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暮らしへ、未来を運ぶNEDO
プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。
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［先導的事例］特集
新エネルギー･省エネルギー導入普及夏まで残せば雪も資源。冷房、冷蔵に大活躍

雪もエネルギー資源の時代に

雪を有効活用する雪氷エネルギー！

冬、雪の多い地方では、除雪や雪を処分するための手間とコスト
がかかっています。そんな雪をエネルギーに変えてしまうのが
「雪氷エネルギー」。大量の雪を気温が上がる夏まで保存し、そ
の冷やす力を冷蔵や冷房として活用するのです。
電気に頼らないことで、維持費の低減やCO2の排出を抑えるの
に効果的。さらに農作物の冷蔵保存用にも注目されています。
雪氷エネルギーによる冷蔵は適度な湿度を含んでいるので、乾
燥を防ぎ、穀物や野菜をおいしく保存することができるのです。
「雪もエネルギー資源」と呼ばれる時代は、すぐ近くまで来てい
ます。

雪氷エネ
ルギーで

冷蔵され
たトマト

。

みずみず
しくて

おいしい
んです。

除雪機で雪を貯雪庫へ。一般家庭で
雪氷エネルギーを利用する例
（北海道 美唄市）

世界初の雪冷房賃貸マンション。写真右側
にあるのが貯雪庫 （北海道 美唄市）

米穀貯蔵施設。
米を「雪中」ブランドとして
展開 （北海道 沼田町）

農作物の食味向上を図り
ながら長期保存も可能な
雪貯蔵施設
（北海道 洞爺湖町）

3種類の冷熱エネルギー供給方式

熱交換器 ファンコイル
ユニットP

P

雪

■熱交換冷水循環方式
熱交換器を介して融雪水を冷房機に供給。住居の室内冷房に。

冷風

雪

雪

■自然対流方式
ファンなどを使わず、自然対流での冷却方式。穀物や野菜の冷蔵に。

シートなど

送風機

送風機

■直接熱交換冷風循環方式

雪

ファンなどで空気を循環させ、米穀や野菜を冷蔵。または広い空間の冷房に。

米穀や野菜 冷蔵

冷房
冷蔵

冷蔵

美唄自然エネルギー研究会（北海道 美唄市）／北海道 沼田町／
洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会（北海道 洞爺湖町）

これらの事例は、ＮＥＤＯ「新エネ百選」に選定されました

融解水



国内外で活動するNEDOの最近の動きをお知らせします。

October
● 「アスベスト対策環境展 '09」へ出展
● 「びわこ環境ビジネスメッセ2009」へ出展
● 「知財ビジネスマッチングフェア2009」へ出展
● 「燃料電池・水素エネルギー専門技術セミナー」（「水素エネルギー先端技術展2009」の
　 関連セミナー）を開催
● 「エコテクノ2009」へ出展、同会場「太陽電池セミナー」にて講演
● 「研究・技術計画学会学術賞」受賞
● 川崎市南菅中学校の総合学習に協力、「燃料電池車の展示」と「校内への太陽光発電
　 パネル設置デザインのグループワーク」を実施

NEDO NEWS HEADLINE

10 月

燃料電池自動車による、1,100キロメートル長距離走行テストを実施
　水素を燃料に、排ガスを出さない
「クリーン自動車」として期待が集ま
る燃料電池自動車。その進化を伝
えるため、2009年11月11日と12日
の2日間にわたり、水素・燃料電池
実証プロジェクト(JHFC)が実施する
長距離実証走行テストが行われま
した。2回の水素補填で東京から北
九州まで1,100キロメートルを走行
する今回のテストには、トヨタ
「FCHV-adv」、日産「X-TRAIL FCV」、

ホンダ「FCX-CLARITY」という最新の燃料電池自動車3台が参加。従来のガソリン車と変わら
ない走行距離や燃料補給の利便性を実証しました。
　スタートに先駆けて経済産業省で開催された出発式には、松下忠洋経済産業副大臣、増
子輝彦経済産業副大臣の他、NEDOからは村田成二理
事長が出席。悪天候ながら多くの取材陣も集まり、次世
代クリーン自動車への注目の高さを感じさせました。
　テスト車は途中、愛知県庁、大阪府庁へ表敬訪問し、
予定通り12日にゴール地の北九州水素ステーションに
到着しました。
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［NEDO NEWS HEADLINE］
    2009 October（後半）～December（前半）

［TOPICS］
    第21回「新エネ･太陽電池工作コンクール」
　表彰式開催

 NEDOエネルギー対策推進部の
 ミッション　
      NEDOエネルギー対策推進部長 
     須賀正和

新エネルギー･省エネルギー導入普及

［先導的事例］特集

［NEDOからのお知らせ］

北条砂丘風力発電所
（鳥取県北栄町）

15

新エネルギーの先進的･先導的な導入事例
「新エネ百選」

風力エネルギー

2

3

1

6

7

学校法人東北公益文科大学
太陽光発電システム
（山形県酒田市）

省エネルギー 導入事例  BEMS
   財団法人聖路加国際病院
   （東京都中央区）

太陽エネルギー2

8

学校法人中野学園 オイスカ高等学校
太陽熱利用システム/
太陽光発電システム
（静岡県浜松市）

太陽エネルギー3

10

12

水力エネルギー 導入事例  中小水力発電
   新帝釈川発電所
   （広島県神石郡神石高原町）
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2009 October（後半）～December（前半）

（後半）

December
● 欧州最大の環境・エネルギー展「Pollutec Horizons 2009」に出展
● NEDO委託事業－大規模太陽光発電設備における実証研究システムの本格的な運用
　 開始－（山梨県北杜市・株式会社NTTファシリティーズ）
● 「NEDO省エネルギー技術フォーラム2009」を開催
● 日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2009」に出展
● エコプロダクツ 記念シンポジウム「本当の豊かさのために 日本のエネルギー革命～
　 点と点から面的広がりへ」パネル討論参加

12 月 （前半）

November
● IEA HPP（Heat Pump Program）執行委員会に参加（イタリア/ローマ）
● 「メッセナゴヤ2009」に出展
● 「第26回太陽光発電システムシンポジウム～めざせ！ ソーラー・にっぽん～」にて、NEDOが
　 「ロードマップ『PV2030＋』について」講演、「太陽光社会の実現の鍵とは何か」パネル
　 ディスカッション参加 
● 「国際エネルギー機関／自動車用先進燃料研究開発実施協定（International Energy 
　 Agency / Advanced Motor Fuel）」執行委員会へ出席（タイ/バンコク）
● 「2009国際ロボット展」に出展
● 蓄電池の進化が電動車の未来を変える「第2回電動車用先進蓄電池国際会議」に参加

11 月

T  O  P  I  C  S
第21回 「新エネ・太陽電池工作コンクール」表彰式開催
開催日：2009年12月12日（作品展示：12月10日～12日）  会場／東京ビッグサイト

NEDOは、第21回「新エネ・太陽電池工作コンクール」の受賞作品を決定し、
2009年12月に開催された「エコプロダクツ2009」で
作品展示と上位受賞者の表彰式を行いました。
コンクールと受賞作品の概要、また表彰式当日の様子を紹介します。

ハープの絵を鉛筆でなぞり音階を奏でる楽器。
音階発生器、スピーカーの電源に太陽電池を使用。

野呂光希（三重県 津市立西が丘小学校 4年）、
雄一（父）、喜久代（母）

小口祐斗（長野県 信州大学教育学部付属松本
中学校 2年）、京吾（父）、尚子（母）

吉田 耀（宮城県 仙台市立館小学校 6年） 野呂朱里（三重県 私立高田中学校 1年）

資源エネルギー庁長官賞
「プラダンでソーラー温水器 Part3」

経済産業大臣賞（「新アイデア賞」とダブル受賞）
「サウンドオブミュージックPencil（音絵筆）」

NEDO理事長賞 小学生部門
「エコ防犯ジャケット」

NEDO理事長賞 中学生部門
「Deodorant Air Cannon」

NEDO理事長賞 ファミリー部門
「ソーラーティーパーティー」

作品が多数集まりました。
　上位入賞を果たした優秀作品について
は、2009年12月10日から3日間にわたり東
京ビッグサイトで開催された、日本最大級
の環境展示会「エコプロダクツ2009」の
NEDOブース内で展示。最終日の12日には、
会場内の環境コミュニケーションステージ
で、上位入賞者の表彰式を行いました。
　本コンクールは、次世代を担う小中学生
が、身近な工作を通じて新エネルギーに親
しみ、その特性を理解する絶好の機会とな
ります。NEDOは、今後もこうした取り組みを
通じて、新エネルギーの普及に貢献してい
きます。

　「新エネ・太陽電池工作コンクール」は、
1989年からNEDOが毎年開催している歴史
あるコンクールの一つです。小中学生に新
エネルギーを活用した工作物の制作を通じ
て、「新たなエネルギーとして期待されてい
る新エネルギーを身近に感じてもらうこと」
「エネルギー問題・環境問題に対する理解
と関心を促すこと」「エネルギー・環境教育
に資すること」の3つを目的に開催していま
す。これまでは、太陽電池を利用した工作を
応募対象としていましたが、21回目を迎え
た今回から、太陽熱、風力、水力など、その
他の新エネルギーを利用した工作も対象
となり、例年以上にバラエティーに富んだ

永縄卓大（岐阜県 各務原市立稲羽中学校 1年）
【受賞コメント】
何年も前から応募していましたが、こんなに大きな賞
をもらったのは初めて。嬉しいです。

ベルトを装着して泳ぐと一定のスピード以上でラン
プが点灯し、泳いだ距離がカウンターで示される。
太陽電池は充電池に充電しランプの電源とし、水力
（水流）で電気を作りカウンターに使用。

