


 

 

ごあいさつ 

 

須坂市は、大小の河川、上信越高原国立公園の山々など豊かな自然に囲まれ、

古墳群や製糸業で発展した町並みなどの歴史的な文化遺産を有しており、古代

から現代にわたって、自然の恩恵を受けながら生活が営まれてきました。 

しかし、近年の私たちの日常生活及び経済活動は利便性を優先してきたこと

から、化石燃料の枯渇や地球温暖化など自然環境へ様々な影響を与えています。

このため、資源・エネルギーの消費抑制や京都議定書に基づく温室効果ガスの

削減などは、地球的規模での緊急課題となっており、環境を保全する活動に行

政だけでなく市民・事業者が一体となって取り組んで行かなければなりません。 

本市では、これまでに総合計画や環境基本計画において循環型社会の構築な

どの環境施策を掲げ、ごみの細分別収集や再資源化に取り組んでまいりました。

また、太陽光発電設備の小中学校等への設置や住宅への設置に対する助成、公

用車のハイブリッド化、ペレットストーブの導入など、新エネルギー施策を実

施してまいりました。 

須坂市地域新エネルギービジョンは、こうした新エネルギー関連施策を一層

推進するために必要となる基礎データの調査、重点プロジェクトの検討を行い、

地域の特性にふさわしい新エネルギー導入するための指針として、ＮＥＤＯ（新

エネルギー・産業技術総合開発機構）の助成を受けて策定したものです。 

今後は、ビジョンの具体化に向けて、新エネルギーの普及啓発を図るととも

に、関連する新産業の創出も目指し、安心安全なまちづくりを進めてまいりま

すので、市民・事業者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

策定にあたりお忙しい中、ご協力をいただきました策定委員、ワーキンググ

ループ各部会員並びにオブザーバーの皆様に心から御礼申し上げます。 

 

 

                   平成 18 年２月 

 

                   須坂市長  三 木 正 夫 



 

 

