌洞ファームの敷地内では、鹿児島大学と企業との合

同により、最大出力 130W のマイクロ水力発電の社会実験が行われている。

（４）風力発電

鹿児島市における風力発電の導入状況を表 3-8 に示す。いずれも民間事業者によ

る導入である。

表 3-8 民間事業者による導入状況

施設名 設置年度 出力（kW） 概要

光観光開発（株）（錦江高原ホテル） H12 1,300 1,300kW×1 基

南九州クリーンエネルギー（株）

牟礼ヶ岡ウインドファーム
H16 10,400 1,300kW×8 基

出典：鹿児島市資料等に基づき作成

写真：桜島フェリーから望む牟礼ヶ岡ウインドファーム

                                                  
3 新エネルギー等のさらなる普及のため、電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気

の利用を義務付けることにより、新エネルギー等の利用を推進していくもの。なお、2012（平成 24）年 7 月に固定価

格買取制度の開始に伴い RPS 法は廃止された。
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（５）バイオマスエネルギー

鹿児島市のバイオマスエネルギーの導入状況を表 3-9 に示す。いずれも民間事業

者等による導入である。

表 3-9 民間事業者等による導入状況

種別 施設名
設置

年度
出力等 概要

バイオマス

発電

鹿児島県リサイクル

(株) H8 1,200kW
木屑廃材による発電（原油

換算量 40KL）H22 年４月

29 日、100kWh

バイオマス

熱利用

国立大学法人鹿児島

大学
H23 1t/h 加温・滅菌用蒸気ボイラー

バイオ燃料

製造

南九州リサイクル

事業地域協議会
H21 113kL/年

(H22 実績)
廃食油から軽油代替燃料製

造

出典：鹿児島県新エネルギー導入ビジョン（平成 23 年 3 月）
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３．３  鹿児島市における再生可能エネルギーの賦存量・利用可能量

（１）基本的考え方

鹿児島市における再生可能エネルギーの利用可能量については、表 3-10 に示す

エネルギーを対象に、鹿児島市地球温暖化対策アクションプランにおいて算定し

ているものの、賦存量については算定していない。また、環境省においては、平

成21～24年度に全国の再生可能エネルギーの賦存量や導入ポテンシャル等につい

て調査を行っており、その調査結果を公表している。

賦存量、利用可能量は、その前提となる算定条件に依存していることから、多

面的な視点から俯瞰することで、賦存状況の全体像が把握できると考えられる。

そこで、ここでは、鹿児島市地球温暖化対策アクションプランで算定した利用

可能量を示すとともに、そこで用いられている算定方法を基に賦存量を算定した。

また、地球温暖化対策アクションプランで算定の対象となっていないエネルギー

については、環境省の調査結果や、先進事例等を参考に、可能な範囲で広く調査

を行った。

なお、今回の算定における賦存量、利用可能量の概念を表 3-11 に示すとともに、

算定方法については、資料編に掲載する。

表 3-10 鹿児島市地球温暖化対策アクションプランで対象とした再生可能エネルギー

エネルギー区分 エネルギー形態

太陽エネルギー 太陽光発電、太陽熱利用

風力エネルギー 風力発電

バイオマスエネルギー バイオマス発電、バイオマス熱利用

廃棄物エネルギー 廃棄物発電、廃棄物熱利用

温度差エネルギー 熱利用（河川水、下水）

出典：鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン   

表 3-11 賦存量・利用可能量の概念

区分 概   念

賦存量

（最大可採量）

エネルギー採取法からみて当然考慮すべき地理的要因な

どの制約要因を考慮した上で最大限利用可能と考えられ

る量のこと。技術上の変換効率、他の用途との競合等に

ついては考慮していない。

利用可能量

（期待可採量）

エネルギー利用技術等の制約要因を考慮した上で，開発

利用の可能性が期待される量であり，エネルギーの集積

状況，変換効率，他の用途との競合等の要因を考慮する。

出典：鹿児島市地球温暖化対策アクションプラン   
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（２）算定結果

賦存量、利用可能量の算定結果を表 3-12、表 3-13 に示す。

鹿児島市における再生可能エネルギーの賦存量は、全体で約 2,400 万 GJ と試算

され、このうち、太陽光発電の 456 万 GJ と太陽熱利用の 769 万 GJ を合わせた

太陽エネルギーが全体の約 50％を占めている。

また、再生可能エネルギーの利用可能量は、全体で約 2,588 万 GJ と試算され、

このうち、太陽光発電の 287 万 GJ と太陽熱利用の 332 万 GJ を合わせた太陽エ

ネルギーが約 24％を占めている。

※ 地中熱利用と潮流発電は、賦存量の推計が困難なため算定していないが、利

用可能量については、「再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整理

報告書（環境省）」の調査結果等を基に算定しているため、全体として利用可

能量が賦存量より大きくなっている。

表 3-12 賦存量の算定結果

エネルギー区分 エネルギー形態
電力

（MWh/年）

熱量

（GJ/年）

太陽 太陽光発電 1,267,003 4,561,211
太陽熱利用 ― 7,689,425

風力 風力発電 1,250,878 4,503,159
バイオマス バイオマス熱利用 ― 1,670,548
温度差 河川 ― 2,257,366

下水 ― 1,212,524
温泉 ― 969,760
地下水 ― 1,181
地中熱 ― ―

水力 中小規模水力発電 17,520 63,072
海洋 潮流発電 ― ―

地熱発電 150℃以上 0 0
120～150℃ 13,158 47,367
53～120℃ 308,264 1,109,752

合  計 24,085,365
注 1）地中熱利用と潮流発電は、賦存量の推計が困難なため算定していない。
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表 3-13 利用可能量の算定結果

