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はじめに 

 
2008年 9月のリーマンショックから日本経済は立ち直りつつあるものの、円高や原油価
格の上昇、資源リスクの増大など、経済情勢は引き続き不安定・不透明である。 

こうした中、国は 2010 年 6月に「新成長戦略」を策定し、20年近く続く閉塞状態を打
ち破り「強い経済」の実現に向けた戦略が示された。この「新成長戦略」においては、強

みを活かす成長分野としてグリーン・イノベーションが掲げられ、新エネルギーはその中

核をなす分野として位置づけられている。 

世界経済の中でアジア圏が重要性を高める一方で、産業競争力のかげりが見え始めたわ

が国は、今般の経済危機を一つの契機として新たな産業への展開が求められている。 

このような歴史的な転換点を迎えて、本県においてもこの流れを捉えて飛躍するため、

実効性のある産業政策を講じて行かなければならない。 

本産業戦略では眼前に広がる新エネルギー産業という大きな市場に対し、本県がどのよ

うにしてこれを捉えて行くかを短期から中長期に亘って示すものである。 

 なお、本産業戦略は 2010 年度末の策定を目指して作業を進めていたため、2011年 3月
11 日の東北地方太平洋沖地震及びこれに起因する福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故
については前提に含んでいない。そのため、今後の国のエネルギー政策の動向を踏まえ、

新エネルギーの導入及び関連産業を巡る情勢が著しく変化する場合は、適宜、見直しを図

ることとする。 
 
 
 
１） 戦略の位置付け 

本産業戦略は、「ふるさと秋田元気創造プラン」の「産業経済基盤の再構築戦略」の中に

位置付けられるものである。 

 
 
２） 戦略の対象範囲 

本産業戦略の範囲は、新エネルギー機器・部品・部材等の製造、新エネルギー機器に関

連する各種製造・サービス業及び新エネルギー等供給業とする。なお、新エネルギー等供

給業に関しては、通常の新エネルギーの定義には含まれず、再生可能エネルギーとして位

置付けられているフラッシュ型地熱発電を含むこととする。このため本産業戦略では、こ

れらをまとめて示す場合は、「新エネルギー等」と記載する。 
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３） 計画期間 

計画期間は 2011年度から 2020年度とする。 

 

 
風力発電、太陽光発電、小水力発電、燃料電池、 

次世代自動車、蓄電池、スマートグリッド関連機器、 

パワーエレクトロニクス機器、 

省エネルギー機器（ＬＥＤ、ヒートポンプ給湯器） など 

新エネルギー機器・部品・部材等の製造 
 

部品等の製造設備・装置、 

機器・部品等の検査装置、 

ソフトウェア開発、 

設備工事、 

メンテナンス、 

リサイクル   など 
 

風力、地熱（フラッシュ型発電含む）、太陽光、 

小水力、バイオマスによる発電・電力供給事業 など 

関連する各種製造業 
及び サービス業 

新エネルギー等供給業 

新エネルギー産業の範囲 

パワーデバイス 

※小水力：出力1,000kW以下の水力発電 
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第1章  戦略策定の背景と目指す姿 

 
1.1 世界の潮流 

○ 資源制約によるエネルギー確保の必要性 

国際エネルギー機関（IEA）によれば、アジア圏を中心とした新興国の経済成長に
伴い、世界の一次エネルギー消費量は年々増大する見通しである。一方で、エネル

ギー供給では在来型の石油産出量が減少し、より高価な非在来型の割合が高まると

ともに、石油価格は今後上昇トレンドを示すことが予測されている1。 
そのため、石油価格上昇の影響を受けないエネルギー源の確保を目的に、各国で

再生可能エネルギーの導入の動きが進められている。 
 

○ 二酸化炭素排出量の抑制と両立する経済成長 

先進国を中心に地球温暖化対策に対する取り組みが求められ、二酸化炭素排出量

の抑制と経済成長が両立できる産業構造へのシフトが進むことが予想される。新興

国においても、2009年 12月の COP15において GDPあたりの排出量を抑制する目
標が掲げられたところである。 
このような流れは、太陽電池や LED等の新エネルギー機器や省エネルギー機器の
需要を拡大させる要因として働くと考えられ、新エネルギー関連産業の世界的な成

長が予想される。 
 

○ 加速する再生可能エネルギーの産業化 

2009年の米国グリーン・ニューディール政策に見られるように、経済成長の牽引
役としても再生可能エネルギー産業に注力する動きが広がっている。中国では 2010
年末までに省エネルギーや主要汚染物質の排出削減等に約 2,100 億元（約 3 兆円）
の投資を、韓国では 2012年までに約 50兆ウォン（約 3.7兆円）を拠出して約 96万
人の雇用を創出することを表明するなど、各国で環境・エネルギー分野への大規模

な投資が実施又は計画されている2。 
 

                                                   
1 「World Energy Outlook 2010」（IEA、2010年 11月） 
2 「諸外国のグリーン・ニューディール」（国立国会図書館、2009年 4月） 
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1.2 国内の現状と展望 

1.2.1 地球温暖化問題及びエネルギー安全保障への対応 
○ エネルギー自給率を2030年に倍増とするエネルギー基本計画の目標 

2010年 6月に改定された「エネルギー基本計画」では 2030年におけるエネルギ
ー自給率（現状 18%）と電源構成に占めるゼロエミッション電源（原子力及び再生
可能エネルギー）の割合（現状 34%）をそれぞれ倍増させることを目標として掲げ
ている。 
また、一次エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合を、2020年までに 10%
に引き上げることを目標としている。 

 
○ 25%に設定された温室効果ガス排出削減の中期目標 

2009年 12月の COP15において、わが国は 2020年までの温室効果ガス排出量削
減の中期目標を 1990年比 25%減とした。 
中期目標達成に向けた対策・施策のパッケージを検討するため、環境省では地球

温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会を設置し、調査・検討を進めている。

2010年 3月に発表された同検討会のロードマップ（案）では 2020年の再生可能エ
ネルギー等の導入目標は次のとおりとされている。 

 

表 1 地球温暖化対策中長期ロードマップに見る 2020 年までの再生可能エネルギー等導入目標 

 実績（2005年） 導入目標（2020年） 

風力発電 109万 kW 1,131万 kW 

地熱発電 53万 kW 171万 kW 

太陽光発電 144万 kW 3,700-5,000万 kW 

中小水力発電 40万 kW 165-600万 kW 

ハイブリッド車（HV） 6.2万台 120万台 

電気自動車（EV） ― 70万台 

 

○ 太陽光発電の余剰電力から全種全量へと拡張される再生可能エネルギーの買取制度 

太陽光発電の導入促進のため、2009 年 11 月から住宅用太陽光発電を対象に余剰
電力をこれまでより高額で電力会社が買い取る余剰電力買取制度が開始された。 
さらに、2012年度には再生可能エネルギーの導入目標を達成するために、買取対
象を太陽光発電の余剰電力から太陽光発電（住宅用を除く）、風力発電、中小水力発

電（3万 kW以下）、地熱発電、バイオマス発電による全発電量へと拡大した「再生
可能エネルギーの全量買取制度」（以下、「FIT制度」という）の導入が計画されてい
る。FIT制度では、発電された電力の全量が、これまでの価格より高額な固定価格で
長期間買取られることから、発電事業の事業性が向上し、再生可能エネルギーの導

入が加速されると期待されている。 
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ただし、FIT制度の導入によって生じる電気事業者のコスト上昇分については、需
要家（国民）が薄く広く負担することが予定されている。 

 
〔参考〕再生可能エネルギーの全量買取制度（FIT制度）について 

 

再生可能エネルギー源を用いて発電された電気について、一定の期間・価格で電気事業

者が買取ることを義務付ける「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

特別措置法案」が第 177回通常国会（2011年 1月～）に提出された。施行期日は公布から

1年以内とされている。 

同法案の説明資料3によれば、買取対象、価格及び期間について以下のように設定されて

おり、幅を持って記載されている買取価格と期間については制度開始時点までに定めるこ

ととされている。 
 

買取対象：太陽光、風力、中小水力（3万kW未満）、地熱及びバイオマス 
（これら以外の再生可能エネルギーが買取対象とされる場合には、政令で定められる） 

買取価格：15～20円/kWh 
（太陽光発電は当初は高い買取価格を設定し、太陽光発電システムの価格低下に応じて、徐々に低減） 

買取期間：15～20年 
（太陽光発電は住宅用では10年、住宅用以外では15～20年） 

 
○ 首都圏主導で拡大する温室効果ガスの排出量取引 

東京都において 2010 年度より始まった大規模事業所を対象とした CO2排出量取

引制度は、2011年度には埼玉県でも実施されるほか、関西広域連合（10府県）にお
いても類似の制度が検討されている。 
東京都と埼玉県の制度では、排出削減義務の履行に再生可能エネルギーによる環

境価値（再エネクレジット）が利用できることから、再生可能エネルギーに対する

需要の拡大が期待される。 
 

1.2.2 低迷が見られる経済情勢及び製造業の競争力 
○ 低成長が続く見通しのわが国の経済 

新興国が高い成長率を維持する一方で、1970-1980年代には 3％から 6%の範囲で
推移していたわが国の実質 GDP成長率は今後 10年間 1%台と低迷し、その結果、世
界の GDPに占める日本のシェアは 2000年の 15%から 2020 年には 6%前後に低下
する見通しとされている4。 

 

○ 新興国の台頭とわが国製造業の競争力低下 

わが国製造業は新興国のキャッチアップを受けて競争力にかげりが見られるよう

になっているが5、その背景にはビジネスモデル上の課題が指摘されている。例えば、

                                                   
3 「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案」の概要（経済産業省、2011
年 3月） 

4 「World Economy Outlook 2010」（IMF、2010年 7月） 
5 国際経営開発研究所（IMD）の国際競争力ランキングによれば、1993年には 1位であった日本の競争力
は、2009年には 57カ国中 17位、2010年には 27位となっている。 
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DRAM やカーナビなどでは組合せ分業モデルと呼ばれる生産形態の広まりにより、
国内メーカーが当初独占状態であった世界シェアがアジアの新興国によって急速に

奪われている6。 
 

○ 強みを持つ新エネルギー関連製造業 

一方、新エネルギー機器やその材料においては、新成長戦略で強みを生かす分野

と位置づけられているように、国内メーカーが高い世界シェアを有しているものが

見られる（太陽電池の透明導電膜付基板 87%、リチウムイオン電池のバインダ（正
極）78%等7）。 
従来わが国製造業が競争力を有している高度部材や高機能材料については、今後

も優位性を維持するものと予想される。ただし、2010年半ばに小型リチウムイオン
電池の生産量で韓国企業に首位を奪われる8等、一部には普及期を迎えて市場シェア

を失いつつある製品も見られることから楽観することはできない状況である。 
 

1.2.3 新たな成長分野として振興策が進められる新エネルギー産業 
○ 2020年における市場規模10兆円が政府目標とされた再生可能エネルギー関連産業 

産業構造ビジョンによれば、わが国製造業の競争力低下が見られる中、新エネル

ギー関連では依然として多くの製品・技術で優位を保ち、かつ市場成長が期待され

る。 
また、2010年 6月 18 日に閣議決定された新成長戦略では強みを生かす分野の成
長戦略の一つとして「グリーン・イノベーションによる環境エネルギー大国戦略」

が掲げられている。同戦略では、2020年までに環境エネルギー分野で 140万人の雇
用と 50兆円（内、再生可能エネルギーで 10兆円）の市場創出が目標とされている。 

 
○ 低炭素社会の実現に向けたエネルギー・社会システムの実証事業の展開 

国内における低炭素社会の構築や海外の都市インフラ事業への進出支援等を目的

とした実証事業が次々に計画又は実施されている。 
2010年度から国の次世代エネルギー・社会システム実証事業が横浜市、豊田市、
けいはんな学研都市、北九州市の4地域において始まり、スマートグリッドを構成す
るために不可欠なエネルギーマネジメントシステムの構築をはじめとした様々な実

証が予定されている。 
また、新成長戦略では「未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくりで世

界トップクラスの成功事例を生み出し、国内外への普及展開を図る」ための環境未

来都市の創設が提唱されている。 

                                                   
6 「産業構造ビジョン 2010」（産業構造審議会産業競争力部会、2010年6月） 
7 「グリーンマテリアル市場の全貌」（2010年 5月、㈱富士経済） 
8 日経産業新聞 2010年 12月 3日付け記事より 
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1.3 新エネルギー関連の市場予測 
○ 今後大きく成長する国内の新エネルギー機器の市場規模 

2020年における新エネルギー機器の国内市場を分野別に見ると、規模では次世代
自動車と蓄電池が大きく、2009年からの増加率では燃料電池が大きい（表 2）。 

 
表 2 新エネルギー機器の国内市場規模9（2009年、2020年） 

(億円/年) 

 
次世代 

自動車 
蓄電池 燃料電池 

スマート 

グリッド 
太陽電池 風力 小水力 

2009 年 8,039 4,688 159 1,412 1,359 817 6.5 

2020 年 32,070 16,097 7,854 5,698 4,871 944 14 

増加率 4.0 倍 3.4 倍 49 倍 4.2 倍 3.6 倍 1.2 倍 2.2 倍 

（出典：㈱富士経済予測（2010）を基に作成） 

○ 国内市場の数倍の規模で、大きく成長する海外市場 

2020 年の新エネルギー機器の世界市場規模は次世代自動車が 15 兆円と最も大き
く、次いで太陽電池が 7.4兆円などと予測されている（表 3）。 

 
表 3 新エネルギー機器の世界市場規模（2009年、2020年） 

(億円/年) 

 
次世代 

自動車 
蓄電池 

スマート 

グリッド 

太陽 

電池 
風力 

パワー 

デバイス 

パワーエレ

クトロニクス

機器 

LED 

（白色） 

2009 年 18,857 24,968 5,930 19,406 30GW 10,302 303 万台  3,474 

2020 年 147,070 50,670 38,800 73,882 49GW 17,117 5,672万台 14,500 

増加率 7.8 倍 2.0 倍 6.5 倍 3.8 倍 1.6 倍 1.7 倍 19 倍 4.2 倍 

（出典：㈱富士経済予測（2010）を基に作成） 

 
 

                                                   
9 例えば、2020年の風力発電の市場規模は風車 200基に相当。 
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1.4 本県の現状 

1.4.1 全般 
○ 全国に先駆けて進行する人口減少 

本県では 2010年 7月時点で高齢化率が 29.5%と、全国でも最も高齢化の進んだ県
の一つとなっている。今後もさらに人口減少と少子高齢化が進行し、2020年には高
齢化率は 36.5%と現状から 7 ポイント増加し、全国（2009 年＝22.7%、2020 年＝
29.2%）を約 10 年先行する形で推移すると予測されている10。また、生産年齢人口

は現状の 65万人から約 2割減少して 53万人になるものと見られる。 
○ 急速に進む農山村地域の活力低下 

特に中山間地域における高齢化は深刻であり、基幹産業である農業を巡る状況が

厳しさを増す中、地域の活力が急速に失われつつある。中山間地域の高齢化と人口

減少は、地域に雇用の場が少ないこと、病院や学校、商店などが遠くにあることで

暮らしの利便性が都市部と比べて劣ること、農業の大規模化が困難であることなど

の要因が複合的に作用して進行している。これらは中山間地域で典型的に見られる

課題ではあるが、農山村地域に広げて見ても概ねあてはまるものである。 
○ 低迷が続く本県の経済 

本県の実質経済成長率は、2007 年から 2020 年までの年平均で 0.38%と全国平均
の 0.81%を大きく下回るとする予測があり、現状の人口構造と産業構造では低迷し
つづけることが懸念される11。 

 
1.4.2 県内産業の現状について 
１）強み 

○ 電子部品・デバイス製造業の集積 

本県の製造業の強みは電子部品・デバイス製造業の集積である。2008年度の工業統
計によると製造品出荷額ベースで全国 10番目の規模、県内製造品出荷額の 34%（出荷
額構成比で第 1位）を占めている。 