まえがき 

世界のエネルギー情勢は、中国、インドなどの巨大国の経済成長によって逼

迫の度合いを深めています。地球の限りある天然資源の賦存量から 21 世紀の第

１四半期にはエネルギーの破局、資源開発をめぐる紛争が頻発し、そして世界

が昏迷を深めると危惧されています。石油や石炭等、『宇宙船地球号』の持つ

資源量は有限であり、この限りある資源を有効に使っていくことは全人類の重

大な責務です。一方、環境問題はエネルギー問題と表裏一体の関係にあり、世

界の人々の生活レベルの向上はエネルギー消費量の増加を来たし、二酸化炭素

の排出によって温暖化や環境破壊が地球規模で発生しています。地球誕生以来、

46 億年の歴史の中では温暖期と寒冷期がバランスして出現し、不思議にも地球

の気温がほぼ一定の範囲に保たれてきました。しかし、近年の温暖化は文明が

もたらした人為的な原因によるもので、地球の治癒力がもはや限界に達した点

に問題の深刻さがあります。さらに、農作物の生育期の気温が１度上昇するご

とに収穫量は 10％減少すると米農務省が報告しており、今世紀中ごろではおよ

そ３～５度の温度上昇が避けられず、食料生産量は半減してしまうかもしれま

せん。飢餓や食糧危機も頻発し、地上動植物の 25％もが絶滅する等、このとこ

ろ世界の研究機関は一致して温暖化に警鐘をならし続けています。 

石油依存症に陥入り、環境破壊の道を突き進む人類を救う手立ては、限りあ

る資源を有効に利用し、そして新たなエネルギー源の開拓と導入に積極的に努

めるとともに、付随して発生する環境問題に対処する事が人類共通の緊急の

テーマなのです。エネルギー消費を増やさずに経済や生活レベルを向上する新

しい方法の開発はもとより、ライフスタイルや生活の価値観もが見直されねば

ならないのです。 

日本の国土面積は世界のわずか 0.3％にしか過ぎませんが、経済力は世界の

15％にもなります。経済と技術先進国の我が国にとってエネルギーと環境問題

に貢献することこそ、私たちにできる世界貢献なのです。かかる背景のもと、

地域社会における新エネルギービジョンに関わる調査研究は、大変に大きな意

義を持っています。生活に密着した住民の視点でエネルギー、環境問題を見つ

め、エネルギーの効率的利用と開拓をすすめて、ボトムアップ的に地域でこの

問題に立ち向かっていくことが、地球規模の大きな成果に繫がって行きます。

須坂市が目指す環境都市構想の実現には市民と行政が一体となってエネルギー、

環境問題に取り組むことが必須であり、これによって真の 21 世紀世界市民とな

れるのです。須坂市の地域特性を解析し、新エネルギーの開発や導入促進、そ

して省エネルギーの推進、環境問題への対応は、豊かで住みよい私たちの街『須

坂市』を創るための 重要の基盤的テーマなのです。 

ここでご報告する『須坂市地域新エネルギービジョン』が、須坂市の未来に

向けた素晴らしい地域づくりと継続的な地域発展の原動力となることを心から

念願いたす次第です。 

 

 

              須坂市地域新エネルギービジョン策定委員会 

                     委員長  遠 藤 守 信 
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1. 地域新エネルギービジョン策定の背景等 

1.1 地域新エネルギービジョンの全体構成 
須坂市地域新エネルギービジョンの全体構成は、以下のようになっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 市が、なぜ新エネルギービジョンを策定しようと考えたのか、その目的や背

景などについて、環境問題やエネルギー問題全体から説明しています。 

 
ビジョン策定の背景 

 

 
 

 市内には、“どのような新エネルギー”が“どのくらい存在するのか、得られる

のか”を調べます。また、新エネルギーに対する地域の声を確認します。 

 
新エネルギーの導入に関する検討 

 

 
 

 地域に合った新エネルギーの活用を考えるために、まず、地域の特性や関

連する計画を把握します。 

 
須坂市の地域特性 

 

 
 

 さまざまな条件を考慮して、市として、どのような新エネルギーを積極的に導

入していくのかを決めています。 

 
新エネルギー導入可能性評価 

 

 
 

 今後、新エネルギーを導入するための方針と、導入プロジェクト（具体的に

実施する場所や内容、時期など）を決めています。 

 
新エネルギービジョン策定 
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1.2 地域新エネルギービジョン策定の背景 
 

1.2.1 エネルギー問題と環境問題 

私たちの日常生活や経済活動は、エネルギーの消費の上に成り立っていると言っても過言

ではありません。元来、エネルギー資源の乏しい日本にとっては、エネルギーを安定的に確

保することが 大の課題でもありました。また、世界的に見ても石油や石炭などの化石燃料

の大量消費により、それらのエネルギー資源の枯渇が懸念されてきました。さらに、産業革

命以降の工業化による、世界のめざましい発展とひきかえに大気、水、土壌など、かけがえ

のない地球環境に深刻な影響を与えてしまいました。 

近年では、エネルギーの消費に伴って排出される大量の二酸化炭素(ＣＯ2)が地球の気温

を上昇させ、様々な悪影響を及ぼしており、「エネルギー問題」と「地球環境問題」を同時

に解決しなくてはならない状況となっています。これは、20 世紀から 21 世紀へ引き継がれ

た大きな課題です。 

「エネルギー問題」と「地球環境問題」、この２つの問題を一挙に解決に導く対策として、

世界各国が熱心に取り組んでいるのが、エネルギー消費の削減と非化石エネルギー導入の推

進です。 

日本においても、すでに各方面で、エネルギー消費の効率化、化石燃料から再生可能なエ

ネルギー源への転換について様々な取り組みがなされています。しかし、巨大化した現在の

エネルギー消費に対する取り組みとしては、その歩みは遅々としたものといえます。 

自然のエネルギーは地球の営みを支える大切なエネルギーです。その恩恵に感謝し、この

世界が引き続きあらゆる生物にとって、豊かに暮らせるところであるように、地球環境と私

たちの豊かな生活の共生を真剣に考える時代に入ったといえます。 
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【参考：エネルギーとは】 

