「新エネ大賞」は、新エネルギー機器及びその導入事例のうち優れた
ものを表彰することによって新エネルギーの普及促進を図ることを
目的として、平成8年度に「21世紀型新エネルギー機器等表彰」
（新
エネバンガード21）の名称で始められました。これは、平成6年度に
「新エネルギー導入大綱」が策定され、新エネルギーの機器・システム
開発と普及促進の必要性が求められることになったことを受けたも
のです。平成12年度より、現在の名称である「新エネ大賞」となって
おります。

これまでの8年間に合計100件余の優れた案件が表彰され、先導
的な事例として新エネルギーの機器・システム開発と普及促進に大
きな役割を果たしてきました。近年特に地球温暖化防止策等の環境
面からも益々新エネルギーへの期待や重要性が高まっておりますが、
普及拡大には、
なお一層の努力が必要であることから、
本年度は募集・
評価対象を拡大する等、更なる普及拡大につながるよう見直しを行
いました。
具体的には、従来の機器の部を金融・サービスを加えて商品部門と
し、導入事例の部を法人・地方公共団体・非営利団体の各部門に分け
ると共に、
新たに普及活動部門を追加しております。
ここに、
本年度の受賞事例を紹介いたします。
受賞された皆様方には、新エネルギーの先駆者として今後とも、新
エネルギーの機器・システム開発と普及促進に一層のご活躍を期待
したいと存じます。

新エネルギー財団 会長 山本幸助
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１．表彰部門
■ 優秀商品部門
新エネルギーに係る先進的・独創的な商品（ソフトウェア、サービス、金融商品などを含む）を開発
した法人で、新エネルギーの導入・普及に関連する取組みを行っていること。原則として、市場への
導入開始から6ヶ月経過していること。
■ 優秀導入活動法人部門
新エネルギーを導入し6ヶ月程度の運転実績のある法人で、新エネルギーの普及に関連する取組
みを行っていること。
（グリーン電力の購入も含む）
■ 優秀導入活動地方公共団体部門
新エネルギーを導入し、6ヶ月程度の利用実績のある地方公共団体で、広い地域を対象とした新エ
ネルギーの普及・啓発に関連する取組みを行っていること。
■ 優秀導入活動非営利団体部門
新エネルギーを導入し、利用実績のある非営利団体であること。
■ 優秀普及活動部門
新エネルギーの普及促進を目的とした取組みを行っている法人及び団体であること。

２．対象となる新エネルギー
・太陽光発電
・太陽熱利用
・風力発電
・雪氷熱利用（雪及び天然氷の冷熱利用システム）
・バイオマス発電・熱利用、バイオマス燃料製造
（動植物系有機物で石油、天然ガス及び石炭を除く）
・廃棄物発電・熱利用、廃棄物燃料製造
・温度差エネルギー
（海水、河川水その他の水温と気温との温度差を利用して得られるエネルギー）
・クリーンエネルギー自動車
（天然ガス、メタノール及び電気を動力源とするものでハイブリッド車を含む）
・天然ガスコージェネレーションシステム
・燃料電池
・その他再生可能エネルギー（小水力、地中熱、波力等）

３．審査及び表彰
学識経験者等で構成する「審査委員会」において審査し、表彰に値すると認められるものを「経済
産業大臣賞」、
「資源エネルギー庁長官賞」、
「新エネルギー財団会長賞」及び「審査委員長特別賞」とし
て表彰します。
なお、受賞者に対しては、
「新エネ大賞受賞」及び「受賞エンブレム」の表示が認められます。
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本年度は昨年を大きく上回る応募があり、厳正なる審査の結果、以下に示す8件が受賞されました。いずれも、
これから新エネルギーの導入促進および普及啓発への貢献や波及効果が大いに期待されるものですが、これ以
外にも多くの優れたものがありました。
本年度は、一層の新エネルギーの普及拡大に資するよう従来のハード面を中心とした募集・評価から、取組み
姿勢や金融・サービス等のソフト面についても募集対象に加えるなど、対象の拡大を行いました。来年度以降、こ
ういったソフト面での優秀な事例が数多く応募されることを期待します。なお、今回は教育機関としての先導的
な活動について、今後の波及効果が期待される足利工業大学に審査委員長特別賞を授与することとしました。
審査委員会
筑波大学 大学院教授

