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はじめに

自然エネルギーを巡る世界情勢は、急激に変化しており、国連持続可能な

開発サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」や、国連気

候変動枠組条約第24回締約国会議（ＣＯＰ２４）で採択された「パリ協定

の実施指針」に沿って、世界の多くの国々では、自然エネルギーの導入拡大

を柱とする、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速しています。

また、企業活動においても、国内外での「ＥＳＧ投資」の拡大を背景に、

「ＲＥ１００」や「ＳＢＴ」など、脱炭素化への取組みが急速に進展してい

ます。

日本でも、2018年７月に策定された「第５次エネルギー基本計画」の中

で、自然エネルギーが「主力電源」に位置付けられるとともに、2019年６

月に国連に提出された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」にお

いては、自然エネルギーをはじめとした「環境イノベーション」による「環

境と成長の好循環」の実現を図り、2050年までの温室効果ガス排出80%

削減、さらには、脱炭素社会の実現に向けた具体的な方向性が示されました。

本県では、2012年３月に「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策

定、2015年12月に改定を行うとともに、2016年10月には、全国に先駆

け「脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例（愛称「すだちくん未

来の地球条例」）」を制定し、県内に豊富に存在する自然エネルギーに加え、

究極のクリーンエネルギー「水素」の導入を積極的に推進し、「自然エネル

ギー協議会」会長県として、脱炭素社会の実現に率先して取り組んで参りま

した。

その結果、2020年度の目標値である、本県の「自然エネルギーによる電

力自給率25%」を前倒しで達成するなど、着実に成果を上げてきました。

こうした取組みを更に推進するとともに、自然エネルギーを取り巻く急激

な社会・経済情勢の変化に対応するため、これまでの戦略を大幅に見直し、

本県が実現すべき未来の姿「2050年ビジョン」や、そこに至るための野心

的な「2030年度の目標」、その達成に向けた実効性の高い４つの「戦略プ

ロジェクト」をとりまとめた新たな戦略として、「自然エネルギー立県とく

しま推進戦略～脱炭素社会の実現へ！～」を策定いたしました。

今後は本戦略に基づき、これまで進めてきた地域資源を活かした「エネル

ギーの地産地消」や「災害に強いまちづくり」に加え、「環境とビジネスの

両立」や「水素エネルギーの社会実装の加速」など、脱炭素社会の実現に向

け、時代を先導する意欲的な取組みを進めて参ります。

徳島県知事 飯泉 嘉門
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Ⅰ 戦略の背景

１ 戦略改定の趣旨

（1）地球温暖化対策に向けた歩み

近年、世界の平均気温は上昇を続け、世界各地において豪雨や干ばつ、生

息地の喪失による生態系の変化が発生するなど、気候変動は人類を含む自然

界全体を大きく揺るがす脅威となっています。

こうした課題に立ち向かうため、2015年12月に国連気候変動枠組条約

第21回締約国会議（ＣＯＰ２１）において「世界の平均気温上昇を産業革

命以前に比べて２℃未満に抑える」ことなどを掲げた「パリ協定」が採択さ

れました。さらに、2018年12月に開催された国連気候変動枠組条約第24

回締約国会議（ＣＯＰ２４）では、パリ協定の実施指針が採択され、日本を

含め世界各国が協力して「脱炭素社会」の実現に向けて動き出しています。

本県においても、2016年10月に全国に先駆けて「脱炭素」を掲げた条

例、「脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」（愛称「すだちく

ん未来の地球条例」）を制定し、温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」

と気候変動の影響に適切に対処する「適応策」を両輪とした地球温暖化対策

にいち早く取り組んでいます。

（2）日本のエネルギー情勢

日本は、ほとんどのエネルギー源を海外に依存しており、燃料の輸入に何

らかの問題が発生した場合、エネルギーの確保に支障を来すことが懸念され

ます。これは、世界のエネルギー情勢の変動が、日本のエネルギー安全保障

にも多大な影響を与えることを意味しています。

また、日本が輸入するエネルギー源のほとんどは、石炭や石油などの化石

燃料であり、そうした燃料を継続的に利用することは、地球温暖化対策の観

点からも重大な問題となっており、二酸化炭素を排出せず、国内で賄えるエ

ネルギーを利用していく構造へと社会のあり方を変えていく必要があります。
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図1-1-1 エネルギー自給率の国際比較