エネルギーとは、もともとは「物体が持っている"仕事"をするチカラ」のことをいいます。 

“仕事”とは物を動かしたり、暖めたり、光らせたりすることなどをいい、それをさせる

チカラのことをエネルギーといいます。 

このエネルギーには光、熱、電磁力、引力、質量などさまざまな形態があります。 

例えば水力発電では、高い所にある水が持っている位置エネルギーを電気エネルギーに変

え、太陽光発電では、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変えます。これらの電気エネ

ルギーで電気ストーブを使えば熱エネルギーが放出され、照明をつければ光エネルギーを得

ることができます。このようにエネルギーはいろいろな姿や形に変わることができます。 

 

 

新エネルギーガイドブック 

 

わたしたちは石油やガスなどのことを、よく「エネルギー」と呼んでいます。しかし、正

確には「エネルギー資源」といった方がいいのかもしれません。つまり、石油や石炭は、そ

のままでは仕事をしてくれませんが、わたしたちの生活に必要な熱(お湯を沸かしたり)や動

力(自動車を動かしたり)を与えてくれるエネルギーの源となっているものなのです。 

なお、電気は、エネルギー資源を加工(石油を燃やすなど)して得られるエネルギーです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

動いているものが 

持っているチカラ 

(運動エネルギー) 

高い所にあるものが

持っているチカラ 

(位置エネルギー) 

物を暖めるチカラ 

(熱エネルギー) 
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【参考：地球温暖化】 

地球環境問題の一つに地球温暖化問題があります。 

地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて「温室効果ガス」が大気中に大量に放

出され、地球全体の平均気温が上昇する現象のことです。二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン（Ｃ

Ｈ4）、亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ）、フロンなどが温室効果ガスと言われています。 

地球温暖化によって、気温が上昇したりや海面が上昇したりすると、食料供給や居住環境

などに重大な影響を及ぼす恐れがあると予測されています。このため、世界各国が協力して

温室効果ガスの排出を抑えようと、平成９年に京都議定書が採択されました。その中で日本

は、温室効果ガス全体を平成 20 年から平成 24 年の平均値で、平成２年に比べ６％削減する

こととされています。この京都議定書は、平成 16 年 11 月にロシアが批准決定したことによ

り、平成 17 年２月に発効しました。 

また、温室効果ガスの約９割を占めるエネルギー消費に伴う二酸化炭素については、我が

国の地球温暖化対策推進大綱において平成 22 年度までに平成２年度と同じ水準に抑制する

こととしています。そのためには、現在の二酸化炭素排出量を約 14％削減しなければいけ

ません。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004 年度(平成 16 年度)の温室効果ガス排出量速報値について 

環境省 平成 17 年 10 月 

図 1-1 温室効果ガス総排出量の推移 
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1.2.2 日本のエネルギー政策 