安塚町における雪冷房の取組み

委員長
内山洋司

財団法人雪だるま財団

4

特定非営利活動法人北海道グリーンファンド

5

市民出資型風力発電事業による新エネルギー導入

内部循環流動床ボイラによるバイオマス発電設備
姫路工場

株式会社荏原製作所

6

ネスレ ジャパン グループ

7

北海道瀬棚町

8

天然ガスコージェネレーションシステム

瀬棚町洋上風力発電所

多様な組織の協働による普及啓発・環境教育を目的とした市民協働発電所設置事業
特定非営利活動法人ソフトエネルギープロジェクト
クリーンエネルギー普及活動

9

山梨県企業局 10

新エネルギー普及啓発の取組み

学校法人足利工業大学 11

平成8〜15年度「新エネ大賞」受賞事例一覧表
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商品
3

導入活動

普及活動

連絡先

財団法人雪だるま財団

〒942-0411

新潟県上越市安塚区安塚722-3

雪のまちみらい館

TEL.025-592-3988 FAX.025-592-3324

安塚町（現上越市）の「雪国文化村構想」を支援するシンクタンクとして雪氷エネル
ギーの新しい利用に対する技術指導や啓発を積極的に行っており、その地域に根
ざした活動は今後、広く県外雪国での雪氷エネルギーの導入拡大に向けた普及活
動の模範となるものと期待される。

雪国ではとかく「じゃまもの」とされ
てきた「雪」を安塚町では積極的にまち
づくりに取り入れ「雪国のまちづくりモ
デル」とも言える理想を具現化するため
に「財団法人雪だるま財団」が平成2年
に設立されました。
安塚町のシンクタンクとしての役割と、
雪国の活性化を目標に設立以来ITを活
用した情報の受発信、都市と農村の交流、
そして「雪」の持つ資源性に至るまで、雪
（国）
にこだわった活動に取組んでいます。
近年、雪氷が新エネルギーとして位置
付けられ、雪国のエネルギーとして注目
されてきました。安塚町には雪を利用し
た冷蔵倉庫や冷房設備を導入している
施設が大小あわせて11カ所あり、雪だ
るま財団では雪冷房（雪冷蔵）システム
の導入に関する技術的なアドバイスか
ら運用まで施設の状況に応じて、幅広く
サポートしています。

■雪だるま物産館
隣接する雪室の融解水を利
用して平成7年度より雪冷
房を導入。

■農産物貯蔵庫
（雪室）
雪によって米やソバ、日本酒
などを貯蔵している。

■雪のまちみらい館
平成11年度に建設。建物の
３
基礎部分に500m の雪を
貯蔵する貯雪槽を配置。全館
雪冷房している。

■やすらぎ荘・ほのぼの荘
平成11年度に雪冷房を導入。
１つの雪室の融雪水で両施
設を雪冷房している。また、
雪室の南側壁に太陽集熱器
設置。

■安塚小学校
平成14年度に雪冷房を導入。
雪室を体育館下に配置し、食
堂および、調理室あわせて約
2
360m を雪冷房する。

■安塚中学校
平成15年度に雪冷房を導入。
太陽光発電（30kW）によっ
て雪冷房の電力を供給する。

■利雪型米穀貯蔵施設
平成15年度に既存のJA低
温倉庫に雪室を増設し、安塚
産コシヒカリ約1万俵
（玄米）
を雪の冷気を利用して貯蔵。

■雪むろそば家 小さな空
隣接する雪室の融解水を利
用して平成15年度より雪冷
房を導入。

平成15年度には町立（現上越市立）
安塚中学校に雪冷房が導入されました。
冷房対象面積は体育館を除くすべて
2
の教室（約1800m ）です。また、雪冷
房に用いられる機器の電力を補うた
めに体育館の屋根に30kWの太陽光
発電システムを設置しました。さらに、
雪解け水は夏の渇水期における水資
源としてスクールバスの洗車やトイ
レの洗浄水として利用しています。こ
のような自然エネルギー循環システ
ムについて児童にわかりやすく説明
し環境教育の教材として活用してい
ます。
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連絡先

特定非営利活動法人北海道グリーンファンド 〒060-0004 北海道札幌市中央区南1条西7丁目16番2 岩倉ビル3階
TEL.011-280-1870 FAX.011-280-1871

市民からの出資による発電事業として風力発電の建設・事業化を初めて実現した
ことで、市民出資型という新しい発電事業形態を全国に広めるきっかけとなる等、
北海道や秋田という地域を越えた導入活動が、今後の風力発電の更なる普及拡大
や一般市民への啓発につながると期待される。

「コーヒー1杯分の基金で地球に優しい未来をつくりませんか」という呼びかけでスタート
した北海道グリーンファンドの「グリーン電気料金制度」。会員は自然エネルギー普及を目的
とした市民共同発電所建設の基金として、電気料金の5％分を毎月拠出しています。この基金
と市民からの出資で建設した北海道グリーンファンドによる「市民風車」は全国で2ヵ所あり
ます。自然エネルギーを求める多くの市民の声が市民風車として形になり、地域の風をエネル
ギーに順調に運転を続けています。市民による発電事業への挑戦は始まったばかりですが、自
然エネルギー普及をめざす多くの市民の支援と協力を得て、活動が広がっています。

・全国で初めての市民出資型風力発電所〜北海道浜頓別町「はまかぜ」ちゃん〜
NPO法人北海道グリーンファンドの会員が、毎月電気料金の5％分を寄付することで積み
立てられたグリーンファンド基金に加え、会員を含む市民217人（団体含む）からの出資な
ど1億6650万円を得て建設しました。
運 転 開 始 ： 2001年9月
建 設 地 ： 北海道枝幸郡浜頓別町
導 入 量 ： 定格出力990kW 1基
設備利用率 ： 28.8％（2003年度）