（出典）経済産業省資源エネルギー庁

「再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック 2018年度版」

（3）自然エネルギーへの期待

そこで注目されているのが、太陽光や風力などの自然の力をエネルギーに

変換する「自然エネルギー」です。自然エネルギーを導入することは、エネ

ルギー自給率の向上、化石燃料からの脱却、ひいては地球温暖化対策につな

がります。

このため、本県では、「太陽光」「水力」「風力」など、環境負荷の少ない

自然エネルギーに加え、究極のクリーンエネルギー「水素」の導入を積極的

に推進し、「脱炭素社会」の実現をリードすべく取り組むとともに、「自然

エネルギー協議会」会長県として、自然エネルギー導入に向けた支障事例と

その解決策を盛り込んだ政策提言などに取り組んでいます。

（4）「自立・分散型」エネルギーシステムへの転換

2011年の「東日本大震災」や、この震災に伴う東京電力福島第一原子力

発電所の事故、さらに2018年の「北海道胆振東部地震」では、電力の安定

供給に支障が生じ、一極集中型の電力供給システムにおける課題が浮き彫り

になりました。

徳島県においても、近い将来に南海トラフ巨大地震の発生が懸念されてお

り、従来の大型発電所による一極集中型の電力供給システムから、災害に対

応できる「自立・分散型」の電力供給システムへの転換は急務となっていま

す。
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さらに、自然エネルギーによる「自立・分散型電源」は、地域が生み出し

たエネルギーを地域で消費する「エネルギーの地産地消」にもつながり、地

域内での資金循環や新たな雇用の創出などによる経済の活性化が期待されて

います。

●自立・分散型電源とは？

「自立型電源」とは、外部からの電源を必要とせず、単独で給

電可能な電源のこと。

また、「分散型電源」とは、比較的小規模で、かつ様々な地域に

分散している電源の総称。

「自立型電源」が「地域に分散」することにより、電源供給のリ

スクが分散でき、災害時に強いとされています。

（5）戦略の改定に向けて

国際社会においては、自然エネルギーの普及が進んだことによる導入コス

ト低下に端を発し、環境に配慮した「ＥＳＧ投資」が急速に拡大しています。

本県でもこうした流れを先取りし、事業活動の全てを自然エネルギーで賄う

「ＲＥ１００」への対応など、ビジネス分野における「脱炭素化」を推進し

ていく必要があります。

また、2018年7月に閣議決定された国の「第５次エネルギー基本計画」

においても、「再生可能エネルギー（自然エネルギー）の主力電源化」が謳

われており、全国的にも自然エネルギー導入に向けた更なる取組が求められ

ています。

こうした背景から、これまでの「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」

の基本方針である、「自然エネルギーの導入促進」、「地域資源を活かしたエ

ネルギーの地産地消」、「災害に強いまちづくり」を踏まえた上で、ビジネ

ス分野における「脱炭素化」をはじめ、変化していく社会情勢を反映しつつ、

より意欲的な取組を進めていくため、新たな戦略を策定しました。
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●ＥＳＧ投資とは？

従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）

・企業統治（Governance）要素も考慮した投資のこと。気候変動

などの長期的なリスク管理や、企業の新たな収益創出の機会を評価す

る指標として注目されています。

●ＲＥ１００とは？

RE100とは、2014年に開始した企業が自らの事業の使用電力を

100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な企業連合の

こと。

2019年3月現在、参加企業は166社（うち、日本企業は17社）と

なっています。
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●自然エネルギーとは？

太陽、風力、水力、バイオマス、地熱など自然の力をエネルギー

源として生成される電気や熱エネルギーを「自然エネルギー」と言

います。一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が

枯渇しないエネルギーとして「再生可能エネルギー」とも言われて

おり、本戦略においては「自然エネルギー」と「再生可能エネル

ギー」は同義で使用しています。

主な自然エネルギー

○太陽光発電 ○太陽熱利用

○風力発電 ○温度差熱利用

○水力発電 ○バイオマス熱利用

○バイオマス発電 ○雪氷熱利用

○地熱発電 ○バイオマス燃料製造

○海洋エネルギー（波力、潮流、海流、潮汐力発電等）

自然エネルギーは、投資コストが高いことや、天候などの自然条件

で供給力が大きく左右され、安定性に欠けるなどの課題もあります。

東日本大震災を契機として全国各地で導入が進む中、安価で高性

能なソーラーモジュールの生産や、大型風力発電の計画や洋上風力

発電の開発など、自然エネルギーの分野は急速に技術革新、低価格

化が進んでいます。

（出典）経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
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2 エネルギーを取り巻く状況