資源エネルギー庁では、「安定供給の確保」「環境への適合」及びこれらを十分に考慮し

た上での「市場原理の活用」をエネルギー政策の基本方針として掲げています。この基本方

針に沿って、具体的には、次のような取り組みを行うことが重要と考えています。 

 新エネルギーへの取り組みは、「多様なエネルギーの開発・導入」にあたります。 

 
表 1-1 日本のエネルギー政策に基づく取組み 

省エネルギー 

の推進 

効率的なエネルギーの利用を実現し、エネルギー消費量を減らすこ

とは、必要となるエネルギーの量を減らすことになります。これは、

安定供給に役立つとともに、化石燃料を燃やすことによって生まれる

二酸化炭素の発生量を抑えることにより、地球温暖化を防止すること

にもなります。 
日本は、省エネルギーの優等生ですが、今後の更なる省エネルギー

の進展のためには、一人ひとりの省エネルギーへの取り組みが大切で

す。 

石油の安定供給

の確保 

我が国のエネルギー供給の約半分は石油です。石油は、これからも、

我が国において中心的なエネルギーであり続けることが予想されま

す。 
このため、我が国のエネルギー供給の中心である石油について、必

要とされる量を適切な価格で安定的に供給していくことが、エネル

ギー政策にとって重要な課題です。具体的には、国内での備蓄の確保

や、自主開発の推進等の取り組みを進めていくことが重要です。 

多様な 

エネルギーの 

開発・導入 

ひとつのエネルギーに頼るのではなく、多様なエネルギーの開発・

導入を進めることは、エネルギーの供給に障害が生じたり、価格が高

騰したときのリスクを軽減させることになり、安定供給を保つことに

つながります。 
多様なエネルギーの開発にあたっては、地球温暖化防止の観点も考

慮し、発電の過程で二酸化炭素を発生しない原子力や新エネルギーを

開発・導入したり、化石燃料の中でも相対的に二酸化炭素排出量が少

ない天然ガスを開発・導入することが重要です。 

市場原理の 

活用 

グローバリゼーションの進展に伴い、製造業を始めとする各国の産

業が世界的な競争に直面する中で、自由化や規制緩和等を通じた、エ

ネルギー分野を含めたコスト低減が各国にとって重要な課題になりま

した。我が国においても、エネルギー分野での自由化・規制緩和等の

施策を推進しています。 
一方、エネルギーについては、他の商品やサービスと比べると、市

場における自由な取引の促進によって、安定供給や環境保全に対して

悪影響を及ぼすことが懸念されています。このため、エネルギー市場

の自由化等の経済構造改革にあたっては、「安定供給」や「環境への

適合」という基本方針を十分考慮した上で行うことが必要です。 
資源エネルギー庁資料 
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【参考：日本のエネルギー消費】 

日本では、従来から石油に大きく依存したエネルギー供給の構成となっています。二度の

石油危機をきっかけに、エネルギー供給量の総量が減少し、石油代替エネルギー(天然ガス、

原子力など)の利用比率が向上しました。しかし、石油を中心としたエネルギー供給の構造

は依然として続いています。さらに、エネルギー消費は、年々増加の傾向にあります。 

新エネルギーの導入も以前に比べて活発になりましたが、日本の一次エネルギー供給全体

に対しては 1.1%(平成 14 年)にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー経済統計要覧 2004 

図 1-2 一次エネルギー総供給構成の推移 

 

 
日本のエネルギー2005 

図 1-3 日本の 終エネルギー消費量の推移 

兆円原油換算 億 kℓ 
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【参考：日本のエネルギー供給構造】 

日本のエネルギー供給構造は、国際的に見ても極めて脆弱なものといえます。その理由の

第一は、日本のエネルギー自給率の低さです。近年の自給率はわずか 20%程度にすぎません。 

第二の理由は、供給国の偏りです。ほぼ全量を海外に頼っている石油は、とりわけ中東へ

の依存度が高く、８割にも達しています。日本ではエネルギー消費の削減はもとより、エネ

ルギー源と供給国の多様化も重要な課題です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEA「Energy Balances of OECD Countries 2000-2001」 
図 1-4 世界各国のエネルギー自給率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子力のページ HP 
図 1-5 各地域の石油依存率と石油の中東依存率（2000 年） 
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1.3 地域新エネルギービジョン策定の目的 
ここまで示したように、地球温暖化防止・化石燃料の枯渇への対応など、地球環境の保護

