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新エネルギー用語集 
 
【あ行】 

用語名 説明

IEA

(国際エネルギー機関)

International Energy Agency の略称である。アメリカの提唱により第一次石油危機後の1974年

に設立された石油消費国からなる国際機関で、2001 年8 月現在の加盟国は25 カ国である。加盟

国における石油を中心としたエネルギーの安全保障を確立することを目的とし、緊急時の石油融

通や省エネルギー、エネルギー代替促進に取り組んでいる。

ISO14001

国際標準化機構（ISO；International Organization for Standardization）が発行した、環境

マネジメントシステムの国際規格のこと。組織の活動（製品・サービスの提供など）を通じて、

直接的または間接的に生ずる著しい環境影響や環境リスクを低減し、発生を予防する仕組みの構

築を目的としている。

IPCC

（Intergovernmental Panel on

Climate Change）

気候変動に関する政府間パネルのことで、1988年11月に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関

（WMO）の共催により、地球温暖化に関する科学的側面をテーマとした、初めての公式な政府間

の検討の場として設置された。各国の科学者や政府関係者が中心となって、地球温暖化の科学的

知見、環境的・社会経済的影響、対応戦略について検討が行われ、 も信頼できる科学的･技術

的知見を提供している。

アイドリングストップ
停止している自動車のエンジンを回したままの状態をアイドリングといい、赤信号などで自動車

が停車中にエンジンを切ること。

アメダス

「地域気象観測システム」（Automated Ｍeteorological Ｄata Ａcquisition Ｓystem）の通

称。無人自動気象観測装置で観測された気象データを地域気象観測センターに集め、編集し全国

の気象台などへ配信するもの。観測項目には、降水量、風向・風速、気温、日照時間の４要素が

主で、場所によってはこれに降雪の深さも加わる。

RDF

（Refuse Derived Fuel）

ごみ固形燃料のこと。分別収集される都市ごみや産業廃棄物の可燃物を破砕し、固化機でペレッ

ト状に圧縮、成形し固形燃料としたもの。RDFはごみを燃料に変えることで、廃棄物をエネル

ギーとして有効に活用することができ、炭酸ガスの排出抑制のための一策として、またごみ問題

解決の手段としても注目されている。

RT

(冷凍トン)