「はまかぜ」ちゃん

・全国に広がる市民風車〜秋田県天王町「天風丸」〜
「はまかぜ」ちゃんの市民風車事業をモデルに、北海道グリーンファンドと地元の「市民風車
の会あきた」との連携により、秋田県民を中心に市民443人からの出資1億940万円を得て
建設しました。
運 転 開 始 ： 2003年3月
建 設 地 ： 秋田県南秋田郡天王町字濱山
導 入 量 ： 定格出力1500kW 1基
設備利用率 ： 20.4％（2003年度）

「はまかぜ」ちゃんの取り組み以降、さまざまな地域から市民風車建設の可能性について問
い合わせをいただきました。現在、地域や市民が主体となった市民風車の取り組みは全国で
3基です。2005年春には北海道石狩市にも誕生し、東北、関東エリアでも展開される予定で
準備が進められています。

天風丸（てんぷうまる）
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連絡先

株式会社荏原製作所

環境プラント事業統括 ＰＭ室

〒108-8480

TEL.03-5461-6358

東京都港区港南1-6-27

FAX.03-5461-6082

迅速な負荷応答性を有し、エネルギー効率が高く、燃焼室内の各部温度差を少なく
して不定形な廃材の混焼を可能にしたことや、大きな不燃物の排出が容易である
等燃料の利用範囲が広いことから、バイオマスエネルギー利用の普及拡大に寄与
することが期待される。

日本製紙株式会社勿来工場サーマルリサイクル発電設備は、廃棄物燃焼技術を基に（株）荏原製作所製「ICFB内部循環流動床ボイラ」を採用
し、
以前より不法投棄等で問題視されていた建設廃材を中心とするバイオマス燃料を使用することで、
高効率でエネルギー回収するとともに、
二酸化炭素排出量の大幅な削減を実現しました。

バイオマスは化石燃料に代わるエネルギー源として現在有力なものと考
えられています。実際、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第二次報告
書では、燃料として木材を利用することは、最終的に化石燃料の使用を抑制・
削減することによる二酸化炭素の削減に最も効果があり、その効果が累積的
で永続的であるとしています。

建設廃材をメインとするバイオマス燃料を使用することにより、従来使用
していた化石燃料の使用量を削減する事ができました。重油の削減量は年間
約3万3千kL程度と見込まれます。
化石燃料の使用量削減により、二酸化炭素の発生量は年間約10万 t 削減さ
れます。

日本製紙（株）勿来工場の工場負荷は従来、自家用重油ボイラおよびディー
ゼル発電機により賄われておりました。本設備はそれらの代替として導入さ
れ、通常は工場内で使用される電気および蒸気のほぼ全てを担っています。
1日約400 tのバイオマス燃料を使用し、15,000kWの発電を行うだけで
なく、コージェネレーションにより工場内で使用する蒸気も供給しています。
本発電設備のエネルギー利用率は66％を達成しました。

◆バイオマス発電設備概要
設備名称

サ−マルリサイクル発電設備

ボイラ形式

エバラ内部循環流動床ボイラ

蒸気条件

6.4Mpa×460℃×105t/h

発電機出力

15,000kW

蒸気タービン 多段衝動2段抽気復水タービン
主燃料

木屑

補助燃料

石炭

ICFB
スクリーン管

本ボイラは（製紙）工場の電力及びプロセス蒸気の全量を１缶で賄うパワ
ーボイラの役割を持っています。
工場の全負荷を賄っていることから、工場の蒸気及び電力負荷に合わせた
迅速な負荷追従性が要求されますが、十分な性能を有しておりメインボイラ

熱回収室
（酸化雰囲気）

熱回収室
（酸化雰囲気）

ディフレクタ

ディフレクタ

移動層

移動層
燃焼室
（還元雰囲気）

層内伝熱管

層内伝熱管

として問題無く安定した運転がなされています。
空気量

小

流動層

移動層

流動層

空気量

空気量

空気量

大

中

大

不燃物

不燃物

ICFB 内部循環流動床ボイラ概念図
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空気量

小

連絡先

ネスレ ジャパン グループ コーポレートコミュニケーションズ 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15 ネスレハウス
TEL.078-230-7050 FAX.078-230-7100

液化天然ガスの気化熱を利用した吸気冷却装置と排熱回収ボイラからの排熱の有
効利用を組み込んだシステムは他に先駆けており、冷熱の有効利用と効率の高さ
が今後の同種システムの普及拡大に寄与するものと期待される。