○ 素材関連企業の立地 

非鉄金属や化学工業など素材関連の大手企業が秋田市及びその周辺を中心に立地し

ており、化成品製造や化学処理などの化学工業は県内製造品出荷額の 9%（出荷額構成
比で第 2位）を占めている。 

○ リサイクル産業の集積と金属リサイクル分野における高い技術 

県北部エコタウンエリアを中心にリサイクル産業が集積している。小坂町には金属

リサイクルの拠点となっている非鉄金属製錬所があり、周辺のリサイクル関連事業所

                                                   
10 秋田県の現在の高齢化率は秋田県 HP（秋田県健康福祉部による調査結果、URL：

http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1139298239060&SiteID=
0）より、2020年の高齢化率は日本の将来推計人口（国立人口社会問題研究所）を参照 

11 「都道府県別中期経済予測 2007－2020年度」（日本経済研究センター、2009年 4月 9日） 
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と連携し、使用済みの家電やパソコンなど様々なリサイクル対象物から金属を回収す

る体制が整備され、ベースメタルからレアメタルまで幅広く回収していることが、本県の

強みとなっている。 
 

２） 課題 

○ 完成品メーカーの不在 

本県の製造業の構造的特徴は、川下側の大手完成品メーカーが不在で、かつ部品等

の加工組立をはじめとする川中企業が中心となっていることである。このため、多く

の県内企業は新興国との競争や取引先の海外移転に直面している。また、完成品メー

カーの不在により、中間品、部品、部材、素材等を製造する企業間における連鎖関係

が弱いことも課題である。 
○ 低い生産性と雇用者報酬 

製造業の一人あたりの付加価値生産額や雇用者報酬が全国平均より低いことが課題

であるが、一人当たりの生産性が低い業種は多くの雇用を維持している側面もあるこ

とから、雇用の増大を図りながら生産性を向上させることが求められる。 
 

表 4 製造業の一人当たり付加価値生産額と雇用者報酬（秋田県、全国）12 

 付加価値生産額 
（百万円、2008年度） 

雇用者報酬 
（千円、2007年度） 

秋田県 6.8 3,546 

全国 12.1 6,365 
 
○ 低迷する製造品出荷額と雇用 

低迷を続けていた製造品出荷額はリーマンショックの影響を受けて更に低下し、

2009年度は 1兆 1,848億円（全国 43番目）と前年度の 1兆 5,558億円(全国 42番目)
を 23.8%下回る結果となっている。 
また、企業の業績低迷の影響で完全失業率も 2007 年以降年々上昇し、2009 年には

5.7%と全国 7番目の水準となっている13。有効求人倍率（2010年 11月）も 0.45倍と
全国（0.57倍）と比べて 2割ほど低くなっている。 

 
1.4.3 新エネルギー等の現状 
○ 新エネルギー等のポテンシャル 

現在、県内では特に風力発電（124千 kW、国内 5位）と地熱発電（88千 kW、国内
3位）の導入が進んでおり、国内における再生可能エネルギーの供給量は全国で 6番目
に多い14。 

                                                   
12 「工業統計」（経済産業省）及び「県民経済計算」（内閣府）より 
13 「労働力調査（モデル推計値）」（総務省統計局、2010年 3月） 
14 風力発電については「都道府県別風力発電導入量」（NEDO、2010年 4月）、地熱発電については「地
熱発電の現状と動向 2009年」（社団法人火力原子力発電技術協会、2010年 3月）、再生可能エネルギ
ーの供給量については「エネルギー永続地帯 2010」（千葉大学、2010年 12月）を参照。 
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また、県内における新エネルギー等の期待可採量（技術的に取り出すことができる

量）は、現状の 10倍以上と試算されており、開発余地が大きい。さらに、賦存量では
風力発電が 55,050千ｋW（全国 4位）、地熱 1,110千 kW（全国 3位）と、県内の新エ
ネルギー導入ポテンシャルは全国的に見て豊富と言える（表 5）。 

 
表 5 本県における新エネルギー等の導入実績とポテンシャル 

 導入量（2009年度末）15 期待可採量16 賦存量17 

風 力 124千 kW 1,032千 kW 
（2,920GWh/年） 55,050千 kW 

地 熱  88千 kW   393千 kW 
（3,271GWh/年）  1,110千 kW 

太陽光   6千 kW 1,810千 kW 
（1,360GWh/年） － 

小水力   7千 kW    37千 kW 
（112GWh/年） － 

 

注） 導入量・・・・・・・ 県内に設置されている新エネルギー等の設備容量の合計。 

 期待可採量・・・ 経済性は考慮せず、土地用途と法令及びエネルギーの採取・利用効率等の物理的

制約要因を考慮した上で、エネルギーとして利用が期待される量（下段）に対応した

設備容量（上段）。期待可採量から導入量を除いた量が、今後新規に開発が可能な

量となる。 

 賦存量・・・・・・・ 土地用途や法令、経済性などの制約要因とエネルギーの採取・利用効率は考慮せ

ず、理論的に算出できるエネルギー資源量に対応した発電設備を設置した場合の設

備容量。 

 

1.5 本産業戦略の目指すもの 

○ 本産業戦略の目的 

1.1で述べたように、新エネルギー関連産業の世界的な成長が予想される中で、わが
国においても、エネルギーの安全保障や地球温暖化対策としてのエネルギー源という

視点だけでなく、産業や雇用の面からも新エネルギー等に高い導入目標値が掲げられ、

これを達成するための支援制度等の整備も進みつつあることから、新エネルギー関連

産業は極めて有望な産業である。 
一方、本県が抱える経済の低迷や少子高齢化・人口減少、農山村地域の課題などを

解決し、安心して暮らせる豊かな社会を築くためには、課題の根源にある産業の低迷

と雇用の受け皿不足を解決の方向に導く新たなリーディング産業が望まれている。 

                                                   
15 秋田県調べによる。 
16 秋田県地域新エネルギービジョン（1998年度）、秋田県地域新エネルギービジョン（重点ビジョン、2009
年度）を参照。太陽光については、算定対象を住宅と事業所への導入量としている。 

17 「平成 21年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」（環境省,2010年 3月）を参照。地熱につい
ては 150℃以上の熱源、風力は陸上がそれぞれ対象となっている。太陽光発電と小水力発電は算定対象
が期待可採量及び導入量と異なるため、記載していない（太陽光発電は非住宅建築物のみ、小水力発電

は 10,000kW以下が算定対象。 
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そこで、本産業戦略では、新エネルギー関連産業の成長を本県の新たなリーディン

グ産業創出の機会と捉えるとともに、風力や地熱など豊富な地域のエネルギー資源を

活かしながらこうした課題解決を図ることにより、低炭素社会構築への貢献を通じた

産業振興、雇用創出を目指すものである。 
 
    戦略の目的 ： 低炭素社会構築への貢献を通じた産業の振興、雇用の創出 

 
○ 戦略構築の視点 

1.4で述べたように、本県では付加価値生産性の低さ、完成品メーカーの不在及び工
場の海外移転など製造業の抱える課題や地域の活力低下が見られる一方で、風力や地

熱などの地域のエネルギー資源に関しては高いポテンシャルを有している。 
これらのことから目的を実現するための戦略の構築に係る視点を次のとおりとする。 

 
視点１ ： 低炭素社会構築をチャンスと捉えた県内製造業の振興 

視点２ ： 豊富な新エネルギー等の活用による県民利益の創造 

視点３ ： 地域の活力向上に資する新エネルギー等の活用 

 
○ ３つの視点を踏まえた戦略の構築 

これら 3つの視点から、戦略の方向性を次のように定める。 
 
視点１：低炭素社会構築をチャンスと捉えた県内製造業の振興 

新エネルギー産業の成長という外部環境の変化を本県の製造業のおかれる状況を

打開する機会として捉え、関連する製造業の育成・創出を図ることを戦略Ⅰに位置

付ける。 
戦略Ⅰ  「新エネルギー分野の製造業を育成・創出する」 

 
視点２：豊富な新エネルギー等の活用による県民利益の創造 

FIT 制度の導入により生じる新エネルギー等の活用に対する好機と風力や地熱な
どの高いポテンシャルを活用し、県内経済や雇用への効果を最大限引き出すために、

新エネルギー等供給の先進県を目指すことを戦略Ⅱに位置付ける。 
戦略Ⅱ  「新エネルギー等供給の先進県を目指す」 

 
視点３：地域の活力向上に資する新エネルギー等の活用 

地域の身近な新エネルギーを活用し、地域の課題解決の一助となるような新しい

経済活動の芽を作ることを戦略Ⅲに位置付ける。 
戦略Ⅲ  「新エネルギーの身近な地産地消で新しい経済活動の芽を作る」 
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○ 他のビジネスへの波及について 

戦略Ⅰ～Ⅲを展開していくことにより、それらを支えるビジネスの創出や既存の製

品・サービスの高付加価値化等が期待される。 
例えば、風力発電や小水力発電には、設置の際の土木工事や定期的な電気・機械設

備の整備が必要であり、新エネルギー等による地場産農産物の高付加価値化や、風車

を集客の核とした産業観光なども生まれる可能性がある。このように、建設業や観光

業などにおいても、新たなビジネスの可能性が生まれるものと考えられることから、

次を戦略Ⅳに位置付ける。 
戦略Ⅳ  戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及させる 
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低炭素社会構築をチャンスと捉えた
県内製造業の振興

豊富な新エネルギー等の活用による
県民利益の創造

・全国有数の新エネルギー等の賦存量
風力 55,050千kW（全国4番目）
地熱 1,110千kW（全国3番目）

・活用可能性が高い広大な土地の存在

【秋田らしさ・強み】

【外部環境の変化・機会】

・再生可能エネルギーの全量買取制度（ＦＩＴ）の
導入等による新エネ等発電の事業性向上

新エネルギー等供給の
先進県を目指す

戦略Ⅱ戦略Ⅰ

新エネルギー分野の製造業を
育成・創出する

戦略Ⅳ
戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及させる

例 ： 発電設備等の建設・メンテナンス、新エネ等を活用した低炭素型観光、低炭素型農業 など

農山村地域の振興

低炭素社会構築への貢献を通じた産業の振興、雇用の創出

【秋田の悩み・製造業の課題】

・低迷する製造品出荷額
１兆2千億円（2009年度、全国43番目）

・低い付加価値生産性
6.8百万円／人（2008年度、全国42番目）

・低迷する雇用
有効求人倍率0.45倍（2010年11月、全国0.57倍）

【外部環境の変化・機会】

・新成長戦略（2010年6月閣議決定）
2020年まで140万人の雇用、50兆円の市場を創出

・新エネルギー機器市場の拡大
機器市場 2009年:2兆円→2020年:7兆円※１

【秋田らしさ・強み】

・電子部品・デバイス産業の集積（構成比34％）

・新エネ関連素材製造企業の存在
・新エネ素材（レアメタル等）のリサイクルに

活かせるエコタウン関連企業の集積 等

※1 富士経済㈱予測(2010年)、算定対象は太陽電池、蓄電池、燃料電池、次世代自動車、スマートグリッド関連機器、風力発電、小水力発電

※2 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（環境省、2009）、地熱は150℃以上、風力は陸上の賦存量

【秋田らしさ・強み】

・未利用の地域エネルギー
資源が身近に存在

小水力、地中熱、温泉熱、
太陽光、バイオマス 等

新エネルギーの身近な地産地消で
新しい経済活動の芽をつくる

戦略Ⅲ

他分野における
農山村振興策

・加速度的に進む少子高齢化
・公共施設、生活利便施設への

交通不便（学校、病院、商店等）
・積雪による生活不便 など

・低い付加価値生産性
・働く場所の不足
・農業の担い手不足
・バス路線廃止等による

交通不便

【秋田の悩み・地域が抱える課題】

農林、福祉、医療、
教育、交通、など

地域の活力向上に資する新エネルギー等の活用

【課題解決の一助として
新エネルギーを活用】

・地域エネルギー資源の組合せ利用
・地域グリッドや社会システムの構築

秋田県新エネルギー産業戦略のコンセプト

低炭素社会構築をチャンスと捉えた
県内製造業の振興

豊富な新エネルギー等の活用による
県民利益の創造

・全国有数の新エネルギー等の賦存量
風力 55,050千kW（全国4番目）
地熱 1,110千kW（全国3番目）

・活用可能性が高い広大な土地の存在

【秋田らしさ・強み】

【外部環境の変化・機会】

・再生可能エネルギーの全量買取制度（ＦＩＴ）の
導入等による新エネ等発電の事業性向上

【外部環境の変化・機会】

・再生可能エネルギーの全量買取制度（ＦＩＴ）の
導入等による新エネ等発電の事業性向上

新エネルギー等供給の
先進県を目指す

戦略Ⅱ

新エネルギー等供給の
先進県を目指す

戦略Ⅱ戦略Ⅰ

新エネルギー分野の製造業を
育成・創出する

戦略Ⅰ

新エネルギー分野の製造業を
育成・創出する

戦略Ⅳ
戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及させる

例 ： 発電設備等の建設・メンテナンス、新エネ等を活用した低炭素型観光、低炭素型農業 など

戦略Ⅳ
戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及させる

例 ： 発電設備等の建設・メンテナンス、新エネ等を活用した低炭素型観光、低炭素型農業 など

農山村地域の振興

低炭素社会構築への貢献を通じた産業の振興、雇用の創出

【秋田の悩み・製造業の課題】

・低迷する製造品出荷額
１兆2千億円（2009年度、全国43番目）

・低い付加価値生産性
6.8百万円／人（2008年度、全国42番目）

・低迷する雇用
有効求人倍率0.45倍（2010年11月、全国0.57倍）

【秋田の悩み・製造業の課題】

・低迷する製造品出荷額
１兆2千億円（2009年度、全国43番目）

・低い付加価値生産性
6.8百万円／人（2008年度、全国42番目）

・低迷する雇用
有効求人倍率0.45倍（2010年11月、全国0.57倍）

【外部環境の変化・機会】

・新成長戦略（2010年6月閣議決定）
2020年まで140万人の雇用、50兆円の市場を創出

・新エネルギー機器市場の拡大
機器市場 2009年:2兆円→2020年:7兆円※１

【秋田らしさ・強み】

・電子部品・デバイス産業の集積（構成比34％）

・新エネ関連素材製造企業の存在
・新エネ素材（レアメタル等）のリサイクルに

活かせるエコタウン関連企業の集積 等

※1 富士経済㈱予測(2010年)、算定対象は太陽電池、蓄電池、燃料電池、次世代自動車、スマートグリッド関連機器、風力発電、小水力発電

※2 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（環境省、2009）、地熱は150℃以上、風力は陸上の賦存量

【秋田らしさ・強み】

・未利用の地域エネルギー
資源が身近に存在

小水力、地中熱、温泉熱、
太陽光、バイオマス 等

新エネルギーの身近な地産地消で
新しい経済活動の芽をつくる

戦略Ⅲ

他分野における
農山村振興策

・加速度的に進む少子高齢化
・公共施設、生活利便施設への

交通不便（学校、病院、商店等）
・積雪による生活不便 など

・低い付加価値生産性
・働く場所の不足
・農業の担い手不足
・バス路線廃止等による

交通不便

【秋田の悩み・地域が抱える課題】

・加速度的に進む少子高齢化
・公共施設、生活利便施設への

交通不便（学校、病院、商店等）
・積雪による生活不便 など

・低い付加価値生産性
・働く場所の不足
・農業の担い手不足
・バス路線廃止等による

交通不便

【秋田の悩み・地域が抱える課題】

農林、福祉、医療、
教育、交通、など

地域の活力向上に資する新エネルギー等の活用

【課題解決の一助として
新エネルギーを活用】

・地域エネルギー資源の組合せ利用
・地域グリッドや社会システムの構築

秋田県新エネルギー産業戦略のコンセプト
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第2章 戦略Ⅰ 新エネルギー分野の製造業を育成・創出する 

 
 
2.1 県内企業による新エネルギー関連産業への取り組み 

2.1.1 新エネルギー関連産業進出ポテンシャル調査 
○ 調査の目的 

新エネルギー産業の市場動向及び県内企業の現状や新エネルギー分野への進出要

件・課題等について分析し、注力すべき分野や打つべき施策の方向性について検討す

るための情報・知見を得ることを目的として、次の①～③の調査を実施した。 

 

