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第3章 新エネルギーと地球温暖化問題  

3-1. 新エネルギーとは  

再生可能エネルギーとは、使っても資源が減ることがなく、時間をおけば元どおりになるエ

ネルギー源のことをいいます。そのうち、新エネルギーについては、自然の力を利用したり、

今まで使われていなかったエネルギーを利用したりする地球にやさしいエネルギーのことです。

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）」では、「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いもので、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であって、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」を新エネルギーとしています。 

 

 
＊1 中小規模水力発電は 1,000kW以下のもの、地熱発電はバイナリー方式のものに限る   ＊2新エネルギーとされていないが、普及が必要なもの 

図 3-1-1 新エネルギーの定義（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法） 

 

新エネルギーとは、導入促進を図ることが特に必要なものであることが条件なので、すでに

実用化されている大規模水力発電やフラッシュ方式による地熱発電、まだ研究段階にある波

力・潮力発電などは再生可能エネルギーには含まれますが、新エネルギーには含みません。ま

た、新エネルギーには含まれないものの、再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍

的向上、エネルギー源の多様化に貢献する新規技術として、その普及を図ることが必要なもの

として、「クリーンエネルギー自動車」「天然ガスコージェネレーション」「燃料電池」を「革新

的なエネルギー高度利用技術」としています。本章では「新エネルギー」と「革新的なエネル

ギー高度利用技術」について記述します。 

次頁にまず道内事例やその他参照情報について一覧で記載し、P3-3から個別のエネルギーに

ついて記載します。 
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図 3-1-2 各種新エネルギーの特徴及び事例 

 

太陽光発電： 太陽電池を利用し 、 太陽光を直接的に電力に変換。 日光の当たる場所なら ばどこ でも 発電でき る。

太陽熱利用： 集熱パネルを利用し 、 太陽光によっ て温水を製造すし 、 暖房や給湯などに利用する。

バイ オマス（ 乾燥系）： 林地残材や農業残渣・ 建築廃材などを直接燃焼さ せて熱利用や発電を行う 。

バイ オマス（ 湿潤系）： 食品廃棄物や家畜ふん尿・ 汚泥などをメ タ ン発酵さ せて熱利用や発電を行う 。

風力発電： 風車発電機などを用い、 風の力で発電を行う 。

水力発電： 水車発電機などを用い、 水の流れの力で発電を行う 。

雪氷冷熱： 雪や自然外気で製氷し た氷などを用い、 農産物保冷や建物冷房などをに利用する。

※こ こ に挙げた事例はごく 一部であり 、 その他各種事例などについての情報については以下などがあり ます。

区分 参考文献など

文部科学省　 学校における太陽光発電の導入事例　  http ://www.m ext.g o .jp/a_ m enu/sh isetu/newdeal/jirei/1288305.htm

NEDO　 太陽光発電フィ ールド テスト 事業　 http ://www.nedo.g o .jp/content/100110086.pd f

太陽熱 一般社団法人　 ソ ーラ ーシステム振興協会　 http ://www.ssda.or.jp/exam p le/business.htm l

風力発電 NEDO　 日本における風力発電設備・ 導入実績　 http ://www.nedo.g o .jp/lib rary/fuuryoku/index.htm l

全国小水力利用推進協議会導入事例　 http ://j-water.org /resu lt/index.htm l

全国水土里ネッ ト 　 農業用水利用小水力発電　 http ://www.inakajin .or.jp/jig you/tab id/187/Defau lt.aspx

バイ オガス事例　 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・ 新エネルギー分科会資料

    http ://　 www.m eti.g o .jp/com m ittee/soug ouenerg y/shoene_ sh inene/sh in _ ene/pdf/003_ 03_ 00.pd f

北海道　 家畜ふん尿等による施設整備事例　 http ://www.pref.hokkaido .lg .jp/ns/nss/2_ kannri/Kan_ b iom asu .htm

バイ オマス 北海道　 森林バイ オマス事例集　 http ://www.pref.hokkaido .lg .jp/sr/rrm /g rp/02/b iom assjireishu .pd f

一般財団法人　 ヒ ート ポンプ・ 蓄熱センタ ー　 ヒ ート ポンプ・ 蓄熱システム導入事例http ://www.hptcj.or.jp/lib rary/tab id/616/Defau lt.aspx

北海道経済産業局　 おんせん　 DE　 ヒ ーポン　 http ://www.hkd .m eti.g o .jp/hokne/onsen/pam ph let.pd f　

北海道経済産業局　 熱利用　 DE　 ヒ ート アッ プ　 http ://www.hkd .m eti.g o .jp/hokne/20130220/pam ph let.pd f