文部科学大臣賞（「新アイデア賞」とダブル受賞）
「ペースアップスイミングベルト」

五十嵐 翔（愛知県 名古屋市立片平小学校 6年）
【受賞コメント】
水泳をやっているので、自分が泳いだ距離を正確に
知りたかったのが、アイデアのきっかけでした。

雪と廃熱を利用し温度差エネルギーで電気を起こし、街に
供給するECOTOWN。冷熱（雪）と温熱（廃熱）をペルチェ
素子に当て電気を起こし、街のランプ等に供給。

環境大臣賞
「サーモ・エレクトリック発電機を利用した
ECOTOWN」

曽根寛至（北海道 札幌市立宮の森中学校 2年）
【受賞コメント】
初応募でこんなにすごい賞をもらって、ビックリして
います。なんかまだ信じられません。

受賞作品（一部）

経済産業省から松下、増子両副大臣、NEDOからは村田理事長が参加し
た出発式

燃料電池自動車の普及により
CO2削減に期待がかかる

表紙の写真は、新エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用、
風力発電）の導入イメージです。
詳しくは本誌P7-P11をご覧ください。

コンクール概要
名称：第21回新エネ・太陽電池工作コンクール　主催者：NEDO　後援：経済産業省、文部科学省、環境省、全国市町村教育委員会連合会、全国小学校理科教育研究協議会、全国中学校理科教育研究会
協賛：太陽光発電協会　応募作品数：726作品（最終審査31作品）

展示作品を鑑賞する子どもたち

ステージで表彰状を受け取る受賞者（経済産業大臣賞 永縄君）
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● NEDO委託事業－大規模太陽光発電設備における実証研究システムの本格的な運用
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　 Agency / Advanced Motor Fuel）」執行委員会へ出席（タイ/バンコク）
● 「2009国際ロボット展」に出展
● 蓄電池の進化が電動車の未来を変える「第2回電動車用先進蓄電池国際会議」に参加

11 月

T  O  P  I  C  S
第21回 「新エネ・太陽電池工作コンクール」表彰式開催
開催日：2009年12月12日（作品展示：12月10日～12日）  会場／東京ビッグサイト

NEDOは、第21回「新エネ・太陽電池工作コンクール」の受賞作品を決定し、
2009年12月に開催された「エコプロダクツ2009」で
作品展示と上位受賞者の表彰式を行いました。
コンクールと受賞作品の概要、また表彰式当日の様子を紹介します。

ハープの絵を鉛筆でなぞり音階を奏でる楽器。
音階発生器、スピーカーの電源に太陽電池を使用。

野呂光希（三重県 津市立西が丘小学校 4年）、
雄一（父）、喜久代（母）

小口祐斗（長野県 信州大学教育学部付属松本
中学校 2年）、京吾（父）、尚子（母）

吉田 耀（宮城県 仙台市立館小学校 6年） 野呂朱里（三重県 私立高田中学校 1年）

資源エネルギー庁長官賞
「プラダンでソーラー温水器 Part3」

経済産業大臣賞（「新アイデア賞」とダブル受賞）
「サウンドオブミュージックPencil（音絵筆）」

NEDO理事長賞 小学生部門
「エコ防犯ジャケット」

NEDO理事長賞 中学生部門
「Deodorant Air Cannon」

NEDO理事長賞 ファミリー部門
「ソーラーティーパーティー」

作品が多数集まりました。
　上位入賞を果たした優秀作品について
は、2009年12月10日から3日間にわたり東
京ビッグサイトで開催された、日本最大級
の環境展示会「エコプロダクツ2009」の
NEDOブース内で展示。最終日の12日には、
会場内の環境コミュニケーションステージ
で、上位入賞者の表彰式を行いました。
　本コンクールは、次世代を担う小中学生
が、身近な工作を通じて新エネルギーに親
しみ、その特性を理解する絶好の機会とな
ります。NEDOは、今後もこうした取り組みを
通じて、新エネルギーの普及に貢献してい
きます。

　「新エネ・太陽電池工作コンクール」は、
1989年からNEDOが毎年開催している歴史
あるコンクールの一つです。小中学生に新
エネルギーを活用した工作物の制作を通じ
て、「新たなエネルギーとして期待されてい
る新エネルギーを身近に感じてもらうこと」
「エネルギー問題・環境問題に対する理解
と関心を促すこと」「エネルギー・環境教育
に資すること」の3つを目的に開催していま
す。これまでは、太陽電池を利用した工作を
応募対象としていましたが、21回目を迎え
た今回から、太陽熱、風力、水力など、その
他の新エネルギーを利用した工作も対象
となり、例年以上にバラエティーに富んだ
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プが点灯し、泳いだ距離がカウンターで示される。
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雪と廃熱を利用し温度差エネルギーで電気を起こし、街に
供給するECOTOWN。冷熱（雪）と温熱（廃熱）をペルチェ
素子に当て電気を起こし、街のランプ等に供給。
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受賞作品（一部）

経済産業省から松下、増子両副大臣、NEDOからは村田理事長が参加し
た出発式

燃料電池自動車の普及により
CO2削減に期待がかかる

表紙の写真は、新エネルギー（太陽光発電、太陽熱利用、
風力発電）の導入イメージです。
詳しくは本誌P7-P11をご覧ください。

コンクール概要
名称：第21回新エネ・太陽電池工作コンクール　主催者：NEDO　後援：経済産業省、文部科学省、環境省、全国市町村教育委員会連合会、全国小学校理科教育研究協議会、全国中学校理科教育研究会
協賛：太陽光発電協会　応募作品数：726作品（最終審査31作品）

展示作品を鑑賞する子どもたち

ステージで表彰状を受け取る受賞者（経済産業大臣賞 永縄君）
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NEDOエネルギー対策推進部のミッション

日本の優れた新エネ・省エネ技術を
導入普及へとつなげる
CO2排出削減の実効力を高めるために
幅広い角度から支援を実施していきたい

NEDOエネルギー対策推進部長

須賀正和
プロフィール

Suga Masakazu

1982年東京電力（株）入社、2001年企画部 
経営調査グループマネージャー、2004年神
奈川支店部長、2007年7月よりNEDOエネ
ルギー対策推進部長

　現在NEDOでは、エネルギーと地球
環境問題の解決のため、新エネル
ギー・省エネルギー分野における「技術
開発」から「実証試験」そして「導入普
及」までを三位一体で進めています。そ
のなかで目標は2つ。1つは日本国内で
の導入推進、2つ目は日本の技術を国
際的に活かしていくことです。
　国内では現在、太陽光発電や省エネ
設備の導入が積極的に進められていま
すが、風力やバイオマスなどの再生可
能エネルギーもあります。また地熱や
水力なども、相当なポテンシャルがある
貴重な国産エネルギーであり、積極的
に活かしていくべきだと思っています。
実証試験や導入支援を行い、地域での
成功事例をどんどん増やしていく。そう
した積み重ねによって、新エネ・省エネ
導入は今後も大いに伸びていくと思い
ます。
　一方、国際的には、日本の新エネ･省
エネに関する高い技術力を国内だけで
はなく、世界各地にも展開していく。
NEDOのプロジェクトにより開発された
技術を活用し、企業が海外で活躍しな
がら日本の技術力をアピールしていく
ことが重要だと思います。例えば太陽光
発電、蓄電池、省エネといった分野が有
望ですが、日本発新技術を次々に生み
出していく必要があります。

＊1 BEMS：本誌P12/13をご覧ください。
＊2 新エネ百選：本誌P6をご覧ください。
＊3 新エネ・太陽電池工作コンクール：本誌P3をご覧ください。

Notes

新エネルギー･省エネルギーに
関するNEDOの2つの道筋

　2つ目は住宅や建築物などにおける
省エネルギー導入の推進です。産業分
野ではCO2排出削減が進んでいます
が、住宅やオフィス・商業ビルでは
1990年比で約4割もCO2排出量が増
加しているのが現実です。改善に向け
て、ビルでは省エネ設備やエネルギー
監視制御システム、住宅では断熱の強
化や高効率給湯器などの導入支援を
行っています。
　こうした支援で導入された省エネ設備
やBEMS＊1などは、導入後も省エネ効果
を追跡調査し、成果を発表しています。

NEDOのホームページで公開している
他、事例集も作成しており、最新の省エネ
技術を導入したオフィス･商業ビルの見
学も可能です。住宅分野では、一般の方
の省エネに対する知見を広めてもらおう
と、ホームページで「地球にやさしい家
づくり」というサイトを開設しています。
　住宅向け支援制度について、住宅雑
誌などに広報したところ、平成18年度に
1,270件だった採択件数が、19年度には
2,479件、20年度には5,240件と、倍々で
増加し、省エネルギーへの高い関心を実
感しました。

住宅・建築物などの
省エネルギー導入支援

日本の将来を担う子どもたちの
新エネ･省エネへの関心を高める

　エネルギー対策推進部は、新エネ･省
エネ分野の「導入普及」業務を主に実施
しています。新エネルギーを中心とした

石油代替エネルギーと、省エネルギー技
術の開発成果を広く普及させ、CO2排出
量を削減することが主な使命です。
　政府が1990年比でCO2排出量25％削
減を打ち出したこともあり、取り組みに
はさらなるスピードが求められ、我々の
責務はますます重要になってきていると
思います。その取り組みを5つに分けて
ご紹介します。

私たちエネルギー対策推進部の
使命

　１つ目は国産の自然エネルギーとし
てさらなる導入が期待されている地熱
発電と水力発電の開発推進です。いず
れも設備利用率が高く、長期間安定的に
発電できるので、CO2削減への貢献が大
きい分野です。
　地熱発電の例を1つ挙げると、現在秋
田県湯沢市にある山葵沢（わさびざわ）