冷凍能力の実用単位であって、0℃の水1,000kgを24時間で0℃の氷にする能力であり、1RT（日本

冷凍トン）＝3,320kcal／hr。米国では1 USRT＝3,024kcal／hr である。

一次エネルギーと二次エネル

ギー

一次エネルギーとは、加工されない状態のままで供給されるエネルギーのことで、石油、石炭、

原子力、天然ガス、水力、地熱、太陽熱などをいう。これに対して、一次エネルギーを電力や石

油類（灯油、ガソリンなど）、燃料ガス（都市ガスなど）に変換して一般家庭や工場に供給さ

れ、直接利用されるエネルギーを二次エネルギーという。

一酸化二窒素（N2O） 常温常圧で、無色の気体。酸性である。香気と甘味がある。

一般廃棄物

廃棄物処理法では産業廃棄物以外のものと定義される。すなわちごみ処理の法制上・行政上の用

語であり、工場などの生産活動による産業廃棄物を除いた、住民の生活から出される生活系廃棄

物とオフィス・商店などからの事業系廃棄物との総称である。

インバータ
直流電力を交流電力に変換する装置。太陽電池で発電した直流を交流に変換し、外部に良質電力

を供給するときなどに利用される。

エコケーブル

従来の汎用電線・ケーブルの代替として開発したもので、構成材料にエコロジー材料を使用する

ことにより、燃焼時に塩化水素ガスなどの有毒ガス、および煙の発生を抑制して防災性を向上

し、さらに焼却時においてもダイオキシンなどの有害物質を発生させず、埋め立てても有害物質

が溶出しない電線・ケーブル。

エコスクール

環境保全のため次の３つの視点から整備が図られている学校施設のこと。

①環境負荷低減を目標として設計・建設がなされること

②環境負荷低減を目的に沿った運営がなされること

③環境教育にも活用可能なこと

ESCO

（Energy Service Company）

工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことな

く省エネルギーを実現し、さらにはその結果得られる省エネルギー効果を保証する事業。また、

ESCO の経費はそのユーザーの省エネルギーメリットの一部から受取ることも特徴。

NGO
Non Governmental Organizations（非政府組織）の略称。貧困・難民・環境などの地球的規模の

問題に、非政府・非営利の立場から取り組む市民レベルの国際協力組織のこと。

NPO

Non-Profit Organizationの略称。日本語では「非営利組織」、「非営利団体」あるいは「ボラ

ンティア団体」と呼ばれる。NPO 法人とは、「政府により法人格を認められた民間の非営利団

体」。

エネルギー基本計画
エネルギー政策基本法に則り、10 年程度を見通したエネルギーの需給全体に関する施策の基本

的な方向性を定性的に示すもの。

エネルギー消費原単位

単位量の製品や額を生産するのに必要な電力・熱（燃料）などエネルギー消費量の総量のことで

ある。一般に、エネルギー生産性の向上、すなわち省エネルギーの進捗状況をみる指標として使

用される。

エネルギー政策基本法

我が国におけるエネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的に平成14年6月に公布された法

律。①安定供給の確保、②環境への適合、③市場原理の活用を基本方針とし、各主体の役割分担

を明記し、「エネルギー基本計画」の策定を定めた。

エネルギー生産性 しようされるエネルギーに対する、生産されるエネルギーや価値等の割合のこと。  
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用語名 説明

エネルギーバランス表

全てのエネルギーを共通の単位に換算し、一国における全エネルギーが生産・輸入され、 終的

に消費される過程を一表にしたもので、当該国のエネルギーの流れや、各部門でのエネルギー消

費の状況を把握し、分析する上で重要な統計データ。我が国においては、経済産業省資源エネル

ギー庁長官官房企画調査課が「総合エネルギー統計」として毎年度作成しており、昭和28年度以

降現在までのエネルギー需給データが整理されている。国際標準形式では、縦方向（行方向）に

部門別。横方向（列方向）にエネルギー種別のデータを示すが、縦方向の部門は一次エネル

ギー、エネルギー転換、自家消費、 終エネルギー消費に大別される。

FF式ストーブ

ガス、石油、灯油などを燃料として使用する強制給排気式の暖房器具。燃焼に必要な空気を屋外

から取り入れ、排気ガスを再びファンで外に出すので、酸欠などの室内空気汚染の心配もなく熱

効率が良い。

LNG（液化天然ガス）

Liquefied Natural Gasの略であり、常温常圧で気体である天然ガス（メタン(CH4)を主成分とし

た可燃性気体）をマイナス162℃で液化し、体積を小さく（約1／600）して輸送・貯蔵を容易に

したもの。液化する際に塵を除き、脱硫、脱炭酸等の前処理を行うため、大気汚染物質（NOx、

SOx、CO２等）の排出量が少なくクリーンなエネルギーである。

LPG（液化石油ガス）

Liquefied Petroleum Gasの略であり、一般にはプロパンガスと呼ばれ、石油生産、天然ガス生

産および原油精製の過程等で産出されている。石油精製または石油化学工業の過程で副生する炭

化水素を分留して取り出した、常温常圧ではガス状のプロパン（C3H８）・ブタン（C4H10）などの

混合気体を加圧して液化したものを指す。

オゾン層

地球を取り巻く大気の高度10～50kmが成層圏であり、成層圏の中の高度20km付近のオゾン層濃度

が高い領域をオゾン層という。オゾン層の原料は酸素であり、太陽紫外線による光化学反応で生

成されている。

オゾン層破壊物質

オゾン層を破棄する物質。冷媒、発泡剤、洗浄剤等に使用されているフロン類（CFC、HCFC

等）、消火剤に使用されている特定ハロン、土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸等に使用されてい

る臭化メチル、その他四塩化炭素、トリクロロエタン、HBFC、プロロクロロメタンをオゾン層破

壊物質と呼ぶ。

温室効果ガス

地球から宇宙空間に逃げていくはずの熱をとどまらせ、地球温暖化の原因となっているガスのこ

と。COP3で合意した対象となる温室効果ガスは次の6種類である。

①二酸化炭素 ：化石燃料等の燃焼に伴い排出されるガスで我が国の温室効果ガスのほとんどが

二酸化炭素である。

②メタン ：化石燃料の不完全燃焼、稲作や家畜の反すうから排出される。

③一酸化窒素 ：化石燃料の燃焼等に伴い排出される。

④ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 ：エアコン、冷蔵庫等の冷媒、断熱材の発泡剤、エアゾールの噴霧剤等に

