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Ⅴ 計画推進体制

１ 各主体の役割

本県における自然エネルギー等の導入を加速する一方、化石燃料の消費

を減らし 「環境首都・新次元とくしま」の実現に向け、県民・事業者・、

行政等、あらゆる各主体が連携・協働した、まさに「産学官金労言」に

よる県を挙げた取組みが必要となることから、各主体それぞれの役割等に

応じた基本的な行動指針を明らかにします。

(1) 県民の役割・責務

次世代へ明るい未来を引き継いでいくため、県民一人ひとりが自然

エネルギーの意義や必要性に関する理解を深め、自然エネルギーの導入

に努めることが期待されます。

◆自然エネルギーに関する学習会等への積極的な参画と理解

◆住宅用太陽光発電設備の設置、環境性能に優れた次世代エコカー

（燃料電池自動車（ＦＣＶ 、電気自動車など）の導入をはじめ、）

環境に配慮したライフスタイルの実践

(2) 事業者の役割・責務

事業活動において常に環境保全への意識を組み込み、主体的に自然

エネルギー導入を図るとともに、それぞれの分野から自然エネルギーに

係る研究、技術開発の推進や支援、適時的確な情報発信が期待されます。

◆事業所への自然エネルギーや燃料電池の導入及び小水力、小型風力

発電など自然エネルギー発電事業への参入

◆燃料電池をはじめ分散型エネルギー社会の構築に資する新たなエネ

ルギー技術の研究開発と普及

◆個人や事業者が意欲的に取り組む自然エネルギー導入を後押しする

支援

◆自然エネルギーに係る多様な取組みを広く収集し、県下全域へと

波及させる効果的な情報発信
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(3) 市町村の役割・責務

市町村は住民に最も身近な地方公共団体であり、住民や事業者に対し、

自然エネルギーの導入促進のための情報提供や普及啓発、協働による

活動の促進など、より効果的できめ細かな促進策が行うことができます。

また、地域特性を活かした「エネルギーの地産地消 「地域活性化」」

に資する自然エネルギーの導入に自ら率先して取り組むことが期待され

ます。

◆適地マップをはじめ地域情報の収集、展開

◆地域特性を活かした自然エネルギー導入策の検討、実践

◆自然エネルギー・燃料電池自動車の率先的導入

(4) 県の役割・責務

県は率先垂範して自然エネルギーや燃料電池自動車を導入するとともに、

市町村や民間の取組みを支援し 「次期・自然エネルギー立県とくしま、

推進戦略（仮称 」を展開することにより、県内の自然エネルギー等の）

普及を加速させ、目標の達成を目指します。

◆自然エネルギー・水素エネルギーの導入を加速する普及啓発

◆推進戦略の進行管理と施策の着実な実行

◆新技術や先導的取組みの率先垂範

◆地域と一体となった推進体制づくり

◆国への具体的促進施策と規制緩和に係る政策提言
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２ 推進体制