地域で開発に向けた調査が進められて
います。規模も大きく、久々の新規開発
地点として期待が高まっています。

地熱･水力発電の開発推進

地方自治体、NPOなどへの支援

日本最大規模の大分県八丁原（はっちょうばる）
地熱発電所

■住宅･建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業
　住宅に係わる採択件数の推移

 　新エネ･省エネについては、技術的
には完成していても、コスト面の課題が
あるために導入が進まないことも多々
あります。せっかくのCO2削減機会がそ
うして埋もれてしまうのは日本にとって
大きな損失です。技術開発から、実証試
験、そして導入普及までの一連の取り
組みをセットで行っていけるところに
NEDOの強みがあるのだと思います。
　今後も、NEDOとして省エネ、太陽光、
風力、地熱、水力、バイオマスなど、幅広
いエネルギーの可能性を追求し、技術
の確立から普及までの道のりをクリア
にしていきたいと考えています。
　　　　　   （取材日：2009年12月9日）

技術の開発から導入普及
までをワンセットで考える

　3つ目は、地方自治体やNPOなどと連
携した普及啓発活動です。新エネ･省エ
ネの導入普及に当たっては、地方自治
体やNPOなどのイニシアチブも重要で
す。地方自治体がマスタープランとして
地域エネルギービジョンを策定する
際、エネルギー対策推進部のスタッフ
が出掛けていき、計画策定の支援を
行っています。
　また、地域住民やNPOが主催する新
エネ・省エネ普及啓発イベントなどの
支援も行っています。一つ一つは大き
な規模ではありませんが、こうした活動
の積み重ねが、人々の意識の高まりに
貢献していると思います。

秋田県湯沢市山葵沢（わさびざわ）地域で
開発調査中の地熱施設
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　4つ目は、今年度選定した「新エネ百
選＊2」です。これは全国の新エネルギー
利用等の取り組みを評価して、100件を
選定し発表したものです。全国各地の

優れた新エネの取り組みを「見える化」
し、情報共有することで波及効果が生
まれると考えています。そうした観点か
ら多くの選定地域でセミナーを開催し、
広く他の地域からも関係者を招くこと
で、地域相互の交流を促しています。

「新エネ百選」発表と広報展開

「地球にやさしい家づく
り」を楽しみながら学べ
るNEDOのWebサイト

　そして5つ目が、今年21回を迎えた「新
エネ・太陽電池工作コンクール＊3」です。
　小中学生を対象にしたこのコンクー

ルは、新エネ・環境や教育分野
に関連する経済産業省、文部科
学省、環境省3省の後援を受け、
各大臣賞をはじめ15の賞が設
けられている注目度の高いイベ
ントです。小中学生や親子で参
加でき、毎年1,000件前後の参加
申し込みがあります。次世代を
担う子どもたちの新エネルギー
への関心を高める良い機会に
なっています。

2009年6月1日、東京
国際フォーラムで開か
れた「新エネ百選」選定
記念シンポジウム。選
定された事業の関係
者、一般来場者合わせ
て370名が参加した

「新エネ百選」のロゴマーク
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国際フォーラムで開か
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者、一般来場者合わせ
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「新エネ百選」のロゴマーク



　鳥取県の中央部に位置し、日本海に面

して東西12.5キロメートルに広がる北条

砂丘。キャンプ場や公園などのアウトド

ア施設や観光農園があり、夏季には観光

地曳き網が行われるこの地には、9基の

大型風車がそびえ立っている。町が事業

主体となり、2005年11月から稼動してい

る「北条砂丘風力発電所」である。ブレード

（羽根）を含む最高地点は103.5メートル、

ブレードの直径は77メートル。風車1基

当たりの定格出力は1,500kWで、9基合

計では13,500kWを発電する。これは、自

治体直営では日本最大クラスの発電量と

なる。

　今や北栄町のランドマークとなって

いるこの施設は、産学官が一体となるこ

とで、事業化へとつながった。日本海か

　現在、北条砂丘風力発電所が年間に発

電する電力は、約20,000MWh。これは、

一般家庭の約6,600戸分の年間消費電力

に相当する。北栄町の全世帯数が約

5,100戸なので、町の全世帯分以上の消

費電力をまかなえることになる。また、地

球温暖化対策という観点から見ると、北

栄町内の年間CO2排出量を約9%削減し

た。しかし、成果はそれだけではない。こ

の風力発電所は、「環境

に優しい町づくり」のシ

ンボルとなり、地域振興

にも貢献している。北栄

町では、北条砂丘風力発

電所を被写体としたフォ

トコンテストや、施設見

学を通じて、風力発電の

普及啓発活動を実施し

ている。また、2009年7月

には、「第14回全国風サ

06 07

先導的導入事例  1 風 力 エ ネ ル ギ ー

北条砂丘風力発電所 （鳥取県北栄町）

境港駅 米子駅 倉吉駅

鳥取駅

津山駅

東郷池

日本海鳥取県北栄町の海岸線を占める北条砂丘。
この地に、自治体直営では国内最大級の
風力発電所が稼動している。
導入の経緯、さらに新エネルギー普及と
地球温暖化対策啓発に向けた取り組みを紹介する。

産学官の連携で、
風力発電を事業化

「環境に優しい町づくり」の
シンボルに

■施設概要

事業費

事業期間

竣工

発電設備位置

年平均風速

風車機種

年間推定発電電力量

約28億円（NEDO補助7億円／公営企業債20.5億円）

15年間（建設期間除く）

2005年11月

鳥取県東伯郡北栄町江北、国坂、下神、松神地内

5.7メートル／秒（地上70メートルで観測）

MD-77／ドイツ リパワー社／1.5MW×9基

約20,000MWh

ら吹く強風に着目した鳥取大学が、北条

砂丘で風況調査を実施し、風力発電所

の事業化が可能な風況と判断。これを

契機に、大学教授、民間有識者、町民、

行政による事業化に向けた協議が重ね

られた。2003年にNEDOの補助金に採

択され、2005年11月から稼動を開始し

た。

ミット」が北栄町で実施された。「全国風

サミット」とは、風力発電と関係が深い市

町村が、その普及を目的に意見交換を行

うイベントで、中国地方では初めて開催

された。

　地域特性とはいえ、時に地域住民の暮

らしに被害をもたらしてきた強い風。しか

し、その強風も風力発電所の稼動により、

「エネルギーの地産地消」「地球温暖化対

策」「町の新しいイメージづくり」を後押し

するものへと変わった。

　こうした北栄町の取り組みは、他自治

体の地域新エネルギー導入のモデル

ケースとして、全国的にも脚光を浴びて

いる。

北条砂丘風力発電所フォトコンテスト 2007年度受賞作品

北条砂丘風力発電所フォトコンテスト
2006年度受賞作品

北条砂丘風力発電所フォトコンテスト 2006年度受賞作品

施設所在地

砂丘にそびえる9基の風車が、
町財政と地球温暖化対策へ
新風を送り込む

鳥取県

岡山県

北条砂丘風力発電所

「新エネ百選」は、地域性等を考慮した上で、全国の新エネルギー等利
用に関する取り組みを評価し、経済産業省とNEDOが全国47都道
府県から選定しました。
選定事例は、地域にマッチした地産地消型の新エネルギー等導入の
優れた事例として、その内容、経験等について、これからの新エネル
ギー導入促進に大いに役立てて行くことが期待されています。
NEDOは、選定地域におけるセミナー開催などにより、「新エネ百選」
に選ばれた事例の情報発信を積極的に行い、我が国における一層の
新エネルギー導入に努めていきます。

新エネルギーの先進的・先導的な導入事例 ■ 全国「新エネ百選」MAP

北条砂丘風力発電所
（鳥取県北栄町）

学校法人東北公益文科大学
太陽光発電システム
（山形県酒田市）

P7

学校法人中野学園オイスカ高等学校 
太陽熱利用システム
太陽光発電システム
（静岡県浜松市） P10

エネルギーの種類と選定件数

　 太陽エネルギー                  21件
　 風力エネルギー                 18件
　 複合                                      19件
　 バイオマスエネルギー     21件
　 水力エネルギー                    7件
　 雪氷エネルギー                    8件
　 温度差エネルギーなど　   6件

P8

「新エネ百選」の
事例の一部を紹介します。

＊1  新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法。
＊2  地熱利用：バイナリ方式のものに限る｡

Notes

「新エネルギー」とは、日本では法律＊1で定められています。経済性の面における制約から普及が
充分でないものであって、その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るために特に必
要なものと定義されており、現在は10種類が指定されています。

【該当する新エネルギー】
バイオマス燃料製造（アルコール燃料、バイオディーゼル、バイオガスなど）、
バイオマス熱利用、バイオマス発電、太陽光発電、
太陽熱利用（給湯、暖房、冷房その他の利用）、温度差エネルギー、
雪氷熱利用、地熱利用＊2、風力発電、マイクロ水力
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東北公益文科大学 大学院 公益学研究科長

大歳恒彦 教授

先導的導入事例  2 太 陽 エ ネ ル ギ ー

学校法人東北公益文科大学 太陽光発電システム （山形県酒田市）

導入が難しいとされる寒冷地において、
太陽光発電システム導入の可能性を探る東北公益文科大学。
いち早く新エネルギーの将来性を見据え
市民に開かれた大学として幅広い人的ネットワークを活用して、
太陽光発電の導入普及に力を注いでいる。
同大学で環境科学の教鞭を執る大歳恒彦教授に、
新エネなど環境関係設備導入のコンセプトや
今後の構想などについてお話を伺った。