雪氷冷熱 北海道経済産業局　 雪氷熱エネルギー活用事例集　 http ://www.hkd .m eti.g o .jp/hokne/c_ energ y5/

太陽光発電

水力発電

バイ オガス

ヒ ート ポンプ

区分 番号 名称 規模 本文

① 濁川地熱発電所 25,000kW P3-18

② ハピネスひまわり 太陽光発電所 1,000kW P3-4

八雲町 ③ 郵船商事八雲町メ ガソ ーラ ー 2,000kW P3-5

七飯町 ④ 家畜糞尿・ 生ごみバイ オガス実証プラ ント 390m 3（ 発酵槽） P3-14

森町

七飯町

鹿部町森町

八雲町

①

②

③

④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑬

⑭

⑮

⑧

区分 番号 名称 規模 本文

① 稚内メ ガソ ーラ ー発電所 5,020kW P3-5

② 浜中町　 交流保養センタ ー防災型太陽光蓄電システム 10kW + 16kW h P3-4

③ ITKソ ーラ ー北海道新ひだか太陽光発電所 760kW P3-5

④ 札幌市北区体育館太陽熱利用システム 約8m 2 -

⑤ 札幌市円山動物園こ ども 動物園太陽熱利用 1基 -

⑥ 富良野市　 白鳥川小水力発電 300W P3-8

⑦ 音更町むつみアメ ニティ パーク 　 マイ ク ロ水力発電（ 実証実験） 30W P3-8

【 風力発電】 ⑧ ユーラ ス伊達ウイ ンド フ ァ ーム 2,000kW ×5 P3-10

⑨ 鹿追町環境保全センタ ーバイ オガスプラ ント 4,000kW P3-13

⑩ 別海バイ オガス発電所（ 2015年稼働予定） 600kW ×3 P3-14

⑪ 紋別市木質バイ オマス火力発電所 50,000kW P3-15

⑫ 下川町五味温泉（ 木質チッ プボイ ラ ー） 180kW P3-14

⑬ 芦別市健民センタ ー（ 木質チッ プボイ ラ ー） 1,600kW P3-15

⑭ 浦幌町　 農産物雪氷貯蔵庫 270t P3-16

⑮ 苫前漁港衛生管理型低温荷捌施設 72m 3 P3-16
【 雪氷冷熱】

【 太陽光】

【 太陽熱】

【 中小水力】

【 バイ オマス

（ バイ オガス系） 】

【 バイ オマス

（ 木質バイ オマス

系） 】
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3-2. 新エネルギーの種類  

3-2-1. 太陽光発電 

(1) 太陽光発電とは 

太陽光発電とは、シリコン半導体等に光が当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光

エネルギーを太陽電池（半導体素子）により直接電気に変換する発電方法です。太陽電池は、

材料の違いによってシリコン系、化合物系、有機系などに大別され、そのうちシリコン系につ

いては単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンに分類され、現在広く一般普

及しているのは多結晶シリコンとなっています。 

日本における導入量は2011年度末累積で491.4万kWに達しており、全設備容量ではドイツ、

スペインに次ぐ世界第 3位となっています。 

 

 

図 3-2-1 太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移（経済産業省「エネルギー白書 2013」） 

 

(2) 太陽光発電の特徴と課題 

【特徴】 

・エネルギー源が太陽光のため、設置する地域に制限がなく比較的導入しやすい 

・システム的に可動部分が少なく、保守が容易である 

・屋根・壁などの未利用スペースを利用でき、自由な設置が可能 

・送電設備のない地域での独立電源や災害時の非常用電源として活用することができる  

【課題】 

・悪天候などの気象条件により発電出力が左右されること。 

・夜間発電できないこと 

・規模により広い面積を必要とする（1kW当たり約 10㎡） 
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(3) 太陽光発電のコストの目安 

【概略設置コスト】 

住宅用（10kW以下）：42.7万円／kW 

非住宅用（10kW以上）：28.0万円／kW 

【概略運転維持コスト】 

住宅用（10kW以下）：1.0万円／kW年 

非住宅用（10kW以上）：建設費の１％／年 

※出典「資源エネルギー庁 再生可能エネルギー調達価格等算定委員会（第１０回、第１１回配布資料）」 設置条件

などによりコストは変化する。なお、蓄電池システムや監視・表示システムなどは除く。 

 

 

図 3-2-2 森町内のメガソーラー発電所（ハピネスひまわり太陽光発電所） 

 

参考として、本システムに類似した事例について以下に整理します。 

 

表 3-2-1 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 浜中町霧多布湿原ふれあい交流保養センターゆうゆ 太陽光発電システム 

事業主体 浜中町（再生可能エネルギーなど導入推進基金事業） 

導入場所 浜中町霧多布湿原ふれあい交流保養センターゆうゆ 

特徴 
太陽光発電 10kW+蓄電池約 17kWh 太陽光パネルは地面設置で簡易なスパイラルアン

カーを使用 

効果 予想発電量 10,000kWh/年、予想 CO2削減量 3.5t-CO2/年 

事業費など 約 33,000千円 

その他 
災害時などの対策本部となる公共施設に設置したものであり売電事業は行わない 

平時は施設の電力として使用する 
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表 3-2-2 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 稚内メガソーラー発電所 

事業主体 稚内市 

導入場所 稚内市 

特徴 
太陽光発電 5,020kW+NAS 蓄電池約 1,500kW 各種パネルや架台、設置角度毎の実験を

実施 

効果 平成 25年発電量 5,030,000kWh/年 

事業費など - 

その他 
NEDOによる「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」の実証研究施設と

して稚内に整備された 

 

表 3-2-3 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 ITKソーラー北海道新ひだか発電所 

事業主体 ITKソーラー北海道 

導入場所 新ひだか 

特徴 太陽光発電 760kW  道内 4箇所のメガソーラー5.1MWで予想発電量約 630万 kWh 

効果 FITによる全量売電 

事業費など - 

その他 - 

 

表 3-2-4 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 郵船商事八雲町メガソーラー 

事業主体 郵船商事 

導入場所 八雲町 

特徴 発電出力：2,000kW  FITによる全量内電 

効果 1,920,000kWh 

事業費など 1kW当たりの投資額約 30万円 

その他 - 
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3-2-2. 太陽熱利用 

(1) 太陽熱利用とは 

太陽熱利用とは、太陽の熱エネルギーを太陽集熱器に集め、水や空気などの熱媒体を暖め給

湯や冷暖房などに活用するシステムです。太陽熱利用には、機械装置等を用いずに、自然に太

陽エネルギーを室内に取り込み熱利用する「パッシブ型」と強制的に集熱利用する「アクティ

ブ型」があります。「アクティブ型」は太陽熱温水器とソーラーシステムに分けられます。 

太陽熱利用機器の普及は 1979 年の第 2 次オイルショックを経て、1990 年代前半にピークを

迎えましたが、円高や 1990年代の石油価格の低位安定、競合する製品の台頭等を背景に新規設

置台数が年々減少してきました。 

 

(2) 太陽熱利用の特徴と課題 

【特徴】 

・エネルギー源が太陽光のためエネルギー源の導入コストがかからないこと 

・簡単なシステムのため手軽に導入できる 

・水式は水をつかうため寒冷地では凍結の恐れがあるが、空気式の場合はそうした恐れのな

いことから、タイプを選ぶことで全国のどこでも利用することができる 

・従来の屋根設置型のほか、ソーラーウォールなど外壁に設置するタイプのものもでてきて

おり、運転コストなどが従来と比較して低くなっています 

【課題】 

・集熱が日照に左右されること 

・冬季の集熱効率の向上及び凍結防止策の必要性 

・冬季などの熱量不足時には補助ボイラーによる追焚が必要となる 

 