ならびにエネルギー自給率の向上と危機分散をめざした新エネルギーへの転換が急務と

なっています。 

須坂市では、総合計画のなかで、「安全で快適に暮らせる定住・環境のまちづくり」、「地

球環境時代に適応した環境都市の形成」を掲げ、次世代に誇れる持続可能で安心・安全・快

適な活力あふれるまちづくり、災害に強いまちづくり、環境にやさしいまちづくりを推進し

ています。 

このように、新エネルギーの普及によって実現が期待されるエネルギーコストの負担軽減、

エコエネルギー供給体制の確立や新エネルギー産業の創出、環境問題に関する啓発は、須坂

市のめざすまちづくりと深く関連しています。これまでも須坂市では、環境基本条例の制定

をはじめとした循環型社会への取り組みや、新エネルギーの導入に取り組んでまいりました。 

このような背景を踏まえ、市民のみなさまとともにより一層の新エネルギー導入促進への

取り組みの道しるべとして、「須坂市地域新エネルギービジョン」を策定するものです。 

 
 
 
 
 
 

これまでの経過と実績 
■ ①平成９年に環境保全推進のため「須坂市環境基本条例」を制定 

②平成 12 年に「須坂市環境基本計画」を制定 

③平成 14 年自ら ISO14001 の認証を取得し、事業者等の認証取得を支援 

    ISO 国際規格登録支援事業補助実績（事業所向け） 

平成 13 年度～17 年度 

14000 シリーズ  10 件 12,600 千円 

9000 シリーズ   26 件 22,183 千円 

        計 36 件 34,783 千円 

④平成 15 年に全庁舎を対象とした「地球温暖化防止実行計画」を制定 

■ 平成９年から公共施設をはじめ個人住宅への太陽光発電システムの導入を進め

たほか、公用車のクリーンエネルギー化、ペレットストーブの設置など、新エネ

ルギーの普及と啓発に努めてきた。 

  太陽光発電助成事業（市民向け） 

平成 13 年度～15 年度 

101 件 28,143 千円 

■ ゴミの細分別収集と再資源化の取り組み 

■ 環境に配慮した循環型社会への取り組み 

 

産・学・官と、その連携による取り組み 

■ 信州大学工学部遠藤守信教授と「信州須坂ものづくりプロジェクト」による、ハ

イブリッド電動アシスト三輪自転車「ｅ－シャレット」の愛地球博出展と実用化

の進展 

■ ＮＰＯ法人「須坂エコライフネットワーク」による、廃食用油を再利用した「バ

イオ・ディーゼル燃料」の研究と実験車両の稼動 
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【参考：省エネルギーへの取り組み】 

地球の温暖化防止と限りある環境資源保存のための、市民、家庭、企業が一体となって実

践するものとして、省エネルギーへの取り組みも大変重要です。 

本ビジョンでは、新エネルギーに関する取り組みを中心に今後の方向性を提示しますが、

すぐにでもはじめられる省エネルギーの取り組みについて、簡単に紹介いたします。 

 
■家庭でできる「ＣＯ２ダイエット」 こんなにお得「環境家計簿」 

 

 
 
※2002 年度 平均一世帯当たり 温室効果ガス排出量は 約 5,500kg です。 

環境省  

 

みんなでできる 10 のコマメ、省エネ対策 ＣＯ2 削減量 経費削減 

冷暖房は「コマメ」に１度控える 

※室内温度 夏→28℃、冬→19℃の場合 
年間  31 ㎏ 年間  2,000 円 

テレビを１日１分「コマメ」にガマン 年間  13 ㎏ 年間  1,000 円 

「コマメ」に買い物袋を持ち歩く 年間  58 ㎏ － 

主電源を切って「コマメ」に節約 年間  87 ㎏ 年間  6,000 円 

シャワーを１日１分「コマメ」に節約 年間  65 ㎏ 年間  4,000 円 

夜中のジャーの保温を「コマメ」に止める 年間  31 ㎏ 年間  2,000 円 

お風呂の残り湯を「コマメ」に洗濯に使う 年間  17 ㎏ 年間  5,000 円 

「コマメ」に１日５分間アイドリングストップする 年間  39 ㎏ 年間  2,000 円 

車の運転をひかえ「コマメ」にバスや自転車を使う

※一週間８㎞を徒歩の場合 
年間 185 ㎏ 年間  8,000 円 

家族同じ部屋で団欒して「コマメ」節約 年間 240 ㎏ 年間 11,000 円 
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【参考： CO2 等の吸収に関する取り組み】 