“公益”の観点から
環境に配慮
太陽光発電で地域の
新エネルギー普及を推進する

　東北公益文科大学は「庄内に4年制大

学を」という地域住民の熱い想いから、

2001年に山形県と庄内14市町村の出資

により設立された。日本で唯一「公益」と

いう名前を冠するこの大学では、公共の

利益実現のため社会をリードする人材育

成を使命として、「政策マネジメント」「地

域共創」「社会福祉」「環境サイエンス」と

いう専門性の高い4つのコースを設けて

いる。キャンパスは塀や囲いがなく、メデ

ィアセンター、カフェテリア等の施設が地

域の交流の場として広く開放され、大学と

地域があらゆる面で相互に溶け込み密着

している。

　こうした大学の特徴や、学びの理念に

も通じる太陽光発電システム導入の経緯

などを、同大学大学院公益学研究科長の

大歳教授に伺った。　

　「現在、1学部1学科で公益学を追究し

ています。公益学は公益的な視点で様々

な分野の学問を融合的に学んでいこうと

いう試みです。そのなかで、開学前から緑

化やビオトープ＊など自然環境との調和

を図りながら、資源やエネルギーを有効

活用しようという構想がありました。太陽

光発電システムはその一つとして、

NEDOの支援を得て実現することができ

ました」

公共の利益を捉える視点で
新エネルギーを採用

寒冷地ならではの実績を重ね
発電電力を有効活用

＊ ビオトープ：生物生息空間。周辺に動植物の生息する環境。公園やビルの屋上
　  などに樹木や草花を植え、鳥や昆虫が集まるようにすること。

Notes

　太陽光発電設備は、酒田キャンパスと

鶴岡キャンパス（大学院）を合わせて、設

置容量280kW。これは東北エリアでは最

大規模だ。酒田キャンパスの場合、太陽光

発電でまかなっているのは、電力消費の

うち最大20％くらいだという。

　「導入当初は、太陽光発電で発電した

電力を売電する構想もありました。けれど

も、やはり建物の空調などにかなりのエ

ネルギーが必要なので、太陽光発電によ

る電力はすべてキャンパス内で利用して

います。設備の導入に当たり、できるだけ

効率良く利用することを配慮しました。そ

こで、負荷に最も近い箇所に連系する『低

圧分散連系方式』を採用し、電気ロスをで

きるだけ少なくする工夫をしています」

　寒冷地での太陽光発電で、課題となる

のは天候。酒田市は山形県の日本海側に

面する港町で、雪は内陸に比べて少な

い。それでも、雪対策を行っているという。

　「マンパワーで雪下ろしをする必要は

ありませんが、雪対策として太陽光パネ

ルを傾斜させ、さらに積雪センサーによ

る自動融雪システムを設置しています。

もちろん、この自動融雪の電源も太陽光

発電を利用しています。また意外に思わ

れるかもしれませんが、庄内地域の夏場

は高温多湿で冷房を多く使うため、太陽

光発電は夏季冷房使用時のピークカット

効果ももたらしてくれます」

　こうした教育の場での新エネルギーの

活用について、最近の学生は昔に比べて

地球環境に対する問題意識が高いと、大

歳教授はいう。

　「地球温暖化や水質汚染、生物多様性

など、彼らは非常に身近な問題と感じて

います。当大学は設立から東京の慶應義

塾大学と連携がありますが、相互に学生

が行き来するなかで、慶應大学の学生は

環境問題というより、こちらの環境の良さ

に驚いています。当大学の学生たちはこ

の環境の良さを当たり前と思っているの

で、こうした交流は双方にとって視野を広

げるいい取り組みではないかと思います」

　さらに、この太陽光発電システムの見

学に、近隣の高校や大学の学生、さらに

地域の人々も多数訪れる。大学メディア

センターには、太陽光発電の現時点での

発電量を数値で見ることができる「リアル

タイムモニター」を設置。見学者に太陽電

池パネルなどのハードを見せるだけでは

なく、太陽光発電の稼動状況を実感でき

る機会を提供している。

見える環境教育が
新エネルギーの可能性を拓く

鳥海山の湧水で透明度の高い牛渡川の水質調査。
大歳教授の専門演習での学生たち

　大学の顔ともなっている寒冷地での

太陽光発電システムが、今回『新エネ百

選』に選ばれたことについて、大歳教授

は次のように語った。

　「当大学が先導的な役割を果たしなが

ら、庄内地域から山形県へと新エネル

ギーの導入や、脱温暖

化への動きに拍車がか

かればと思っています。

また、ここを拠点に酒田

市と鶴岡市で太陽光発

電の人的ネットワークを

太陽光発電を中心につながる
人的ネットワーク

■太陽光発電 設備概要

設置箇所 東北公益文科大学 酒田キャンパス
鶴岡キャンパス

多結晶タイプ

低圧分散連系方式

太陽電池

連系方式

システム容量

完成年月日
280kW（酒田250kW／鶴岡30kW）

2001年2月26日

稼動実績（累積、平均） 累積 1,404,104kWh（2001年4月～2009年1月）
平均 175,513kWh/年

太陽電池モジュール1,868枚
熱電対付き太陽電池モジュール4枚

モジュール数

東北地方で、最大規模の太陽光発電設備

新庄

山形

福島
米沢

喜多方

東北公益文科大学

酒田駅

鶴岡駅
山形県

宮城県

日本海

施設所在地

東北公益文科大学 酒田キャンパス（公益学部）

太陽光発電設備

鶴岡キャンパス

酒田キャンパス

牛渡川

「リアルタイムモニター」の説明に
熱心に耳を傾ける

大学メディアセンターにある「リアルタイムモニター」

見学者の皆さん

　「人の意識が変わるようなソフトの面

でも太陽光発電の普及に貢献していきた

いですね。自然に恵まれた環境ですが、

山形県は温室効果ガスが増えつつありま

す。車社会であることや、山形市中心部の

都市化、冬季の灯油などを利用した暖房

などが影響していると考えられています。

しかし今、山形では、

風力発電や中小水

力発電 、木質バイオ

マスなど、様々なプ

ロジェクトが動いて

います。新エネルギ

ーの可能性が拓か

れつつあるなか、当

大学も、庄内エリア

から山形県まで、地

域に根ざした脱温暖

化事例を全国に発信

していきたいと考え

ています」

構築していきたいと思っています。個人

の家庭でも太陽光発電の導入が進むな

か、私たちが得た知見を元に、皆さんの

相談を受けたり、また情報発信したりす

るなど、センター的役割を担えたら、当

大学の理念『公益』に寄与できるのでは

ないでしょうか」

（取材日：2009年12月１日）
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東北公益文科大学 大学院 公益学研究科長

大歳恒彦 教授

先導的導入事例  2 太 陽 エ ネ ル ギ ー

学校法人東北公益文科大学 太陽光発電システム （山形県酒田市）

導入が難しいとされる寒冷地において、
太陽光発電システム導入の可能性を探る東北公益文科大学。
いち早く新エネルギーの将来性を見据え
市民に開かれた大学として幅広い人的ネットワークを活用して、
太陽光発電の導入普及に力を注いでいる。
同大学で環境科学の教鞭を執る大歳恒彦教授に、
新エネなど環境関係設備導入のコンセプトや
今後の構想などについてお話を伺った。