○ 調査の内容 

①新エネルギー関連市場の動向等に関する調査 

新エネルギー分野への進出支援策を策定する際に、注力すべき分野の判断材料と

するため、新エネルギー機器市場の規模、成長段階、構造などについて調査を行っ

た。 

②新エネルギー産業への進出に関するアンケート調査 

    県内企業の新エネルギー産業への進出状況、進出意向、進出の契機、進出の課題

等を把握し、戦略及び施策検討のための情報・知見を得るため、県内の電子部品や

機械金属などの加工・製造企業に対してアンケート調査を実施した。 

      アンケート実施期間 ：2010年 6月 25日～7月 23日 
      アンケート対象企業数：565社 

アンケート回答企業数：185社（回答率 33％） 
③新エネルギー産業への進出に関するヒアリング調査 

新エネルギー分野への進出要件や課題、今後の計画など、より具体的な情報・知

見を得るためにアンケートで新エネルギー分野に「進出済み」又は「進出計画あり」

と回答があった企業を中心にヒアリング調査を行った。 

      ヒアリング実施期間：2010年 7月 22日～9月 22日 
      ヒアリング企業数 ：40社 
 

◆ 製造業の育成・創出では、次の事項に取り組む。 
１）県内企業の技術を活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する。 
２）将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む。 
（将来の成長の種をまく） 

３）新エネルギー関連企業を誘致する。 
 



 15 

2.1.2 調査結果の概要 
○ 新エネルギー産業への進出状況 

アンケート調査の結果、既に新エネルギー産業に進出している県内企業は、回答

のあった 185社中 25社あり、次世代自動車向けの電力変換装置やヒーター、太陽光
発電パネル、小型風車をはじめ、様々な新エネルギー関連機器や部品などが製造さ

れていることが分かった。 
また、新エネルギー分野への進出に関する具体的な計画を有する企業も 17社あり、
集光型太陽電池の部品や LED照明器具、リチウムイオン電池の部材などが進出分野
として挙げられていた。 
新エネルギー機器や部品の製造以外に、太陽電池やリチウムイオン電池等の新エ

ネルギー機器のリサイクルに関する実績や進出計画を持つ企業も見られた。 
○ 新エネルギー産業への進出意向 

アンケート調査の結果、新エネルギー分野への「進出計画は無いが関心はある」

との回答が 185社中 68社から得られた。これらの県内企業が関心を示した分野とし
ては、太陽光発電（31社、46％）と次世代自動車（26社、38％）が多く、燃料電池
（13社、19％）、蓄電池（9社、13％）及びスマートグリッド関連（9社、13％）、
が相対的に少なかった18。 
また、関心を持っていると回答があった企業に各新エネルギー機器を構成する部

品・部材の製造の可否に関する質問を行ったところ、全部又は一部を「製造できる」

と回答があった部品・部材には、インバーターなどの電子部品が機械部品や金属部

品などと比べて相対的に多いと言う結果が得られた（表 6）。 
 

表 6 関心があると回答した企業が多かった部品・部材 

太陽光発電 
架台（15社）、フレーム（11社）、パワーコンディショナー（12社）、 

シリコンインゴット・ウェハ（10社） ほか 

風力発電 電力変換装置（7社）、鍛造機械部品（7社）、鋳造機械部品（7社） 

燃料電池 電力変換装置（5社） 

小水力発電 タービン（6社） 

蓄電池 リチウムイオン電池のその他部材（9社）、キャパシタのその他部材（6社） 

スマートグリッ

ド関連 

制御装置（8社）、充電装置（9社）、通信機器（7社）、電力用蓄電池（7社）、 

スマートメーター（6社）、無効電力補償装置（6社）、自動電圧調整器（6社） 

次世代自動車 コンバータ（14社）、インバータ（12社）、バッテリーボックス（7社） 

パワーエレクト

ロニクス機器 

インバータ（12社）、コンバータ（11社）、スイッチング電源（8社）、 

パワーコンディショナー（7社）、パワーモジュール（6社） 

製造装置 
その他蓄電池製造装置（8社）、その他太陽電池製造装置（6社）、その他燃料

電池製造装置（6社） 

設備工事・メンテ

ナンス 

太陽光発電の設備工事（10社）・メンテナンス（6社）、風力発電の設備工事（7

社）・メンテナンス（9社）、小水力発電の設備工事（9社）・メンテナンス（7

社） 

注）下線は関心があると回答のあった中で「製造可能」又は「一部製造可能」との回答が 10社

以上の部品・部材 

                                                   
18 関心を持つ分野を複数選択する設問のため、合計は 100％にならない。 



 16 

○ 新エネルギー産業への進出契機 
アンケート調査の結果、新エネルギー産業に進出済みの企業の進出契機として、

「関連する設備や技術を保有」が最も多く挙げられ、次いで、「取引先からの要請が

あった」と「市場の拡大が見込まれる」が挙げられていた。一方、新エネルギー分

野に「関心が無い」又は「進出できない」と考える理由として最も多かった回答は、

「自社の技術がどのような部品・部材に応用可能か不明」であった。 
○ 進出している新エネルギーの分野と製造段階 

アンケート及びヒアリング調査等で得られた情報から、県内企業による進出分野

や進出した企業などを製造段階別に整理すると次のような特徴が見られた。 
 

素材 

・  素材では太陽電池のシリコンウェハや蓄電池のセパレーターから、蓄電池の電解
液や風力発電のブレードコーティング剤のような機能性素材、パワーデバイス等

に利用される化合物半導体や LED のサファイア基板のような高度素材まで幅広
く製造している。 

・  素材段階に進出している企業の特徴としては、事業規模が比較的大きいことが挙
げられる。 

部品・部材 

・  部品・部材では太陽光発電システムの接続端子や蓄電池の筐体など、次世代自動
車向けパワーエレクトロニクス機器に利用されるプレス部品まで幅広く製造され

ている。 
・  特に部材では、加工技術に独自性や優位性を有している企業が進出している。 

複合部品 

・  複合部品ではインバーター、コンバーターやヒーターユニット等の次世代自動車
分野に進出している企業が他の分野と比べて多く、これらの企業では自動車会社

との共同開発が行われている。 
半製品 

・  半製品では風力発電機用の変圧器やリアクトルの製造を行う企業が見られる。 
・  これらの企業は、丁寧な作業によって信頼性を高めることで新興国の製品に対し
て優位性を持っており、安定的な受注を維持している。 

完成品 

・  完成品を製造する企業は素材や部品・部材と比べて少ないが、太陽光発電システ
ムや小型風車、LED照明器具などが製造されている。 

・  これらの企業は事業規模が比較的小さく、大手企業との競合を避けるためにニッ
チな製品に取り組んでいる。 
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○ 新エネルギー産業に進出済みの企業に見られる取り組み 

新エネルギー産業に既に進出した県内企業に対して行った聞取り調査の結果、こ

れらの企業に次のような取り組みが見られた。 
 

進出済み企業による取り組みの例 

・化合物半導体の基板を製造するＤ社 
半導体の素材を製造するＤ社では、自社だけでは担えない研究テーマについて
大学との共同研究を行っている。高度素材分野では研究開発が競争力を維持する
上で重要である。 

 
・ＨＶ向けコンデンサモジュールを製造するＡ社 

 コンデンサを製造するＡ社では、HVに使用されるコンデンサモジュールを自
動車会社の系列企業と共同開発している。開発には 3次元CADを使用するため、
社内で設計技術者が必要であり、県の講習会を利用して人材育成を図っている。 

 
・次世代自動車用インバーターの部品を製造するＫ社 

 精密板金を得意とする K 社では、県内の有力電子部品メーカーと共同開発体
制を組み、ＨＶやＥＶなどの次世代自動車用インバーターの部品製造に参入する
予定となっている。 

 
・ＥＶ用ヒーターユニットを製造するＬ社 

PTCサーミスタ技術を持つ L社では、自動車会社と共同で EV用のヒーター
モジュールを開発し、製造している。自動車用の複合部品は、耐久性や信頼性、
小型化など要求水準が厳しく、開発には相当の期間（最低でも２～３年程度）を
要するとしている。 

 
・Ｂ社が中核となる企業ネットワーク 

機械組立と制御技術を得意とする B 社では県内外や韓国の企業とネットワー
クを形成し、それぞれの得意分野で加工を分担する体制を築いている。ネットワ

ークによって自社だけでは対応しきれない加工内容でも受注することができる
ほか、自社保有設備を最小限とすることで効率化を図っている。 

 
・県北部（鹿角エリア）の企業ネットワーク 

2008年に鹿角市及び周辺エリアの異業種 5社が連携し、受発注の拡大や新製
品開発等を目的とする「ものづくりネットワーク鹿角」を設立し、活動を展開し
ている。 

 
・太陽光発電システムの製造に進出したＴ社 

電子部品を製造するＴ社では、技術者を外部から獲得して開発体制を整え、県
外の住宅メーカーと販売面での協力体制を築くこと等により、短期間で太陽光発
電システムの市場進出を果たしている。 
新分野への進出にあたり、市場拡大の機会を捉えるため、技術や人材、販路な
ど、自社外の資源を活用した事業モデルとして注目される。 

 
・ＬＥＤ照明器具を製造するＯ社 

 自動車用を主力に LED照明製品を自社開発しているＯ社では、大手と競合す
る分野は避け、ニッチな製品を重点的に開発している。 
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○ 県への要望事項 
進出済み又は進出計画を持つ企業からは、インフラや評価設備、人材などに関して

次のような要望や課題が挙げられていた。 

 

表 7 県への要望事項と課題 

カテゴリ 課題・要望の内容 

インフラ ・ 生産設備を増設しようとしたが送電線の容量が小さく、特別高圧線な

ど送電線の強化のための費用負担が大きい。→課題 

 

評価設備 ・ 製品開発のために自社単独で保有することが難しい高額の評価設備

が必要となるが、県内及び近県の試験研究機関には整備されていな

いため、首都圏の施設を利用しなければならず、機動性が低いことが

開発の障壁となっている。（例：LED 照明機器開発のための照度測定

設備、風力発電機開発のための風洞実験設備 など） 

 

人材関連 ・ 製品開発に必要な金型設計の人材が不足していることから、大学や

専門学校で金型関連の人材を育成してほしい。 

 ・ 営業や設計開発にかかる人材育成を支援してほしい。 

 ・ 増産に対応するための人員（非正規）が不足している。→課題 

 

補助制度・ 

税制 

・ 補助金申請手続きが煩雑である。 

・ 顧客開拓や産学連携による研究開発のため、マッチングアドバイザー

や産学官コーディネーターを増員してほしい。 

アドバイザー 

・ 営業、販路開拓、特許戦略に関するアドバイスがほしい。 

 

企業グループ ・ 新規参入するには複数の企業が得意分野を持ち寄って企業グループ

を作る必要があり、その場合にはコーディネーター役が必要である。 

 

産学連携 ・ 競争力を維持するためには研究開発が必要であるが、自社だけでは

全てを賄うことができないため、県外の大学と共同研究を行っている。

県内に共同研究のパートナーがいると助かる。 

 

 

 

○ 県内企業の技術基盤 

本県の強みである電子部品・デバイス関連や化学工業などの素材関連においては高

い技術力を有する企業が立地しており、新エネルギーや省エネルギー機器に欠かせな

いパワーデバイスやパワーエレクトロニクス機器に関する技術を有する企業も見られ

た。 
 
 



 19 

表 8 県内企業が手がける製品及び加工技術 

素材関連 化合物半導体基板（GaN、GaAs）、サファイア基板、シリコンウェハ、蓄
電池用の電極用素材、燃料電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池

用セパレーターの製造、GaN・SiC基板の研磨、リチウムイオン電池部品
のメッキ加工、自動車用窓ガラスの遮熱材、風力発電ブレードのフッ素コ

ーティングなど 
部品関連 ダイオード、チップコンデンサ、電解コンデンサ、抵抗器、給湯器向け圧

力センサ、太陽光発電システム用架台、PTCヒーター、変圧器、HV用イ
ンバーター・コンバーター、小型リチウムイオン電池用の保護モジュール、

蓄電池用の端子関連部材の製造及び基板実装、電極ニッケル水素電池部品

の腐食加工など 
製品 半導体・蓄電池・ウェハなどの製造・検査装置、太陽電池モジュール、太

陽電池応用製品（ソーラー街灯）、風力発電機、変圧器、LED 照明器具、
電力会社向け発電所監視制御用ソフトウェア 

注）下線はパワーデバイス、パワーエレクトロニクス関連技術 

 

 

2.1.3 調査によって得られた知見 
調査によって県内企業における新エネルギー産業への進出の課題や条件について、次

のような知見が得られた。 

 

○ 自社技術の活用が進出条件の一つである 

進出済み企業の多くは自社の設備や技術を進出分野に利用が可能であったことが

進出の契機になっており、自社技術の優位性の有無を判断することが難しい分野への

進出には慎重な考えを示している。このため、自社技術を活かせることが進出条件の

一つと考えられる。 
 

○ 新エネルギー産業には電子部品・デバイスと素材分野の強みが活かせる 

県内には、既に電子部品などの強みを活かして新エネルギー産業に進出している企

業がある。例えば、従来の主要製品であったコンデンサを応用して次世代自動車のイ

ンバーターに進出している企業やハンドドライヤー用の PTC サーミスタを応用して
電気自動車のヒーターモジュールを製造している企業が見られる。新エネルギー機器

や省エネルギー機器には電力変換に関連する電子部品・機器が多用されることから、

電子部品・デバイス製造業の集積が新エネルギー産業への企業進出に活かせるものと

考えられる。 

また、LEDや電力変換に使用されるパワーデバイスに関連する素材のほか、太陽
電池、蓄電池などの材料を製造する企業も見られることから、素材分野においても

こうした強みを活かせるものと考えられる。 
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○ 素材分野では研究開発が重要となり、大手企業が中心プレーヤーとなる 

新エネルギー関連機器の素材分野では高度な研究開発を続けることが競争力を維

持する上で必要であるが、研究開発にかかる負担が大きい。そのため、中小企業よ

りも、比較的大手の企業が素材分野の中心的な役割を担っていくものと考えられる。 
 

○ 中小企業による完成品製造には大手企業との差別化が必要である 

県内において新エネルギー関連機器の完成品を製造している企業は、大手企業と

の差別化を製品開発のポイントとしていた。こうした企業は小規模であり、大量生

産による製造コストの低減や販路開拓等の面で大手企業に対抗し得る競争力を確保

することは困難である反面、小回りや機動力を活かすことで、大手企業が手がけな

いニッチな製品開発や市場開拓などが可能と考えられる。 
 

○ 企業ネットワークによる複合部品への対応が始まっている 

部品製造に関連する企業については、顧客から複合部品（モジュール）化への対応

を求められる傾向にある。複合部品は複数の部材・部品で構成されることから、様々

な素材の加工や部品を製造する技術及び設備が課題となる。そのため、中小規模の製

造業では、異なる加工分野を得意とする企業間でネットワークを形成することにより、

こうした課題への対応が行われている。このような企業間の連携体制が構築されるこ

とにより、新しい製品や技術を開発するための取り組みに繋がる可能性も考えられる。 
 

○ 大手企業との共同開発のためには設計開発人材の養成が必要である 

自動車関連部品など、信頼性の要求水準が高い部品の製造では大手企業との共同

開発が進出の条件となる。訪問した企業では、大手企業が使用する 3次元 CADで作
成された図面のやりとりが必要となるため、3次元 CADを使用できる人員の養成が
課題とされている。 

 

○ 設計開発人材の確保・育成が課題となっている 

大手企業との共同開発に限らず、自社で新製品を開発する場合には設計や評価に

関する技術者が必要となることから、設計開発人材の確保・育成が課題とされてい

る。 

 

○ 県内の大学・試験研究機関に共同研究パートナーが求められている 

素材関連など自社で研究開発体制を有する企業では、研究開発を機動的に継続し

て行うためのパートナーとして、県内の大学や試験研究機関に特定の専門分野の研

究者が配置されることを期待している。このような事業化等の成果に繋がりやすい

研究開発体制を構築することが、県内において企業の立地を維持するための条件の

一つになり得るものと考えられる。 
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2.2 施策を検討する上での方針 

上述の調査結果と新エネルギー産業における動向などから、新エネルギー関連製造

業の創出・育成施策を検討する上での方針は、以下のとおりである。 

 
○ 進出済み企業は自社の培ってきた技術や設備を活かして進出の機会を得ている 

新エネルギー産業は成長途上の産業ではあるが、多くの新エネルギー機器は、先

行する企業によって一定の研究開発期間を経て市場が形成されている。そのため、

新規に進出する際には、技術や価格、ビジネスモデルなど何らかの優位性・新規性

が必要である。 
実際に、既に新エネルギー産業に進出している県内企業は自社の技術が適用でき

る分野を進出先としている場合が多く、進出意向調査でも進出の要件として「自社

技術が適用出来ること」が挙げられていた。 
したがって、進出を支援する際には、県内に技術基盤が存在する分野に注力する

ことが有効と考えられる。 
また、1.3 の表 2や表 3に示したように新エネルギー産業の中でも分野毎に市場
の規模や成長率が異なるが、一般的に市場の規模が大きく、成長率が高い分野の方