ネスレ ジャパン グループは、クリーンな新エネルギーである液化天然ガス（ LNG）の特性を
最大限に活用した、画期的なコージェネレーションシステムを導入しました。様々な最新テク
ノロジーを駆使することによって、エネルギー効率92％、最大発電効率37.4％、省エネルギー
効果5,571kL（原油換算）、CO２削減効果年間32,183 t(火力平均、約6,700世帯の年間CO２
排出量に相当)、NOx/SOx削減効果年間131t /730t、立案時経済効果の年間約2.7億円を上
回る削減の見込みで、エネルギー改革を環境負荷の低減及びコスト削減と共に実現させました。
ネスカフェ製品を製造する姫路工場で2004年3月より稼動しています。

LNGを陸上輸送して工場内に設置したサテライトに備蓄し、燃料として気化させる供給システムです。敷設ガス管式供給型と比較してガ
ス昇圧機が不要で、総エネルギー消費とCO２排出量を大幅に抑えることができます。さらに、LNGの冷熱活用による吸気冷却が可能となって
ガスタービンの出力を最大10％（約500kW）増加させることができました。このLNGサテライトと冷熱有効活用は、ガス導管のインフラが
未整備な地域での応用が可能です。

工場では製品品目及び季節に応じて、電力・蒸気負荷は大きく変動しますが、蒸気発電機をガスタービン発電機と同軸に設置する技術に加
え て 多 段 背 圧 蒸 気 タ ー ビ ン を 採 用 す る こ と に よ り 、工 場 の 電 力 と 蒸 気 の 変 動 に 応 じ た 大 幅 な 熱 電 可 変 ( 熱 電 可 変 率 1 . 2 0 ＝
6,000kW/5,000kW)を可能にしました。

ガスタービンの排ガス量変動に対応できる排気再燃バーナの制御技術を初めて開発しました。今回採用のガスタービンはNOx対策の希薄
予混合燃焼方式で排ガス量が大きく変動するため、その変動量に応じた最新カスケード制御を開発し、安定した追い炊き燃焼をNOxの低減
と共に実現しています。さらに、この排熱回収ボイラーからの排熱を冷熱活用後のLNG気化器への熱源として有効利用しています。これら最
※備考：効率はすべてLHV基準による
新の技術を駆使し、システム全体のエネルギー効率を高めて最大92％を達成しています。

設 備 仕 様

フローシート

姫路港

工 場
コ−ジェネレーション

冷温水式
LNG気化器

LNG
サ
テ
ラ
イ
ト

電 気 熱（蒸気）
外気

高圧蒸気2.1Mpa
工場生産設備へ

LNGサテライト 150kL x 2基、冷熱利用型

低圧蒸気0.3Mpa
工場生産設備へ

ガスタービン

5,000kW（最大5,500kW）
希薄予混合燃焼方式
蒸気タービン・発電機との
一軸連結パッケージ型

蒸気タービン

1,450kW + 300 kW

空気冷却器

タンクローリーで輸送

電気エネルギー 18
（最大37）

100

発電機

最小8

電気3.3kv
工場生産設備へ

煙突

蒸気タービン
発電機

多段背圧タービン x 2基

消音器
排気再燃型排熱回収ボイラ

エネルギー効率
利用困難な排熱

ガスタービン 蒸気加熱器

ボ
イ
ラ
給
水

脱気器

熱（蒸気）エネルギー

74
（最大74）
1次エネルギー
LNG（液化天然ガス）

蒸気タービン

発電機

92%

6,950 kW + 300 kW

排熱回収ボイラ 40 t /h 排気再燃型バーナ
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連絡先

北海道瀬棚町 産業振興課

〒049-4812

北海道瀬棚郡瀬棚町字本町719番地

TEL.01378-7-3311 FAX.01378-7-2302

国内初の本格的な洋上風力発電設備であること、風車基礎部を利用した養殖等を
実施することで地元の漁業との協働体制があることにより、今後の洋上風力導入
モデルとして普及拡大に寄与することが期待される。

洋上風力発電所「風海鳥」
（かざみどり）は、平成16年2
月に完成し、4月に本格稼動を開始しています。
日本海を渡る冬の海風と北海道の大地から吹く夏のや
ませをしっかり受けとめ、
クリーンな電力を生み出します。
風力発電の設置は日本各地で取り組まれておりますが、
洋上での本格的な建設はわが国では初めて。初の試みと
いうことで完成に至るまでには様々な試行錯誤もありま
したが、関係省庁、漁業関係者、地元住民の協力・理解を得
て無事運転開始することができました。
洋上風車建設の一つの効果として、当町において既に
運転中の風力発電
（ 600kW×2基）や現在建設中の風力
発電
（ 2,000kW×6基）を誘致した事による税収が見込
めるなど、町財政の面からも洋上風車による効果は当初
計画以上の利益をもたらしたものと考えております。
これから
「 風海鳥」は瀬棚町の活性化とわが国の洋上風
力発電の飛躍的な普及という夢を担って回り続けます。
年

・
・
・
・

工
期 ： 平成15年2月5日〜平成16年1月29日
導 入 場 所 ： 瀬棚港東外防波堤直背後
導 入 量 ： 600kＷ×2基＝1,200kＷ
建 設 費 ： 690,900,000円

月

発電量
（kWh）

利用率
（%)

平均風速
（m/s）

16年 1月

390,8984 43.8%53.