(3) 太陽熱利用のコスト 

【概略設置コスト】 

住宅用太陽熱温水器（集熱面積３㎡）：３０万円 

住宅用強制循環式太陽熱給湯システム（集熱面積６㎡）：８５万円 

※出典「資源エネルギー庁ホームページ 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/attaka_eco/df/kankyou.html」 設置条件などによりコ

ストは変化する。 
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3-2-3. 中小水力発電 

(1) 中小水力発電とは 

中小水力発電は、水が高所から落下するときの位置エネルギーを利用して水車を回して発電

を行うもので、水の引き込み方により、流れ込み式（水路式）、調整池式、貯水池式に分けられ

ます。流れ込み式（水路式）は、河川から取水し、下流の河川へ放流する間の河川勾配を利用

して発電するものです。調整池式・貯水池式は上流の大きな貯水池や小さな調整池に水を貯め

ることによって水位を上昇させ、落差を得て発電するものです。いずれも出力は利用する水の

落差と流水量によって決まります。 

また発電規模によって、大水力（10 万 kW 以上）、中水力（1 万～10 万 kW）、小水力（1,000

～1万 kW）、ミニ水力（100～1,000kW）、マイクロ水力（100kW以下）に分類されます。 

急峻な地形の多い日本では、中小水力発電の潜在可能性が大きいことから、今後の導入の取

り組みが期待されています。 

 

(2) 中小水力発電の特徴と課題 

【特徴】 

・出力変動が少ないため系統連系が安定しやすい 

・燃料費がかからない 

・設備利用率が高い 

【課題】 

・水利権の問題 

・落ち葉等の処理等日常の管理が必要 

・河川法、自然公園法、自然環境保護法等の制限がある場合がある 

・山間部における導水路等の土木工事のコストが高いこと 
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(3) 中小水力発電のコスト 

【概略設置コスト】 

200ｋＷ未満：100.0万円／ｋＷ 

200～1,000ｋＷ：80.0万円／ｋＷ 

1,000～30,000ｋＷ：85.0万円／ｋＷ 

【概略運転維持コスト】 

200ｋＷ未満：7.5万円／ｋＷ年 

200～1,000ｋＷ：6.9万円／ｋＷ年 

1,000～30,000ｋＷ：9.5万円／ｋＷ年 

※出典「資源エネルギー庁 再生可能エネルギー調達価格等算定委員会（第１０回、第１１回配布資料）」 設置条

件などによりコストは変化する。 

 

 

図 3-2-3 富良野市白鳥川水力発電試験設備（マイクロ水力発電） 

 

参考として、直近の超小型の水力発電事例について以下に整理します。 

 

表 3-2-5 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 音更町 マイクロ水力発電実証試験 

事業主体 音更町（地域新エネルギー導入加速化事業） 

導入場所 音更町むつみアメニティパーク 

特徴 
縦軸型水車を公園内の水路に設置。防災用電源システムであり、盤内にコンセントを

設置し、蓄電した電力を取得可能。発電出力は約 30Wを想定 

効果 -（H26.7～H26.10の実証試験） 

事業費など - 

その他 流量 0.04m3/s、有効水位 0.03m程度と非常に小さい 
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3-2-4. 風力発電 

(1) 風力発電とは 

風力発電とは、風の運動エネルギーの力で風車を回し、その回転運動を発電機に伝えて電気

エネルギーを得るシステムです。風車は大きく分けて水平軸型と垂直軸型に大別され、実用化

されている多くの風車はプロペラを使った水平軸型ですが、小型の風車にはダリウス型、サボ

ニウス型などの垂直軸型があります。日本における導入量は、1,870基、出力約 255.6万 kWと

なりました。日本の風力発電導入量は 2012年 12月末時点で世界 13位となっており、これは日

本は諸外国に比べて平地が少なく地形も複雑なこと、北海道など電力会社の系統に余力がない

場合があること等の理由から風量発電の設置が進みにくいといった事情があります。 

 

 

図 3-2-4 日本における風力発電導入の推移（経済産業省「エネルギー白書 2013」） 

 

(2) 風力発電の特徴と課題 

【特徴】 

・建設費用が安い 

・太陽光に比べて発電コストが安い 

・蓄電池を組み込むことにより自立型電源として使用可 

【課題】 

・設備利用率が低い 

・低周波騒音による健康被害の恐れがある（住宅近接地） 

・景観を損なう場合がある 

・バードストライクを起こすことがある 

・系統連系のために新たに送電設備を設置しなければならない場合がある 
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(3) 風力発電のコスト 

【建設コスト】 

20kW未満：125.0万円／ｋＷ 

20kW以上：30.0万円／ｋＷ 

【概略運転維持コスト】 

20kW未満：－ （把握困難のため） 

20kW以上：0.6万円／ｋＷ年 

※出典「資源エネルギー庁 再生可能エネルギー調達価格等算定委員会（第１０回、第１１回配布資料）」  

設置条件などによりコストは変化する。 

 

 

 

図 3-2-5 ユーラスエナジー伊達(株) 伊達ウインドファーム 
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（補）洋上風力発電 

洋上風力発電は、陸上風力の設置場所が限定的となる日本において、風力発電の導入拡大を

図る上では重要となっています。ただし、陸上風雨力とは課題が異なっており、現在は実証試

験を行いながら基礎的なデータを収集している段階です。 

洋上風力発電には、その設置方法から着床式と浮体式があり、浮体式については、世界初の

浮体式洋上風力の事業化を視野に福島県・長崎県で実証が開始されていますが、研究開発がさ

れておりコスト評価が難しい状態とされています。浮体式は、着床式と比較して設置の自由度

が上がるというメリットが有り、引き続き技術開発や検証が必要な段階とされています。 

 

 

 

図 3-2-6 洋上風力外観（長崎県五島：2,000kW級） 
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3-2-5. バイオマスエネルギー 