“公益”の観点から
環境に配慮
太陽光発電で地域の
新エネルギー普及を推進する

　東北公益文科大学は「庄内に4年制大

学を」という地域住民の熱い想いから、

2001年に山形県と庄内14市町村の出資

により設立された。日本で唯一「公益」と

いう名前を冠するこの大学では、公共の

利益実現のため社会をリードする人材育

成を使命として、「政策マネジメント」「地

域共創」「社会福祉」「環境サイエンス」と

いう専門性の高い4つのコースを設けて

いる。キャンパスは塀や囲いがなく、メデ

ィアセンター、カフェテリア等の施設が地

域の交流の場として広く開放され、大学と

地域があらゆる面で相互に溶け込み密着

している。

　こうした大学の特徴や、学びの理念に

も通じる太陽光発電システム導入の経緯

などを、同大学大学院公益学研究科長の

大歳教授に伺った。　

　「現在、1学部1学科で公益学を追究し

ています。公益学は公益的な視点で様々

な分野の学問を融合的に学んでいこうと

いう試みです。そのなかで、開学前から緑

化やビオトープ＊など自然環境との調和

を図りながら、資源やエネルギーを有効

活用しようという構想がありました。太陽

光発電システムはその一つとして、

NEDOの支援を得て実現することができ

ました」

公共の利益を捉える視点で
新エネルギーを採用

寒冷地ならではの実績を重ね
発電電力を有効活用

＊ ビオトープ：生物生息空間。周辺に動植物の生息する環境。公園やビルの屋上
　  などに樹木や草花を植え、鳥や昆虫が集まるようにすること。

Notes

　太陽光発電設備は、酒田キャンパスと

鶴岡キャンパス（大学院）を合わせて、設

置容量280kW。これは東北エリアでは最

大規模だ。酒田キャンパスの場合、太陽光

発電でまかなっているのは、電力消費の

うち最大20％くらいだという。

　「導入当初は、太陽光発電で発電した

電力を売電する構想もありました。けれど

も、やはり建物の空調などにかなりのエ

ネルギーが必要なので、太陽光発電によ

る電力はすべてキャンパス内で利用して

います。設備の導入に当たり、できるだけ

効率良く利用することを配慮しました。そ

こで、負荷に最も近い箇所に連系する『低

圧分散連系方式』を採用し、電気ロスをで

きるだけ少なくする工夫をしています」

　寒冷地での太陽光発電で、課題となる

のは天候。酒田市は山形県の日本海側に

面する港町で、雪は内陸に比べて少な

い。それでも、雪対策を行っているという。

　「マンパワーで雪下ろしをする必要は

ありませんが、雪対策として太陽光パネ

ルを傾斜させ、さらに積雪センサーによ

る自動融雪システムを設置しています。

もちろん、この自動融雪の電源も太陽光

発電を利用しています。また意外に思わ

れるかもしれませんが、庄内地域の夏場

は高温多湿で冷房を多く使うため、太陽

光発電は夏季冷房使用時のピークカット

効果ももたらしてくれます」

　こうした教育の場での新エネルギーの

活用について、最近の学生は昔に比べて

地球環境に対する問題意識が高いと、大

歳教授はいう。

　「地球温暖化や水質汚染、生物多様性

など、彼らは非常に身近な問題と感じて

います。当大学は設立から東京の慶應義

塾大学と連携がありますが、相互に学生

が行き来するなかで、慶應大学の学生は

環境問題というより、こちらの環境の良さ

に驚いています。当大学の学生たちはこ

の環境の良さを当たり前と思っているの

で、こうした交流は双方にとって視野を広

げるいい取り組みではないかと思います」

　さらに、この太陽光発電システムの見

学に、近隣の高校や大学の学生、さらに

地域の人々も多数訪れる。大学メディア

センターには、太陽光発電の現時点での

発電量を数値で見ることができる「リアル

タイムモニター」を設置。見学者に太陽電

池パネルなどのハードを見せるだけでは

なく、太陽光発電の稼動状況を実感でき

る機会を提供している。

見える環境教育が
新エネルギーの可能性を拓く

鳥海山の湧水で透明度の高い牛渡川の水質調査。
大歳教授の専門演習での学生たち

　大学の顔ともなっている寒冷地での

太陽光発電システムが、今回『新エネ百

選』に選ばれたことについて、大歳教授

は次のように語った。

　「当大学が先導的な役割を果たしなが

ら、庄内地域から山形県へと新エネル

ギーの導入や、脱温暖

化への動きに拍車がか

かればと思っています。

また、ここを拠点に酒田

市と鶴岡市で太陽光発

電の人的ネットワークを

太陽光発電を中心につながる
人的ネットワーク

■太陽光発電 設備概要

設置箇所 東北公益文科大学 酒田キャンパス
鶴岡キャンパス

多結晶タイプ

低圧分散連系方式

太陽電池

連系方式

システム容量

完成年月日
280kW（酒田250kW／鶴岡30kW）

2001年2月26日

稼動実績（累積、平均） 累積 1,404,104kWh（2001年4月～2009年1月）
平均 175,513kWh/年

太陽電池モジュール1,868枚
熱電対付き太陽電池モジュール4枚

モジュール数

東北地方で、最大規模の太陽光発電設備

新庄

山形

福島
米沢

喜多方

東北公益文科大学

酒田駅

鶴岡駅
山形県

宮城県

日本海

施設所在地

東北公益文科大学 酒田キャンパス（公益学部）

太陽光発電設備

鶴岡キャンパス

酒田キャンパス

牛渡川

「リアルタイムモニター」の説明に
熱心に耳を傾ける

大学メディアセンターにある「リアルタイムモニター」

見学者の皆さん

　「人の意識が変わるようなソフトの面

でも太陽光発電の普及に貢献していきた

いですね。自然に恵まれた環境ですが、

山形県は温室効果ガスが増えつつありま

す。車社会であることや、山形市中心部の

都市化、冬季の灯油などを利用した暖房

などが影響していると考えられています。

しかし今、山形では、

風力発電や中小水

力発電 、木質バイオ

マスなど、様々なプ

ロジェクトが動いて

います。新エネルギ

ーの可能性が拓か

れつつあるなか、当

大学も、庄内エリア

から山形県まで、地

域に根ざした脱温暖

化事例を全国に発信

していきたいと考え

ています」

構築していきたいと思っています。個人

の家庭でも太陽光発電の導入が進むな

か、私たちが得た知見を元に、皆さんの

相談を受けたり、また情報発信したりす

るなど、センター的役割を担えたら、当

大学の理念『公益』に寄与できるのでは

ないでしょうか」

（取材日：2009年12月１日）
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先導的導入事例  3 太 陽 エ ネ ル ギ ー

国際NGO「オイスカインターナショナル」により
設立されたオイスカ高等学校。その理念を体現する
環境教育が静岡県の浜名湖畔で展開されている。
NEDOとの共同研究のために導入された
太陽熱利用システムと太陽光発電システム。
目的は脱化石燃料だけではない。
教材として利用し、生徒たちの環境への意識を高め、
将来の環境社会へとつなげる教育機関の使命を果たしている。
その独自の取り組みを紹介する。

浜名湖畔のエコスクールから
地域、全国、そして世界へ
新エネルギー設備を活かした
環境教育活動の輪が広がる

　オイスカ高等学校は1983年の設立当初

より、暖房と給湯に太陽熱を利用するシス

テムを導入。2006年にNEDOと共同研究を

行う設備としてリニューアルした。太陽光

発電では2005年からNEDOと共同研究を

実施し、化石燃料から新エネルギー(以下、

新エネ）への移行を進めている。こうした

太陽熱利用や太陽光発電など、オイスカ高

等学校の新エネ導入の方針や構想はどの

ようなものであったか、藤﨑校長に伺った。

　「新エネ導入の方針については、オイ

スカ高等学校の建学の精神が根本にあ

ります。当校は、地球規模の環境活動と

発展途上国の経済･産業･教育を支援す

る、国際NGO『オイスカインターナショ

ナル＊』を設立母体としていますので、その

理念の下、『環境教育』と『国際理解教育』

を柱に、『寮生活』を加えた3つを教育方

針として学校を運営しています。

　環境に関しては、当校には『エコスクー

ル構想』というものがあり、ecoをecology

とeconomyの2面で捉えています。

ecologyは、地球上に存在するすべての

動植物が地球の恩恵を受けて生かされ

ていることを理解する。economyは、“節
約”という言葉の意味通り、地球の恩恵で
ある限られた資源を有効に使う手段や、

持続可能な資源利用の方法を修得し実

践する、というように考えています。この

『エコスクール構想』には環境教育の部

分と、学校施設改善の2つのアプローチ

があり、後者の学校施設改善で、具体的

に太陽熱利用や太陽光発電などのシス

テムを導入しました」

＊オイスカインターナショナル：45年の歴史ある国際NGO、The Organization for Industrial, Spiritual 
　and Cultural Advancement-Internationalのこと。人と自然が調和した世界の繁栄を目指し、地球
    環境問題や国際協力に取り組んできた。日本に本部があるNGOとしては、唯一国際連合の最高諮問
    資格を有する。

Notes

■設備概要
●太陽熱利用システム

真空管型集熱器

加圧温水器

214㎡

20.1～24.0kW×3基

●太陽光発電システム

システム容量 50kW

学校法人中野学園 オイスカ高等学校 太陽熱利用システム／太陽光発電システム （静岡県浜松市）

太陽光発電設備

建学の精神から
エコスクール構想へ
新エネルギー導入の経緯

　オイスカ高等学校の環境教育の特徴の

一つは、新エネ設備を積極的に導入し、

環境データを利用し
省エネルギーを“見える化”

　オイスカ高等学校は普通科の高校で

あるが、教科では『自然理解』と『環境』を

全員履修としている。ともに基礎的な学

習と、発展学習として地域の環境活動、

国内外の植林活動、また学校林の管理や

環境実験など体験教育も行う。また、約7

割の生徒が寮生活で、生活の中でも環境

を考えられる人に育ってほしい、と藤﨑
校長は話す。

　「国際理解教育という観点では、海外

留学生を受け入れ、また2年次には海外

研修に出掛け、どのようにお互いを理解

し協調していくのかを学びます。一方、環

境教育の中心的な存在になるものとし

て取り組んだのが、2001年のISO14001

の認証取得です。これを生徒の手により

行うために、生徒会に環境委員会を編成

しました。ISO取得では、環境への取り組

みが大きなテーマになりますので、節水･

節電など、省エネを日常生活の中で、ど

う意識し実践していくかを生徒が自ら考

える。こうしたことが意識を変え、生徒た

ちの家庭にも影響を及ぼしていく、と考

えました」
生徒の手による
生徒のための環境教育

　地域社会の環境教育や啓発活動に活

用してもらうため、省エネのデータや対

策、環境活動などをまとめた独自の「環境

地域に貢献する
環境意識啓発

生徒たちによる浜名湖マングローブ植栽観察

・寮施設の入浴給湯、男子寮冬季給湯暖房に充当
・加圧温水併用により、日量25～30トン/80℃を給湯
・給湯暖房により、冬季30室（71㎡/室）の室温20℃を確保

生徒たちの水質浄化実験（空芯菜）実習

生徒たちの浜名湖護岸ごみ清掃活動

男子寮屋上の
太陽熱利用設備

施設所在地

浜名湖

浜松駅
御前崎

静岡駅

オイスカ高等学校

静岡県

山梨県

白書」を作成し、公開している。また、学校

祭や地域主催の環境教室でも、新エネ設

備の仕組みやデータの解説などを行い、

環境意識高揚に努める。

　「『新エネ百選』に選ばれたということ

は、責任として、また努めとして、広く啓発

活動を行っていかなければならないと思

っています」と、藤﨑校長。今後は風の強
い地域の特徴を活かした風力発電や、バ

イオマス熱利用なども研究・検討していき

たいという。今、学校の周囲には、生徒た

ちの手によって環境散策路が作られつつ

ある。野鳥の観察や、マングローブの植栽

による土壌・水質浄化の実験などを説明

板付きで紹介する予定である。完成後は

一般の方にも開放し、地域の環境意識の

浸透に貢献したい、とその抱負を語った。

      　　　　   （取材日：2009年12月7日）

学校法人中野学園 オイスカ高等学校
（左より）

宮澤 尚 校長相談役
藤﨑正和 校長
薦田 稔 事務次長

オイスカ高等学校 正門

省エネルギー（以下、省エネ）データを環

境教育に使用していることである。

　「データについては、教科『環境』や生徒

会環境委員会を通して収集し、節水･節電

の成果をデータ化し、随時、生徒たちに知

らせています。実際に自分たちが使ったエ

ネルギーや資源の消費は目に見えないの

で実感がわきにくい。それがデータを見る

ことで時期的、時間的な消費の増減が分

かります。今まで無意識に使っていたエネ

ルギーや資源を、意識化することでムダが

見えてきます。ただ寮では、朝6:30頃、一気

に電力使用量が上がります。生徒たちの

整髪のためのドライヤー使用が原因と分

かりましたが、これは年頃の子たちには止

められないようです」

　どこで、いつ、何を、どれくらい使用して

いるかをデータを見て知り、次の省エネ対

策を考える際に役立てる。こうしたことの

連続で生徒たちは次第に環境を考える習

慣を身に付けていく。環境教育は、環境に

ついて学ぶだけではなく、生徒たちの生

き方や価値観を形成していく上でも、いろ

いろな課題を与えてくれると、宮澤校長相

談役は力を込めて話す。

生徒たちが作成した『新エネ百選』に関する
ポスター （2009年6月学校祭にて）
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先導的導入事例  3 太 陽 エ ネ ル ギ ー