温暖化防止のための取り組みを大きく分けると、ＣＯ2 などの温室効果ガス排出を削減す

る方策と、森林吸収源を保全する方策があります。 

須坂市で放出されるエネルギーを起源とするＣＯ2 の量は、およそ 400 千ｔ-ＣＯ2／年※

１ですが、市内の森林面積から推計されるＣＯ2 削減量は、およそ 36 千ｔ-ＣＯ2／年※２程

度と考えられます。 

このように、新エネルギー、省エネルギーに加えて、花いっぱい運動や森林保全なども地

球環境のための重要な取り組みです。 

 
■温室効果ガス排出を削減方策 

・エネルギーを起源とする温暖化ガス（ＣＯ2等）削減対策 

新エネルギーや省エネルギーへの取り組みなど 

・非エネルギー起源の温暖化ガス削減対策 

廃棄物処理法、リサイクル関連法による廃棄物の減量化等 

・ 革新的技術開発等 

自動車軽量化用材料開発、低消費電力型電子機器等の研究開発等 

・ 代替フロン等３ガスの削減 

家電リサイクル法、フロン回収破壊法の適切な運用等 

■ 吸収量の確保 

健全な森林の整備、都市緑化等の推進 

 
なお、温暖化防止の取り組みをエネルギーの流れだけでなく、ＣＯ2などの流れで考えた

場合には、森林による吸収量の確保以外に、ＣＯ2 を固体化し封じ込める対策や、ＣＯ2 の

積極的利用（ＣＯ2 の個体であるドライアイスや、トマトなどの促成栽培における高濃度Ｃ

Ｏ2 利用）も考えられますが、大気中のＣＯ2 の固体化や高濃度にするためのコストやエネ

ルギー消費量の大きさなどの課題があります。 

 
※１ 「3.1.2 エネルギー需給構造推計」参照 

※２ ここでは簡易的に、我が国の森林のＣＯ2 吸収量 約９千万トン（1995 年時点）を元に森

林面積比から推計 
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1.4 新エネルギーの概要 
1.4.1 新エネルギーとは 

 新エネルギーは、平成９年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

において、「新エネルギー利用等」として規定されたエネルギーのことで、「技術的に実用

化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でなく、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」と定義されます。そのため、実用化段階に達した水力

発電や地熱発電、研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーであっ

ても新エネルギーには指定されていません。 

 一般に、新エネルギーは、太陽エネルギー、風力エネルギーなどクリーンで資源の制約が

ない「再生可能エネルギー」や、従来のエネルギー利用の高効率化や環境との調和を図る需

要サイドでの従来型エネルギーの新利用形態に分類されています。 

ただし、須坂市地域新エネルギービジョンにおいては、地域において利用が考えられる自

然エネルギーである小規模な水力発電（マイクロ水力発電）についても、検討対象に含めて

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

図 1-6 新エネルギーの分類 

出典：ＮＥＤＯ 
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1.4.2 新エネルギー等の種類 

 新エネルギー等の種類ごとに、その概要を紹介します。 
 

■太陽光発電  

太陽電池に、太陽の光が当たると電気が発生

します。この太陽光発電は、太陽の光エネルギー

を直接電気に変換するものです。 

 太陽電池は直流の電気を発生させます。それ

をインバータで、家庭などで使用している交流

の電気に変換します。発電した電気が余れば電

力会社に電気を売ることができます。 

 

 