が進出機会が多いものと考えられることから、こうした分野へ技術を有する県内企

業が進出することを支援するものとする。 
 

 施策方針１：県内企業の技術を活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する 

 
○ 将来の市場拡大が見込まれる得意分野と次世代技術に取り組むことで機会をつかむ 

県内企業においては、既に新エネルギー分野に進出している企業も見られるが、

その動きは一部の企業にとどまっており、現状では研究開発や関連企業の集積で県

内に強みがあるとは言えない。 
一方、新エネルギー機器には貴金属、レアメタル、レアアースが多用されており、

リサイクル産業が集積する強みを活かすことができるものと考えられる。実際に県

北部エコタウンの中核を担うリサイクル企業では、リチウムイオン電池等のリサイ

クルへ進出する意向を表明している。そこで、近い将来、使用済みとなった新エネ

ルギー機器からのレアメタル等の回収が本格化することを見越し、効率的なリサイ

クル技術の開発や収集運搬等の社会システムの整備に向けた準備を進めることが必

要である。 
1.2.3で述べたような国の政策目標や産業振興施策を背景に、新エネルギー分野に
おける技術開発は企業等によって活発に進められており、今後、市場創成期・導入

期を迎えて革新的な次世代技術が次々に現れると予想されている19。そのような中で

                                                   
19 「技術戦略マップ 2010」（経済産業省、2010年 6月） 
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進出の機会をつかむためには次世代技術の研究開発を行っていることが前提となる。 
県内においても、既に一部の企業において次世代技術に関連する研究開発が始ま

っているが、新エネルギー産業を本県のリーディング産業として育成するためには、

市場の立ち上がり期に優位性を持って展開できるよう、次世代の技術分野における

研究開発を進めることが必要である。 
 

 施策方針２：将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む 

 
○ 関連する部品等供給企業群を形成する完成品等メーカーの立地が望まれる 

県内企業による新エネルギー産業への進出の動きはまだ始まったばかりである。 
新規参入に要するリードタイムを考慮すると、現実には県内企業による新エネル

ギー産業の拡大には時間を要するものと考えられる。このことから、新エネルギー

産業をいち早く本県のリーディング産業とするためには、既に新エネルギー機器の

製造を手がけている企業や事業化可能な技術を保有する企業等を誘致することが有

効である。 
県内には完成品メーカーが少なく、完成品又は複合部品メーカーが立地すること

で、部材や部品等の調達体制が県内で構築されるなどの波及効果も期待される。 
 

 施策方針３：新エネルギー関連企業を誘致する 
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2.3 施策方針から導かれる注力分野 

施策方針１：県内企業の技術を活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する 
ここまで述べてきたような新エネルギー産業を巡る国内外の動きや本県の強みと課題、県

内で始まっている新エネルギー産業への取り組みなどから、県内の技術を活かして市場拡

大が期待できるものとして注力する分野を次のとおりとする。 
 

注力分野１ ： 素材（パワーデバイス等の素材、機能性材料） 

県内には、新エネルギー機器・部品に多用される素材の製造や加工を行う企業が

立地している。 
最近では、新エネルギー機器の市場成長とともに需要の拡大が見込まれるパワー

デバイスや LEDに関連する素材製造企業が設備投資を行っているほか、化成品製造
企業も独自技術を活かして多方面に亘って機能性材料を提供するなどの展開を図っ

ている。こうした状況を踏まえると素材分野が引き続き拡大していくことが期待さ

れる。 
 このため、新エネルギー関連素材の製造・加工等を注力分野として位置付けるこ

ととする。 
 

注力分野２ : パワーエレクトロニクス機器・複合部品（モジュール） 

パワーコンディショナーやインバーター等、パワーエレクトロニクスは殆どの新

エネルギー機器に利用される技術であり、新エネルギー機器と共に市場が拡大して

いる。 

また、新エネルギー機器の部品製造にあたっては、高付加価値化で新興国との競

争に勝ち残る必要があること、部品のモジュール化に向けた対応がメーカーから求

められていることから、付加価値の高い複合部品の製造に取り組むことが必要であ

る。 
こうした中で実際に次世代自動車用の電源関係部品を製造している県内企業では、

メーカーと共同で複合部品を開発し製造を行っていた。 
このため、電子部品や関連する製造業の基盤を活かし、新エネルギー機器に付随

して市場拡大する「パワーエレクトロニクス機器」や、新エネルギー機器に組み込

まれる「複合部品」の製造を注力分野として位置付けることとする。 
 
注力分野３ ： 大手と競合しない完成品 

市場規模拡大に伴い、新エネルギー機器ばかりでなく、その周辺機器にも需要が

生まれると考えられることから、多様な製品が生まれ、完成品への進出機会が増す

ことが期待される20。また、県内製造業の課題である付加価値生産性の向上のために、

                                                   
20 例えば、電気自動車と共に、充電器や課金システムなど多様な機器やサービスが出現した。 
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加工組立から完成品への移行も求められる。 
一方で、県内企業は自社ブランドを持たない少量・多品種対応型企業が中心であ

ることから、実績や販売力の面で大手と比べて不利と考えられる。このため、県内、

の太陽光発電システムの製造を行う企業は携帯端末向け太陽電池モジュールを製造

するなど、大手の手がけない分野の開拓を展開している21。 
そこで、新エネルギー機器に関連する完成品の中でも、「大手と競合しない完成品」

を注力分野として位置付けることとする。 
 
 
 
 
〔参考〕パワーエレクトロニクス等に関する県内の集積状況 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
21 日経産業新聞記事 2010年 10月 22日付け記事より 

コンデンサ 

（県南B社、県南D社） 

サファイア基板（県南F社） 

インバーター 

（県南B社） 

DC-DCコンバーター 

（県南A社） 

サイリスタ 

（県央E社） 

ダイオード 

（県央E社） 

素材 

GaN基板（県央G社） 

シリコンインゴッド 
（県央H社） 

パワーコンディショナー 

（県北C社（計画）） 

（県内企業多数） 

パワーエレクトロニクス機器 

筐体 

ケーブル・コネクタ 

プリント基板 

その他の関連部品等 

パワーデバイス 
以外の電子部品 

図 1 県内企業が製造できるパワーエレクトロニクス機器とその部品・素材等 

パワー半導体 
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注力分野①：素材（パワーデバイス等の素材、機能性材料） 
【当該分野における現状】 

・ 県内には次世代パワーデバイスの素材である GaNやサファイア基板の他、燃料電池の
セパレーターやシリコンウェハ等の新エネルギー関連の素材を製造する企業が立地し

ている。 
・ 技術革新が進む分野であり、企業は研究開発の強化による競争力維持が求められる。 
 
【実施すべき施策①-1：注力分野の研究者の招聘】 

○ 概要 

県内企業が大学と共同でパワーデバイス等の素材分野の研究開発に取り組みや

すい体制を整備するため、研究開発パートナーを招聘する。 
○ 背景・理由 

機能性材料やパワーデバイス関連素材などを製造する素材関連企業は、研究開

発に係る人材や資金などの経営資源を有しており、素材開発には高度な専門的知

見を必要とすることなどから、これらの専門分野の研究者を擁する県外の大学と

共同研究体制を構築している。 
パワーデバイスや LED の素材を製造している企業に対するヒアリング調査で

は、県外の大学との共同研究を展開しているが、地元に専門的知見を有する研究

開発パートナーがいれば機動的な研究開発が展開できることから、秋田大学や県

立大学にこうした人材の配置を期待したいとの意見がある。 
現在、県内の大学や試験研究機関では、これら特定の専門分野の研究者が少な

いこと、研究者を育成するには相当の期間を要することから、素材関連企業のニ

ーズに対応するためには、県外から研究者を招聘することが有効策の一つと考え

られる。 
○ 対象企業 

既に GaNなどの化合物半導体や SiC、機能性材料等に関連する技術を有し、研
究開発体制を社内で築ける企業 

○ 実施主体 

大学[想定]、県（産業技術総合研究センター） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

企業のニーズに合った技術分野の研究者を見つけ出す必要がある。また、この

研究者を招聘するための受入れ態勢（対象とする技術分野に関する測定機器等の

設備、研究補助員の配置等）の整備も必要である。 
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注力分野②：パワーエレクトロニクス機器・複合部品 
【当該分野における現状】 

・ 県内企業にはダイオードなどのパワーデバイスをはじめ、コンデンサなどパワーエレク

トロニクス機器に使用される電子部品の製造企業が立地している。 
・ アンケート調査の結果では、パワーコンディショナーやインバーター等のパワーエレク

トロニクス機器及びその部品の製造に関心を持つ県内企業は多かったが、既に製造を行

っている企業は一部にとどまっている。 
 
【実施すべき施策②-1：企業ネットワークの形成促進】 

○ 概要 

異なる加工技術を得意とする企業のネットワークの形成を促すため、新エネル

ギー機器の研究会などを通じて企業間の交流を進める。 
○ 背景・理由 

 電気自動車をはじめとする新エネルギー機器については、機能を一つにまとめ

たモジュール又はユニットといった複合部品が必要とされる。 
実際に県南で電気自動車の電源関連部品を製造する企業に対するヒアリング調

査でも、こうした流れに対応するために技術や事業領域が異なる企業が連携して

製造に取り組んでいる状況が認められる。また、本荘由利地域で蓄電池製造装置

を製造する企業は、あらかじめ複数の他社と相互の連携体制を構築することで、

見積期間や試作期間の短縮を図るなど機動性を確保し受注拡大に繋げようとして

いるなど、ネットワーク化の試みも既に一部で展開されている。 
複合部品への対応を行うためには、企業間の技術や事業領域の相互補完を図る

ためのこうした情報提供やコーディネートを行うことにより、企業ネットワーク

の形成を促進することが有効と考えられる。 
○ 対象企業 

切削、板金、塗装、組立てなど幅広い加工分野の中小企業 
○ 実施主体 

あきた企業活性化センター、県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

企業ネットワークが成果を挙げるための鍵を握るのは、ネットワーク間で仕事

の采配を行う中心的企業又は人物である。活発なネットワーク活動を実現するた

めには、ネットワークに所属する企業から信頼を得ている中心的企業の存在が必

要である。 
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【実施すべき施策②-2：パワーエレクトロニクス機器の開発支援】 

○ 概要 

機器の開発支援のため、開発プロジェクトを立ち上げ、県内企業の参加を募っ

て製品の共同開発を行う。（例えば、太陽光や風力発電機のパワーコンディショナ

ー、燃料電池や蓄電池の直流電流を利用する機器など） 
○ 背景・理由 

県内にはパワーエレクトロニクス機器の構成部品に関する企業が立地している

が、応用製品を設計開発できる企業は少ない。 
「秋田県パワー半導体・パワーエレクトロニクス成長戦略」において EV バス

と自立型野菜工場にかかる事業を計画しており、この事業で得られた知見が県内

企業によるパワーエレクトロニクス機器への進出契機となることが期待される。 
○ 対象企業 

     パワーエレクトロニクス関連企業 

○ 実施主体 

県（産業労働部、産業技術総合研究センター） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

パワーエレクロトロニクス機器の設計開発拠点を県内に置く企業が少なく、開

発を担う技術者を確保する必要がある。 
 
【実施すべき施策②-3：設計開発人材の育成（獲得）】 

○ 概要 

社内での設計開発人材の育成や技術を持った県外の人材獲得を支援する。 
○ 背景・理由 

次世代自動車のインバーターなどの複合部品を製造している県内企業に対する

ヒアリング調査では、自動車メーカーと共同で開発を行うための設計ツール（3次
元CAD）や人材確保などの開発体制の充実を図っていくことが課題となっている。
設計開発に係る人材の確保にあたっては、現在、県主催の 3次元 CADの講習会に
社員を参加させることで育成を図っているが、開発現場で通用する人材を早期に

養成するため、実際に開発に従事しながら技術習得が出来るような現場指導が望

まれている。 
また、太陽電池の製造に進出した県内企業に対するヒアリング調査では、大手

電機メーカー出身者を採用して発電量表示装置などの開発を行っている。魅力的

な市場は徐々に参入企業が増えることで競争が激しくなり、新たに進出すること

が難しくなる。そのため、進出に適した時機を逃さないことが必要であり、技術
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開発をスピードアップすることが重要となる。技術開発のスピードを高めるため

には、既に技術を有する外部の人材を獲得することも有効である。外部から獲得

する人材としては、例えば、県内出身で、大手メーカーで新エネルギー機器等の

設計開発に携わった技術者が考えられる。 
このため、設計開発人材を効率的に育成することが可能な実践プログラムを提

供することや、設計開発の技術を有する技術者の獲得を支援することが有効と考

えられる。 
○ 対象企業 

パワーエレクトロニクス機器や複合部品の設計開発を行う企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部）、あきた企業活性化センター 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

人材育成には、設計開発ノウハウを効率よく身に付けられる実践的なプログラ

ム作りとインストラクターの確保が課題である。また、現場指導を行う場合は、

それによって知り得ることとなる機密の保持に関する対策も必要となる。 
人材獲得には、県内企業が求める技術とその技術を有する技術者のマッチング

が必要であり、双方の情報収集が課題と考えられる。 
 
注力分野③：大手と競合しない完成品 
【当該分野における現状】 

・ 県内には既に新エネルギー関連でニッチな完成品を製造するメーカーが現れている（モ

バイル向け太陽電池、太陽電池付き LED街灯など）。 
・ 新エネルギー市場の拡大に伴い、周辺・関連機器にも進出余地が大きくなることが予想

される。 
 
【実施すべき施策③-1：県産新エネルギー製品のPR】 

○ 概要 

企業知名度の向上や開発された製品の性能実証のため、製品を展示する場を提

供する。 
○ 背景・理由 

中小企業やこれまで完成品を製造してこなかった企業は一般に知名度が低く、

販路開拓が課題になると考えられる。 
○ 対象企業 

完成品を製造する中小企業 
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○ 実施主体 

県（産業労働部）、各県有施設所管部局、あきた企業活性化センター 
○ 実施時期 

2011年度以降 
 
【実施すべき施策③-2：市場ニーズ探索のための顧客情報の収集】 

○ 概要 

市場のニーズを探索するための顧客情報の収集を行う企業に対して支援を行

う。 
○ 背景・理由 

完成品を製造する際には、市場ニーズを的確に捉えたマッチングが必要であり、

情報収集が欠かせない。 
○ 対象企業 

完成品を製造する中小企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部）、あきた企業活性化センター 
○ 実施時期 

2011年度以降 
 

【実施すべき施策③-3：製品開発の指導・支援】 

○ 概要 

製品企画や開発を促進するため、研究会等を立ち上げる。 
○ 背景・理由 

県内企業が個別に技術や市場の動向、新規用途の情報収集等に取り組むことは、

人材配置やコスト面から実質的に困難である。 
○ 対象企業 

完成品を製造する中小企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部、産業技術総合研究センター）、あきた企業活性化センター 
○ 実施時期 

2011年度以降 
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【実施すべき施策③-4：評価機器の導入】 

○ 概要 

製品開発のために必要な評価機器を導入する。 

 

○ 背景・理由 

製品開発の際には性能評価が必要であるが、評価機器は高額であるため、県内

企業が単独で導入することは困難である。また、県外の大学や公的機関が保有す

る機器を利用する場合には、申込から利用できるまでの期間や費用の面から利用

が困難な場合があるとの意見がアンケートから得られている。 
また、ヒアリング調査では、LED機器製造企業が開発中の製品の性能を評価す

る装置を必要としているほか、次世代自動車のパワーコンディショナーやヒータ

ーユニットなどの複合部品を製造している企業においても、耐久性評価に係る

様々な試験を行う必要から、自社保有以外の評価試験機器を県が補完的に整備す

ることで評価試験体制の充実が図られることを期待している。このため、こうし

た評価試験機器を県産総研センター等に整備することが機器・部品等の開発が促

進されることに繋がるため、有効な支援策の一つと考えられる。 
○ 対象企業 

製品開発を行う中小企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部、産業技術総合研究センター）、大学[想定] 
○ 実施時期 