国際NGO「オイスカインターナショナル」により
設立されたオイスカ高等学校。その理念を体現する
環境教育が静岡県の浜名湖畔で展開されている。
NEDOとの共同研究のために導入された
太陽熱利用システムと太陽光発電システム。
目的は脱化石燃料だけではない。
教材として利用し、生徒たちの環境への意識を高め、
将来の環境社会へとつなげる教育機関の使命を果たしている。
その独自の取り組みを紹介する。

浜名湖畔のエコスクールから
地域、全国、そして世界へ
新エネルギー設備を活かした
環境教育活動の輪が広がる

　オイスカ高等学校は1983年の設立当初

より、暖房と給湯に太陽熱を利用するシス

テムを導入。2006年にNEDOと共同研究を

行う設備としてリニューアルした。太陽光

発電では2005年からNEDOと共同研究を

実施し、化石燃料から新エネルギー(以下、

新エネ）への移行を進めている。こうした

太陽熱利用や太陽光発電など、オイスカ高

等学校の新エネ導入の方針や構想はどの

ようなものであったか、藤﨑校長に伺った。

　「新エネ導入の方針については、オイ

スカ高等学校の建学の精神が根本にあ

ります。当校は、地球規模の環境活動と

発展途上国の経済･産業･教育を支援す

る、国際NGO『オイスカインターナショ

ナル＊』を設立母体としていますので、その

理念の下、『環境教育』と『国際理解教育』

を柱に、『寮生活』を加えた3つを教育方

針として学校を運営しています。

　環境に関しては、当校には『エコスクー

ル構想』というものがあり、ecoをecology

とeconomyの2面で捉えています。

ecologyは、地球上に存在するすべての

動植物が地球の恩恵を受けて生かされ

ていることを理解する。economyは、“節
約”という言葉の意味通り、地球の恩恵で
ある限られた資源を有効に使う手段や、

持続可能な資源利用の方法を修得し実

践する、というように考えています。この

『エコスクール構想』には環境教育の部

分と、学校施設改善の2つのアプローチ

があり、後者の学校施設改善で、具体的

に太陽熱利用や太陽光発電などのシス

テムを導入しました」

＊オイスカインターナショナル：45年の歴史ある国際NGO、The Organization for Industrial, Spiritual 
　and Cultural Advancement-Internationalのこと。人と自然が調和した世界の繁栄を目指し、地球
    環境問題や国際協力に取り組んできた。日本に本部があるNGOとしては、唯一国際連合の最高諮問
    資格を有する。

Notes

■設備概要
●太陽熱利用システム

真空管型集熱器

加圧温水器

214㎡

20.1～24.0kW×3基

●太陽光発電システム

システム容量 50kW

学校法人中野学園 オイスカ高等学校 太陽熱利用システム／太陽光発電システム （静岡県浜松市）

太陽光発電設備

建学の精神から
エコスクール構想へ
新エネルギー導入の経緯

　オイスカ高等学校の環境教育の特徴の

一つは、新エネ設備を積極的に導入し、

環境データを利用し
省エネルギーを“見える化”

　オイスカ高等学校は普通科の高校で

あるが、教科では『自然理解』と『環境』を

全員履修としている。ともに基礎的な学

習と、発展学習として地域の環境活動、

国内外の植林活動、また学校林の管理や

環境実験など体験教育も行う。また、約7

割の生徒が寮生活で、生活の中でも環境

を考えられる人に育ってほしい、と藤﨑
校長は話す。

　「国際理解教育という観点では、海外

留学生を受け入れ、また2年次には海外

研修に出掛け、どのようにお互いを理解

し協調していくのかを学びます。一方、環

境教育の中心的な存在になるものとし

て取り組んだのが、2001年のISO14001

の認証取得です。これを生徒の手により

行うために、生徒会に環境委員会を編成

しました。ISO取得では、環境への取り組

みが大きなテーマになりますので、節水･

節電など、省エネを日常生活の中で、ど

う意識し実践していくかを生徒が自ら考

える。こうしたことが意識を変え、生徒た

ちの家庭にも影響を及ぼしていく、と考

えました」
生徒の手による
生徒のための環境教育

　地域社会の環境教育や啓発活動に活

用してもらうため、省エネのデータや対

策、環境活動などをまとめた独自の「環境

地域に貢献する
環境意識啓発

生徒たちによる浜名湖マングローブ植栽観察

・寮施設の入浴給湯、男子寮冬季給湯暖房に充当
・加圧温水併用により、日量25～30トン/80℃を給湯
・給湯暖房により、冬季30室（71㎡/室）の室温20℃を確保

生徒たちの水質浄化実験（空芯菜）実習

生徒たちの浜名湖護岸ごみ清掃活動

男子寮屋上の
太陽熱利用設備

施設所在地

浜名湖

浜松駅
御前崎

静岡駅

オイスカ高等学校

静岡県

山梨県

白書」を作成し、公開している。また、学校

祭や地域主催の環境教室でも、新エネ設

備の仕組みやデータの解説などを行い、

環境意識高揚に努める。

　「『新エネ百選』に選ばれたということ

は、責任として、また努めとして、広く啓発

活動を行っていかなければならないと思

っています」と、藤﨑校長。今後は風の強
い地域の特徴を活かした風力発電や、バ

イオマス熱利用なども研究・検討していき

たいという。今、学校の周囲には、生徒た

ちの手によって環境散策路が作られつつ

ある。野鳥の観察や、マングローブの植栽

による土壌・水質浄化の実験などを説明

板付きで紹介する予定である。完成後は

一般の方にも開放し、地域の環境意識の

浸透に貢献したい、とその抱負を語った。

      　　　　   （取材日：2009年12月7日）

学校法人中野学園 オイスカ高等学校
（左より）

宮澤 尚 校長相談役
藤﨑正和 校長
薦田 稔 事務次長

オイスカ高等学校 正門

省エネルギー（以下、省エネ）データを環

境教育に使用していることである。

　「データについては、教科『環境』や生徒

会環境委員会を通して収集し、節水･節電

の成果をデータ化し、随時、生徒たちに知

らせています。実際に自分たちが使ったエ

ネルギーや資源の消費は目に見えないの

で実感がわきにくい。それがデータを見る

ことで時期的、時間的な消費の増減が分

かります。今まで無意識に使っていたエネ

ルギーや資源を、意識化することでムダが

見えてきます。ただ寮では、朝6:30頃、一気

に電力使用量が上がります。生徒たちの

整髪のためのドライヤー使用が原因と分

かりましたが、これは年頃の子たちには止

められないようです」

　どこで、いつ、何を、どれくらい使用して

いるかをデータを見て知り、次の省エネ対

策を考える際に役立てる。こうしたことの

連続で生徒たちは次第に環境を考える習

慣を身に付けていく。環境教育は、環境に

ついて学ぶだけではなく、生徒たちの生

き方や価値観を形成していく上でも、いろ

いろな課題を与えてくれると、宮澤校長相

談役は力を込めて話す。

生徒たちが作成した『新エネ百選』に関する
ポスター （2009年6月学校祭にて）
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省エネルギー導入事例 Ｂ Ｅ Ｍ Ｓ

＊ BEMS：Building and Energy Management Systemの略。
　ビルの機器・設備等の運転管理により、エネルギー消費量
　の削減を図るビル管理システムのことを指す。

Notes

財団法人聖路加国際病院 BEMS （東京都中央区）

駐車場の排気ガスに含まれるCO濃度を測定するCOセンサー

中央監視装置（左）エネルギー監視装置（右）

電力グラフィック（中央監視卓）

導入効果を着実に獲得

聖路加国際病院

東京駅東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県 東京湾

施設所在地

聖路加国際病院

財団法人聖路加国際病院
施設環境整備課
（左より）

荒井裕之 施設係 スタッフ
小室克夫 マネージャー

100年以上もの間、創立以来変わらぬ理念の下
様々な分野より注目され続ける聖路加国際病院。
医療の高度化と来院者の増加。
膨らむエネルギー消費への対策として、
首都圏の総合病院が選択したひとつの手段
BEMSについて伺った。