使用されている（代替フロン）。

⑤ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類 ：半導体製造等に使用されている（代替フロン）。

⑥六ふっ化硫黄 ：電力用ガス絶縁開閉装置の絶縁ガス等に使用。

温度差エネルギー

地中内の温度や海や川の水温は、夏も冬もあまり変化がなく、外気との温度差がある。また、工

場や変電所などから排出される熱もエネルギーとして利用できる。このような今まで利用されて

いなかった温度差を利用するエネルギーを「温度差エネルギー」という。温度差エネルギーは、

ヒートポンプを利用することにより、冷暖房などの地域熱供給の熱源として利用できる。その他

にも、熱交換器を利用することにより温室栽培、水産養殖などの地場産業や寒冷地などの融雪用

の熱源として有効に利用できる。  
 
 
【か行】 

用語名 説明

カーボンニュートラル

地球温暖化防止、循環型社会の構築に貢献する新たな資源としてバイオマスが注目されている。

バイオマスには様々な有機物質が含まれており、燃焼によって化石燃料と同様に二酸化炭素を発

生する。しかし、植物については、成長過程で光合成により吸収した二酸化炭素を発生している

ものであり、ライフサイクルで見ると大気中の二酸化炭素を増加させることにはならないと言わ

れている。このように、二酸化炭素の増減に影響を与えない性質のことをカーボンニュートラル

と呼ぶ。カーボンとは炭素のこと。

カスケード型熱利用
熱の多段階利用のことを指す。たとえば、工場の生産過程で排出される廃熱を有効に利用して、

別の生産工程や暖房などに利用することである。

化石燃料
動植物などの遺骸が地質時代を通じて堆積物となり、地圧・地熱などにより変成してできた有機

物を原料とする石油や石炭等の燃料。

カットイン風速

風車が風からエネルギーを取り出して負荷へ伝達を開始する時の 低の風速を指す。一般的には

発電を開始する風速をいう。なお、台風時などに風速が過大になると発電を停止する場合の風車

出力における 大の風速をカットアウト風速と呼ぶ。

環境家計簿

地球温暖化防止のために家庭で身近にできる行動の一つとして、電気、ガス、水道等の光熱水

費、食品容器の使用量、ごみの排出量等を週単位、月単位で記入することにより、家庭生活から

の二酸化炭素排出量を算出し、暮らしの中の無駄や浪費をチェックするもの。

気候変動に関する国際連合枠組

条約

（気候変動枠組条約）

1990年12月に国連内に設置された同条約の交渉会議により検討が開始され、1992年5月に条約が

採択された。この条約は、同年の地球サミットの開催期間中に日本を含めた155ヶ国が署名を

行っている。  
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用語名 説明

供給サイドのエネルギー

石油や海洋エネルギーと石油代替エネルギー（石炭、天然ガス、原子力）、再生可能エネルギー

（水力、地熱）と新エネルギーを含めたものでエネルギー源の性質により区分されたもの。これ

に対し、従来エネルギーの新利用形態としての需要サイドのエネルギーがある。

京都議定書

1997年12月京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）において採択された議

定書。対象となる温室効果ガスを二酸化炭素、メタン、一酸化炭素、ハイドロフルオロカーボ

ン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の6種類とし、先進国全体の排出量を2008年から2012