（1）世界のエネルギー動向

世界のエネルギー消費量は、経済成長に伴い増加傾向にあります。

現在、主流である石油をはじめとした化石エネルギーは無尽蔵ではなく、

また、化石エネルギーを消費すると二酸化炭素が排出されてしまいます。

途上国の需用拡大等により、価格の不安定化や二酸化炭素の排出量の増大

といった問題が起こっており、今後もその傾向は続いていくと予測されて

います。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）によると、2030年の世界のエネ

ルギー消費量は、2016年と比べて約1.2倍～1.3倍に拡大するとされて

います。

2016年時点の世界のエネルギー消費全体に占める太陽光、風力などの

シェアは3.2%と、まだまだ大きくありませんが、近年は技術革新と普及

拡大により導入コストが低下し、今や世界の自然エネルギー導入量は新規

電源の３分の２を占めています。今後、自然エネルギーの比率は、ますま

す拡大していくと予想されます。

図1-2-1 世界のエネルギー消費量の推移（エネルギー源別、一次エネルギー）

（注）端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある。

（出典）経済産業省資源エネルギー庁「平成29年度エネルギーに関する年次報告」
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一方、2015年12月に開催されたCOP21においてパリ協定が採択さ

れ、産業革命前と比べた気温上昇を2℃未満に抑えること、さらに1.5℃

までに抑えるよう努力することが盛り込まれました。その後、各国におい

てパリ協定の批准が順調に進み、2016年11月に発効しました。

さらに2018年10月、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による

「1.5℃特別報告書」が公表され、2018年12月に開催されたCOP24で

は、参加するすべての国に適用される実施指針が採択されるなど、今後、

世界各国は地球温暖化対策により一層積極的に取組んでいくと考えられま

す。

地球温暖化のためにも、自然エネルギーへの期待はますます高まってい

ます。

●パリ協定とは？

2015年12月にフランス・パリで開催されたCOP21において

採択された2020年以降の温室効果ガス排出削減のための新たな

協定。

歴史上初めて、先進国・開発途上国の区別なく気候変動対策に

取り組むことを義務づけた合意であり、公平かつ実効的な気候変

動対策のための協定です。

図1-2-2 各国の温室効果ガス削減目標

（出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより
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●1.5℃特別報告書とは？

2018年10月、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

が作成した、1.5℃の気温上昇にかかる影響、リスク及びそれに対

する適応、関連する排出経路、温室効果ガスの削減（緩和）等に関

する特別報告書。

・ 世界の平均気温は、2017年時点で既に１℃上昇

・ 気候変動の深刻な影響を回避するためには、1.5℃目標をめ

ざす必要がある

・ 1.5℃目標達成には、2050年のCO2排出量を実質ゼロにす

る必要があり、世界全体で更なる取組みが必要である

ことなどが報告されています。

（2）世界で進むビジネスを取り巻く情勢の変化

世界は、パリ協定の発効により、脱炭素社会へ向けて大きく舵を切りは

じめました。

また、エネルギー、経済成長、気候変動など、直面する環境・経済・社

会の複合的な課題の解決に向けて、ＳＤＧｓの考え方に基づき、「持続可

能な社会」の構築に踏み出しています。

これらを背景に、世界ではビジネスを取り巻く情勢が急速に変化し、企

業経営における脱炭素化への取組が、グローバルなサプライチェーンへの

参加や投資家の投資判断に大きな影響を与えるようになってきています。

例えば、国際社会では、環境・社会・企業統治に配慮した「ＥＳＧ投

資」の拡大が加速しています。

また、世界の平均気温上昇を２℃未満に抑えるための企業の温室効果ガ

ス削減目標を設定する「ＳＢＴ（Science Based Targets）」に取り組

む企業や、事業活動の全てを自然エネルギーで賄う「ＲＥ１００」を宣言

する企業が増えてきています。
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こうした動きは、国内でも広がりつつあり、環境問題に加え、人口減少

や少子高齢化など様々な課題に直面している日本においても、いわゆる

「環境と成長の好循環」を生み出し、脱炭素化の流れを加速させていくと

ともに経済・社会の諸課題の同時解決を図っていくことが重要なテーマと

なっています。

地方においても、脱炭素社会へ移行する過程において、地域資源である

自然エネルギーを活用することにより、地域に投資を呼び込み、地球温暖

化対策への取組と地域経済の活性化を同時に達成していくことが求められ

ています。

●ＳＤＧｓとは？

2015年、国連持続可能な開発サミットで採択された「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた国際目標

のこと。

2030年までに達成すべき１７のゴールと169のターゲットで

構成されています。

図1-2-３ SDGｓ達成すべき１７のゴール

（出典）外務省「持続可能な開発目標」（SDGｓ）について
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●サプライチェーンとは？

