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●再生可能エネルギーの主な取組み地域

天然ガスや石炭、石油から得られるエネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱、水力といった再生可能エネルギーは無限
に存在するクリーンなエネルギーです。
CO2を排出せず、国内で生産できることから、日本での導入は年 増々加しています。

日本は現在、太陽光発電、風力発電、地熱発電などの
再生可能エネルギーの利用拡大を進めています。

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー

太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に存在
するエネルギー。

動植物などから生まれた生物資源「バイオマス」を直接燃焼するな
どして発電する方法。

押さえておきたいワードはこれ！

出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計 時系列表（参考表）」（2022.11）をもとに作成

●主要国の再生可能エネルギー発電量の比率  2020年
　（日本：2020年度）

●日本における再生可能エネルギーによる発電量の推移

再生可能エネルギー バイオマス発電

原子力化石燃料（天然ガス・石炭・石油等）

関西電力グループは、
再生可能エネルギーの主力電源化を目指しています。

＊四捨五入の関係で合計が100とならない場合があります。
出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2022」
　　 （2023.2）などをもとに作成

国内案件の運転開始（竣工済）および
取組中案件の設備容量
約392万kW
                                 （2023年2月時点）

バイオマス 風力地熱水力 太陽光

結構、
  あるんじゃな。

再エネ比率
19.8%

日本は自然が豊かなんだし、
自然のエネルギーだけで
やっていけないものかのぉ？

緑がいっぱいで風も気持ちいいし、和歌山はサイコー。
なんだか心が癒やされるのぉ。

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは天候に左右されるため
安定的な電力供給が難しく、火力発電と組み合わせた運用が必要です。
このため関西電力グループでは、再生可能エネルギーの利用拡大とともに、

火力発電のゼロカーボン化にも力を入れています。

再生可能エネルギーだけで
全部をまかなうんは難しいねん。

山崎太陽光発電所

淡路貴船太陽光発電所

淡路風力発電所

堺太陽光発電所 有田太陽光発電所

近鉄花吉野ソーラー発電所

けいはんな第二太陽光発電所

けいはんな太陽光発電所

若狭高浜太陽光発電所
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和歌山メガソーラー発電所
92,400ｋＷ（当社持分46,200ｋＷ）

播州メガソーラー発電所

1,000kW

高砂ソーラーステーション

赤穂西浜太陽光発電所

若狭おおい太陽光発電所

【国内における関西圏外での開発例】
　● バイオマス発電所
　　 福島いわきバイオマス発電所
　　　112,000kW（当社持分56,000kW）
　　　2022年4月運転開始
　● 風力発電所
　　 秋田洋上風力発電
　　　138,600kW（当社持分5,544kW）
　　　2023年1月運転開始
　● 水力発電所
　　 新坂上発電所（仮称）・新打保発電所（仮称）
　　　4,300kW・4,960kW
　　　2026年3月・2025年2月運転開始予定

（億kWh）

伸び率

約4%

約8%伸び率
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（発電電力量に占める割合：％)
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こちらのＱＲコードで
記事がご覧頂けます。

再エネをもっと増やすため、「系統」へのつなぎ方を変える
再エネの大量導入を進める中で、系統につなぐまでに時間がかかる、つなぐ
ための費用が高いという、「系統」の課題が顕在化しています。
全国で始まった「ノンファーム型接続」という取り組みをご紹介します。

太陽光は、災害に起因した被害の発生に対する安全面の不安や、景観や環境への影響等をめぐる地元との調整における課題
が顕在化し、自治体において、一定規模以上の開発に対して届出等を義務付ける等の条例を定める動きがあります。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/non_firm.html

最小需要日(5月の晴天日など)の需給イメージ

再エネは季節や天候によって発電量が変動し、安定供給のためには火力発電などの出力調整が
可能な電源や、蓄電池と組み合わせてエネルギーを蓄積する手段の確保が必要です。

電気を安定して使うには、常
に発電量(供給)と消費量(需
要)を同じにする必要がありま
す。そのため、再エネの出力の
上下に対応出来る火力発電な
どで、発電量と消費量のバラ
ンスをとる必要があります。

長期固定電源（原子力、水力、地熱）長期固定電源（原子力、水力、地熱）

火力発電火力発電

風力発電、バイオマス発電風力発電、バイオマス発電

朝 昼 夜

火力発電の制御火力発電の制御
焚き増し焚き増し

太陽光の余剰電力の制御

焚き増し焚き増し

制御制御

制御制御

電力需要

発電出力
太陽光太陽光

再エネだけでエネルギーを賄うことはできないのですか？Q
A

2030年度のエネルギーミックスでは、3,300～3,500億kWhの再エネ導入を目指します。
太陽光発電のみでなく風力発電の導入や、新築住宅のZEHの導入の強化など、再エネ導入の
最大化と同時に、安全面の不安や環境への影響を最小化する政策を進めていきます。