年までの5年間の平均で、1990年を基準に少なくとも5％削減することとした。各国の削減率は、

日本6％、アメリカ7％、EU8％。

業務用電力
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしく

は小型機器と動力をあわせて使用する需要で、契約電力が50kW 以上であるものをいう。

クリーンエネルギー自動車

電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車が該当する。電気自動車

は、駆動源として電気を利用するため、排気ガスを全く排出せず、音も静かである。ハイブリッ

ド自動車は、ガソリンエンジンと電気モーターの2 つの動力を効率よく切り替えることにより燃

費を高めガソリンの使用を削減し、二酸化炭素の排出量を抑制する。天然ガス自動車やメタノー

ル自動車は、有害物質や二酸化炭素の排出量が少なく、黒煙を排出しない。

グリーン購入
商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができ

るだけ小さいものを優先的に購入すること。

原単位
単位量の製品や熱を生産するのに必要な動力、熱（燃料）などの消費量の総量。例えば、CO2排出

原単位といった場合には、電気1kWh当たりのCO2排出量をいう。

原油換算
異なるエネルギー量を共通の尺度で比較するため、原油発熱量を用いて原油の量（㍑）に換算し

たものをいう。原油換算＝9,126kcalで換算する。

高圧電力

高圧で電気の供給を受けて動力（付帯電灯を含む）を使用する需要で、契約電力が50kW以上でか

つ原則として500kW未満のものを高圧電力A、500kW以上でかつ原則として2,000kW未満であるもの

を高圧電力Bという。

コージェネレーション

一つの燃料から電気と熱という二つの異なったエネルギーを同時に発生させ、それを利用するこ

とである。具体的には、エンジン、ガスタービン、燃料電池などを用いて発電を行い、電気エネ

ルギーを得ると同時に、発生する廃熱を回収して、熱エネルギーとして冷暖房や給湯などを行

う。燃料のエネルギー利用効率の高いエネルギー変換方法である。

黒液
紙パルプ工場で、木材から紙の原料であるパルプを生成する際に分離される樹脂のこと。黒液の

主成分はリグニンの分解物。

国際エネルギー機関（IEA）

International Energy Agency の略称。アメリカの提唱により1974 年11 月に設立された石油消

費国からなる国際機関で、2001 年8 月現在の加盟国は25 カ国である。緊急時の石油融通や代替

エネルギー開発における協力などを行っている。

COP3

地球温暖化の防止に向けて1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議

（Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change）

のこと。この会議では、先進国の温室効果ガス排出量を2008 年から2010年までの期間中に1990

年に比べて少なくとも5%削減することを定めた京都議定書が採択された。

ごみ処理排熱 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱のことである。  
 
 
【さ行】 

用語名 説明

終エネルギー消費
加工されないで直接消費される一次エネルギーの量と、二次エネルギーの消費量を合わせたもの

のことを指す。

再生可能エネルギー
水力、地熱、太陽光、太陽熱、風力、海洋エネルギー（温度差、波力、潮位差、潮流、海流、塩

分濃度差）等、循環して利用できるエネルギーを指す。

適傾斜角日射量 大日射量を得られる設置傾斜角における直達日射量のことである。

酸性雨

主に化石燃料の燃焼により生ずる、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの酸性雨原因物質が

大気中で硫酸イオンや硝酸イオンなどに変化し、これを取り込んで生じる酸性の雨のことであ

る。

CNG

（Compressed Natural Gas）

圧縮天然ガスのこと。一般に天然ガスは石炭、石油系燃料に比べ単位発熱量あたりの二酸化炭素

排出量が少ない。また、硫黄やその他の不純物を含まないため硫黄酸化物等を発生せず排気がク

リーンである。天然ガス自動車には、圧縮天然ガス（CNG）と液化天然ガス（LNG）自動車がある

が、利便性の点から圧縮天然ガス自動車が普及している。

CO2排出係数
エネルギーの使用に伴う単位当たりの二酸化炭素（CO2）排出量。燃料によって差がある。電気の

CO2排出係数は発電所の種類や使用燃料によって異なる。

自然エネルギー
資源に依存しない自然現象のエネルギーのこと。太陽光・熱、風、波などの再生可能なエネル

ギーを指す。

従来型エネルギーの新利用形態

システム的なエネルギー有効利用、環境負荷の低減、石油代替エネルギーの導入といった観点か

ら、熱電併用システム（コージェネレーション）、クリーンエネルギー自動車、燃料電池などの

従来型エネルギーを基にし、高効率化を目指した、新たな利用形態を指す。

需要サイドのエネルギー
従来型エネルギーの新利用形態として位置付けられ、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、燃料電池を指す。これらはすべて新エネルギーに含まれる。

ジュール（Joule）
仕事の単位で、1kg重のものを1m動かしたときの仕事量を1ジュール（1J）という。1J=1kg重・m

仕事と熱は等価であるため、以下の関係で熱量（cal）に換算することができる。4.1868J=1cal  
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用語名 説明