2011年度以降 
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施策方針２：将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む   

将来本県が新エネルギー分野においてトップランナーに立つための素地を作ることを目

指す。 
背景 

ａ-1 新エネルギー機器に多用されるレアメタル・レアアース 

新エネルギー機器には多様なレアメタルやレアアースが使用されている。これら

の元素の中には資源の調達が困難になることが懸念されているものもあり、リサイ

クル技術の開発が進められている。新エネルギー機器は市場投入から数年～10 数年
で廃棄され、リサイクルが必要になるものと考えられる。 

 
表 9 新エネルギー機器に使用されているレアメタルなど（例） 

新エネルギー機器 レアメタル、レアアース、貴金属 
太陽電池 Ti, Ga, Se, Zr, Mo, Ag, In 
蓄電池 Li, Ti, Mn, Co, Ni, Se, Zr 
燃料電池 Mn, Co, Ni, Ga, Zr, Pt, La, Sm 
次世代自動車 B, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Ga, Sr, Zr, Mo, In, W, Ce, Nd, Sm, Dy 
LED Ga, In, Sr, Y, Ce, Eu, Tb 

（下線の元素は県内においてリサイクルが行われているもの） 

ａ-2 県内におけるリサイクル産業の集積 

秋田県北部エコタウンエリアを中心に家電や自動車シュレッダーダストなどのリ

サイクル関連企業が集積している。特に、本県では鉱山技術を活かしたレアメタル

のリサイクル技術に関して高い優位性があり、表 9に挙げた元素の内、Ag、In、Se、
Li、Ga、Pt、Ni等のリサイクルが既に行われている。 

 
ｂ  今後の進出機会を捉える上で必要となる次世代新エネルギー技術開発 

新エネルギーへの政府の支援や市場拡大の期待から、企業や大学などによる革新

的な次世代新エネルギー技術の研究が進んでおり、今後 10年程度で実用化すること
が予想されるものもある。今後生じる多様な進出機会をつかむためには、これらの

分野に早期から研究開発に取り組む必要がある。 
 

表 10 次世代新エネルギー技術の例 

（「技術戦略マップ 2010」（経済産業省、2010年 6月）を基に作成） 

分野 次世代技術 課題 
直流給電 感電や短絡に対する安全性の確保、アーク放電の発生 スマート 

グリッド 地域エネルギー 
マネジメント 

電力系統やHEMSとの協調制御、 
ネットワーク連携制御、需給予測技術 

有機薄膜太陽電池 セルの長寿命化、変換効率の向上 太陽電池 
化合物系太陽電池 変換効率の向上、低コスト・大面積製造プロセスの開発 

次世代自動車 燃料電池車 航続距離、低温始動性の向上、貴金属使用量の低減、 
水素の輸送・貯蔵技術 



 32 

県内では、直流給電技術や地域エネルギーマネジメント技術に関しては、既に大

潟村の直流グリッド実証事業において技術開発が始まっているほか、有機薄膜太陽

電池の製造装置の開発を検討する企業も出てきている。 
 
注力分野 

上述のような背景から、施策方針 2において注力する分野を次の２つとする。 
 
注力分野４ ： 蓄電池、太陽電池、次世代自動車、燃料電池などのリサイクル 

既に県内に強み・基盤がある分野であるが、まだ市場が立ち上っていない分野に

対し、成長期に競争力を発揮できるように課題解決を目指すものとしてリサイクル

を注力分野とする（背景ａ-1、ａ-2）。 
 
注力分野５ ： 新エネルギー産業で先んじるための研究開発 

現状では県内において新エネルギー関連で先行している技術は多いとは言えない

ことから、技術革新が進む新エネルギー産業で先んじて県内に新たな成長分野を生

み出す素地を形成していく必要がある。そのため、表 10に示した次世代技術に関す

る研究開発を注力分野とする（背景ｂ）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔参考〕秋田県産業技術総合研究センターにおける新エネルギー分野の研究開発体制 
の整備について 

 
産業技術総合研究センターでは、「ふるさと秋田元気創造プラン」を踏まえ、産業振興

と雇用拡大を技術面からリードし、県内企業をサポートする「技術のシンクタンク」を目

指し、選択と集中を図りながら研究開発の方向性を定めるとともに、その推進に必要な機

能強化と組織体制の整備を図っており、平成 23年度以降、具体的に展開することとして
いる。 
そのなかで、重点開発研究事業として、従来からの県内リーディング企業・技術を核と

した「ナノテク」、「次世代通信」、「輸送機」、「医工連携」の 4 分野にわたる「売れるも
のづくりクラスター」形成に向けた研究開発に加えて、新たに本県の強みを活かす「環境・

新エネルギー分野」を追加し、5分野を柱とした研究開発の方向性を打ち出している。 
新エネルギー分野に関する取り組みとしては、現在、次に示す研究開発テーマが予定さ

れている。 
・LED等省エネ関連照明機器の研究開発 
・パワーエレクトロニクス関連デバイスの研究開発 
・高性能熱電変換素子の開発 
・バイオマス資源等からの最適水素製造・貯蔵・輸送システムの開発 

これらの取り組みと関連の評価・測定機器の整備により、今後、県内企業が新エネルギ

ー分野に進出するための技術開発をサポートする体制の充実を図ることとしている。 
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注力分野④：蓄電池、太陽電池、次世代自動車、燃料電池などのリサイクル 

【当該分野の現状】 

・ レアメタル等のリサイクルで国内トップクラスの実績を有する本県には、リチウムイオ

ン電池や燃料電池などの新エネルギー機器から有用金属等をリサイクルするための技

術及び事業基盤がある。 
・ 使用済みとなった新エネルギー機器の収集運搬の制度、分解・リサイクル技術には未確

立な部分が残されており、事業性やビジネスモデルの検討を行う必要がある。 

【実施すべき施策④-1：リサイクル技術開発の支援】 

○ 概要 

リサイクル関連企業による使用済みとなった新エネルギー機器から有用金属等

を回収する技術開発の支援を行う。 
○ 背景・理由 

新エネルギー機器のリサイクルに関する技術的課題の解決に先んじることで、

国内トップランナーを目指す。 
○ 対象企業 

金属リサイクル技術を有する企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部、産業技術総合研究センター）、金属鉱業研修技術センター、 
大学[想定] 

○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

レアメタルやレアアースは代替材料の開発が進められており、技術開発の進展

と需給バランスによっては価格の下落リスクも考えられることから、事業性が見

込まれる機器や元素の選定が必要である。 
 

【実施すべき施策④-2：リサイクルに係る社会システム構築の検討】 

○ 概要 

機器メーカー、リサイクル企業を交えて収集運搬の仕組み（特区制度の活用等）

など社会システムの検討を進め、将来のリサイクル事業の具体化に向けた実証事

業の下地を作る。 
○ 背景・理由 

使用済みとなった新エネルギー機器は、現状では廃棄物処理法が適用され、収

集運搬などに規制が課される。リサイクルに係る費用の低減を図るためには、特

区制度の活用等により、こうした規制の見直しを図ることで、効率的かつ適正な
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社会システムの構築を図る必要がある。 
また、新エネルギー機器のリサイクルで先んじるためには、リサイクル技術の

開発や収集運搬等社会システムの構築に関して、国等の実証事業を本県に誘致し、

率先して展開することが有効と考えられる。このため、機器メーカーやリサイク

ル企業との事前の検討と実証体制の構築が必要である。 
○ 対象企業 

新エネルギー機器メーカー、リサイクル企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

廃棄物処理法の見直しには、安全性の確保や不適正処理を排除する仕組み等が

必要と考えられる。 
また、機器メーカーとリサイクル企業が検討体制を構築するための合意形成が

必要である。 
 
注力分野⑤：新エネルギー産業で先んじるための研究開発 
【当該分野の現状】 

・ 県内には電子部品や半導体などの素材関連で新エネルギー関連技術を有する企業が見

られる。 
・ 小規模でも高度な技術や高い市場シェアを有する企業が見られる。 
・ 電子部品や素材以外でも新エネルギー市場の成長を取り込むために企業の技術開発を

促すことが課題である。 
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【実施すべき施策⑤-1：大学と企業の共同研究体制づくり】 

○ 概要 

新エネルギーに関する技術開発に関心を持つ県内企業と大学による研究環境を

整備し、対象市場の精査・特定、解決すべき課題の探索、開発・実証プロジェク

トへの参画支援、共同開発、製品化支援などを段階的に進める。 
○ 背景・理由 

次世代技術がターゲットであり、研究結果が最終的に製品に結びつかないリス

クがあるため、企業だけでは負担が大きい。また、大学が持つ「知」の基盤を活

用することで先端的なテーマに取り組むことができる。 
○ 対象企業 

中長期の技術開発に取り組むことが出来る企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部、産業技術総合研究センター）、大学[想定] 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

次世代技術の開発には、技術やコストの壁、競合技術や代替品の出現など多く

のリスクが伴う。 
 
 
【実施すべき施策⑤-2：次世代新エネルギー技術の開発プロジェクト（地域直流グリッド）】 

○ 概要 

2009年度から県内企業、大学及び県が連携し、大潟村を実証フィールドとして、
新エネルギーの利用拡大と地域のエネルギー資源の有効活用を図り低炭素社会の

構築に資する直流電力による小規模分散型地域エネルギーインフラ（以下「地域

直流グリッド」という。）の開発を行っている。本プロジェクトで開発する技術要

素は次のとおりである。 
 

・ 既存電力系統から独立した新エネルギー電力の供給 
・ 太陽光や風力など多様な新エネルギーの活用 
・ 蓄電池の充放電による安定的な電力の供給 
・ 小規模分散型の直流電力の給電 
・ 直流によるエネルギー変換ロスの削減 等 

 
     現在、大潟村の干拓博物館・物産館の周辺において、技術開発・実証が進めら

れている「地域直流グリッド」の概要図を次に示す。 
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図 2 地域直流グリッド実証事業（大潟村） 

 
 
     「地域直流グリッド」の開発に取り組む大手企業は、これら技術要素を開発し、

直流電力によるエリアマネジメントシステムを確立することとしている。このシ

ステムの実用化を図るためには、多様な地域特性や用途に対応した関連機器等の

開発・製造が求められることから、県内中小企業が連携して開発に参画すること

が有効である。また、こうした技術開発にあたっては、大学が有する技術や知見

等を活かすことが有効であることから、大学と企業間の連携体制の構築を図る必

要がある。 
     県は、本プロジェクトを推進するため、関連機器等の開発に必要な技術や興味

を有する県内中小企業の参画を促すとともに大学等との共同研究体制の構築を図

るほか、実証場所の確保など開発環境の整備を行うこととする。また、現在は想

定が難しいものの、規制等によって開発や市場形成に支障が生じる場合において

は、規制の見直しを国に求めるなど多面的な支援を講じることとする。 
 
     本プロジェクトの推進体制と展開の方向性に係るイメージ図を次に示す。 
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図 3 「地域直流グリッド」技術開発の展開の方向性 
 

○ 背景・理由 

 既存電力系統から独立し、太陽光発電や小水力発電など地域の自然エネルギー

による電力を蓄電池と組み合わせて利用する「地域直流グリッド」は、電力の安

定供給体制が脆弱な新興国や離島、山間僻地などの無電化地域において有効な電

力供給システムの一つと考えられる。また、直流から交流へのエネルギー変換ロ
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進的な取り組みと位置付けられるものであり、今後の市場成長に伴って直流に関

連するデバイスの製造・販売のほか、「地域直流グリッド」そのものをシステムと

して新興国など海外市場へ売り込むことも考えられる。 
「地域直流グリッド」の商品化を図るためには、エリアマネジメントシステム

の具体的な用途開発に向けた実証が不可欠である。そのためには、多様な地域特

性にあわせて発電機器や直流電力利用機器などシステムの構成要素をカスタマイ

ズする必要があり、大手では手がけることが難しい小回りの効いた対応が求めら

れることから、県内中小企業の機動力を活かすことが有効と考えられる。こうし

た開発の過程で大手企業と県内中小企業の連携体制が構築されることにより、県

内中小企業の新エネルギー産業進出が図られるものと期待される。 
また、実証を通じた県内中小企業による関連機器等の開発・製造は、ローカル

な取り組みであるため必ずしも汎用性が高いとは言えないが、インターネットで

海外へ情報発信を行うことでビジネスチャンスに繋がる可能性もある。 
なお、直流給配電技術を開発している県外の大手企業や大学は、開発のための

実証フィールドを求めており、大潟村に構築した「地域直流グリッド」をオープ

ンイノベーションの場と位置付ける場合は、関連の技術、人材、及び情報の集積

が図られ、本県が直流給配電技術及びその市場化の先端を担う拠点となる可能性

も考えられる。 

○ 対象企業 

・次世代新エネルギー技術の開発を行う企業 
・次世代新エネルギー技術を有し、その実証に興味と意欲を有する企業 
・次世代新エネルギー技術の実用化に資する機器の開発・製造を行う企業 

○ 実施主体 

直流技術を開発する大手企業、県内中小企業、大学、県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2009年度～ 
○ 課題 

プロジェクトのマネジメントを進める仕組みや人材が必要となる。特に、直流給

配電技術については、知見の蓄積が充分とは言えない新しい技術であることに鑑み、

技術開発を統括管理出来るプロジェクトマネージャーを確保する必要がある。 
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【実施すべき施策⑤-3：県外からのシーズ（研究開発案件）の呼びこみ】 

○ 概要 

次世代新エネルギー技術に関する研究開発を行おうとする企業に対し、施設や

設備を提供して県内に誘致する。 
○ 背景・理由 

既に研究開発を進めている企業を誘致することで、次世代新エネルギー技術に

関する蓄積をスピードアップさせる。 
○ 対象企業 

次世代新エネルギー技術に関する研究開発を行おうとする企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

研究開発を行おうとする県外企業に関する情報収集が必要である。 

 



 40 

 

施策方針３：新エネルギー関連企業等を誘致する               

背景 

・ 雇用拡大の速度を高めるには有力企業の誘致が効果的である。 
・ 県内には完成品メーカーが少なく、完成品又は複合部品メーカーの立地により、部品等

供給企業群の形成が期待される。 
 
注力分野 

上述のような背景から、「新エネルギー関連の製品及び複合部品製造企業の誘致」を注力

分野とする。 
 
注力分野⑥：新エネルギー製品・複合部品製造企業の誘致 

【当該分野の現状】 

・ 工場立地動向調査によると県内の工場立地はリーマンショック以降停滞している22。 
・ 国内では市場の拡大を背景に太陽電池や蓄電池など新エネルギー関連機器の工場建設

が活発化している。 
【実施すべき施策⑥-1：県内に立地しやすい環境の整備】 

○ 概要 

工業団地の用地取得に係る優遇制度（大規模に用地取得する場合の減額制度、

入居率の低い工業団地の減額制度等）の整備や、設備投資等の初期投資に対する

支援（設備投資等に係る補助金等）を行う。 
また、電力や水等の産業インフラの整備を促進する。 

○ 背景・理由 

一般に、工場立地の選定条件として「用地価格」が最も多く挙げられる23。 
新エネルギー分野に進出済みの県内企業を訪問した際に、生産規模の拡大に伴

って受電容量を増強する必要が生じているとのコメントがあった。 
○ 対象企業 

新エネルギー製品・複合部品製造企業 
○ 実施主体 

県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

国際競争の中にある企業は、製造拠点を必ずしも国内に置くことにこだわって

おらず、需要が旺盛で市場規模の拡大が期待される新興国等への進出事例も見ら

れる。 

                                                   
22 「工場立地動向調査」(経済産業省、2010年 3月)によれば、秋田県内への工場の立地件数は、2007年
の 29件から、2008年は 12件、2009年は 13件となっている。 

23 「新規工場立地計画に関する動向調査」（（財）日本立地センター、2009年 3月） 
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第3章 戦略Ⅱ 新エネルギー等供給の先進県を目指す 