エネルギー区分 エネルギー形態
電力

（MWh/年）

熱量

（GJ/年）

太陽 太陽光発電 796,935 2,868,966
太陽熱利用 ― 3,324,302

風力 風力発電 82,870 298,331
バイオマス バイオマス熱利用 ― 412,009
温度差 河川 ― 15,238

下水 ― 83,714
温泉 ― 66,797
地下水 ― 279
地中熱 ― 18,167,670

水力 中小水力発電 8,760 31,536
海洋 潮流発電 17 62
地熱発電 150℃以上 0 0

120～150℃ 10,214 36,771
53～120℃ 159,057 572,604

合  計 25,878,279
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３．４  鹿児島市における再生可能エネルギーの活用可能性

３．１で整理した再生可能エネルギーについて、その種類ごとに、技術段階（普及、

実証、開発）、賦存状況等の観点から、本市における活用可能性を整理した結果を表 3-14
に示す。

表 3-14 鹿児島市における再生可能エネルギーの活用可能性

再エネ種類
技術

段階
賦存状況 本市における活用可能性

太陽光発電 普及 全国的に見ても日射量が

多く、他のエネルギーに比

べ賦存量が多い

・市民、事業者、市による導入を

推進

太陽熱発電 普及 全国的に見ても日射量が

多く、他のエネルギーに比

べ賦存量が多い

・一般的に日本の地理・気象条件

下では、海外の適地と比較して

日射量が少なく、国土面積の狭

さもあり、現在のところ、導入

には向かないものと考えられて

いることから、活用の可能性は

低い

中小水力発電 普及 導入可能性調査の状況を

勘案すると、事業採算性が

見込まれる箇所は少ない

・地域のエネルギーとして、また

環境教育や観光資源として活用

・他の再生可能エネルギーとの組

み合わせによる活用

風力発電 普及 本市北部、西部、南部の山

間部や桜島では比較的風

況が良い

・市民、事業者、市による導入を

推進

地熱発

電

蒸気フラッシ

ュ発電

普及 桜島の南側に 150℃以上

の地熱を有する地域がご

く僅か分布している

・現在の技術では開発は困難であ

るが、地熱の利用可能範囲を拡

大するための技術開発（バイナ

リー発電）が国内外で進められ

ていることから、その動向を注

視しながら長期的視野に立ち、

将来的な利用に向けて研究

バイナリ―発

電

普及 桜島全域で 53～120℃の

地熱を有する地域が分布

している

（市内の泉温は高いとこ

ろでも 60℃前後）

波力発電 実証、

開発

錦江湾の波力エネルギー

は 10kW/m 以下と推定さ

れる

・波力発電に適した波力エネルギ

ーは 20～70kW/mであることか

ら、活用の可能性は低い

海洋温度差発電 実証、

開発

錦江湾では、春季から夏季

にかけては 10℃以上の温

度差がみられるが、秋季か

ら冬季にかけては上下層

の温度差が小さい

・現在の技術では、表層海水と深

層海水との温度差が年間平均で

20℃以上ある地域に適用可能と

されていることから、活用の可

能性は低い
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再エネ種類
技術

段階
賦存状況 本市における活用可能性

海流・潮流発電 実証、

開発

錦江湾には、安定した大き

な海流のエネルギーを得

る地点はなく、潮流の流速

も遅い

・25 年度の国の海流発電実証フィ

ールドへの県の応募を踏まえ、

静穏域としての錦江湾と産業集

積を有する本市の特性を生か

し、海流発電の研究開発拠点を

創出

潮汐力発電 普及 錦江湾の潮位差は、2m 程

度である

・実用化されている海域の平均潮

位差は 5m以上であることから、

活用の可能性は低い

熱電発電 実証、

開発

－ ・基礎研究段階のものが多く、変

換効率の低さやコストが主な原

因で実用化に至っていないこと

から、活用の可能性は低い

圧電発電 実証、

開発

－ ・実用化段階になく、導入事例も

実証実験のみであることに加

え、実用化にあたっては材料開

発が必要とされていることか

ら、活用の可能性は低い

バイオ

マスエ

ネルギ

ー

食品系バイオ

マス

普及 バイオマス資源の中で最

も賦存量が多い

・整備計画が進められているバイ

オガス施設におけるガス化

木質系バイオ

マス

普及 食品系バイオマスの次に

賦存量が多い

・除間伐材等の集積（安定供給）

から消費（需要喚起）に至る事

業スキームを構築

農業残渣、草

本系バイオマ

ス、畜産ふん

尿、下水汚泥

普及 賦存量が少ない ・賦存量の面から活用の可能性は

低い

太陽熱利用 普及 全国的に見ても日射量が

多く、他のエネルギーに比

べ賦存量が多い

・市民、事業者、市による導入を

推進

温度差熱利用（河川水、

海水、地下水、下水、地

中熱、温泉熱）

普及 地中熱は比較的賦存量が

多いが、河川水、海水、地

下水、下水、温泉熱は少な

い

・建物の新築等に合わせて地中熱

の導入を促進

工場等排熱利用 普及 工場や変電所等の排熱は

ある

・既存街区への導入の困難さや高

いイニシャルコスト等から、活

用の可能性は低い

雪氷熱利用 普及 積雪等はほとんどない ・活用の可能性は低い