省エネルギー 石油などのエネルギー資源の枯渇を防ぐため、電力･石油･ガスなどの消費の節約を図ること。

省エネ法

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）。地球温暖化問題への対応などを目的に、

工場・オフィスや機器・住宅に対して省エネルギーの推進を義務づけた法律。平成11年4月に省

エネルギー法が改正されより一層の省エネルギーの推進が強化された。

新エネルギー

1997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

ギー等”として規定され、「技術的に実用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」と定義されたも

の。具体的な種類として、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー、廃棄物発

電、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製

造、雪氷熱利用、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、燃料電池があ

る。

（独）新エネルギー・産業技術

総合開発機構

通称、NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization）。昭和55年

10月石油代替エネルギーの総合開発を主業務として発足、昭和63年には組織を改正し、新エネル

ギー・省エネルギー技術の開発導入普及事業、産業技術の研究開発関連事業等の業務を実施して

いる。

（財）新エネルギー財団

（ＮＥＦ）

New Energy Foundation の略称で、二度にわたる石油危機の直後に、電力、ガスなどのエネル

ギー供給企業、新エネルギー技術関連企業など民間企業が基本財産の全額を出捐して、1980年に

財団として設立された公益法人のことである。新エネルギー、地域エネルギー、未利用エネル

ギー利用のための調査研究及び導入・普及のための業務を行うとともに、民間の総意を結集して

政府その他の関係機関に対して新エネルギー等の開発利用の推進方策について建議、意見具申を

行っている。

新エネ法

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）。新エネルギー利用等の促進を加速

化させるため1997 年に施行された法律。国・地方公共団体、事業者、国民等の各主体の役割を

明確化する基本方針（閣議決定）の策定、新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支

援措置等を規定している。

成績係数

冷凍機やヒートポンプの効率を示す指標であり、投入エネルギー量とその出力エネルギー量の日

で示される。成績係数が1の場合、投入と出力のエネルギー量が等しく、1より大きい場合は投入

量よりも出力量が大きいことを示している。エネルギー消費効率とも言う。

石油代替エネルギー
石油に代わるエネルギーの総称のことで、原子力、石炭、液化天然ガス（LNG）、太陽エネル

ギー、地熱エネルギー、バイオマスエネルギー、水素エネルギー等がある。

設備利用率（％）
各種機器の 大出力に対する実際の割合。例えば、発電所などの熱供給設備容量に対する平均電

力の比をいい、設備がどれくらい有効に使われているかをみる指標とする。

雪氷冷熱エネルギー

冬季に蓄えた雪や氷を、夏場の冷房や低温貯蔵施設などに活用することで低温、高湿度の室内環

境を安定的かつ安価に作り出せる可能性のあるエネルギー資源。氷雪冷熱利用の意義としては、

①石油代替効果、②CO2 排出抑制効果、③除湿、除塵効果、④作物等の鮮度保持・糖度増加等が

あると言われ、北海道、東北地方を中心とした豪雪地域で特に有望なエネルギー資源。

全国風況マップ

1994年NEDO により作成された、わが国全域の年平均風速を表示した地図。国土数値情報におけ

る三次メッシュ（約1km 四方）毎の年平均風速（地上高30m）等が表示されている。メッシュ毎

の風速値は、気象庁アメダス観測地点の実測データをもとに、地図因子による重回帰分析で風速

の推計を行ったものである。

全天日射量 水平に受ける直達日射量と散乱日射量の合計値を指す。

総合エネルギー統計
経済産業省資源エネルギー庁が毎年度発行している統計資料で、国内のエネルギー需要バランス

の推移を掲載している。

ソーラーシステム
太陽光エネルギーの利用技術の一つで、温水器、および給湯・冷暖房などに利用するシステムで

ある。  
 
 
【た行】 

用語名 説明

太陽電池の交換効率（％） 取り入れた太陽エネルギーが電力として取り出せる割合。

太陽光発電
太陽電池などを使って、太陽光を電力に変換する発電方式のこと。耐久性にすぐれ長寿命であり

メンテナンスコストが少額であるが、発電力が低く発電コストが他のエネルギーに比べ高い。

太陽熱温水器 太陽熱を利用して温水を作るシステムで、自然循環式と強制循環式がある。

太陽熱集熱器 レンズ、反射鏡、集光板等により、太陽熱を器内の熱媒に吸収させ収集する装置。

太陽熱利用 太陽エネルギーを熱エネルギーに変換して利用することである。

炭素換算

二酸化炭素排出量を炭素量だけの重さとして換算したもの。単位はt-Cで表す。

換算係数＝二酸化炭素(CO2)分子量／炭素(C)分子量＝44／12≒3.667

二酸化炭素重量＝炭素換算二酸化炭素排出量×換算係数

地域冷暖房システム
一箇所又は数箇所の熱供給プラントから、地域内にある複数の建物に、配管を通じて、冷水、温

水、蒸気を送って冷暖房を行うシステムのことを指す。  
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用語名 説明