(1) バイオマスエネルギーとは 

バイオマス（生物起源）エネルギーとは、化石燃料を除く、動植物に由来する有機物で、エ

ネルギー源として利用可能なものをいいます。バイオマスの原料となる動植物は、その生育過

程で大気中の二酸化炭素を吸収しながら成長するため、これらを燃焼させたとしても追加的な

二酸化炭素は排出されないことから「カーボンニュートラル」なエネルギーとされています。 

バイオマスエネルギー資源は、原料の性状や取扱形態等から廃棄物系と未利用系（資源作物）

に大別されます。利用方法についてはチップ化、ペレット化して直接燃焼させる他、メタン(CH4)

発酵やエタノール発酵等の生物化学的変換、ガス化や炭化等の熱化学的変換による燃料化等が

あります。 

日本で 2011年に利用されたバイオマスエネルギー（廃棄物エネルギーを含む）は原油に換算

すると 1,148万 klであり、一次エネルギー国内供給量に占める割合は 2.1％となっています。 

 

 

図 3-2-7 バイオマス資源の分類及び主要なエネルギー利用形態 

（経済産業省「エネルギー白書 2013」） 
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(2) バイオマスエネルギーの特徴と課題 

【特徴】 

・カーボンニュートラルのため CO2の排出を抑制 

・廃棄物を有効利用するためエネルギーを無駄なく利用できる 

・発電・熱利用・燃料化など様々な用途がある 

・一次産業と関係している資源が多く、関連産業の創出につながる 

【課題】 

・トウモロコシなどの資源作物を利用する場合、食用分を阻害する恐れがある 

・間伐材等資源を使いすぎると森林を破壊することがある 

・廃棄物については法制度上の制約を受ける 

・原料の収集から最終利用・処分までの地域での仕組みづくりが必要 

 

(3) バイオマスエネルギーのコスト  

【概略設置コスト】  

メタン発酵ガス化（下水汚泥・家畜ふん尿）：392.0万円／ｋＷ  

固形燃料燃焼（未利用木材・一般木材）：41.0万円／ｋＷ  

固形燃料燃焼（リサイクル木材）：35.0万円／ｋＷ  

固形燃料燃焼（一般廃棄物・下水汚泥）：31.0万円／ｋＷ  

【概略運転維持コスト】  

メタン発酵ガス化（下水汚泥・家畜ふん尿）：18.4万円／ｋＷ年  

固形燃料燃焼（未利用木材・一般木材）：2.7万円／ｋＷ年  

固形燃料燃焼（リサイクル木材）：2.7万円／ｋＷ年  

固形燃料燃焼（一般廃棄物・下水汚泥）：2.2万円／ｋＷ年  

※出典「資源エネルギー庁 再生可能エネルギー調達価格等算定委員会（第１０回、第１１回配布資料）」 設置条

件などによりコストは変化する。 

 

 

図 3-2-8 鹿追町環境保全センター（家畜ふん尿バイオガスプラント） 
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参考として、類似した事例のコスト情報について以下に整理します。 

 

表 3-2-6 類似事例（バイオガスプラント導入） 

項目 諸元 

事例名称 鹿追町環境保全センターバイオガスプラント 

事業主体 鹿追町（道営事業の一環として設立の後、町に移管） 

導入場所 鹿追町 

特徴 

酪農家の牧場から出る乳牛の糞尿利用。最大発電量 4,000kW。設置段階は臭気対策が

設備導入の主たる目的。 

施設内の電気や温水を賄うほか余剰分は売電している。 

事業費など 約 17億円 

その他 プラントの運営は酪農家 11戸による組合方式 

 

表 3-2-7 類似事例（バイオガスプラント導入） 

項目 諸元 

事例名称 別海バイオガス発電所 

事業主体 特別目的会社（SPC）による事業運営形態 

導入場所 別海町 

特徴 発電能力 1800ｋW(600kW×3) ガスエンジン+熱回収 

事業費など - 

その他 施設規模：メタン発酵槽 4,000ｍ3×2基 

 

表 3-2-8 類似事例（バイオガスプラント実証試験） 

項目 諸元 

事例名称 家畜糞尿・生ごみバイオガス実証プラント 

事業主体 コープさっぽろ・NEDO 

導入場所 七飯町 

特徴 
発酵槽 390m3、糞尿：10t/日、植物残渣 2t/日、粗製グリセリン 0.1t/日 

滞留時間 30日 

事業費など 約 5億円 

その他 
牛糞尿に食品残渣とグリセリンを混ぜることで、従来に比べて 20％増のバイオガス製

造の可能性 

 

表 3-2-9 類似事例（木質バイオマスボイラー導入） 

項目 諸元 

事例名称 下川町 五味温泉におけるチップボイラー 

事業主体 下川町 

導入場所 下川町 五味温泉 

特徴 
交流促進施設の暖房・給湯・温泉加温を 2基で行っていたが、この内 1基を木質バイ

オマス（チップ）ボイラーに更新。機器出力は約 180kW 

効果 燃料費削減効果約 5,000千円/年、CO2削減効果約 290t-CO2/年 

事業費など 約 72,000千円（環境省補助） 
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表 3-2-10 類似事例（木質バイオマスボイラー導入） 

項目 諸元 

事例名称 芦別市 健民センターにおけるチップボイラー 

事業主体 芦別市（チップ製造は 6社で構成される「芦別木質バイオマス開発協同組合」 

導入場所 芦別市 健民センター 

特徴 発電出力 900kW+700kW 

効果 県民センターでは従来化石燃料で 57,000千円を消費しており、これの削減を目指す。 

事業費など 約 72,000千円（環境省補助） 

 

表 3-2-11 類似事例（木質バイオマス発電） 

項目 諸元 

事例名称 紋別木質バイオマス発電所 

事業主体 紋別木質バイオマス発電株式会社 

導入場所 紋別市 

特徴 

発電規模 50,000kW 

未利用材などバイオマス：220,000t/年 

PKSなどバイオマス：50,000t/年 

輸入石炭：50,000t/年 

事業費など 150億円 

その他 FITによる全量売電 

 