再エネの主力電源化のために、どのような政策を進めていきますか？Q
A

再エネの主力電源化

災害に起因した太陽光発電設備に係る被害例 景観に影響を及ぼしている事例

太陽光
陸上風力
洋上風力
地熱
水力

バイオマス

690億kWh

77億kWh

ほぼ0億kWh

28億kWh

819億kWh

262億kWh 471億kWh

934億kWh
68億kWh

302億kWh

107億kWh

1244億kWh
現時点導入量 2030年度目標導入量

導入促進の政策強化
・系統増強等を通じた風力の導入拡大
・新築住宅のZEH目標達成　など
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太陽光の余剰電力の制御

焚き増し焚き増し

制御

制御

電力需要

火力発電の制御
火力発電

風力発電、バイオマス発電

長期固定電源（原子力、水力、地熱）

太陽光

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、発電時にCO2を出さない環境面に
優れた国産エネルギーです。しかし、まとまった電力を得るには広い土地が必要で、発電量が
季節や天候によって大幅に変動する不安定さも併せ持っています。
その対策として、足りなくなった電力を素早く補える火力発電所がバックアップとして必要であ
り、他にも生み出した電気を安く大量に蓄積する手段の確保等が課題です。また、国内の再
生可能エネルギーの大量導入に向け、送電線の運用方法の見直しや、送電線の増強などの
取組みが進められています。

再生可能エネルギーは環境にやさしく、燃料が枯渇する心配がない一方で、
発電量が天候に左右されるというデメリットもあります。

火力発電は発電量を調整しやすい反面、発電時にCO2等を排出するといった環境面でのデメリットがあります。
関西電力グループでは、火力発電所を活用した水素の混焼・専焼発電の実現に向けた検討や、CCUS※の実現に向けた
研究開発・実証に取り組んでいます。

関西電力グループでは、火力発電のゼロカーボン化を目指し、
ゼロカーボン燃料（水素・アンモニア）混焼や、CCUS技術の研究開発・実証に取り組んでいます。

緊急時用に空けておいた容量の一部を、もし事故が起こった時には瞬時に遮断する装置を使うなどして、平常時に活用することへの見直しなど。
送電線の運用方法の見直し

再生可能エネルギーのような発電量が変動しやすい電力の割合
が大き過ぎると、電気の使用量と発電量のバランスをとるのが難しく
なるので、電気が安定して届かなくなる可能性があります。
そうなると、工場の機械などにも影響し、生産される製品が欠陥品と
なったり、ご家庭の家電製品が壊れたり、最悪の場合、停電につな
がることもあります。

電気は使用量と発電量を
常に同じにする必要があります。

水素は、多様な資源から製造できるため、国内での製造や、海外からの資源調達先の多様化を通じ、日本のエ
ネルギー供給・調達リスクの低減に貢献するエネルギーです。
また、再生可能エネルギーによる水の電気分解や、化石燃料とCCUSを組み合わせるなど、CO２を出さない方法
で生産することで、カーボンフリーなエネルギーとして活用可能なため、脱炭素社会実現に向けた「鍵」と言われ
ています。
関西電力グループは、水素の社会実装に向けて、水素を「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」、水素サプライ
チェーンの構築に取り組んでいます。

カーボンニュートラル実現に向けた鍵となる
「水素」って？

出典：資源エネルギー庁「日本のエネルギー2022」（2023.2）をもとに作成

発電所

●最小需要日（5月の晴天日など）の需給イメージ

●水素の受入から混焼・専焼発電までのイメージ

●水素エネルギーの特徴

燃焼時にCO2を出さない

CO2 CO2 CO2

さまざまな方法で生成される

受入設備 液化水素貯槽 送ガス気化器 水素ガス圧縮機 ガスタービン

天然ガス

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーを支えるために、
日中、太陽が十分に照り発電量が多いときは

火力発電を抑え、雨や曇りで発電量が少ないときは
火力発電を増やすなどして発電量を調整してるんやで。

再生可能エネルギーを
大量に導入すると

バランスをとるのが難しくなるねん。

押さえておきたいワードはこれ！

※排ガスからCO2を回収し、有効利用または地中等に貯留する技術。
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水素受入・貯蔵設備 水素ガス化・供給設備 発電設備
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水素も
エネルギーに
なるんじゃな。

雨や曇りで減った太陽光発電
の発電量を火力発電が補う
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