8.59.

16年 2月

43,19644 1%49.9%

89.16

16年 3月

5,553237 27.5%32.

.77.35

16年 4月

,912287,3 2%17.4%

.05.45

16年 5月

64150,06 18.8%23.

.86.46

16年 6月

5167,498 5%21.0%

.68.7

16年 7月

209,7361 28.9%43.

16年 8月

81,54325

16年 9月

7,719376

16年10月

,373

6%

16年11月
16年12月
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516,305

57.8％

9.8

連絡先

特定非営利活動法人ソフトエネルギープロジェクト 〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階
TEL.045-681-3829 FAX.045-681-3934

神奈川県や地元企業と協働で、公益性のある施設への太陽光発電や太陽光と風力
発電のハイブリッドシステムを市民協働発電所として導入するとともに、市民協
働発電所の設置に関する情報提供を実施しており、広い地域への普及促進効果が
期待される。

ソフトエネルギープロジェクトは電力消費全国第4位の神奈川で、新エネルギーの普及
啓発・環境教育を推進する事により、CO２の削減を実践する事を目的とした活動を行って
おり、県や市の温暖化防止行動計画策定にも参加しています。具体的事業としては自然エ
ネルギー機器による体験型普及啓発・環境教育、新エネルギー設置基金の創設による市民
協働発電所の設置事業、平成15年度からは神奈川県との協働事業［地球温暖化対策地域
学習センターの設置と環境教育の仕組みづくり］事業を実施しています。

三浦臨海高校

市民協働発電所、地域学習センターともに、多様な組織との協働による設置、普及啓発、
環境教育を実施しています。
◎港南区金井幼稚園（太陽光発電3kW）
クリーンエネルギー設置基金（賛同金）による設置。
◎都築区川和保育園（太陽光発電5.1kW・ハイブリット風力130W）
父母との協働設置。
◎辻堂海浜公園池の噴水（太陽光発電900W・風力130W）
地域の大学・商店街・県立公園事務所との協働設置。
◎普及啓発環境教育推進センター（太陽光発電3社合計7.1kW）
場所提供企業、パネルメーカーとの連携による設置。全国からの見学多数。
◎地域学習センター神奈川県立三浦臨海高校（太陽光発電4.2kW）
県立高校を借りての設置。教育庁・高校との協働。見学者への設備の説明は生徒が担う。
◎小田原市立大窪小学校（太陽光発電1.8kW）
公立小学校を借りての設置。見学会・学校の授業への活用。県・市・学校・PTAとの協働。
◎環境教育体験車「NEO」
（太陽光発電378W・風力130W）
自然エネルギー・省エネルギー環境教育体験車。行政の環境イベントや学校の授業に
出向く。神奈川県・企業との協働。

完成式の様子

小田原市立大窪小学校の生徒の見学会

これらの自然エネルギーによる発電で年間約9600kgのCO２の削減に貢献すること
になります。

辻堂海浜公園

NEOの体験
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見学会

連絡先

山梨県企業局 県営発電総合制御所（クリーンエネルギーセンター） 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2277-3
TEL.055-278-1211 FAX.055-278-1210

発電総合制御所の職員による手作りの小学生向け学習講座、工作教室及び、学校が
実施する新エネルギー関連授業への講師派遣活動に加えて消費者団体の研修の場
としても活用されており、児童・生徒だけでなく一般への新エネルギーの啓発効果
の拡大が期待される。

山梨県企業局では、平成10年度に発電総合制御所の運用を開
始するに当たり、館内にクリーンエネルギーセンターを併設しま
した。センター内には「水力」、
「太陽光」、
「風力」に関する参加・体
験型の屋内展示施設の他に、屋外に実物の水車発電機を展示した
り、太陽光発電設備や風力発電モニュメントを設置して、環境と
エネルギーに対する理解を深めるための活動に取り組んでいます。
クリーンエネルギーセンターは、小学校の校外学習や消費生活
団体などの研修の場として子どもから大人まで幅広く活用され
ています。また、クリーンエネルギーの普及を図る各種イベント
時には県内各地から大勢の親子が訪れています。

クリーンエネルギーセンター外観

クリーンエネルギーセンターが行う普及啓発活動は、学習教材
の準備から広報活動まで全てを発電総合制御所の職員自らが手
作りで企画運営するもので、子どもの目線に合わせて地域に根ざ
したエネルギー環境教育の場を提供しています。
①クリーンエネルギー学習講座「ゴロンキーズ」の開催
小学生を対象に環境問題やクリーンエネルギーの有用性につ
いて実験や工作を交えながら理解を深めることを目的に平成11
年度から毎年実施しています。エネルギー利用の観点から環境問
題を考えていく本学習講座は、小学校のエネルギー環境教育の参
考として教育現場でも活用されています。
②クリーンエネルギー工作教室の開催
小学生以下の子供を対象にクリーンエネルギーについての理
解を深めるために平成11年度から毎年実施しています。太陽の
光や風の力を利用した物作りの体験を通してクリーンエネルギ
ーについて楽しく学ぶことができます。
③小学校への職員派遣の実施
総合学習の一環として職員を小学校へ派遣し、子どもたちが関
心を持つような教材を利用した実験や工作など楽しい授業を行
っています。