表 3-2-12 類似事例（木質バイオマス燃料製造） 

項目 諸元 

事例名称 下川町木質原料製造施設 

事業主体 下川町 

導入場所 下川町 

特徴 

林地残材、河川林道支障木の集積及び製造・給施設。 

敷地面積 9,800m2、原料保管施設 320m2。 

原料保管可能量 7,200m2（4,300t）、原料製造能力 16t/日 

事業費など 130,000千円 

その他 製造した原料は町内の各種施設の木質バイオマスボイラーに供給 
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3-2-6. 雪氷冷熱利用 

(1) 雪氷冷熱とは 

雪氷冷熱利用とは、冬に降った雪や氷を倉庫などの貯蔵施設に蓄えておき、夏の冷房や農作

物の冷蔵保存などに利用するもので、積雪が多く、冬季間の気温の低い地方で導入が進んでい

ます。 

 

(2) 雪氷冷熱利用の特徴と課題 

【特徴】 

・原料が雪や氷のため無料 

・冷蔵貯蔵に使用する場合、ある程度の湿度があるため乾燥を防いで保存できる 

・ランニングコストが電気よりも低い 

【課題】 

・寒冷地でなければできないこと 

・雪を集めるための運搬コストがかかること 

・貯蔵庫などの初期投資がかかること 

 

参考として、雪氷冷熱利用システムの事例コスト情報について以下に整理します。 

 

表 3-2-13 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 うらほろ雪氷貯蔵庫 

事業主体 JAうらほろ 

導入場所 浦幌町 

特徴 
貯蔵庫容量 3,200m3、貯蔵雪量 270t（210コンテナ） 

ばれいしょ 320t、豆類 28tが貯蔵可能 

効果 ばれいしょ貯蔵 2～3℃、豆類貯蔵 5～10℃を実現 

事業費など 約 83,000千円 

その他 
「雪室ばれいしょ」の名称で販売 

3～8月は雪氷、9月～2月は補助冷凍機+外気冷房によって庫内温度調整 

 

表 3-2-14 類似事例 

項目 諸元 

事例名称 苫前漁港衛生管理型低温荷捌施設 

事業主体 北るもい漁業協同組合 

導入場所 苫前市 

特徴 荷捌場：579m2、雪貯蔵室：33 m2（容量 72m3 利雪保管庫から定期的に補充） 

効果 8月末ぐらいまで雪が残り夏季でも荷捌施設内は 11～12℃ 

事業費など 約 6,000万円 

その他 貯雪庫は新設ではなく既存施設の断熱改修である 
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3-2-7. 温度差熱利用 

(1) 温度差熱利用とは 

温度差熱利用とは、地下水や河川水が一年を通してあまり変化がなく、外気との温度差があ

ります。この温度差をヒートポンプや熱交換器を用いて冷暖房などに利用する技術のことです。

また、工場や変電所の排水や下水道などの水源の熱も外気との温度差があるため利用が可能で

す。 

 

(2) 温度差熱利用の特徴と課題 

【特徴】 

・熱を得るために燃料を燃やすことがなくクリーンなエネルギー 

・熱源と消費地が近いため需要の多い都市部で活用できる 

・寒冷地の融雪用熱源や温室栽培利用など活用の幅が広いこと 

【課題】 

・設備の規模が大きいためイニシャルコストが高いこと 

 

 

図 3-2-9 温度差熱利用（ヒートポンプシステム） 
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3-2-8. 地熱エネルギー 

(1) 地熱エネルギーとは 

地熱とは、もともとはマグマという地球がもつ熱エネルギー全般を表していて、火山の多い

日本に豊富に存在するエネルギーです。地熱発電は、地表から地下深部に浸透した雨水等が地

熱によって加熱され、高温の熱水として地中に溜まっている地熱貯留層から、坑井によって地

上に熱水・蒸気を取り出し、タービンを回して発電するシステムです。近年では、工期工程が

長いこと、開発コストが高いことなどから新規設置が停滞していました。2013年 12月現在で、

地熱発電所は 17地点に存在し、約 52万 kWの設備容量となっています。また、国際的には、日

本の地熱発電導入量は全量の 5％程度となっており、世界第 8位の規模となっています。なお、

森町は北海道で唯一の地熱発電所を有しており、発電設備容量は 25,000kWとなっています。 

 

(2) 地熱エネルギーの特徴と課題 

 【特徴】 

 ・燃料費がかからない 

 ・出力が安定している 

 ・地球内部がもつ自然の熱エネルギーを利用しているため原理的に枯渇することがない。 

 【課題】 

 ・探査、開発などの工程に長い期間を有すること 

 ・蒸気という低密度のエネルギーを使用するため、設備規模に対して発電量が小さい 

 ・硫化水素など地中から出る有毒ガスの処理が必要 

 

 

図 3-2-10 北海道電力(株) 森地熱発電所 
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図 3-2-11  (株)国書刊行会 摩周湖温泉熱発電施設（実証中） 
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（補）波力・潮流発電 

海洋の運動エネルギーを利用して発電を行う波力発電や潮流発電は太陽光や風力と比較して

発電出力の予測可能性が高く安定した電源として期待が持たれています。主に欧州で開発が進

んでおり、波力で数百 kW級、潮流で数 MW級の実証実験が行われています。欧州と比較して日

本は波のエネルギーが小さく約半分程度と考えられており、日本の海洋に適した技術の開発が

必要とされています。 

現在 NEDOでは H29年度までの「海洋エネルギー技術研究開発事業」が行われており、様々な

タイプの発電機のシミュレーションや実証が行われているところです。 

対象地域としては、海洋エネルギーが大きくかつ需要家の発電コストが比較的高い離島地域

など分散電源地域をターゲットとしています。 

また、近隣市町村である函館市において、沖合での流速が比較的速いとの調査結果を受け、

小規模発電で海洋エネルギーを推進することを目指し、基礎研究や実証試験を進める予定とな

っています。 
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3-2-9. 革新的なエネルギー高度利用技術 

(1) クリーンエネルギー自動車 

クリーンエネルギー自動車とは、地球温暖化や大気汚染の原因となる二酸化炭素（CO2）、窒

素酸化物（NOX）等をほとんど排出せず、エネルギーの利用効率が高い電気自動車、ハイブリッ

ド自動車、天然ガス自動車のことをいいます。 

 