地球温暖化

大気の温室効果が進むことにより地球の気温が上昇すること。地球は太陽から熱エネルギーを受

けており、受け取った熱エネルギーを宇宙に放射している。通常、この地球の熱収支により、地

球の温度は定まる。しかし、大気中の水蒸気や二酸化炭素が、宇宙に向かって放射される赤外線

の内の70％を再び大気に吸収させるため、再び地表に向かって熱が放出され、地表面がより高い

温度となることを温室効果という。20世紀になり経済活動が活発になるに伴い、温室効果を持つ

ガスである温室効果ガスが大量に排出されるようになり、その結果、温室効果が促進され、地球

の温暖化が進んでいる。

地球温暖化対策推進大綱

1997年のCOP3の結果を受け、2010年に向けて温室効果ガス排出量削減目標である1990年比6％を

達成するために、内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部が、緊急に推進すべき対

策を総合的に取りまとめたもの。2002年に、削減目標をより現実的に達成するための見直しが行

われた。

地球環境問題

地球温暖化、酸性雨、フロンガスによるオゾン層の破壊、砂漠化および熱帯雨林枯渇など、放置

すると世代を超え、また国境（地域）を越えて地球の自然環境に影響を与える環境問題の総称。

1988年にカナダで開催されたトロント・サミットより急速に注目されるようになった。

地球サミット

国連環境開発会議のこと。1992年ブラジルのリオデジャネイロで第１回が開かれた。各国首脳や

政府代表、国連機関、市民団体、多国籍金融機関、産業界の代表らが参加し、環境に関する様々

な問題について議論された。

蓄熱式ヒートポンプ

製造した冷温水を蓄熱槽に一旦貯蔵し、熱負荷の増加に対して蓄熱槽から汲み上げ、供給する

ヒートポンプのことを指す。熱を汲み上げるポンプということで、ヒートポンプと呼ばれてい

る。

地熱
地球内部の熱のこと。この熱を利用した発電の他、浴用、施設園芸、道路消雪など多目的の熱水

利用の熱源として使われている。

定格出力・効率

各種機器、例えばボイラー等で製造者が保障する連続して運転する場合の 大能力の出力を定格

出力といい、一般に毎時の値で示される。この定格出力時のききの効率を定格効率という。一般

に定格出力時の効率は 高効率ではなく、それよりいくらか低い値となる。

低公害車

電気自動車､天然ガス自動車､メタノール自動車､ハイブリッド自動車、低燃費・低排出ガス認定

車の総称のことを指す。窒素酸化物､粒子状物質､黒煙、一酸化炭素などの排出ガスが比較的少な

い自動車のことである。

電気自動車
バッテリーに蓄えた電気エネルギーで、モータを原動機として駆動させ走行する自動車のことで

あり、略称はEVである。

天然ガス

広くは天然に地中から産出するガスをいうが、通常は炭化水素を主成分とする可燃性ガスを指

す。油・ガス田地帯で産する油・ガス田ガス、炭田地帯で産する炭田ガス、石油や石炭の成因と

は無関係で水に溶けて存在する水溶性ガスに大別される。化石燃料の中で燃焼時の二酸化炭素発

生量の も少ないエネルギーで、かつ窒素酸化物の発生量も少なく、また、硫黄酸化物は発生し

ないエネルギーを指す。

天然ガスコージェネレーション

天然ガスを利用した発電機で電気を作る時に発生する熱を、温水や蒸気の形で電気と同時に利用

するシステムである。電気と熱をムダなく有効に利用できるため、燃料が本来持っているエネル

ギーの利用効率（総合エネルギー効率）は、70％～80％にも達する。天然ガスコージェネレー

ションシステムは、病院やデパートなど、電気や熱を多く使う大規模な施設の常用の電源と熱源

として適している。また、天然ガスは燃やしてもCO2の発生量も少なく、有害物質も少ない。

天然ガス自動車

圧縮した天然ガスを高圧容器に貯蔵し、燃料供給装置により減圧してエンジンに供給して走行す

る自動車のことである。排出ガス中に黒煙、浮遊粒子状物質、硫黄酸化物が少なく、性能もガソ

リン車と比較して遜色がない自動車を指す。

電力
単位時間当りの電気エネルギーをいい、単位はワット（W）、キロワット（kW）などが用いられ

る。

電力量
電源が発生、または負荷が消費する電気エネルギーで、単位としてはワット時（Wh）、キロワッ

ト時（kWh）などを用いる。1kWhは1kWの電力を1時間使用する時のエネルギー量である。

都市排熱利用
大気に拡散した都市排熱（例えば地下鉄、変電所からの排熱）を、ヒートポンプ等を利用して回

収し利用することである。

トップランナー方式

改正省エネ法（1998年8月）における省エネルギー基準の設定方式で、省エネ基準を決定する

際、現在商品化されている製品のうち省エネ性能が も優れているもの（トップランナー）の性

能および将来の技術開発を検討し、省エネ基準を策定すること。  
 
 
【な行】 

用語名 説明

ナフサ

油を直接常圧蒸留して精製する際、３０～２３０℃の留分として得られる も軽質な液体留分。

ナフサは、主として石油化学の原材料としてエチレンを得るために利用されているが、発電用等

に燃料として使用されることもある。

二酸化炭素 （CO2） 炭酸ガスともいう。空気中に約0.3％存在する、無色無臭の気体のこと。

熱効率

一般的に高温度レベルの熱源から熱を受け取り、低温度レベルの熱を放出し、仕事を得る過程の

効率をいう。発電システムにおける原動機などでの発電効率に対し、ジャケットや排ガスからの

排熱回収の熱利用の割合にも用いる。

熱量換算
異なるエネルギー量を共通の尺度で比較するために、熱量単位を基準にして換算したもの。ま

た、原油発熱量を用いて原油の消費量（リットル）に換算したものを原油換算（値）という。  
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用語名 説明

燃料電池

水素と酸素を電気化学的に反応させることによって、電気を発生させる発電装置のこと。エネル

ギー効率が高く（70～80％）、窒素酸化物の発生が少ない等環境負荷が低く、天然ガス・メタ

ノール等幅広い燃料の使用が可能である。

ノールトヴェイク宣言

1989年11月にオランダのノールトヴェイクにおいて開催された「大気汚染と気候変動に関する環

境大臣会議」で採択された宣言で、温室効果ガスの排出量を安定化させる必要性が初めて認識さ

れたものとなっている。  

 
 