■太陽熱利用  

家の屋根などに設置した太陽熱温水器で温

水を作り、お風呂や給湯に使います。また、強

制循環器を使用するソーラーシステムでは、温

水を循環させて床暖房などにも利用します。ま

た、吸収式冷凍機などを使えば、冷房すること

も可能です。 

学校や福祉施設など、大規模な太陽熱利用システムも導入されています。 

 

 

■風力発電  

「風の力」で風車をまわし、その回転運動を発電機

に伝えて「電気」を起こします。風力発電は、風力エ

ネルギーの約40%を電気エネルギーに変換できる比較

的効率の良いものです。 

出典：NEF 

 
出典：NEF 

集熱器 

床暖房 ポンプユニット蓄熱槽

蓄熱槽ボイラ

出典：NEF 



 

 13

 
 
 

 
 

 

■中小水力エネルギー 

ダムなどの大規模の設備を必要とし

ない小川や用水路などでの水力発電が

あります。技術的には完成されており、

電気が必要な場所の近くで発電できる

ことから効率的です。中小水力エネル

ギーは、法的には新エネルギーではあ

りませんが、地域において利用が考え

られる自然エネルギーであるため、検

討対象に含めて考えています。 

 

 

■雪氷熱利用  

雪や氷の冷熱エネルギー（冷たい熱

エネルギー）を利用して建物の冷房や

農作物などの冷蔵に使います。 

冬に降り積もった雪を保存し、また、

水を冷たい外気で氷にして保存します。 

 

 

 

■バイオマス発電・熱利用  

植物などの生物体（バイオマス）は

有機物で構成されているため、燃料と

して利用できます。 

これらの燃料を使って電気や熱を作

ります。 

 

出典：NEDO
自然エネルギー 
利用学/パワー社

出典：NEF 

森林資源

農作物 アルコール製造

間伐材・廃材

農作物残滓 

出典：NEF 雪や氷

建物の冷房 農作物などの冷房
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■バイオマス燃料製造  

植物などの生物体（バイオマス）を構

成している有機物は、固体燃料、液体燃

料、気体燃料、に変えることができます。 

木くずや廃材から木質系固形化燃料を

作ったり、さとうきびからメタノールを

作ったり、家畜の糞尿などからバイオガ

スを作ります。 

 

 

■廃棄物発電・熱利用  

ごみを焼却する際の「熱」で高温高圧の

蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して

発電します。 

また、発電した後の排熱は、周辺地域の

冷暖房や温水として有効に利用すること

ができます。 

 

 

■廃棄物燃料製造  

家庭などから出される「燃えるごみ」を

細かく砕き、乾燥させ、腐らないように添

加剤を加えて圧縮すると、廃棄物固形燃料

（ＲＤＦ※）が誕生します。 

また、廃プラスチックを石油に戻したり、

天ぷら油などの廃食油からディーゼル自

動車用の燃料をつくることができます。 

※RDF：Refuse Derived Fuel 

 

 

出典：NEF 

出典：NEF 

出典：NEF

 空缶や金属片などの

「燃えないごみ」を

磁石なんかを使って

取りのぞくのね。

乾燥機 選別機

ハンマーミル 

（破砕） 

添加剤 

RDF 成形機

固形燃料完成
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■未利用エネルギー  

海や川の水温は、夏も冬もあまり変化

がなく、外気との温度差があります。 

これを「温度差エネルギー」といい、

ヒートポンプや熱交換器を使って、冷

暖房などに利用できます。 

また、工場や変電所などから排出され

る熱も外気との温度差があるので利用

できます。 

 
 
■燃料電池  

「水素」と「酸素」を化学反応さ

せて、直接「電気」を発電する装

置です。燃料となる「水素」は、

天然ガスやメタノールを改質して

作るのが一般的です。「酸素」は、

大気中から取り入れます。また、

発電と同時に発生する熱も活かす

ことができます。 

 

 

■天然ガスコージェネレーション  

発電機で「電気」を作るときに発生する

「熱」も同時に利用して給湯や暖房に使う

システムです。「電気」と「熱」に利用す

るので、燃料が本来持っているエネルギー

を有効に使えます。 

 