 

図 3-2-12 クリーンエネルギー自動車（一般財団法人 新エネルギー財団） 

 

(2)  天然ガスコージェネレーション 

天然ガスコージェネレーションとは、天然ガスを燃焼させ発電し、その際に発生する熱を給

湯や冷暖房に利用する分散型エネルギーシステムのことです。燃料となる天然ガスは石油に比

べて二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物（NOX）等の排出が少なく、ホテルや病院などの電気や熱を

多く消費する施設に向いています。 

 

図 3-2-13 天然ガスコージェネレーションの仕組み（一般財団法人 新エネルギー財団） 
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(3) 燃料電池 

燃料電池とは、水素と酸素から電気を作る発電装置のことです。燃料を燃やさず、化学反応

で発電するため、従来のシステムに比べエネルギー効率が高く、二酸化炭素を大幅に削減する

ことができます。 

燃料電池には水素を必要としますが、現在は天然ガスなどから改質を行い水素を製造してい

ます（例：エネファーム）。近年、余剰となった再生可能エネルギーを利用して水素を製造する

ことで CO2フリーの水素利用の構想・事業化が始められており、「水素・燃料電池戦略ロードマ

ップ」※では、2040 年頃に技術確立を目標としています。また、燃料電池自動車や家庭用燃料

電池についての 2020年頃からの普及拡大を同ロードマップで示しています。 

※「経済産業省 水素・燃料電池戦略協議会 H26.6」 

 

図 3-2-14 燃料電池の仕組み（一般財団法人 新エネルギー財団） 

 

  



 

 3-23 

3-3. エネルギー問題  

3-3-1. 増加するエネルギー消費 

現在の私たちのくらしや社会は、エネルギーの消費によって成り立っています。日常の生活

に欠かすことのできない電気・ガス・水道はもちろん、運輸・通信なども全てエネルギーを利

用しています。また、農作物、食品、洋服等、ほとんどの製品はその生産過程においてエネル

ギーを利用しており、私たちのくらしはエネルギーを利用することで成り立っています。 

しかし、日本はエネルギー資源に乏しく、そのほとんどを海外からの輸入に頼っており、特

に石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料については、ほぼ全量を輸入しています。1970年代の

二度のオイルショックをきっかけに、省エネルギーや石油代替エネルギーへの取り組みを進め

てきましたが、1980年代から原油価格が比較的低位水準であったことや快適性や利便性を求め

る生活様式の普及を背景に民生部門（家庭部門及び業務部門）のエネルギー消費が増加してい

ます。 

日本のエネルギー消費量は図 3-3-1 に示すとおり 2011 年度ではジュール換算 14,529PJ（ペ

タジュール、1015J）となっています。 

また、日本の一次エネルギー供給はオイルショック前には約 75％が石油で占められていまし

たが、その後、天然ガス・原子力・石炭の導入が進み図 3-3-2に示すとおり 2011年度には石油

43.1％、石炭 22.0％、天然ガス 23.3％、原子力 4.2％、水力 3.4％とその構成が多様化してい

ます。その中で再生可能・未活用エネルギーの供給率は 4.0％となっています。また、エネル

ギー自給率は 2010年で 4.4％（原子力を準国産エネルギーと考えても 19.5％）でした。 

 

 

図 3-3-1 最終エネルギー消費と実質 GDPの推移（経済産業省「エネルギー白書 2013」） 
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図 3-3-2 一次エネルギー国内供給の推移（経済産業省「エネルギー白書 2013」） 

 

3-3-2. 限りあるエネルギー資源 

世界、特に中国や東南アジアなどのアジア大洋州では、急激な経済成長に伴い、エネルギー

の消費量が大幅に増え、世界のエネルギー消費量の大きな増加要因となっており、今後も石油

や石炭、天然ガス等の化石燃料の需要が今後も増加すると予想されています。 

全世界では、図 3-3-3に示すとおり、採掘可能な石油は 40年、石炭は 164年、天然ガスは

66年とされています。今後、新たに油田や炭鉱を発見する可能性もありますが、限りのある資

源となっています。 

その中でも石油については中東に偏在しており、需要の高まりや政情の不安定化で原油価格

が高騰するなど、今後日本が資源を確保することが困難となる恐れがあります。 

このことから、エネルギー資源に乏しく、化石燃料をはじめとしたエネルギー資源のほとん

どを輸入に頼っている日本は、世界のエネルギー情勢の変化に大きく影響を受ける可能性があ

ります。 
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図 3-3-3 エネルギー資源の確認可採埋蔵量（経済産業省） 
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3-4. 地球温暖化問題  

3-4-1. 地球温暖化について 

現在世界的な環境問題として地球温暖化が取り上げられています。 

現在の地球の平均気温は約 14℃となっていますが、これは二酸化炭素や水蒸気、メタンなど

の「温室効果ガス」のはたらきよるものであり、もし、温室効果ガスが全く存在しなければ地

表面から放出された熱は大気を素通りして、地球の平均気温は－19℃になるといわれています。

このように温室効果ガスは生物が存在するために必要なものですが、産業革命以降、化石燃料

を大量に燃やして使用することで大気中への二酸化炭素の排出を大幅に増加させました。その

ため温室効果ガスのはたらきが強くなり、地表面の温度が上昇していることが「地球温暖化」

です。 

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が 2007年に取りまとめた第 4次評価報告書によ

ると、1906年から 2005年までの 100年間で、世界の平均気温は 0.74℃上昇したとのことです。

また、最近 50年の気温上昇は、過去 100年の上昇速度のほぼ 2倍に相当し、近年になるほど温

暖化が加速していることがいえます。 

また、同報告書では、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会（最も気温上昇の

小さいシナリオ）で約 1.8℃、化石エネルギー源を重視した最も気温上の大きいシナリオでは

約 4℃、21世紀末までに上昇すると予測されています。 

地球温暖化が進むことによって、干ばつや暴風雨の増加など異常気象の発生や、感染症の媒

介動物の分布変化、海水面の上昇による浸水や浸食、生態系の大幅な変化など人間社会や自然

環境に深刻な影響が生じると考えられており、可能な限り温暖化を緩和することが必要とされ

ています。 

 