【は行】 

用語名 説明

BDF

（Bio Diesel Fuel）

植動性食用油の廃油を精製してできたディーゼル燃料などのこと。欧米諸国では次代を担うエネ

ルギーとして注目されている。この燃料は、硫黄酸化物の発生はゼロ、黒煙の発生も軽油の1/3

以下というクリーンなエネルギーである。

バイオガス

野菜の屑や生ゴミ、家畜の糞等を発酵層に入れて嫌気性バクテリアによって発酵させることに

よって生じるガスのこと。3～4人の家族の1日の調理に必要なバイオガスを得るには、牛1頭(豚4

頭)の糞尿あるいは20人分の生ゴミが必要とされる。バイオガスを使って発電し、発生する熱も

利用する電熱併供給の仕組みにすることもできる。

バイオマスエネルギー

光合成によって太陽エネルギーを蓄えた植物をエネルギーとして利用するもので、森林資源から

得られる薪や木炭など固体燃料、農作物をアルコール発酵させて得られる液体燃料等がある。バ

イオマスは炭素を含むエネルギー資源であるが、樹木を伐採して燃焼してエネルギーと利用して

も、その分に見合うだけ植林すれば大気中の二酸化炭素のバランスを崩すことがない性質を持っ

ている。

廃棄物発電
廃棄物焼却熱によりボイラで発生させた高温・高圧の蒸気を蒸気タービンに導き、タービンの回

転を発電機に伝えて発電するシステムを指す。

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、添加剤を加えて圧縮して廃棄物

固形燃料（ＲＤＦ：Refuse Derived Fuel）を製造する。廃プラスチックの油化や、天ぷら油な

どの廃食用油をディーゼル車用の軽油の代替燃料とすることも含まれる。

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs）

オゾン層を破壊しないことから、クロロフルオロカーボン類（CFCs）やハイドロクロロフルオロ

カーボン類（HCFCs）の規制に対応した代替物質として1991年頃から使用され始めた化学物質

で、近年、その使用が大幅に増加している。HFCsは自然界には存在しない温室効果ガスで、100

年間の地球温暖化係数（GWP）は、二酸化炭素の数百～11,700倍と大きい。1997年に採択された

京都議定書には削減対象の温室効果ガスの一つに加えられた。

ハイブリッド自動車 ガソリンエンジンと電気モータなど、複数の動力源で駆動する自動車のことを指す。

発電効率
他のエネルギーを電気エネルギーに変換するとき、電気エネルギーとこれに要する他のエネル

ギーの比率をいう。

発熱量 一定単位の量が、完全燃焼することによって発生する熱量を指す。

パーフルオロカーボン類

（PFCs）

1980年代から、半導体のエッチングガスとして使用されている化学物質で、人工的温室効果ガ

ス。HFCsほどの使用量には達しないものの、CFCsの規制とともに、 近、使用料が急増してい

る。100年間のGWPは、二酸化炭素の6,500～9,200倍。京都議定書で削減対象の温室効果ガスの一

つとされた。

PFI
Private Finance Initiativeの略称。従来、公共部門により行われていた公共施設整備等につい

て、民間の資金、経営ノウハウを活用し、より効果的、効率的な公共サービスを行う手法。

非附属書Ⅰ国 非附属書Ⅰ国と分類される国（開発途上国）

ヒートポンプ

冷媒と呼ばれる液化ガスの気体・液体間変化を利用して、温度の低い所から高い所へ熱を移動さ

せる装置のこと。熱を汲み上げることがポンプに似た作用であることからヒートポンプと呼ばれ

る。

風力発電
風をプロペラなどで受け回転エネルギーに変換し、電力エネルギーとして活用するもので、その

エネルギーは、風速の３乗に比例し、受け止める風車の面積に比例する。

フィージビリティースタディ

(Feasibility Study）