「ゴロンキーズ」クリーンエネルギーセンター施設見学（上段左・右）
電池のしくみ実験（中段左）水力発電所見学（中段右）
工 作 教 室：風 車（下段左）小学校職員派遣（下段右）
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連絡先

学校法人足利工業大学 総合研究センター

〒326-8558

栃木県足利市大前町268-1

TEL.0284-62-0782 FAX.0284-62-9985

工作教室の開催、施設見学会、自然エネルギーに関する専門的なセミナーの定期的
な開催等、小学生から、社会人までを対象とした普及啓発活動に加えて、途上国か
らの研修生に対する技術指導も実施しており、大学としての自然エネルギー普及
活動への先導的取組みとして今後、教育機関等への波及が期待される。

世界的に新エネルギー利用への関心が高まり、各地でその導入が進ん
でいます。さらに導入・普及を促進させるためには、教育や研修等が不可
欠です。そこで本学においては小・中・高校を対象とした新エネルギー教
育のために様々な普及啓発活動を行っています。
「風と光の広場」を利用した普及啓発活動
足利工業大学では「太陽」、
「風」、
「水」と「木」をテーマとしたエネルギ
ー施設を一般公開しており、小・中学生の環境教育、高校生の風車製作、
企業の研修会、途上国からの研修生の「適正技術」見学会など、毎年約
2,500人に利用されています。また市民に対しても新エネルギーのある
公園として憩いの場を提供しています。
「風力、自然エネルギー利用総合セミナー」開催による普及活動
地球規模での環境問題が顕著化する中、クリーンで無尽蔵な新エネル
ギーの開発・導入の促進が強く求められています。そのニーズに対応で
きる新エネルギー利用のあり方を検討し、その普及を目的として、
2001年より毎回約300人の参加者を集めて年2回セミナーを開催し
ています。
「サイエンスキャンプ」プログラムによる普及啓発活動
文部科学省の委託事業である「サイエンスキャンプ」は、次代を担う高
校生が科学技術への興味関心を一層深める機会を作るため、また将来の
研究者・技術者を目指す高校生のために産・官・学の研究所と連携した科
学技術体験合宿プログラムです。本学では太陽熱利用および風力発電を
通じて、自然エネルギーの大切さや大きな可能性を体感できる内容で
2002年度より年１回開催しています。
「トリプルハイブリッド発電システム」の導入と研究・普及活動
風力や太陽光エネルギーは不安定であることが欠点ですが、人為的に
調整可能な木質バイオマスを組み合わせたトリプルハイブリッド発電
システムにより電力の安定供給を目的にして、開発と実証試験を実施し
ています。
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表彰種別
通商産業大臣賞