3-4-2. 地球温暖化防止のための取り組み 

1979年に世界気象機関（WMO）により組織された第 1回世界気候会議において、地球規模の

気象観測や研究の成果を背景に、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス濃度の上昇など、人

間の活動に起因する気候の変化が社会に与える影響を懸念し、世界各国が連携して気候変化を

調査することなどを求めました。1980年代の半ば以降、危機感を強めた研究者、政策担当者が

一堂に会して、地球温暖化への対応を議論する一連の国際会合が開催されました。その成果を

踏まえ、1988年 11月に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）は「気候変動に関する政

府間パネル（IPCC）」を設立しました。 

IPCCの地球温暖化とそれに伴う気候変動に関する最新の自然科学的及び社会科学的知見を

踏まえ、1992年 5月に国連総会で「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され 1994年 3

月に発効しました。 

この「気候変動に関する国際連合枠組条約」は大気中の温室効果ガスの濃度を気候に対して

干渉を及ぼすこととならない水準まで安定化させることを目的としており、150ヶ国以上が署

名しました。 

表 3-4-1に示すとおり、1995年に第 1回締約国会議（COP1）が開催され、以後 2012年まで

に 18回開催されています。この間、1997年の京都会議（COP3）において先進各国について法
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的拘束力のある排出削減目標値（2008年から 2012年の間に先進国全体で 1990年比 5％削減）

を定めた京都議定書が採択されました。 

京都議定書は 2004年にロシアが批准したことにより 2005年に発効し 2012年で第 1約束期間

が終了しましたが、CO2の排出量は 2008年から 2011年においては平均で 12億 6,300万トンと

なっており 1990年の基準年 12億 6,100万トンと比較して年間平均 200万トン増加となってい

ますが、森林吸収量の見込み及び京都メカニズムクレジットの取得を加味すると、平均で基準

年(1990年)比 9.2％減となっており、京都議定書の目標は達成可能と見込まれていますが、国

内の総排出量については微増であったことなどから、今後も CO2の削減に対する取り組みが必

要となっています。 

 

表 3-4-1 気候変動枠組条約締約国会議(COP)の経緯 

年 名称 開催地 概要 

1995 COP1 ベルリン 

(ドイツ) 

「ベルリン・マンデート」 

・先進国の取組について COP3までに議定書等の形で結論を得るこ

とを目指し検討を開始 

1996 COP2 ジュネーブ 

(スイス) 

「ジュネーブ閣僚宣言」 

・議定書には法的拘束力のある数値目標を含み得ること等を明確化 

1997 COP3 京都 

(日本) 

「京都議定書」 

・先進各国について法的拘束力のある排出削減目標値に合意 

1998 COP4 ブエノスアイレス 

(アルゼンチン) 

「ブエノスアイレス行動計画」 

・COP6に向けた国際交渉の進め方につき合意 

1999 COP5 ボン 

(ドイツ) 

・多くの国が、2002年までの京都議定書発効の重要性を主張 

2000 COP6 ハーグ 

(オランダ) 

・京都議定書の運用ルールについて決定する予定であったが、合意

は不成立、会議中断 

2001 COP6 

再開合意 

ボン 

(ドイツ) 

「ボン合意」 

・京都議定書の中核要素につき基本合意 

2001 COP7 マラケシュ 

(モロッコ) 

「マラケシュ合意」 

・京都議定書の運用ルールの国際法文書に合意 

2002 COP8 ニューデリー 

(インド) 

「デリー宣言」 

・途上国を含む各国が排出削減のための行動に関する非公式な情報

交換を促進することを提言 

2003 COP9 ミラノ 

(イタリア) 

・京都議定書の実施に係るルールが決定 

2004 COP10 ブエノスアイレス 

(アルゼンチン) 

・「政府専門家セミナー」の開催(2005年 5月) 

・「適応対策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」に合意 

2005 COP11 モントリオール ・京都議定書の運用ルールの確立(マラケシュ合意の採択) 
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年 名称 開催地 概要 

(カナダ) ・全ての国の参加による、長期的協力の為の行動にかかる対話プロ

セスの開始 

・適応に関する 5カ年計画の策定 

2006 COP12 ナイロビ 

(ケニア) 

・2013年以降の次期枠組みについて議論 

・「ナイロビ作業計画」にて適応に関する具体的活動について合意 

・京都メカニズム(クリーン開発メカニズム)の促進について合意 

2007 COP13 バリ 

(インドネシア) 

「バリ行動計画」 

・2009年までに次期枠組みについての議論を終えることに合意 

2008 COP14 ポズナン 

(ポーランド) 

・2013年以降の枠組みについて 2009年末の合意に向けて議論 

2009 COP15 コペンハーゲン 

(デンマーク) 

「コペンハーゲン合意」に留意 

・先進国・途上国の削減目標・義務のリスト化などを明記したが、

正式な COP決定には至らず「留意」されるにとどまる 

2010 COP16 カンクン 

(メキシコ) 

「カンクン合意」 

・コペンハーゲン合意に基づいて各国が提出した削減目標・行動を

国連文書にとりまとめ留意するとともに、MRV(測定・報告・検証)

に関するガイドラインの検討、緑の気候基金の設立等を盛り込んだ

COP決定がなされた 

2011 COP17 ダーバン 

(南アフリカ) 

・「ダーバン・プラットホーム特別作業部会」の設置 

・京都議定書第 2約束期間設定に向けた合意 

・「緑の気候基金」の基本設計合意 

・「カンクン合意」の実施のための仕組みの整備 

2012 COP18 ドーハ 

（カタール） 

・2020年以降に「すべての国が参加」して、温暖化対策を進める体

制とする 

・「京都議定書」を 8年延長し、空白を作らない 

・日本は、2020年以降の体制作りには参加 

・京都議定書第 2次約束期間には不参加で、自主的削減行う 
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3-5. 新エネルギー施策と導入目標  