 
3.1 基本的な考え方 

・ 第１章において示したように全国有数のポテンシャルを有する本県の再生可能エネル

ギーは、鉱物資源や森林資源などに並ぶ地域の資源である。これを大規模に活用するこ

とで国の課題であるエネルギー自給率向上やゼロエミッション電源の増加に貢献、ひい

ては低炭素社会構築や、本県のイメージアップに貢献する。 
・ 大規模な活用を戦略的に進めることにより、主に次のような効果が得られるものと考え

られる。 
〔新エネルギー等の導入によって期待される主な効果〕 

ａ 設備機器や交換用部品の製造業の需要創出 

ｂ 発電施設の建設や機械・電気設備等の設置工事の需要創出 

ｃ 県内企業による供給業やメンテナンス業への進出 

ｄ これらに伴う雇用の拡大 

ｅ 供給業から得られる税収（法人事業税、法人住民税、固定資産税等） 

このように、県内の経済や雇用拡大に貢献できる可能性がある。さらに、進め方によ

っては新エネルギーによる部品・発電機等の製造業誘致に結びつくことも考えられる。 
・ 本県は、新エネルギー等の導入を進めるうえで、国のエネルギーセキュリティ向上と地

球温暖化対策に貢献しつつ、得られる効果を可能な限り追求することとし、そのために

ポテンシャルを活かして大規模導入を目指すこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 民間が提案する風力発電の大規模導入イメージ 

◆  本県の資源である再生可能エネルギーを最大限活用して、新エネルギー等の大規模
供給県を目指す。 

◆ 大規模供給に取り組む中で、新たな産業創出と雇用拡大を目指す。 
◆ 再生可能エネルギーの高付加価値化を進める。 

（出所：風の王国プロジェクト） 
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〔参考〕風力発電の大規模導入に向けたスマートグリッド実証について 
 
  風力発電の大規模導入にあたっては、不安定な自然エネルギーであることから、電力

会社では系統連系が可能な量に技術的な制限があるとしている。このため、今後、既存

の電力系統の強化のほか、風力発電施設に蓄電池を整備して電力品質を整えるなどの系

統影響緩和策を講じることや、発電した電力を電気以外のエネルギーに変換するなど、

電力会社の既存の系統に連系せずに利用する方法についても検討が求められる。 
  例えば風力発電による電力を電気以外のエネルギーとする方法として、「水素」に変

換して貯蔵・輸送し、今後の市場形成が期待される燃料電池自動車等に利用することな

どが考えられる。県は、大規模導入への道筋を探るため、こうした技術的要素の確立に

向けたスマートグリッド実証について検討を進めることとする。 
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図 5 新エネルギー等の大規模導入に向けたスマートグリッド実証のイメージ 
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3.2 大規模導入に向けた目標値 

・ 本県は2010年9月の総合特区提案募集に対し、2030年に県内由来のエネルギー24で県内

のエネルギー消費を賄うエネルギー自給率100%の状態を達成する25ことを通じて、産業

振興と雇用創出を図る提案を行っている。 
・ 本産業戦略においては、これを踏まえ産業振興の積極的な意味合いを込め、産業振興努

力ケースとして、2020年までに新たに風力発電500千kW26、地熱発電100千kW、大規
模太陽光発電10千kWの導入を目指すものとする。これは、温暖化対策が順調に進展す
ることとあいまって、総合特区をはじめ、供給業の振興施策が相乗的に機能した場合で

ある。 
・ なお、既存の電力系統は技術的、容量的にこの規模の風力発電を受け入れがたいが、エ

ネルギー分野は技術革新が進行中で、発送電技術や電気エネルギーの使い方については

今後様々な技術革新があると考えられる。そのため、電力系統にかかる関係機関との調

整や最新技術の動向をにらみながら適切な方法で導入を進めていくものとする。 
 

3.3 再生可能エネルギーの開発による経済効果・雇用効果 

2020年までの目標を達成しようとすると、その総費用は約 2,100億円（内、設備費
用 約 1,400億円、施工費用 約 700億円）、発電事業の売電収入は年間約 370億円と試
算される。運転や維持管理に関する新規雇用も約 350 人が見込まれ、雇用者報酬の合
計は年間約 12億円程度と試算される27。 
法人事業税と法人住民税については、それぞれの供給業の事業性によるが、例えば、

設備容量が 20 千 kWの風力発電事業では、17 年間の事業期間の総額で法人事業税が
約 0.5億円、法人住民税が約 2.4億円と試算されている28。固定資産税については、発

電設備等の償却資産に対して 1.4%課税され、上述の試算例では総額で約 5.7億円とな
る。 

                                                   
24 県外から移入した燃料による火力発電による電気エネルギーは、県内由来のエネルギーと位置付ける。 
25 県内由来のエネルギーで県内のエネルギー需要量を正味で満たしている状態（自給自足が可能な状態）
を実現することをいう。 

26 2011年 3月策定の温暖化対策を目的とする「秋田県新エネルギー導入ビジョン」においては、国の長
期エネルギー受給見通し等を踏まえ、2020年度までの目標値を 330千ｋＷとしている。 

27 「2009年度秋田県勢要覧」より、現金給与総額を 284千円/人・月として算定した。 
28 「新エネルギー人材育成研修テキスト（風力コース）」（NEF、2010年 2月） 
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図 6 再生可能エネルギーの開発による経済効果・雇用効果29 

 
表 11 経済効果の算出原単位30 

建設コスト(万円/kW) 雇用（人/千kＷ）

設備 施工 維持管理
地熱 49 20 29 2.00

太陽光 70 60 10 0.10
小水力 160 20 140 0.22
風力 30 22 8 0.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 太陽光発電に関しては導入量が地熱や太陽光と比較して小さいため、端数処理の結果、図中の数値が「0」
となっている部分がある。これらの算定結果は施工費用 9.7億円、売電収入 2.1億円、雇用者数 1.0人
である。 

30 風力発電の建設コストは「新エネルギー人材育成研修テキスト（風力コース）」（NEF、2010年 2月）
を、風力発電以外は「低炭素社会構築に向けた再生可能エネルギー普及方策について」（低炭素社会構築

に向けた再生可能エネルギー普及方策検討会（環境省）、2009年 2月）を参照。 
地熱発電の雇用は、「当面におけるわが国の地熱開発に関する要望」（日本地熱学会、2010年 11月）を、
地熱発電以外は「世界の再生可能エネルギーの現状報告」（REN21、2007年）を参照。 
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〔参考〕再生可能エネルギー導入コストの負担に係る理解の形成について 
 

FIT 制度の導入によって、再生可能エネルギーの大規模導入に向けた環境の整備が
進むこととなる。ただし、再生可能エネルギーを買い取る電気事業者のコスト上昇分
は産業界や一般家庭が負担することとなる。このコストは、国民全体で薄く広く負担
することとされ、2010年 7月に経済産業省が公表した試算結果では、夫婦と子供２人
の標準的な家庭において制度導入後 10年目の負担額が約 150～200円／月程度、中・
大規模工場では 125,000～1,632,000円／月程度とされている。このため、県内におい
ても県民の負担について理解の形成を図っていく必要がある。 
また、上記負担に加えて系統安定化対策が必要となり、それに要する追加投資額は
約 2 千億円～１兆数千億円になる見込みであるが、その負担方法については決まって
いない。 
なお、FIT 制度の導入にあたっては、国内の各地域によって再生可能エネルギーの
導入条件が異なることから、地域間の負担の公平性を確保するため調整を行うことと
されている。 
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3.4 新エネルギー等供給の先進県を目指すための施策の方針 

施策方針１：新エネルギー等の発電事業者を育成・創出する          

背景 

・ 第 1章で述べたように、FIT制度の導入によって風力と地熱のポテンシャルの高さを活
かす機会が訪れようとしている。 

・ また、大規模太陽光発電（メガソーラー）施設の建設に必要な比較的日射条件の良い広

大な平坦地や、風力事業に適した強い風の吹く土地も沿岸部を中心に比較的確保しやす

いと考えられる。 
・ 現状では風力や地熱発電事業は大手デベロッパーによって行われているが、3.1において
挙げたような経済や雇用の効果を得る機会を最大限活用する余地があると考えられる。 

 
注力分野 

上記を踏まえつつ、「風力発電やメガソーラーの導入、地熱発電の開発支援」を注力分野

とする。 
 
注力分野⑦：風力・地熱・メガソーラーの導入又は開発支援 

【当該分野の現状】 

○ 風力発電事業には次のような開発障壁がある。 
・ 系統連系制約（電力系統への風力発電の受入れ制限） 
・ 発電適地における土地利用規制による立地場所の不足 
・ 景観問題、騒音・低周波によるトラブル 
・ バードストライク31 
・ 建築基準法の適用や鋼材の値上がり等による建設コストの増大 

○ 地熱発電事業には次のような開発障壁がある。 
・ 発電適地における土地利用規制による立地場所の不足 
・ 試掘から運転開始までのリードタイムの長さ 
・ 開発コストと事業リスクの大きさ 
・ 国有林野の用途の制限32 

 
【実施すべき施策⑦-1：未利用公有地の有効活用】 

○ 概要 

現在、未利用となっている公有地を新エネルギー等供給業者に対して貸与する

                                                   
31 猛禽類や渡り鳥が風車のブレードと衝突する事故が報告されており、バードストライクと呼ばれる。 
32 「国有林野の活用に関する法律」の第三条では、農林業と畜産業及び山村振興法に基づくものを除き、
国有林野の使用用途は公共性や公益性を有するものに限定している。そのため、地熱発電事業を行う場

合には、一般電気事業者への売電を行うことが公共性・公益性の要件と判断され、蒸気を販売すること

を目的とする事業に対しては国有林野の使用は認められていない。 



 46 

ことで、開発を促進する。県は市町村に対して未利用地の利用促進を働きかける。 
○ 背景・理由 

公有地の中には、風力や太陽光などの新エネルギー等の発電施設の設置に適し

た未利用の土地があり、今後の開発が期待できる。 
○ 実施主体 

県（土地を所管する各部局）等 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

発電施設を設置するためには一定の条件を満たす必要がある。例えば風力発電

では、風況が良好であること、住宅からの距離が離れていること、建設に容易な

地形や道路形状であること、送電線との距離があまり離れておらず連系が容易な

場所であること、などの条件が必要となる。 
 

【実施すべき施策⑦-2：法規制の検討】 

○ 概要 

温暖化対策やエネルギーセキュリティ確保の手段として新エネルギーの活用が

一層必要とされているという公益性の観点から、開発行為に係る法規制等の見直

しについて総合特区制度等を活用して求めていくこととし、風力発電においては、

公益事業たり得る電気事業の範囲の拡大を、地熱発電においては国との事務の重

複の解消を求めていく。 
○ 背景・理由 

風力や地熱発電の開発を行う際に、保安林（森林法）や自然公園（自然公園法）

など、土地の利用制限に係る法規制へ対応する必要がある。 
たとえば保安林に風車を建てようとする場合、「指定目的に優先する公益上の理

由（例：道路などがこれにあたる）」がある場合には解除できるとされているが、

その運用上、公益性ある事業として認められる発電事業は、土地収用法の対象と

なるもの（一般、卸、特定の各電気事業）に限られ、卸供給である通常の風力発

電事業は含まれていない。 
また、自然公園に地熱発電施設を建てようとする場合、国定公園特別地域内に

おける工作物の新設等の許可を知事が行うにあたって環境大臣の同意が必要で、

県と国の事務の重複が生じている。 
○ 実施主体 

県（産業労働部、規制所管部局） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
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○ 課題 

既存の規制の目的が持つ公益性に、新たに生じてきた公益性を優先させるとい

う判断については、総合特区制度などの法的に積極的な裏付けがないと進めにく

い。 
 

【実施すべき施策⑦-3：新エネルギー等供給業の創出に向けた人材育成】 

○ 概要 

風力発電等の新エネルギー供給業に進出意欲のある県内企業等を対象に、進出

に向けた基礎的要件（開発資金調達方策、事業リスク、経営ノウハウ等）に係る

研修会を開催する。 
○ 背景・理由 

県内企業が主体となって風力発電等の新エネルギー等供給業へ進出している事

例が未だ無いことから、事業化及び事業経営に必要な情報を提供するなどの人材

育成を通じて、新エネルギー等供給業に進出意欲や興味を有する企業の進出を促

進する必要がある。 
○ 対象企業 

新エネルギー供給業に進出意欲のある県内企業 
○ 実施主体 

県（生活環境部、産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

風力発電等の新エネルギー等供給業に関するノウハウを有する講師を確保する

必要がある。 
 
【実施すべき施策⑦-4：風力発電事業の県民利益増大への配慮】 

○ 概要 

風力発電事業の展開を県民利益に結びつけようとする事業主体を見いだす。 
○ 背景・理由 

新エネルギー等は県民の資源であることから、新エネルギー等による発電を行

う事業主体は、その事業展開を、産業誘致や雇用創出に結びつけるなど本県に大

きな経済効果をもたらすことをはじめ、県民利益を増大させようとする者が望ま

しい。 
○ 実施主体 

県（産業労働部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
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〔参考〕大規模風力発電の事業モデル形成に向け想定される関係者に期待することの 

イメージ 

関係者 イメージ

風力発電事業者
・事業運営、資金獲得、市場獲得、地域合意形成等のノウハウ
・本県の政策的課題である県民利益の創造に賛同し、行動する意志

一般電気事業者 ・系統の強化や系統への連系にかかる知見

風車関連製造業
・風力発電事業者の需要に応じるための製造拠点を県内に置くことなどにより、県内
産業の活性化に貢献

金融機関 ・風力発電事業者の資金調達支援

市町村・市民団体 ・風力発電事業者や県と協力し、県民理解の形成に寄与

スマートグリッド
関連企業

・風力発電の大規模導入に資する技術協力

秋田県
・用地の提供や規制の見直しなど事業環境の整備
・関係者間の調整
・風車関連製造業と県内企業とのマッチングを支援  

 
【実施すべき施策⑦-5：スマートグリッド実証】 

○ 概要 

スマートグリッドによって風力発電や太陽光等の出力変動を緩和する技術実証

を行う。 
○ 背景・理由 

風力発電や太陽光発電の導入量を増加することで、出力変動によって系統電力

の周波数や電圧に影響が生じることが懸念されている。影響を抑制するため、蓄

電池を風力発電等に併設したり、電力系統に設置する方法が考えられているが、

現状では蓄電池は高コストであるため、蓄電池の容量を最小化することが課題と

なっている。 
また、スマートグリッド技術は、蓄電池や電力需要家等を協調制御することで、

風力発電等の出力変動の影響を緩和し、蓄電池容量を低減できるものとして期待

されている。 
○ 実施主体 

県（産業労働部）、関係機関、技術を有する県内外の企業、大学［想定］ 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

風力発電や太陽光発電の出力変動による系統への影響を緩和するための本県に

適した技術が必要である。 
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施策方針２：新エネルギー等の付加価値を向上させる             
背景 

・ 県内で新エネルギー等供給業が拡大するためには発電コストの高さが課題の一つで

あり、売電条件の改善などによって事業性を向上させることが必要である。 
・ 新エネルギー等には電気などエネルギー自体の価値に加えて、環境価値が認められ

る。これを取り扱う方法として、RPS法の新エネルギー等電気相当量として電力会
社に販売したり、東京都の温室効果ガス総量削減制度において削減義務の履行に利

用できるグリーン電力証書等の再エネクレジット33として取引する方法がある。 
・ しかし、現状では再エネクレジットの取引市場は無く、販売価格は需要家と供給者

の相対取引で個別に決定されている。また、東京都もその取引市場を設けることは

しないとしている。再エネクレジットが需要家にとって魅力あるものとなり、取引

価格が高まる場合は事業性向上に繋がる。 
・ ただし、現在制度設計中の FIT制度では、電気の価値と環境価値分をあわせて電気
事業者が買取る形が想定されており、制度の設計によっては、グリーン電力証書の

取引が影響を受ける可能性がある。また、現行の RPS 制度は FIT 制度の開始後に
廃止される予定である。そのため、FIT制度の動向を踏まえて付加価値向上の方策
を検討する必要がある34。 

 

 
図 7 新エネルギー供給業の電気と環境価値の販売形態 

 

注力分野  

上述の背景を踏まえ、新エネルギー等の「環境価値の向上」を注力分野とする。 
 

                                                   
33 再エネクレジットとは、東京都の温室効果ガス排出量の総量規制制度において、削減義務の履行に用い
る再生可能エネルギーによる環境価値で、グリーン電力証書、RPSクレジット、生グリーン電力を指す。 