資源エネルギー庁長官賞

区分

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

機器

電気自動車RAV4 LEV

トヨタ自動車（株）

導入

マルチメディア用太陽光発電システム

日本電信電話（株）

機器

住宅用太陽光発電システム「サンビスタ」

シャープ（株）

導入

集合型風力発電システム「竜飛ウインドパーク」

東北電力（株）

山形風力発電所
新エネルギー財団会長賞

機器

（株）山形風力発電研究所、
（株）広放社

省資源型セルを用いた屋根一体型太陽電池「サンテセラPVS-Dシリーズ」

三洋ソーラーインダストリーズ（株）

住宅用太陽電池モジュール「三角形太陽電池モジュール」

昭和シェル石油（株）

住宅用ソーラーシステム・太陽電池併設型太陽熱利用システム

矢崎総業（株）

「ゆワイターエクセレントあつ太郎」

導入

天然ガス自動車

天然ガス自動車開発グループ、都市ガス会社4社、自動車関係7社

八木中学校太陽光発電システム

京都府船井郡八木町

後楽一丁目地区未利用エネルギー活用型熱供給システム

東京都下水道局、東京下水道エネルギー（株）

「未処理下水を熱源とした地域冷暖房システム」

（株）荏原製作所

太陽光・コージェネ利用エコロジーSS

表彰種別
通商産業大臣賞

資源エネルギー庁長官賞

区分

（株）吉字屋本店

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

機器

200kWリン酸型燃料電池発電設備「PC25TMC」

（株）東芝、International Fuel Cells社、ONSI社

導入

鳳凰高等学校武道館太陽光発電システム

学校法人 希望が丘学園

機器

太陽電池モジュール「HIT太陽電池モジュール」

三洋ソーラーインダストリーズ（株）

住宅用太陽光発電システム

シャープ（株）

「反射集光型太陽電池モジュール・屋内用コンパクトインバータ」
導入

新エネルギー財団会長賞

機器

導入

表彰種別
通商産業大臣賞

資源エネルギー庁長官賞

伏見大手筋商店街振興組合、三洋電機（株）

堺市方式高効率ごみ発電システム

堺市、
（株）クボタ、大阪ガス（株）

カラー太陽電池

大同ほくさん（株）

住宅用小型高効率パワーコンディショナー「PV-PN04B」

三菱電機（株）

超小型一人乗り電気自動車「EV-1ルーキー」

北陸電力（株）、
（有）タケオカ自動車工芸

ドリームフューエルセンターごみ固形燃料化施設

津久見市

高浜発電所（複合ごみ発電）

群馬県企業局

次亜製造装置用燃料電池発電システム

東京都水道局、東京ガス（株）

アサヒビール吹田工場のコージェネレーションを用いた省エネシステム

アサヒビール（株）、ダイキンプラント（株）

高崎福祉専門学校太陽光発電・熱システム

学校法人 堀越学園、京セラ（株）

区分

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

機器

量産型ハイブリット乗用車トヨタ「プリウス」

導入

石川県工業試験場

機器

リフォーム対応建材型太陽電池システム「フォトボルーフ」

（株）エム・エス・ケイ

天然ガス自動車「HONDA CIVIC GX」

（株）本田技術研究所、本田技研工業（株）

導入

新エネルギー財団会長賞

伏見大手筋商店街ソーラーアーケード

機器

融雪機能付き200kW太陽光発電システム

石川県工業試験場、古河電気工業（株）、シャープアメニティシステム（株）

北九州市皇后崎スーパーごみ発電システム

北九州市

バイオ・ディーゼル燃料化事業

京都市

環境貢献度モニター付きパワーコンディショナ・高出力型多結晶太陽電池モジュール シャープ（株）
モニュメント型風力発電システム

導入

トヨタ自動車（株）

サイレント・エナジー・システム

協同組合プロード

北海道室蘭市祝津風力発電システム

室蘭市

バイオガスを燃料とした燃料電池発電装置

サッポロビール（株）

八木バイオエコロジーセンター

京都府船井郡八木町

食用油コンビナートでの特定供給・排気再燃リパワリングシステム
植物廃油を利用したディーゼル機関コ−ジェネレーションシステム
京セラ本社ビル新エネルギーシステム

日本大豆製油（株）、大阪ガス（株）
（株）マンヨー食品、
（株）ニチレイ、
（株）新潟鐵工所
京セラ（株）

※第3回
（平成10年度）
より、
「新エネバンガード21」
を「新エネ大賞」に変更いたしました。
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表彰種別
通商産業大臣賞