本県における自然エネルギー等の導入促進、施策の効果的展開を図るため、

県や市町村、県民、事業者との連絡調整や情報交換を図る体制を整え、

県を挙げて自然エネルギーを推進します。

(1) 自然エネルギー立県とくしま推進委員会

産学民官の有識者の知見により、当推進戦略の策定と実施状況の検証を

行い、本県における自然エネルギーの普及・拡大を戦略的に展開します。

(2) 徳島県自然エネルギー戦略プロジェクトチーム

太陽光に続く新たな自然エネルギーの導入やエネルギーの地産地消、

自然エネルギーによる地域活性化に加え、様々な先進事例、技術革新など

幅広く意見交換を行い、県の施策に活かしていきます。

(3) 徳島県水素グリッド導入連絡協議会

県内における「水素供給体制の構築」や「燃料電池自動車（ＦＣＶ）

の普及」に向けた意見交換や課題検討を行い、水素を新たなエネルギー

として活用する「水素グリッド社会」の構築を目指します。

(4) 県・市町村再生可能エネルギー連絡協議会

県と市町村が連携し、県下全域での「エネルギーの地産地消 「地域」

活性化」を推進します。

(5) 自然エネルギー協議会

３４道府県の正会員、２００社もの準会員により、自然エネルギー

普及・拡大に向けた情報交換並びに情報共有、機動力を活かした国への

スピーディな政策提言を行います。



87

Ⅵ その他

１ 用語解説

アルファベット

■BEMS（ベムス）

Building Energy Management System（ビルディング エネルギー

マネジメント システム）の略称。ビル内の配電設備、空調設備、照明

設備、換気設備、OA機器等の電力使用量のモニターや制御を行うための

システム。

■EV（イー・ブイ）

Electr ic Vehic le（エレクトリック ビークル）の略。バッテリー

（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る電気自動車のこと。

■HEMS（ヘムス）

Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメ

ント システム）の略。電気やガスなどの使用量をモニター画面などで

「見える化」したり、家電機器を「自動制御」したりし、家庭で使うエネ

ルギーを管理するシステム。

■J（ジュール）

熱量を表す単位。水1gの温度を1℃上げるのに要する熱量は1calで

あり、1calは約4．187Jに相当。1GJは県内一世帯のおおよそ5日分の

電気消費量となる （当戦略では1GWh＝3，600GJで積算）。

■LED（エル・イー・ディー）

Light Emitting Diode（発光ダイオード）の略。電気を流すと発光す

る性質のある半導体で、消費する電力が少なく長持ちすること、材料に水

銀などの有害物質を含まないこと、熱の発生が少ないことなどから環境負

荷が低い発光体として注目されている。

■MDF（エム・ディー・エフ）

Medium Density Fiberboard（中質繊維板）の略。建材や家具に使

われる木質ボードの一種で、木材の繊維を取り出して接着剤と一緒に圧縮

成型しており、製品は表面の平滑性や均質性に優れている。
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■PHV（ピー・エイチ・ブイ）

Plug－in Hybrid Vehicle（プラグインハイブリッド自動車）の略。外部

電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車で、走行時にCO2や排気

ガスを出さない電気自動車のメリットとガソリンエンジンとモーターの

併用で遠距離走行ができるハイブリッド自動車の長所を併せ持つ自動車。

■V2H（ブイ・ツー・エイチ）

Vehicle to Home（ビークル・トゥ・ホーム）の略。電気自動車への

充電と、電気自動車から住宅やビル等への電力供給を行う双方向装置のこと。

■W（ワット）

消費電力を表す単位。電圧の単位はV（ボルト 、電流の単位はA（アン）

ペア）で表される。例えば、100V の電圧で、10A の電流が流れている

回路は、1000W（1kW）の電力を消費する。1kWh（キロワット時）とは、

1kWの仕事率で1時間消費した時の電力量を意味する。

ア行

■一次エネルギー

自然界に存在するままの形で利用されるエネルギー源のこと。石炭や

石油などの化石燃料、原子力の燃料であるウラン、水力・太陽・地熱等が

ある。一方、電気・ガス・ガソリン・都市ガスなど、一次エネルギーを

変換又は加工して得られるエネルギーを二次エネルギーという。

■エコハウス

環境への負荷を低減した住宅。地球環境を保全する観点から、エネルギ－・

資源・廃棄物などの面で十分な配慮がなされ、また周辺の自然環境と親密

に美しく調和し、住み手が主体的にかかわりながら健康で快適に生活でき

るよう工夫された住宅。されに身近に手に入る地域の材料を使うなど、

環境に負担をかけない方法で建てられた住宅。

カ行

■系統

系統（電力系統）とは、発電から送電、変電等を経て需要家までに至る

電力の生産から消費までを行う設備全体を指す。系統連系は発電設備が

電力会社の商用電力系統に接続されること。住宅用の太陽光発電などは

低圧の配電線と連系されている。
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■固定価格買取制度（FIT：フィード・イン・タリフ、フィット）

2012年7月1日に施行された「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」に基づき、太陽光発電や小水力、バイオマス

発電等の再エネ電源からの電気を、一定期間・固定価格で買い取る制度。

サ行

■最終エネルギー消費量

最終消費者によって利用されたエネルギーの消費量で、一次エネルギー

供給量から、発電所などのエネルギー転換のロスを除いたもの。最終エネ

ルギーには電気やガソリンなどの二次エネルギーとして利用される場合と、

石炭などの一次エネルギーがそのまま利用される場合がある。

■再生可能エネルギー

自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーの総

称。比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないため、地球環境

への負荷が少ないエネルギーと言われている。（P.3 図1-2-1「自然エネ

ルギー等の分類」を参照）

■次世代エコカー

ハイブリッド車や低燃費設計のガソリン車に続く、環境性能に優れた車である

電気自動車（EV 、燃料電池自動車（FCV 、プラグインハイブリッド車） ）

（PHV）等のこと。

■自然エネルギー

太陽光、風力、小水力、太陽熱、地熱その他の自然界に存する熱、

バイオマスなどの自然由来で持続的利用が可能なエネルギーであり、

狭義には「新エネルギー」から「リサイクル・エネルギー（廃棄物等から

生成されたエネルギー 」を除いたものとされている。）

なお、本推進戦略においては、広義に「絶えず資源が補充されて枯渇する

ことのないエネルギー」、「利用する以上の速度で自然に再生するエネルギー」

という意味で 「再生可能エネルギー」と同義で使用。、

■小水力発電

再生可能エネルギーの一つで、本書では一般河川や農業用水路、上下

水道施設などの既設の水路における水流の勢いや落差を利用する、出力

1,000kW未満の小規模な水力発電を意味します。
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■新エネルギー