 

 

 

 

出典：NEF 

出典：NEF 

出典：NEF

電気
発電機

制御盤

給気フィルター

天然ガス圧縮機

排熱ボイラ

換気ファン 
ガスタービン 
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■クリーンエネルギー自動車  

電気自動車は、電気で走り排気ガスを出しま

せん。ハイブリッド自動車は、ガソリンエンジ

ンと電動モーターを組み合わせて効率良く走る

ので排気ガスが減ります。 

天然ガス自動車やメタノール自動車は、炭素

や有害物質の少ない燃料を使うので、排気ガス

の中の二酸化炭素や硫黄酸化物などが減ります。 

 
 
 
※図の出典の説明 

ＮＥＦ：財団法人 新エネルギー財団 

ＮＥＤＯ：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

出典：NEF 
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1.4.3 新エネルギーのメリットと課題 

新エネルギーは、国産エネルギーであること、二酸化炭素の排出も少ないことから、エネルギー

安定供給の確保及び地球環境問題への対応の観点で優れています。一方で、設備１基あたりの投

資額が高く、かつ利用率が低いなど、他のエネルギーと比較してコストが高いほか、太陽、風力

などは自然条件に左右され出力が不安定であり、設置できる地点も限られています。例えば、日

本の太陽光発電導入量は、世界一ですが、家庭用電気料の約２～３倍とまだ高いのが現状です。

また、天候や日照条件などにより出力が不安定であるなどの課題があります。 

現在では、日本の一次エネルギー供給に占める新エネルギーの割合は約１％にとどまっていま

すが、平成 22 年には３％程度にまで向上させる目標を設定しています。このため、新エネルギー

を導入する自治体、事業者、ＮＰＯ（民間非営利組織）等に対する支援を積極的に拡充していま

す。 

 
表 1-2 新エネルギー導入実績と目標 

「供給サイドの新エネルギー」 平成 14 年度実績 平成 22 年度目標 

15.6 万 kℓ 118 万 kℓ 
太陽光発電 

(63.7 万 kW) (482 万 kW) 

18.9 万 kℓ 134 万 kℓ 
風力発電 

(46.3 万 kW) (300 万 kW) 

152 万 kℓ 552 万 kℓ 
廃棄物発電 

(140 万 kW) (417 万 kW) 

22.6 万 kℓ 34 万 kℓ 

発
電
分
野 

バイオマス発電 
(21.8 万 kW) (33 万 kW) 

太陽熱利用 74 万 kℓ 439 万 kℓ 

廃棄物熱利用 6.0 万 kℓ 14 万 kℓ 

バイオマス熱利用 - 67 万 kℓ 

未利用エネルギー(※) 3.6 万 kℓ 58 万 kℓ 

熱
利
用
分
野 

黒液・廃材等(※) 471 万 kℓ 494 万 kℓ 

合計 

（対１次エネルギー総供給比） 

764 万 kℓ 

（1.2％） 

1,910 万 kℓ 

（３％程度） 

「需要サイドの新エネルギー」 平成 14 年度実績 平成 22 年度目標 

クリーンエネルギー自動車(※) 13.9 万台 348 万台 

天然ガスコージェネレーション(※) 215 万 kW 464 万 kW 

燃料電池(※) 1.2 万 kW 220 万 kW 

 

注)一次エネルギー総供給量は平成 13 年度値(総合エネルギー統計より) 

※未利用エネルギ一には雪氷冷熱を含む。 

※黒液・廃材はバイオマスの１つであり、発電として利用される分を一部含む。 

※クリ一ンエネルギー自動車には、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、メタ

ノール自動車、更にディーゼル代替ＬＰガス自動車を含む。 

※天然ガスコージェネレーションには、燃料電池によるものを含む。 

 
「新エネルギーの導入拡大に向けて 資源エネルギー庁」を基に作成 

 