区分
導入

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

太陽光発電システム付き環境提案型分譲住宅

（株）中央住宅、シャープ（株）

「ティアラコート春日部・ヴィラガルテン新松戸」

資源エネルギー庁長官賞

機器

導入

埼玉県立高等学校防災拠点施設の太陽光発電および給湯施設

埼玉県

高温メタン発酵式有機性廃棄物処理システム「メタクレス」

鹿島建設（株）

小型電気自動車「日産ハイパーミニ」

日産自動車（株）

離島用風力発電ハイブリッドシステム

沖縄電力（株）、沖縄新エネ開発（株）、
（株）日立製作所、
（株）日立エンジニアリングサービス

太陽光発電システム塔載住宅「進・パルフェEX」
新エネルギー財団会長賞

機器

水質改善装置「水すまし」

導入

富士ゼロックス海老名事業所

積水化学工業（株）
（株）眞崎商店

太陽光発電システム

富士ゼロックス（株）、鹿島建設（株）

小河内貯水池太陽光発電システム

東京都水道局、富士電機（株）

環境調和型太陽光発電システム

北九州市水道局

紫川太陽光発電

久居榊原風力発電施設

三重県久居市

メタノールを燃料とした燃料電池発電設備
山岳部における環境調和型エネルギー施設

セイコーエプソン（株）
山小屋「夏沢鉱泉」

水辺プラザかもと・新エネルギーシステム

表彰種別
経済産業大臣賞

資源エネルギー庁長官賞

区分

熊本県鹿本町

機 器・導 入 事 例 名

機器

住宅用

導入

地域社会と連携した高効率廃棄物発電システム

導入

苫前グリーンヒルウインドパーク

受賞者名

光・熱複合ソーラーシステム

積水化学工業（株）
トヨタ自動車（株）
（株）トーメンパワー苫前

製鉄所におけるガス化改質方式廃棄物燃料製造事業

川崎製鉄（株）

苫前ウィンビラ発電所
新エネルギー財団会長賞

機器

（株）ドリームアップ苫前

ソーラー発電屋根システム

サンコーソーラーシステム

三晃金属工業（株）

住宅用太陽光発電システム 高効率太陽電池モジュール･マルチパワーコンディショナ
落水式ソーラーシステム

導入

長野県茅野市

SWR-300

シャープ（株）
（株）長府製作所

小型風力発電に最適な高効率発電機 ユニ・エースポール500

錦正技研（株）

日本工業大学

学校法人 日本工業大学、スペースコンセプト（株）、

景観調和型太陽光発電システム

シャープアメニティシステム（株）
名古屋市エコチャイルドバス導入支援事業

名古屋市

天然ガス利用高効率熱電可変コンバインドシステム
ジャスコ名古屋みなと店天然ガスコージェネレーション

（株）日本触媒、大阪ガス（株）
ガスエコパック

村野浄水場におけるコージェネレーションシステム

表彰種別

区分

ジャスコ（株）、
（株）日立製作所
財団法人 大阪府水道サービス公社

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

経済産業大臣賞

導入

資源エネルギー庁長官賞

機器

スバル小型風力発電システム

富士重工業（株）

新エネルギー財団会長賞

機器

寄棟屋根対応太陽光発電システム

シャープ（株）

寄棟屋根用太陽光発電システム

三菱電機（株）

高密度連系太陽光発電システム標準装備分譲マンション「アドバンス21貴船」 （株）原弘産、エスイーエム・ダイキン（株）、シャープアメニティシステム（株）
ミサワホーム岡山工場

新エネルギーシステム

（株）ミサワテクノ、
（株）ミサワホーム総合研究所

ソーラーコジェネレーションシステム2000

ソーラーコジェネレーション2000（企業グループ）、セントラルハウス（株）

ダブルクロスフロー型風力発電機付照明灯「エコもん」
導入

（株）石田製作所

ヴァーサタイルデザインプロトコルによる太陽電池工作物の設計・導入

池田

ハイテクプラザ会津若松技術支援センター太陽光発電設備

福島県

村野浄水場

大阪府水道部村野浄水場

太陽光発電システム

貴昭

南貿易・ミサワホーム近畿ビル太陽光発電システム

南貿易（株）、ミサワホーム近畿（株）、
（株）神戸製鋼所

太陽熱利用シャワー加温設備

豊国工業（株）

電気自動車共同利用システム「京都パブリックカーシステム」

財団法人日本電動車両協会、
（株）最適化研究所
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表彰種別
経済産業大臣賞

資源エネルギー庁長官賞

区分

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

機器

永久磁石式多極同期発電機を用いた低騒音・高性能可変速ギアレス風車

三菱重工業（株）、三菱電機（株）

導入

西播磨総合庁舎 太陽光発電システム

兵庫県企業庁

導入

糸満市新庁舎 太陽光発電システム

糸満市、
（株）日本設計、
（株）神戸製鋼所、日新電機（株）

太陽光で美しく発電する街「コスモタウンきよみ野 彩 ｓ」
雪冷房マンション「ウエストパレス」
新エネルギー財団会長賞

(有)永桶、(有)ヤスマル設計事務所、
（株）大有、(有)新栄合田建設、美唄自然エネルギー研究会

機器

屋根材一体型太陽光発電システム「クボタの発電する屋根エコロニー」

導入

香川県豊稔池水質浄化用フロートタイプ太陽光発電システム

香川県、川崎製鉄（株）

関西外国語大学中宮学舎 太陽光発電システム

学校法人 関西外国語大学

京都府企業局太鼓山風力発電所

京都府

雪冷熱エネルギーを利用した介護老人保健施設「コミュニティーホーム美唄」
環境調和型ハイブリッド発電システム

社会福祉法人南静会、
（株）大有、利雪技術協会、(有)雪冷房、
（株）朝日工業社

大牟田リサイクル発電（株）

燃料電池による下水汚泥消化ガスのコージェネレーションシステム
エコトラック出張見学会（小中学校向け環境教育授業）

区分

（株）クボタ

（株）世界貿易センタービルディング

大牟田RDF発電システム

表彰種別

（株）博進、
（株）クボタ

富士電機（株）
（株）エコトラック

機 器・導 入 事 例 名

受賞者名

経済産業大臣賞

機器

バイオマス燃料製造「膜型メタン発酵システム」

（株）クボタ

資源エネルギー庁長官賞

機器

風力発電適地選定支援システム WinPAS

（株）ＣＲＣソリューションズ

導入

札幌駅南口地区地域熱供給システム

札幌市、
（株）北海道熱供給公社

機器

単独運転検出装置

日新電機（株）、関西電力（株）

導入

超高速フライホィール電力安定化装置を併設した風力発電システム

島根県企業局、富士電機システムズ（株）

東京風ぐるま（東京臨海風力発電所）

東京都、
（株）ジェイウインド東京

新港クリーン・エネルギーセンター

千葉市

新エネルギー財団会長賞

スーパーごみ発電システム

新エネルギー財団イメージキャラクター「エネラ」
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