34 総合資源エネルギー調査会の新エネルギー部会・電気事業分科会、買取制度小委員会の報告書（案）（平
成 22年 12月）によれば、買取期間について 15年を軸として、また太陽光以外の買取価格は一律の方
向で議論が進められているが、買取価格についての結論は示されていない。また、買取価格は基準価格

とし、特定規模電気事業者（PPS）などがより高値で買取ることは認められる方向である。 
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注力分野⑧：環境価値の向上 

【当該分野の現状】 

・ 東京都と埼玉県では温室効果ガス排出量の総量削減制度により、一定規模以上の事

業所に対して 6-8%の排出削減を義務付けている。現状では再エネクレジットを需
要家に対して供給するための仕組みは整備されていない。 

・ 東京都の総量削減制度で対象となる大規模事業所の CO2排出量は年間 1,070 万 t
（2009年度実績）であり、再エネクレジットの価格の目安は 8,000～26,000円/ｔ
CO2とされている。そのため、仮に削減義務量の内 1%分が再エネクレジットで賄
われるとすると、購入費用は年間 9～30億円程度になる。 

【実施すべき施策⑧-1：新エネルギー等取引の円滑化】 

○ 概要 

東京都などの温室効果ガス排出量の総量削減制度の対象事業者に対する、県内

の発電事業者が販売する再エネクレジットの供給を促進する。 
○ 背景・理由 

再エネクレジットを供給するためには制度運営者（東京都等）の認証が必要で

あり、手続きや費用負担が課題になると考えられる。また、再エネクレジットの

取引は制度の対象事業者と発電事業者の相対取引が主となると考えられることか

ら、需要家に対する再エネクレジットの売り込みなど販売促進活動も必要となる。 
○ 対象企業 

風力、太陽光、小水力、バイオマス発電事業者 
○ 実施主体 

県（生活環境部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

新エネルギー等を求める企業と売りたい企業のマッチングが課題である。 
また、グリーン電力証書が企業の CSRが主目的であったのに対し、再エネクレ

ジットの目的は削減義務の達成であることから、費用対効果が重視されて価格競

争が生じることが懸念される。 
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第4章 戦略Ⅲ  新エネルギーの身近な地産地消で新しい経済活動
の芽をつくる 

 
4.1 基本的な考え方 

○ 地域における身近な未利用エネルギー 

本県には、身近なところに小水力や地中熱など利用されていない新エネルギーが

存在している。 
しかし、薄く広く存在しているために得られるエネルギー量が少なく、現在の技

術で得られる電気エネルギーの規模は、小さいものでは街灯１基程度から、安定的

なエネルギー源である小水力の場合でも一般家庭数軒がまかなえる程度である。 
また、小規模な発電システムは得られるエネルギーに対して設置費用が大きく、

発電コストが普及の阻害要因となっている。 
○ 農山村地域における活力の低下 

一方、1.4で述べたように、本県では特に農山村地域において少子高齢化や農業の
低迷などの要因による地域の活力低下が懸念されており、その解決策が求められて

いる。 
○ 本産業戦略で目指すもの 

本産業戦略は、地域における産業振興をもってその解決に資するという視点から、

新エネルギーの地産地消の取り組みを通じて、地域に今まで無かった経済活動を育

てるというアプローチをとるものである。 
この取り組みにおいては、技術の開発案件や、地産地消の社会実験として展開、

運用していく中で、地域の新たな経済活動の芽を育てていくこととなる。なお、こ

れらを通じて県内の製造業が技術開発した製品を他へ展開する可能性もある。 
さらに、将来的にこの取り組みが進めば、低炭素型の暮らしや社会構築について、

本県としての回答や、地方からのモデルを示すこともできると考えられる。 
 

 

4.2 注力分野と施策 
背景 

上述のように新しい経済活動の創出を目指す上で、技術の進歩によって利用しやす

くなった新エネルギーについては普及を後押しすることが必要である。特に、農山村

地域においては最も身近なエネルギー源の一つである小水力の活用が望まれる。また、

◆ 新エネルギーの地産地消によって地域に新しい経済活動の芽を作り、農山村地域の

活力向上の一助とする。 
◆ 新エネルギーの導入や利用には制度や技術、経済的障壁があることから、これらを

取り除くための施策を実施する。 
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地域のエネルギーを効率的に活用する上で、スマートグリッドに関わる各種の技術が

有効とされる。 

 

注力分野 

このような背景から、「新エネルギーの地産地消の普及」、「小水力等、身近な新エネ

ルギー利用の普及」、「スマートグリッドなどの実証プロジェクト」を注力分野とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔参考〕戦略Ⅰ（製造業を育成・創出する）との関係性について 

 

  戦略Ⅲを進める上で、地域に賦存する新エネルギー等から電気や熱を生み出す機器、

生み出した電気や熱を利用する機器等が必要となる。これらの機器は、戦略Ⅰの展開

とあいまって、県内企業が製造に取り組むことが期待される。こうした県内産の新エ

ネルギー機器を、エネルギーコストを抑えた通年農業の実現など地域課題の解決の一

助として活用することにより、産業振興と地域振興を同時に実現していく必要がある。 

一例として、小水力発電と地中熱をエネルギー源とする県内産新エネルギー機器を

利用した農業のイメージを以下に示す。 

 
 
 
 

地中熱ヒートポンプ
（県内産）

CO2排出量低減による
「環境価値」を付加した
野菜など

ＬＥＤ照明
（県内産）

小水力発電機
（県内産）

【施設農業】【地域の新エネルギー】

電力供給
システム
（県内産）

各種センサ・
監視システム
（県内産）

出 荷

【県産農産物】

地中熱ヒートポンプ
（県内産）

CO2排出量低減による
「環境価値」を付加した
野菜など

ＬＥＤ照明
（県内産）

小水力発電機
（県内産）

【施設農業】【地域の新エネルギー】

電力供給
システム
（県内産）

各種センサ・
監視システム
（県内産）

出 荷

【県産農産物】

 
 

 
 

図 8 県内産新エネルギー機器を利用した地域農業のイメージ 
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注力分野⑨：新エネルギーの地産地消の普及 

【実施すべき施策⑨-1：公共や民間における新エネルギー・省エネルギー設備の導入促進】 
○ 概要 

地域の公共施設や民間施設において地域のエネルギー源であるバイオマスや地

中熱等の新エネルギーの導入と地域での有効活用を促進する。 
県は市町村に対して新エネルギー・省エネルギー設備の導入を働きかける。 

○ 背景・理由 

全国の自治体で地域特性に応じたエネルギーの地産地消の取り組みが進められ

ており35、中には新しい経済活動が創出されている例も見られる。例えば、森林資

源の豊富な岩手県では、岩手県工業技術センターと県内の暖房器具メーカーによ

るペレットボイラーの共同開発36や県内のプレカット建材メーカー等による木質

ペレットの製造が行われている37。 
また、バイオマス、地中熱など身近にある新エネルギーを利用する技術の向上

が進んできている。 
○ 実施主体 

県（公共施設所管部局、生活環境部、産業労働部）、市町村 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

現状ではコストが高いものが多いことが課題である。 
 
注力分野⑩：小水力等、身近な新エネルギー利用の普及 

【実施すべき施策⑩-1：小水力等普及のための関係者連絡会議の立ち上げ】 

○ 概要 

小水力38など、地域で利用しやすい新エネルギーの普及のため、行政や農業団体な

ど関係者の連絡会議を立ち上げる。 
連絡会議では発電施設を設置するために必要な情報交換や取り出したエネルギー

の利用方法に関する協議を行うことが考えられる。 
○ 背景・理由 

近年小水力発電に対する取り組み事例が全国で増加している。 
本県においても出力規模が数 kW クラスの小水力は身近な新エネルギーとして可

能性があり、街灯や害獣防止用の電気柵などへの電力供給が考えられる。 
○ 実施主体 

                                                   
35 「地域の経済 2009」（内閣府） 
36 東北農政局HP（URL: http://www.maff.go.jp/tohoku/stinfo/zirei/biomass/） 
37 社団法人全国木材組合連合会HP（URL: http://www.zenmoku.jp/） 
38 出力 100kW以下の水力発電はマイクロ水力発電とも呼ばれる。 
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県（生活環境部） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

小水力は発電コストが高いため、コストを低減する必要があるほか、高コストを

カバーし得る電力の使途が必要である。 
 

注力分野⑪：地産地消を実現するための実証プロジェクトの実施（スマートグリッドなど） 

【実施すべき施策⑪-1：県内メーカーや建設業者、農業者等が関われる技術等の検討】 

○ 概要 

地域において小水力など身近な新エネルギーを効率的に利用するためのローカル

スマートグリッド技術の実証を行う。 
○ 背景・理由 

需要家が集中する都市部のスマートグリッドだけでなく、小水力など薄く広く存

在するエネルギー源が豊富な農村部におけるスマートビレッジ39についても検討す

る動きが見られる。 
薄く広く存在する新エネルギーを効率的に地産地消するためには、需給の最適化

が図れるスマートグリッドの技術が有効と考えられる。 
○ 対象企業 

製造業（電力変換、電池等の機器）、情報通信業、建設業、農業者等 
○ 実施主体 

県（産業労働部、その他関係部局） 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

発電規模が小さい場合には発電コストは高くなるため、高付加価値な農産物・工

業製品の生産などによって収益性を高める事業モデルの検討が必要である。 
 

 

 

 

 

 

                                                   
39 「日本経済成長のための「農林漁業」と「地域」の発展戦略」（農林水産省、2010年 4月）の中で、「自
然再生エネルギーを活用したエネルギー自給体制の確立と地域住民が参画した「新たな公共」による管

理が行われるスマートビレッジの実現」が提唱されている。 
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第5章 戦略Ⅳ 戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及させる 

 
5.1 戦略Ⅰ～Ⅲによる波及が予想される分野 

○ 供給業が発展することで、建設・メンテナンス業の需要が生まれる 

風力発電や小水力発電には、設置の際の土木工事や定期的な電気・機械の整備が

必要であり、建設・メンテナンス業の需要が生まれる。 

○ 観光や農業において付加価値を高められる可能性がある 

新エネルギー等による地場産農産物の高付加価値化や、風車を集客の核とした観

光産業なども生まれる可能性がある。 
○ その他の分野にも波及の可能性がある 

    戦略Ⅰ～Ⅲの展開に応じ、上記以外にもいろいろと波及する分野があり得るもの

と考えられる。 
 
5.2 注力分野と施策 

上述のように、建設・メンテナンス業、観光業、農業に波及効果が期待されることか

ら、これらの業種に対して次のような施策を講ずる。 
 
注力分野⑫：情報提供 

【施策１：関連業界向けの技術習得支援】 

○ 概要 

建設業者や電気工事業者等が風力発電などの新エネルギー関連施設の建設やメ

ンテナンス業に進出するための勉強会を開催するなど、技術の習得を支援する。 
○ 背景・理由 

風力発電施設の建設やメンテナンスには、専門知識が必要であり、受注するた

めには能力開発が不可欠である。 
○ 実施主体 

県（建設交通部）、関係団体 
○ 実施時期 

2011年度以降 
○ 課題 

県内の建設業者等に対して技術指導を行う者を確保する必要がある。 
 

◆ 製造業や発電事業以外にも、新エネルギー産業が発展することで波及効果が期待で

きる産業として、建設・メンテナンス業、観光業、農業が考えられる。 
◆ これらの産業が波及効果を捉えられるよう支援を行う。 
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【施策２：情報提供の仕組みづくり】 

○ 概要 

戦略Ⅰ～Ⅲによる波及効果が期待される建設・メンテナンス業、観光業、農業、

などの関係者に対し、県内の新エネルギー産業の拡大を自らの事業の成長につな

げるために必要な情報提供の仕組みを構築する。 
例えば、建設事業者に発電設備建設の技術動向や、メンテナンス事業者にはメ

ンテナンスビジネスの動向、農業者には新エネルギーによる農産物の高付加価値

化の事例等に関する情報提供が考えられる。 
情報提供の方法としては、建設業や観光業、農業業などの業界団体のメールマ

ガジンや広報誌など既存の媒体を有効に活用し、県庁から業界団体を通じて関係

事業者に向けて発信することが考えられる。 
○ 背景・理由 

全国には観光や農業において新エネルギー施設を活用している例は見られる

が、県内の取り組みは未だ始まっておらず、関係者に事例を紹介することで取り

組みを促すことが有効である。 
○ 実施主体 

県、関係団体 
○ 実施時期 

2011年度以降 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕新エネルギー施設を利用した農業や観光の振興事例 
 

風車による農産物のブランド化 

青森県の鯵ヶ沢町では、2005 年頃より地元農家や農産物の販売店によって、市民
出資で建設された風車を使って地域の特産品をブランド化する取り組みが行われて

いる。 

この取り組みでは、地元の農家が特産の毛豆（枝豆の一種）を「風丸」というブラ

ンドに仕立て、風車の出資者から一坪オーナーを募って直接販売を行っている。また、

風車の見学と周辺の観光施設の見学を組み合わせたツアーも実施されている。 

 

小水力発電による温泉街の集客力向上 

富山県の宇奈月温泉では、2009年頃より黒部・宇奈月温泉観光活性化協議会によ
って、「水と電気を活用した低炭素社会型観光街づくり」による集客力の向上を図る

「でんき宇奈月プロジェクト」が進められている。同プロジェクトでは小水力発電

施設の導入や小水力発電による電気を利用して充電した電気コミュニティバスの運

行が予定されている。 
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第6章  戦略の達成目標 

 
6.1 基本的な考え方 

○ 目標指標の考え方 

第１章において、本産業戦略の目的を『低炭素社会構築への貢献を通じた産業の

振興、雇用の創出』とした上で、その目的を達成するために 3 つの視点と「他のビ
ジネスへの波及」の視点に立ち、以下の戦略ⅠからⅣを定めた。 
戦略Ⅳについては、戦略ⅠからⅢを展開した結果として得られる効果であること

から、ここでは戦略ⅠからⅢについてのみ、それぞれの視点に立って目標を設定す

ることとし、達成度の把握に適切と考えられる目標指標を設定する。 
 

表 12 視点と戦略 

視点 戦略 
【視点 1】 
低炭素社会構築をチャンスと捉えた県内製

造業の振興 

【戦略Ⅰ】 
新エネルギー分野の製造業を育成・創出する 

【視点 2】 
豊富な新エネルギー等の活用による県民利

益の創造 

【戦略Ⅱ】 
新エネルギー等の供給業を育成・創出する 

【視点 3】 
地域の活力向上に資する新エネルギー等の

活用 

【戦略Ⅲ】 
新エネルギーの身近な地産地消で新しい経済

活動の芽を作る 
 
他のビジネスへの波及 

【戦略Ⅳ】 
戦略Ⅰ～Ⅲの取り組みを他のビジネスに波及

させる 
 

○目標年度 

わが国は温室効果ガス排出量を 2020年までに 1990年比で 25％削減することを中
期目標として掲げている。また、「新成長戦略」における目標年を 2020 年とし、環
境エネルギー分野で 140万人の雇用と 50兆円の新規市場の創出を目標として掲げて
いる。こうしたことから、2020年度を本産業戦略の最終目標年度とする。 
また、本産業戦略を初期段階で評価することにより、新エネルギー産業を取り巻

く情勢の変化等に対応し戦略の実効性を確保するため、2013年度を中間目標年度と
する。 
 
以下、戦略Ⅰ、Ⅱ及びⅢに関し、目標設定及び目標値の考え方についてそれぞれ

記載する。 
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6.2 戦略Ⅰ（製造業を育成・創出する）の目標 

6.2.1 戦略Ⅰの目標設定の考え方 
施策方針1： 県内企業の技術力が活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する 

施策方針 1の目標指標は、「製造業の振興」の達成度を評価するという観点から、「出
荷額」と「従事者数」とする。 
アンケート結果等から新エネルギー分野への A「進出済み企業」、B「進出計画があ
る企業」及び C「現在は具体的な進出計画はないが関心がある企業」を把握し、出荷額
と従事者数の目標値を次の方法により設定する。 

 
図 9 施策方針1 の目標設定の流れ 

（県内企業の技術力が活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する） 

 
 