3-5-1. 日本の新エネルギー施策 

二度にわたるオイルショックを経た、わが国は、エネルギーの安定供給確保の取組を進める

なかで、1980年に「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」（石油代替エネ

ルギー法）を制定し、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進することで石油依存度の低減

を図り、エネルギー供給構造の改善を目指しました。 

また、大型の石油代替エネルギー技術開発を総合的に推進するために、1980年に新エネルギ

ー総合開発機構（現在の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））を設立し

ました。 

その後 1994年に「新エネルギー導入大綱」を閣議決定し、国として新エネルギーの導入の指

針を初めて示しました。その新エネルギーの補助制度の確立のため、1997年に「新エネルギー

利用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）」を施行しました。 

さらに、電気事業者に対して一定以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利用を義

務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（RPS法）」が 2003年

より施行され、一層の新エネルギー利用の促進を図りました。 

さらに 2008年に閣議決定された、「低炭素社会づくり行動計画」において、2050年までに現

状から 60～80％の温室効果ガスの削減を行うことを長期目標としており、国全体として取り組

むため、地方公共団体においても積極的に取り組むことの重要性が高まりました。 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災及び福島原子力発電所の事故は国内で大きな影響

を与え、エネルギー問題に対する国民行動・世論が高まり、新エネルギーなどを軸としたエネ

ルギー構造の再構築が重要な課題となっています。 

そうした新エネルギーを含む再生可能エネルギー普及促進の起爆剤として、2011年に「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」が制定され、2012年 7月か

ら「再生可能エネルギー固定価格買取制度（Feed-In-Tariff＝FIT）」がスタートしました。世

界的には FITと呼ばれるこの制度は、電力会社に対して、太陽光発電や風力発電、バイオマス

発電などの再生可能エネルギー発電事業者からの電力を政府が指定した調達価格・調達期間で

全量買い取ることを義務付ける制度です。買取価格については調達価格算定委員会が発電コス

トと適正内部利潤に配慮した設定となっていて、発電コストの高い新エネルギーの急速な普及

を促しています。また、各家庭や事業者は再生可能エネルギー発電促進賦課金を毎月の電気使

用量に応じて負担することになり、平成 26 年 5 月から平成 27 年 4 月の場合、0.75 円/kWh の

負担となっています（従量電灯 A 以外の低圧・高圧・特別高圧の場合）。 

 

表 3-5-1 FIT買取単価（kWhあたり） 

種類 太陽光 風力 地熱 水力 

区分 10kW~ ~10kW 20kW~ ~20kW 15MW~ ~15MW 1~30MW 

単価 32 円 37 円 22 円 55 円 26 円 40 円 24 円 

種類 水力 バイオマス 

区分 0.2～1MW ～0.2MW メタン発酵 間伐材 一般木質・

農産物残渣 

建設資材 一般廃棄

物・その他 

単価 29 円 34 円 39 円 32 円 24 円 13 円 17 円 
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3-5-2. 北海道の新エネルギー施策 

北海道は、日本のなかでも積雪が多いことや寒冷地であることなどの気候風土から、一人当

たりのエネルギー消費量が大きく、生活様式の変化や地域経済の発展に伴い、エネルギー需要

が今後ともある程度増加するものと見込まれることから、エネルギーの効率的な利用が求めら

れています。 

このため、北海道ではエネルギー導入に係るビジョンを検討し、1998年に「新エネルギー・

ローカルエネルギービジョン」がまとめられ、2010年度までの新エネルギー導入目標値が示さ

れました。さらに 2001年には「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」が施行され、条

例に基づく行動計画が 2002年 2月に策定されました。 

本道における 1998年度における供給サイドの新エネルギーの導入実績は、原油換算で約 108

万 klであり。導入目標の 2010年度の導入状況で比較すると、風力発電や中小水力発電でおお

むね 9割以上の達成率を示しているのに対し、太陽光（発電・熱利用）、バイオマス（熱利用）、

雪氷冷熱などでは 2割以下となっており、導入コストの低減や安定した出力の確保、地域人材

やノウハウ不足などの課題が考えられます。 

しかし、これらの導入が進まなかった分野についても 2012年から開始された固定価格買取制

度の施行や、北海道及び各市町村の積極的な取り組みなどにより、今後導入が進んでいくもの

と見込まれます。 
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表 3-5-2 新エネルギーの導入目標・実績 

 1998年度実績 2010年度実績 2010年度目標 達成率 

設備容量等 

(万 kW) 

原油換算 

(万 kl) 

設備容量等 

(万 kW) 

原油換算 

(万 kl) 

設備容量等 

(万 kW) 

原油換算 

(万 kl) 

原油換算 

(％) 

供
給
サ
イ
ド 

発
電
分
野 

太陽光発電 0.19 0.02 4.3 0.9 25.3 6.2 14.5 

風力発電 0.9 0.3 27.7 14.5 30.0 16.1 90.0 

中小水力発電 80.0 90.8 81.0 92.0 80.5 103.0 89.3 

廃棄物発電 2.7 3.4 25.1 33.6 22.7 30.0 112.0 

バイオマス発電 0.1 0.1 2.0 2.5 2.2 2.9 86.2 

地熱発電 5.0 4.6 5.0 2.5 5.0 4.7 53.2 

熱
利
用
分
野 

太陽熱利用 

 

1.4 

 

0.7 

 

3.8 18.4 

水温度差  1.5 2.0 75.0 

雪氷冷熱 0.003 0.2 1.0 20.0 

地熱(熱水利用) 4.9 6.3 5.4 116.7 

排熱利用 1.2 0.5 1.3 38.5 

廃棄物熱利用 1.7 26.5 11.1 238.7 

バイオマス熱利用  1.2 6.1 19.7 

小 計 88.9 108.5 145.1 182.8 165.7 193.6 94.4 

需
要
サ
イ
ド 

コージェネレーション 

(燃料電池含む) 
23.4 

 
87.5 

 
104.0 

 

 

クリーンエネルギー自動車 0.09万台 5.2万台 16.5万台 

合 計  108.5  182.8  193.6  

 

 

 

 

 