「再生可能エネルギー」のうち、技術的に実用段階に達しつつあるが、

経済面での制約から普及が十分でないもので、非化石エネルギーの導入を

図るために必要なもの。一般的に再生可能エネルギーから大規模水力発電

と海洋エネルギーを除いたものをいう。（P.4 図1-2-1「自然エネルギー

等の分類」を参照）

■水素グリッド

水素を新たなエネルギーとして幅広い分野で活用すること。水素は輸送

や貯蔵が可能で、送電線による電気供給の補完やバッテリーに代わる機能

が期待されている。

■水素ステーション

燃料電池自動車等へ高圧の水素を供給する施設のこと。

■スマートグリッド

電力インフラと通信インフラを融合させた次世代のエネルギー供給シス

テム。通信技術を利用した制御により、電力の需要と供給のバランスを取

ることで、再生可能エネルギーの有効利用と、送電ロスの低減や電力の安

定供給を図ることができる。

■創エネ・省エネ・蓄エネ

「創エネ」は太陽光発電等でエネルギーを創ること 「省エネ」はライ、

フスタイルの転換等で電力量を削減すること 「蓄エネ」は創ったエネル、

ギーを蓄電池で蓄えること 「創エネ・省エネ・蓄エネ」を組み合わせる。

ことでエネルギーの最適活用を実現することが求められている。

タ行

■太陽光発電システム

太陽電池やパワーコンディショナなどを組み合わせて、太陽の光を電気

に変換する発電システム。

■蓄電池

充電によって繰り返し使用できる電池。鉛蓄電池、ニッケル水素電池、

リチウムイオン電池、NAS（ナトリウム硫黄）電池等の種類がある。

バッテリーや二次電池とも呼ばれる。気象条件に左右されやすい風力・

太陽光発電の出力変動の抑制や電力需給のピークカット、停電時バック

アップ対策等への活用が注目を集めている。
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■中水力発電

一般に明確な定義はないものの、本書では比較的規模の小さい出力

1,000kW以上、1万kW未満の水力発電としています。

ナ行

■燃料電池

水素と酸素を電気化学的に反応させることで電気を発生させる装置のこ

と。エネルギー効率が高く、使用段階でCO2を排出しないため環境負荷が

小さい。

家庭用では、ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて

発電し、このとき発生する熱でお湯もつくる高効率の家庭用燃料電池とし

て販売されている。

■燃料電池自動車（FCV）

水素を燃料とし、搭載する燃料電池で酸素との化学反応によって発電し、

モーターを回して走る自動車のこと。走行時には水しか排出しない究極の

エコカーとして期待されている。

ハ行

■ハイブリッド自動車（HV）

複数の動力源を組み合わせて使用する自動車のこと。ガソリンエンジン

と蓄電池や回生装置（ブレーキにより発生する熱を電気エネルギーに変換

する装置）とを組み合わせた車などが代表的である。

■バイオマスエネルギー（Biomass Energy）

バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源の総称。バイオマス

エネルギーはバイオマスから得られる循環型エネルギーで、石油代替エネ

ルギーの一つ。バイオマス発電では、この生物資源を「直接燃焼」したり

「ガス化」するなどして発電する。本県では間伐材や廃材、農産物、鶏糞

など、様々なバイオマスがエネルギー源として期待されている。

■バイオマスタウン構想

バイオマスを資源として再利用するシステムを構築し、地域において

循環型社会をめざす構想。
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■ピークカット

電力需要に供給が追い付かない緊急ピーク時に、電力消費を制御すること。

東日本大震災を機に、生活の混乱や経済活動の停滞を招く停電を避けるため。

め、需要側の主体的な取組みが求められている。

■賦存量（ふぞんりょう）

ある資源の潜在的な存在量のこと。基本計画では、設備の設置可能面積、

平均風速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギー資源

量のことを指す。賦存量では、種々の制約要因（土地の傾斜、法規制、

土地利用、居住地からの距離等）は考慮されていない。

マ行

■マイクロ水力発電

小水力発電のうち、特に100kW以下程度の小規模なものを言う。

（NEDO「マイクロ水力発電導入ガイドブック」より）

■メガソーラー

1MW以上の出力を持つ太陽光発電システムのこと。再生可能エネルギー

の基幹電源として期待されており、固定価格買取制度（ＦＩＴ）により

急速に普及してきた。