出荷額と関連する従事者数の目標値設定の考え方は次のとおりとする。 
出 荷 額： 「進出済み企業」、「進出計画がある企業」及び「関心がある企業」の

出荷額（想定値）の合計 

従事者数： 各社の出荷額をそれぞれの業種の一人当たりの平均出荷額※で除して

求めた各社の従業員数（想定値）の合計 

※一人当たりの平均出荷額：2008年度工業統計（2010年 4月公表）の確報値を使用 

 

A 

 

進出済み 

企業 

成長率の設定 
※1 

 
 
 
目 
 
 
標 
 
 
値 

各企業の 

出荷額等の 

想定値の算出 

進出計画 

がある企業 

成長率の設定 
※3 

各企業の 

出荷額等の 

想定値の算出 

関心がある 

企業 

成長率の設定 
※5 

実績値の把握 

各企業の 

出荷額等の 

想定値の算出 

※1成長率は、各社の出荷額等の計画値が得られたものはこれに基づき、得られなかっ
たものは市場成長率に基づき設定。 

※2進出シナリオは、各社の具体的な計画値が得られたものはこれに基づき、得られな
かったものは、アンケート結果や既に進出している企業の例等を参考に、出荷額に

占める新エネルギー関連の割合等を設定。 

※3進出後の成長率は、市場成長率に基づき設定。 

※4進出シナリオは、アンケート結果や既に進出している企業の例等を参考に、出荷額
に占める新エネルギー関連の割合等を設定。 

※5進出後の成長率は、市場成長率に基づき設定。 

進出シナリオ 

の設定※2 

進出シナリオ 

の設定※4 

＊市場成長率は第１章の市場調査結果（国内市場のデータが入手できなか

ったパワーエレクトロニクス機器とパワーデバイスについては世界市

場、その他の機器については国内市場）を基に設定。 

 

B 

 

 

C 
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施策方針2： 将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む 

 
①新エネルギー機器のリサイクル 

新エネルギー機器は今後社会に広く普及することが予想され、かつレアメタルや

レアアースなどの希少資源が使用されていることから、廃棄物の削減や資源確保の

観点からリサイクルに対する社会的要請が高まるものと考えられる。 
ただし、目標年度である 2013年度と 2020年度時点では、対象となる機器（太陽
電池、蓄電池、燃料電池、次世代自動車等）の廃棄量が、リサイクル事業が成立し

得るだけの量に満たない可能性が高い（表 13）。 
そこで、新エネルギー機器のリサイクルでは、2020年度以降に予想される新エネ

ルギー機器のリサイクルの本格化に向け、大学やリサイクル関連企業と共同でリサ

イクルに関する技術開発や廃棄される機器の回収システム等に関する検討を進める

ことを目標とする。 
 
表 13 新エネルギー機器の使用期間と各目標年度における推定廃棄量 

種別 使用期間 目標年度 推定廃棄量 備考 

太陽電池 17 年40 2013 年 
2020 年 

20 千 kW 
225 千 kW 

1996 年度実績 
2003 年度実績41 

蓄電池 

（次世代自動車用リ

チウムイオン電池） 

 8 年42 2013 年 
2020 年 

－ 
748 台 

 
（2009 年度実績）43 

燃料電池 10 年44 2013 年 
2020 年 

59 台 
1,267 台 

2003 年度実績 
（2008 年度実績）45 

 

注） リサイクル対象として想定される新エネルギー機器の一般的な使用期間と導入実績から 2013
年度と 2020年度における廃棄量を推定した。なお、2013年度の推定廃棄量は、2020年度の概
ね 10分の 1以下となっている。 
また、蓄電池（次世代自動車用リチウムイオン電池）と燃料電池については、2020 年頃に廃
棄される製品が製造されるのはそれぞれ 2012年、2010年頃と考えられることから、現時点で入
手可能な最新の統計値を記載している。 

 

                                                   
40 太陽電池の法定耐用年数 
41 「日本における太陽電池の出荷量の推移」（社団法人太陽光発電協会） 
42 EV用リチウムイオン電池のカレンダー寿命（常温環境で電池に求められる寿命）は、現状では 5-8年、

2015年には 8-10年とされている（「二次電池技術開発ロードマップ Battery RM2010」（NEDO、2010
年 5月）より） 

43 リチウムイオン電池を搭載した代表的な電気自動車として三菱自動車のアイ・ミーブと日産自動車のリ
ーフがある。販売開始時期はアイ・ミーヴが 2009年 7月、リーフが 2010年 12月であり、ここではア
イ・ミーブの販売台数を三菱自動車 HPの販売実績を基に集計した。なお、ハイブリッド自動車のプリ
ウス（トヨタ）、インサイト（ホンダ）にはニッケル水素電池が使用されている。 

44 メーカー仕様より（http://www.keiyogas.co.jp/cont/family/gas/enefarm/way.html） 
45 「2008年度燃料電池納入量統計調査報告」（社団法人日本電機工業会、2009年 9月） 
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図 10 新エネルギー機器のリサイクルに関する取り組みの流れ 

 

②次世代の新エネルギー技術 

次世代の新エネルギー技術では、概ね 2020年度以降に実用化されることが想定さ
れるものを対象とする。そのため、このような技術を利用して製造された製品は、

計画期間内には市場形成が充分に進んでいないものと考えられる。 
そこで、次世代技術の開発に関する定量的な指標としては、出荷額と従事者数で

はなく国等の競争的資金を獲得した研究開発件数を採用する。 

次世代技術の開発は中長期的に取り組む必要があり、その過程において競合技術

の出現や市場構造の変化など様々なリスクを伴い、必ずしも全てが実用化に至らな

い可能性がある。そのため、2013年度までに競争的資金を獲得したプロジェクトの
うち、2020年度に実用化に至るものをその約半数と想定する。 
 

 
図 11 次世代新エネルギー技術開発の流れ 

 
施策方針3： 新エネルギー関連企業を誘致する 

施策方針 3では、施策方針 1 と同様に出荷額と従事者数を目標指標とし、各目標
年度までの新エネルギー関連誘致企業の出荷額と従事者数の目標値を次のような考

え方で設定する。 
 

出 荷 額： 新たに誘致する新エネルギー関連企業の目標年度における出荷額の合計 

従事者数： 新たに誘致する新エネルギー関連企業の目標年度における従事者数の合計 

 

   企業・大学等を対象 

とした関心分野の調査 

研究テーマの 

具体化、研究着手 

実用化技術の
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競争的資金の獲得件数：X件 実用化件数：1/2 Ｘ件 

・リサイクル 

技術の開発 

・新エネ機器の 

リサイクルに 

おける 

トップランナー 

2011年度         2020年度 
リサイクルの本格化 新エネルギー機器の普及 廃棄量の増加 

・収集等の社会シ

ステムの検討 

・リサイクル 

技術の確立 

・収集等の社会 

システムの確立 

 

実証 

プロジェクト 
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ここで、一年間に誘致する新エネルギー関連企業数は、「あきた元気創造プラン」

において平成 25年度末の目指す成果として掲げた企業誘致数及び誘致済み企業等の
増設数（年間 15件程度）の約 2割程度（3件）と想定する。 
出荷額の目標値については、誘致時点においては、県内製造業における一人当た

りの平均出荷額（工業統計）46と過去 5年間の 1工場当たりの平均雇用予定者数（工
場立地動向調査）を基に、以降は新エネルギー分野の平均的な市場成長率47に従って

伸びるものとして設定する。 
従事者数の目標値については、工場立地動向調査48の 1工場当たりの平均雇用予定
者数と想定される誘致企業数を基に設定する。 

 
6.2.2 戦略Ⅰで設定する目標 
○ 各施策方針の目標 

上述の考え方により、各施策方針の 2013年度及び 2020年度の目標指標と目標値を表 
14、表 15、表 16のとおりとする。 

 
施策方針 1（将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む）に関して

は、2013年度の出荷額を約530億円、従事者数を約1,800人とし、2020年度にはそれぞ

れ約1,190億円、約4,300人とすることを目標とする。 
 

表 14 施策方針1 の目標値 

（県内企業の技術力が活かせ、かつ市場拡大が期待できる分野を支援する） 

目標指標 2009年度実績 2013年度目標 2020年度目標 
出荷額（億円） 250   530 1,190 
従事者数（人） 700 1,800 4,300 

注）出荷額については 10億円単位に、従事者数については 100人単位に端数処理したもの。 

 
施策方針 2（将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む）のうち、

次世代新エネルギー技術の開発については、2013年度までに競争的資金が獲得できるプ
ロジェクト件数を 10件、それらのうち半数の 5件が実用化に至るものとして目標を設定
する。 
また、新エネルギー機器のリサイクルについては、2020年度以降の事業化を見据え、

そのための技術開発や収集運搬等社会システムの検討等を行っている状態を目標とする。 

                                                   
46 「平成 20年 工業統計」（経済産業省、2010年 4月） 
47 ここでは、第 1章に記述した新エネルギー機器（太陽電池、蓄電池、燃料電池、次世代自動車、スマー
トグリッド、風力、小水力等）の 2010年と 2020年の市場規模から成長率を算出し、これを適用する。
算出した成長率は、年率 10％となる。 

48 「平成 20年 工場立地動向調査」（経済産業省、2009年 3月） 
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表 15 施策方針2 の目標値 

（将来性の高い関連分野及び次世代新エネルギー技術に取り組む） 

目標指標 2009年度実績 2013年度目標 2020年度目標 
次世代新エネルギー 
技術の開発 

1件※ 
競争的資金獲得件数 

累計 10件 
実用化技術 
累計 5件 

県、リサイクル関連企業、大学等が共同で、
リサイクル技術の検討や技術開発を進めて
いる。 新エネルギー機器の 

リサイクル 
－ 

県、リサイクル関連企業、メーカー等が共
同で、使用済み機器の回収等社会システム
構築に向けた検討を進めている。 

※ 2009 年度の 1 件については、国の「低炭素社会に向けた技術発掘・社会システム実証モデル事業」 
により、大潟村に実証設備を整備して「直流技術による低炭素社会システムとしての新・地産地消エネ

ルギーインフラの構築（地域直流グリッド実証）」が実施されたもので、終了後の 2010年度以降も実用
化に向けた研究開発が進められている。 

 

 

施策方針 3（新エネルギー関連企業を誘致する）に関しては、2011年度から 2013年度
までに誘致する企業による 2013年度の出荷額を約 40億円、従事者数を約 200人とし、
2020年度にはそれぞれ約 180億円、約 800人とすることを目標とする。 
 

表 16 施策方針3 の目標値 

(新エネルギー関連企業を誘致する) 

目標指標 2009年度実績 2013年度目標 2020年度目標 
出荷額（億円） 0  40 180 
従事者数（人） 0 200 800 

※ 出荷額については 10億円単位に、従事者数については 100人単位に端数処理したもの。 

 

○ 戦略Ⅰの数値目標のまとめ 

戦略Ⅰの数値目標は、出荷額と従事者数のそれぞれについて、施策方針１（表 14）と

施策方針３（表 16）で掲げた目標値の合計により求める。これにより表 17のとおり、

2013 年度の出荷額を約 570億円、従事者数を約 2,000 人とし、2020年度にはそれぞれ
約 1,370億円、約 5,100人とすることを目標とする。 
 

表 17 戦略Ⅰの数値目標（出荷額・従事者数）のまとめ 

（製造業を育成・創出する） 

目標指標 2009年度実績 2013年度目標 2020年度目標 
出荷額（億円） 250   570 1,370 
従事者数（人） 700 2,000 5,100 

注）出荷額については 10億円単位に、従事者数については 100人単位に端数処理したもの。 



 63 

 

6.3 戦略Ⅱ（新エネルギー等供給の先進県を目指す）の目標 

6.3.1 目標の考え方 
戦略Ⅱ（新エネルギー等供給の先進県を目指す）の視点は『豊富な新エネルギー

等の活用による県民利益の創造』であることから、ここでは供給業の事業自体や関

連する製造業、建設業、メンテナンス業等による経済効果と雇用効果が主要な「県

民利益」として挙げられる。これらの効果の大きさは概ね発電規模に比例すること

から、目標年度までに新たに導入される設備容量を目標指標とする。 
目標値は、3.2で述べた今後新たに導入する風力、地熱、大規模太陽光発電（設備
容量 1千 kW以上）の 2020年時点における目標（設備容量ベース）を基に設定した。 
風力発電については、2010年度の東北電力株式会社の風力発電連系募集枠(270千

kW) 49を利用して東北電力管内に建設される風力発電施設の内、3割程度が 2013年
度までに秋田県内に建設されるものとし50、以降、2020 年度までに大規模導入に向
けた取り組みが進展するものと想定する。 
地熱発電については、現状では開発着手などの具体的な計画を把握していないた

め、2013年度までの新規建設は見込まず、以降、2020年度までに、現在、調査段階
にある案件が実現するものと想定する。 
大規模太陽光発電については、活用可能な土地があること、工事着手から運転開

始までの期間が他の電源と比べて比較的短期間であることなどから、2013年度まで
メガソーラー規模（1千 kW以上）が３カ所程度建設され、以降、2020年度まで毎
年１カ所程度ずつ設置されるものと想定する。 

 

6.3.2 戦略Ⅱで設定する目標 
上述の考え方により、2009年度時点での導入実績値と、2013年度と 2020年度ま
でに新たに導入する目標値を表 18のとおりとする。 

 
表 18 戦略Ⅱ の目標値 

（新エネルギー等供給の先進県を目指す） 

目標指標 
（設備容量 千 kW） 2009年度実績 2013年度目標 2020年度目標 

風力発電 （124） 80（200） 500（624） 
地熱発電 （ 88） 0（ 88） 100（188） 
大規模太陽光発電 －    3（  3） 10（ 10） 
注）カッコ内の数値は、各年度における累計の設備容量（千 kW） 

                                                   
49 風力発電連系募集枠については、東北電力HP内の「平成 22年度風力発電の募集について」より。（URL：

http://www.tohoku-epco.co.jp/oshirase/newene/04/index.html） 
50 東北電力管内の 7県（青森、秋田、岩手、山形、福島、宮城、新潟）の風力発電導入基数に占める秋田
県の割合は 2009年 3月末時点で 23％である。 
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これらの目標を達成することで新たに得られる経済効果及び雇用効果は、次に示

す図 12のとおり試算される。 

 
図 12 新たに見込まれる年間売電収入、運転・保守の雇用者数及び累計建設費用51 

 

6.4 戦略Ⅲ（身近な地産地消で新しい経済活動の芽を作る）の目標 

6.4.1 目標の考え方 
戦略Ⅲ（身近な地産地消で新しい経済活動の芽を作る）の視点は『地域の活力向

上に資する新エネルギー等の活用』であることから、農林業などの農山村地域にお

ける経済活動を新エネルギー等によって活性化させる取り組みが望まれる。 

このため、ここでは農山村地域の生産活動に新エネルギー等を活用した事例数を

目標指標とし、2011年度以降、このような取り組みを毎年新たに 1件程度ずつ増や
していくことを目指すものとする。 

6.4.2 戦略Ⅲの目標 
上述の考え方により、2013 年度と 2020 年度における事例数の目標を次のとおり
とする。 

表 19 戦略Ⅲの目標値 

（身近な地産地消で新しい経済活動の芽を作る） 

目標指標 2013年度目標 2020年度目標 
農山村地域の生産活動に 
新エネルギー等を活用した事例数 

3件 10件 

 

                                                   
51 太陽光発電に関しては導入量が小さいため、端数処理の結果、図中の数値が「0」となっている部分が
ある。これらの算定結果は 2013年度の売電収入 0.6億円および雇用者数 0.3人、2020年度の売電収入
2.1億円および雇用者数 1.0人である。 
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参考資料 
新エネルギー産業戦略の策定経過について 

 
 
１ 秋田県新エネルギー産業戦略会議の設置 
 
   新エネルギー産業戦略の策定にあたり、専門的見地から指導・助言等を得るため、

次表に掲げる有識者等で構成する「秋田県新エネルギー産業戦略会議」を設置した。 
 
表 新エネルギー産業戦略策定会議の構成 委員名簿 

 
 
２ 新エネルギー産業戦略会議の開催実績 
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（３）第３回戦略会議 

日時 平成２３年 ４月１９日（火） 
場所 ルポールみずほ 
内容 ・秋田県新エネルギー産業戦略（案）の意見交換 

・新エネルギー産業進出ポテンシャル調査の結果報告の補足説明 
        ・ワーキンググループ活動報告 
        ・平成２３年度新エネルギー産業戦略関連事業の体系に関する説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