病院として理想とする環境と
省エネルギーシステムの融合
BEMS＊導入で、院内全体の継続的な
消費エネルギー低減を目指す

　1902年（明治35年）、米国聖公会の宣

教医師 ルドルフ・トイスラー博士により

東京の築地に創設された聖路加国際病

院。1日に2,500～3,000人が訪れる総合病

院となった今でも、“キリスト教精神の下
に、患者中心の医療と看護を行うこと”と
いう創立以来の理念は変わらない。

　1992年（平成4年）の新病院の建設以

来、同院での省エネルギー（以下、省エ

ネ）の取り組みからBEMSの導入まで中心

となって推進してきた、施設環境整備課

の小室克夫マネージャーと、同課施設係 

荒井裕之氏にその取り組みの経緯や内

容、成果などを伺った。

　一級建築士でもある小室氏は、病院建築

の面から省エネについて次のように話す。

　「1933年（昭和8年）の初期に建てられ

た病院は、アメリカ人による設計で、間接

照明を生かすなど意匠にも凝ったもの

で、当時の日本の医療界、看護界、病院建

築界の一世を風靡しました。ですから

1992年（平成４年）の建築の際も、それな

りの評価を得ようと我々も設計会社にも意

気込みがありました。省エネも当然考えな

がらの設計でしたが、雰囲気や快適さを

大事にすると省エネに逆行するようなこと

もある。生まれたばかりの赤ちゃんからご

高齢の方、また健康状態もそれぞれ異な

りますので、私たちはまず、患者さんの居

心地の良さを第一に考えるわけです」

温室効果ガスの抑制は
国際病院としての至上命題

利用者への配慮と省エネの両立

　NEDOの「平成17年度住宅・建築物高

効率エネルギーシステム導入促進事業

（BEMS導入支援事業）」の支援を受けて、

聖路加国際病院にBEMSが導入された。

雰囲気や快適さを重視した病室

　竣工後も、日々の地道な省エネ対策が

続けられたという。

　「世の中の様々な進歩や発展とともに、

医療機器、情報機器、通信機器なども格

段に増えています。また、優れた医療に対

応できる施設や設備も改善していかなけ

ればならない。病院というのは、無限定と

いう、なかなか定まらない建築の代表的

なものであり、その変化はとても速く、当

院でもこの数年間はかなり大規模な改修

を行っています。そんななかで省エネに

ついても、患者さんに配慮しながら照明

や空調調整など少しずつできることをや

っていくという状況です」

　職員による取り組みの一つとして、エコ・

ダイエット委員会をつくり、全職種から集

められたメンバーにより定期的に省エネ

対策について意見交換が行われている。

さらに、クールビズや階段利用の促進、ポ

スターや院内LAN等を利用して職員に対

し省エネの啓もう活動を行っている。

　また、従来の熱源設備を見直し、地域

熱供給（株式会社エネルギーアドバンス）

へ変更をするなど、設備面での省エネを

すすめるなか、他の病院関係者との情報

交換や、設備関連などのメーカーからの

提案によりNEDOの制度について情報を

得た。

　BEMS導入後、東京都の推進する「地

球温暖化対策計画書」の3年間（平成17 

年～19年度の期間）の中間評価では、温

室効果ガス削減目標8.5％の内、6％を達

成し、医療施設としては最高ランクAA＋

を獲得した。また、平成18年度及び19年

度の2か年平均のエネルギー消費量は、

一次エネルギー換算ベースで、約3.27％

削減。着実な導入効果を得ながら、病院

という施設の特性上、様々な配慮の中

で、省エネを進めていかなければならな

い。

　「資金的にも人員配置的にも身の丈に

合った省エネが一番いいのではないかと

今は考えています。できることから着実

に、ということです」

と小室氏は締めくくった。

BEMSを導入し
省エネを自動管理

　システムについて、荒井氏が具体的に

説明する。

　「BEMS導入で、全館の設備機器の最適

運転を行い、エネルギー使用量の削減が

図れます。また系統ごとにエネルギー計

量を行い、使用状況を把握することで、さ

らなる省エネ項目の立案へつなげていけ

ます。BEMSで自動管理できると、私たち

施設係の職員は違う仕事やサービスに力

を入れることができるようになります」

　これらシステムの中枢にあるのが、中

央監視装置とエネルギー監視装置であ

る。全館の設備の監視を行い、実際に空

調機を作動させたり、また現在使用して

いるエネルギーの使用状況のデータを見

ることができる。蓄積されたデータでは、

前年度と比較し、どこにロスがあるかなど

の検討材料にすることができる。しかし、

課題もあると荒井氏はいう。

　「例えば、空調機の場合１時

間のうち6分間、つまり10％の

間欠運転を行うのですが、患者

さんからも職員からもクレーム

の対象になってしまうことがあ

ります。“空調機が止まっていま
すよ”“温度が上がって暑いね”
など、皆さん気づかれるんで

す。当初、全館で60台ほどの空

調機のうち1/3程度までは間欠

運転ができるのではと見通しを

立てたのですが、実際は4台程

度です。“炭酸ガスを測定しながら省エ
ネ対策をやっています”とお伝えすると
驚かれますが、省エネの啓発のためにも

もっとPRが必要だと思っています」

（取材日：2009年12月10日）
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防災盤
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計量ポイントの追加
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エネルギーデータ収集
と解析
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リモートステーション
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熱源コントローラ

受変電盤

換気設備
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■BEMS導入後のシステム概要図

還気ダクトに設置して室内
のCO2濃度を測定する
CO2センサー
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＊ BEMS：Building and Energy Management Systemの略。
　ビルの機器・設備等の運転管理により、エネルギー消費量
　の削減を図るビル管理システムのことを指す。

Notes

財団法人聖路加国際病院 BEMS （東京都中央区）

駐車場の排気ガスに含まれるCO濃度を測定するCOセンサー

中央監視装置（左）エネルギー監視装置（右）

電力グラフィック（中央監視卓）

導入効果を着実に獲得

聖路加国際病院

東京駅東京都

埼玉県

千葉県

神奈川県 東京湾

施設所在地

聖路加国際病院

財団法人聖路加国際病院
施設環境整備課
（左より）

荒井裕之 施設係 スタッフ
小室克夫 マネージャー
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病院として理想とする環境と
省エネルギーシステムの融合
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　「資金的にも人員配置的にも身の丈に

合った省エネが一番いいのではないかと

今は考えています。できることから着実

に、ということです」

と小室氏は締めくくった。
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　システムについて、荒井氏が具体的に

説明する。
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量を行い、使用状況を把握することで、さ

らなる省エネ項目の立案へつなげていけ

ます。BEMSで自動管理できると、私たち

施設係の職員は違う仕事やサービスに力

を入れることができるようになります」

　これらシステムの中枢にあるのが、中

央監視装置とエネルギー監視装置であ

る。全館の設備の監視を行い、実際に空

調機を作動させたり、また現在使用して

いるエネルギーの使用状況のデータを見

ることができる。蓄積されたデータでは、

前年度と比較し、どこにロスがあるかなど

の検討材料にすることができる。しかし、

課題もあると荒井氏はいう。

　「例えば、空調機の場合１時

間のうち6分間、つまり10％の

間欠運転を行うのですが、患者

さんからも職員からもクレーム

の対象になってしまうことがあ

ります。“空調機が止まっていま
すよ”“温度が上がって暑いね”
など、皆さん気づかれるんで

す。当初、全館で60台ほどの空

調機のうち1/3程度までは間欠

運転ができるのではと見通しを

立てたのですが、実際は4台程

度です。“炭酸ガスを測定しながら省エ
ネ対策をやっています”とお伝えすると
驚かれますが、省エネの啓発のためにも

もっとPRが必要だと思っています」

（取材日：2009年12月10日）
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国定公園第１種特別地域
及び名勝指定地

国定公園第２種特別地域

新帝釈川発電所

　2005年２月に発効された京都議定書。このなかで2012

年の第一約束期間に温室効果ガスの排出量を1990年比

でマイナス6％削減することが明記されています。この目標

達成に向けて、NEDOでは費用対効果を考慮した京都メカ

ニズムを活用し、確実にクレジットを取得する事業を実施

しています。
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開催期間 イベント 会　場 NEDOお問い合わせ先 TEL

2010年2月17日～2月19日

2010年2月17日～2月19日

2010年3月3日～3月5日

2010年6月27日～7月2日

東京国際交流館（江東区）

東京ビッグサイト（江東区）

東京ビッグサイト（江東区）

パシフィコ横浜（横浜市西区）

「次世代冷凍空調技術国際会議2010」開催

「nano tech 2010
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」へ出展

「FC EXPO 2010
～第6回  国際  水素・燃料電池展～」へ出展

再生可能エネルギー2010国際会議へ出席
（同時開催6/30-7/2：「第5回新エネルギー世界展示会」へ出展）

環境技術開発部

044-520-5251

ナノテクノロジー・材料技術開発部

044-520-5220

燃料電池・水素技術開発部

044-520-5260

新エネルギー技術開発部

044-520-5270

本誌の定期送付･送付中止･送付先変更のご依頼はこちらまで
E-mail：kouhou@nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「FOCUS NEDO」編集担当宛

次号は「京都メカニズム特集」
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次号では、NEDOが行う京都メカニズムに関する事業内容や
取り組みについてご紹介します。

NEDOからのお知らせ

NEDOは研究成果の実用化に向けた取り組みを支援します
　2009年12月11日、NEDO日比谷広報センターで「ベン

チャーが切り開く再生可能エネルギービジネスの今後」と題

したビジネスマッチング会を開催しました。これは、NEDOが

実施している新エネルギーベンチャー技術革新事業で開発

した成果の事業化を支援することを目的に行われ、再生可能

エネルギー分野に興味のある企業・団体など140名が参加し

た盛況な催しとなりました。

　本格的なマッチング会の開催は今回が初めての試みでし

たが、今後も、技術開発支援と併せてビジネスプラン作成支

援や、市場からベンチャーキャピタル等の資金を呼び込むな

ど、技術開発段階から事業化段階までの一貫した支援を行う

予定です。

　広島県北東部に広がる帝釈峡の中心

に、80年以上にわたり稼動し続けてきた

帝釈川ダムがある。この大正生まれのダ

ムが、2006年6月、NEDOの補助事業を活

用して生まれ変わった。このダムを保有

する中国電力（株）は、2003年6月より保

全対策工事を実施。洪水吐＊を増設し洪

水処理能力の向上を図るとともに、既設

堤体の下流面にコンクリートを打ち増し

て耐震性の強化を図った。

　また、同ダムの未利用落差（最大約35

メートル）の有効活用を図るため、圧力水

路を有するダム水路式の新帝釈川発電

所（最大出力11,000kW）が建設された。

旧帝釈川発電所は帝釈川の支川である

福桝川からの取水のみとし、規模を縮小

（出力4,400kW→2,400kW）して運転を継

続している。なお、工事周辺地域は国指定

の名勝及び比婆道後帝釈国定公園内に

位置するため、工事に伴う自然改変を極

力少なくし、周辺景観と調和するよう設計

され、猛禽類への影響がないよう施工面

でも配慮された。

新帝釈川発電所 （広島県神石郡神石高原町）

80年の歴史を誇る広島県北東部の帝釈川ダム。
未利用だった有効落差(約35m)を最大限活かすため、
ダムの保全対策工事とともに、ダム水路式の新帝釈川発電所が
NEDOの補助事業により建設された。
その工事の概要と発電所の特徴を紹介する。