原材料調達・生産管理・物流・販売までの一連の流れのこと。

気候変動に対する取組が、大手企業のサプライチェーンへの参加

条件となった場合、取組を行っていない企業は、大手企業の製品

の部品等を供給することができなくなります。

●ＳＢＴとは？

SBT（Science Based Targets）とは、産業革命時期比の気

温上昇を「２℃未満」にするために、企業が気候科学に基づく削

減目標を設定すること。

「企業版２℃目標」とも呼ばれて

います。
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3 国のエネルギー政策

（１）背景

東日本大震災をきっかけに、電力需給の逼迫、地球温暖化対策に取り組

む中での化石燃料への依存拡大といった様々な課題に直面し、日本のエネ

ルギー政策は、国民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定確保のため、

また、安全で持続可能なエネルギー源として、自然エネルギーの導入促進

を加速させる大きな転換点を迎えました。

さらに、前述のパリ協定における日本の中期目標は、2030年度の温室

効果ガスの排出を2013年度の水準から26%削減するというものになっ

ており、低炭素社会の実現に向けた取組を進めています。

（２）最近の国内動向

2012年7月に再生可能エネルギー源を用いて発電した電気を、国が定

める固定価格で一定の期間、電気事業者に買取を義務づける「固定価格買

取制度（ＦＩＴ）」がスタートし、新たな事業者の参入や地域での取組が

広がりました。

2018年７月に経済産業省が公表した「第５次エネルギー基本計画」で

は、「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けた取組を行うとされ、20

30年に向けた基本的な方針や、2050年に向けたシナリオが示されまし

た。

2018年９月に発生した「北海道胆振東部地震」による影響で引き起こ

された大規模停電（ブラックアウト）では、太陽光などの自然エネルギー

発電設備が自立・分散型電源として機能を発揮しました。

2018年11月には、一般海域における洋上風力発電の利用ルールなど

を定める「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促

進に関する法律」が成立し、今後、国内で洋上風力発電の導入に向けた動

きが本格化していくと考えられます。

また、「エネルギー安全保障と地球温暖化対策の切り札」として位置づ

ける水素エネルギーについては、2017年12月に将来ビジョンとして

「水素基本戦略」が策定され、2019年３月にその目標達成に向けたアク

ションプランとして「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が策定されるな

ど、国を挙げて水素社会実現に向けた取組みが進められています。
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（３）今後の課題

固定価格買取制度の開始以後、太陽光発電を中心として自然エネルギー

の導入は急激に伸びています。一方で電力系統の制約が課題となっており、

「日本版コネクト＆マネージ制度」の導入や、全国の大手電力会社の費用

負担による「地域間連系線の増強」の方針が示されるなど、対策が進めら

れています。

また、生活環境や防災上の懸念をめぐる事業者と周辺住民とのトラブル、

自然環境保全との調和など新たな問題が顕在化しており、法令遵守や地域

との共生に向けた制度整備が急がれています。

さらに、2019年以降、住宅用太陽光発電のＦＩＴ制度の買取期間が順

次終了する、いわゆる「2019年問題」や2030年代から急増する見込み

の「使用済み太陽光パネルの廃棄問題」などへの適切な対応が、今後の自

然エネルギーの普及拡大にとって重要な課題となっています。

図1-3-1 第５次エネルギー基本計画における2030年、2050年に向けた考え方

（出典）「新しいエネルギー基本計画の構成」（経済産業省資源エネルギー庁）より
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4 徳島県の現状と課題

徳島県では、2012年に「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を策

定し、全国トップクラスの支援制度の創設や適地マップの公開により、メ

ガソーラーをはじめとする自然エネルギーの誘致に積極的に取り組み、太

陽光発電を中心に県内各地で自然エネルギーの導入が進みました。

また、2015年に戦略の改定を行い、「自然エネルギーによる電力自給

率を2020年度に25%、2030年度に37%」という目標を掲げ、

・国への政策提言を通じた自然エネルギーの普及支援

・融資による自然エネルギー等の導入支援

・防災拠点や避難所への太陽光発電設備、蓄電池等の導入による機能強化

・使用時に温室効果ガスを排出しない水素エネルギーの普及促進

などに取り組んできました。

201６年には「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条

例」を制定し、再生可能エネルギー及び水素エネルギーの積極的な利用を

促しています。

しかしながら、現状ではまだまだエネルギーの多くを石油や石炭などの

化石燃料に頼っており、エネルギーコストの多くを県外、さらには海外に

流出しています。

「環境首都とくしま」を掲げる本県では、豊富に存在する自然エネルギ

ーを活用することにより、地球温暖化対策を加速するとともに、エネルギ

ーの「地産地消」により、化石燃料調達資金の県外への流出を抑え、地域

経済活性化を実現することが重要なテーマとなっています。

さらに、切迫する南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害にも対

応できる「自立・分散型電源」としての自然エネルギーの有効活用も求め

られています。

●徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例とは？

脱炭素社会実現に向けて、気候変動の「緩和」及び「適応」に

関する施策にいち早く取り組むため、徳島県が制定した条例。

愛称「すだちくん未来の地球条例」。
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