老朽化が進むダムを補強し
新発電所を建設

　水力発電は環境負荷が小さく、我が国

では古くから活用されてきた発電方法だ

が、地球温暖化対策や石油代替エネル

水資源の有効活用のため
中小水力発電の開発を促進

既設ダムの未利用落差を
有効活用する
ダム水路式発電所の新設

水力エネルギー導入事例 中 小 水 力 発 電

高梁川水系帝釈川

ダム水路式

11,000kW

10立方メートル/秒

129メートル

事業者 中国電力（株）

発電所：広島県神石郡神石高原町
ダム：広島県庄原市東城町及び神石郡神石高原町

所在地

取水河川

発電方式

最大出力

最大使用水量

有効落差

改修前の帝釈川ダム

改修後の帝釈川ダム

高 

梁 

川

新帝釈川発電所

広島県

鳥取県

岡山県

島根県

日本海

施設所在地

■新帝釈川発電所概要

ギーの開発及び導入促進などのた

め、近年再評価が進んでいる。日本

は資源に乏しい国だが、山々に囲

まれた地形と水に恵まれた自然環

境は、水力発電に適している。

　現在では大規模な開発に適した

地点の建設はほぼ完了し、今後は

中小規模な発電所の開発が中心

となる。NEDOでは、恵まれた水資

源のポテンシャルが最大限に発揮

されるよう、中小水力発電開発の

補助事業を通して、水力発電の発

展・推進を支えている。

Notes

■位置図

新帝釈川発電所

＜お問い合わせ先＞
NEDO 研究開発推進部 技術革新･基盤技術グループ
E-mail:venture@nedo.go.jp
TEL:044-520-5171

＊ 洪水吐（こうずいばき）：大雨等の際にダムの水を安全に放流する設備。
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「次世代冷凍空調技術国際会議2010」開催

「nano tech 2010
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」へ出展

「FC EXPO 2010
～第6回  国際  水素・燃料電池展～」へ出展

再生可能エネルギー2010国際会議へ出席
（同時開催6/30-7/2：「第5回新エネルギー世界展示会」へ出展）

環境技術開発部

044-520-5251

ナノテクノロジー・材料技術開発部

044-520-5220

燃料電池・水素技術開発部

044-520-5260

新エネルギー技術開発部

044-520-5270

本誌の定期送付･送付中止･送付先変更のご依頼はこちらまで
E-mail：kouhou@nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「FOCUS NEDO」編集担当宛

次号は「京都メカニズム特集」
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次号では、NEDOが行う京都メカニズムに関する事業内容や
取り組みについてご紹介します。

NEDOからのお知らせ

NEDOは研究成果の実用化に向けた取り組みを支援します
　2009年12月11日、NEDO日比谷広報センターで「ベン

チャーが切り開く再生可能エネルギービジネスの今後」と題

したビジネスマッチング会を開催しました。これは、NEDOが

実施している新エネルギーベンチャー技術革新事業で開発

した成果の事業化を支援することを目的に行われ、再生可能

エネルギー分野に興味のある企業・団体など140名が参加し

た盛況な催しとなりました。

　本格的なマッチング会の開催は今回が初めての試みでし

たが、今後も、技術開発支援と併せてビジネスプラン作成支

援や、市場からベンチャーキャピタル等の資金を呼び込むな

ど、技術開発段階から事業化段階までの一貫した支援を行う

予定です。

　広島県北東部に広がる帝釈峡の中心

に、80年以上にわたり稼動し続けてきた

帝釈川ダムがある。この大正生まれのダ

ムが、2006年6月、NEDOの補助事業を活

用して生まれ変わった。このダムを保有

する中国電力（株）は、2003年6月より保

全対策工事を実施。洪水吐＊を増設し洪

水処理能力の向上を図るとともに、既設

堤体の下流面にコンクリートを打ち増し

て耐震性の強化を図った。

　また、同ダムの未利用落差（最大約35

メートル）の有効活用を図るため、圧力水

路を有するダム水路式の新帝釈川発電

所（最大出力11,000kW）が建設された。

旧帝釈川発電所は帝釈川の支川である

福桝川からの取水のみとし、規模を縮小

（出力4,400kW→2,400kW）して運転を継

続している。なお、工事周辺地域は国指定

の名勝及び比婆道後帝釈国定公園内に

位置するため、工事に伴う自然改変を極

力少なくし、周辺景観と調和するよう設計

され、猛禽類への影響がないよう施工面

でも配慮された。

新帝釈川発電所 （広島県神石郡神石高原町）

80年の歴史を誇る広島県北東部の帝釈川ダム。
未利用だった有効落差(約35m)を最大限活かすため、
ダムの保全対策工事とともに、ダム水路式の新帝釈川発電所が
NEDOの補助事業により建設された。
その工事の概要と発電所の特徴を紹介する。

老朽化が進むダムを補強し
新発電所を建設

　水力発電は環境負荷が小さく、我が国

では古くから活用されてきた発電方法だ

が、地球温暖化対策や石油代替エネル

水資源の有効活用のため
中小水力発電の開発を促進

既設ダムの未利用落差を
有効活用する
ダム水路式発電所の新設

水力エネルギー導入事例 中 小 水 力 発 電

高梁川水系帝釈川

ダム水路式

11,000kW

10立方メートル/秒

129メートル

事業者 中国電力（株）

発電所：広島県神石郡神石高原町
ダム：広島県庄原市東城町及び神石郡神石高原町

所在地

取水河川

発電方式

最大出力

最大使用水量

有効落差

改修前の帝釈川ダム

改修後の帝釈川ダム

高 

梁 

川

新帝釈川発電所

広島県

鳥取県

岡山県

島根県

日本海

施設所在地

■新帝釈川発電所概要

ギーの開発及び導入促進などのた

め、近年再評価が進んでいる。日本

は資源に乏しい国だが、山々に囲

まれた地形と水に恵まれた自然環

境は、水力発電に適している。

　現在では大規模な開発に適した

地点の建設はほぼ完了し、今後は

中小規模な発電所の開発が中心

となる。NEDOでは、恵まれた水資

源のポテンシャルが最大限に発揮

されるよう、中小水力発電開発の

補助事業を通して、水力発電の発

展・推進を支えている。

Notes

■位置図

新帝釈川発電所

＜お問い合わせ先＞
NEDO 研究開発推進部 技術革新･基盤技術グループ
E-mail:venture@nedo.go.jp
TEL:044-520-5171

＊ 洪水吐（こうずいばき）：大雨等の際にダムの水を安全に放流する設備。
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暮らしへ、未来を運ぶNEDO
プロジェクトの成果が、毎日を便利に、豊かにしています。
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［先導的事例］特集
新エネルギー･省エネルギー導入普及夏まで残せば雪も資源。冷房、冷蔵に大活躍

雪もエネルギー資源の時代に

雪を有効活用する雪氷エネルギー！

冬、雪の多い地方では、除雪や雪を処分するための手間とコスト
がかかっています。そんな雪をエネルギーに変えてしまうのが
「雪氷エネルギー」。大量の雪を気温が上がる夏まで保存し、そ
の冷やす力を冷蔵や冷房として活用するのです。
電気に頼らないことで、維持費の低減やCO2の排出を抑えるの
に効果的。さらに農作物の冷蔵保存用にも注目されています。
雪氷エネルギーによる冷蔵は適度な湿度を含んでいるので、乾
燥を防ぎ、穀物や野菜をおいしく保存することができるのです。
「雪もエネルギー資源」と呼ばれる時代は、すぐ近くまで来てい
ます。

雪氷エネ
ルギーで

冷蔵され
たトマト

。

みずみず
しくて

おいしい
んです。

除雪機で雪を貯雪庫へ。一般家庭で
雪氷エネルギーを利用する例
（北海道 美唄市）

世界初の雪冷房賃貸マンション。写真右側
にあるのが貯雪庫 （北海道 美唄市）

米穀貯蔵施設。
米を「雪中」ブランドとして
展開 （北海道 沼田町）

農作物の食味向上を図り
ながら長期保存も可能な
雪貯蔵施設
（北海道 洞爺湖町）

3種類の冷熱エネルギー供給方式

熱交換器 ファンコイル
ユニットP

P

雪

■熱交換冷水循環方式
熱交換器を介して融雪水を冷房機に供給。住居の室内冷房に。

冷風

雪

雪

■自然対流方式
ファンなどを使わず、自然対流での冷却方式。穀物や野菜の冷蔵に。

シートなど

送風機

送風機

■直接熱交換冷風循環方式

雪

ファンなどで空気を循環させ、米穀や野菜を冷蔵。または広い空間の冷房に。

米穀や野菜 冷蔵

冷房
冷蔵

冷蔵

美唄自然エネルギー研究会（北海道 美唄市）／北海道 沼田町／
洞爺湖地域温暖化対策まちづくり協議会（北海道 洞爺湖町）

これらの事例は、ＮＥＤＯ「新エネ百選」に選定されました

融解水