実行可能性（採算性、企業化）調査のこと。FSと略される。

附属書Ⅰ国
附属書Ⅰ国と分類される国（日本やアメリカなどの先進国やロシア・東欧などの旧社会主義国を

含む）

フロン

クロロフルオロカーボンの通称名。一般に、無色無臭。低沸点の液体で、化学的に安定。冷蔵庫

などの冷媒、エーロゾル噴霧剤・消火剤、フッ素樹脂の原料に用いられている。しかし、オゾン

層を破壊するためモントリオール議定書で生産、消費が禁止された。

分散型エネルギー
電力会社の大規模火力発電所、原子力発電所のようにエネルギー供給地と需要地が離れているエ

ネルギーに対して、需要場所に隣接して設置される比較的小規模なエネルギー源のこと。

ペレットストーブ
木質ペレットを燃料とするストーブのこと。間伐材の利用促進や非化石燃料を用いることで地球

温暖化対策に貢献するなどの環境問題から注目される。

変換効率
エネルギーなどが形態を変える場合の効率をいう。主に入力エネルギーに対する出力エネルギー

の比で表す。エネルギー変換効率ともいう。  
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【ま行】 
用語名 説明

マイクロ水力発電 一般に、大型の水力発電に対し、100kW 以下をマイクロ水力発電と呼ぶ。また、出力

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る。また、工場や変電所など

から排出される熱もエネルギー（熱源）として利用できる。そのような今まで利用されていな

かったエネルギーを「未利用エネルギー」と言う。これらのエネルギーは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る。

メタノール自動車
メタノールを燃料とする低公害性の石油代替自動車のことであり、排出ガスの環境負荷が小さ

い。

メタンガス（CH4） 動植物体が腐敗して生じるガスのこと。無味無臭で燃えやすい。

メタン発酵 家畜の糞尿、植物などを発酵させてメタンガス（化学記号：CH4）を発生すること。

木質ペレット

おが粉やかんな屑など製材副産物を圧縮成型した小粒の固形燃料のこと。ペレットストーブ、ペ

レットボイラーの燃料として用いられる。木材に含まれるリグニンなどが接着剤の役割を果たす

ため、直径7～8mm程度の円筒状になる。  
 
 
【や行】 

用語名 説明

融雪屋根

屋根素材の内側に融雪ヒーターを施行したもので、屋根に降った雪を溶かして排水し、落雪、つ

ららの発生を抑えるもの。北海道電力（株）。東北電力（株）、北陸電力（株）では、融雪電力

専用の契約制度があり、他の電灯料金と比較して格安に屋根の融雪を行うことが可能となってい

る。

床暖房

暖房システムを床に組み、空気を暖めると共に、床を全体的に暖めることで、輻射熱直接身体に

伝える。頭寒足熱であり、室内の空気汚染や乾燥も無く、ホコリやチリ等も舞い上げないため快

適性が高い。また、熱源が直接出ていないため安全性も高く、省スペース効果もある。  
 
 
【ら行】 

用語名 説明

リサイクルエネルギー
新エネルギーの分類で、廃棄物発電、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造（黒液・廃材等の燃料化な

どを含む）、温度差エネルギーなどを指す。

六ふっ化硫黄（SF6）

1960年代から電気および電子機器の分野で絶縁材などとして広く使用されている化学物質で、人

工的な温室効果ガス、使用料はそれほど多くないが、近年新たな用途開発の進展に伴い需要量が

増加している。100年間のGWPは、二酸化炭素の23,900倍。HFCs、PFCsと共に、京都議定書で削減

対象の温室効果ガスの一つに指定された。

ロードヒーティング
道路や歩道の他、住宅における玄関前や庭の融雪装置の総称。降雪地域で除雪作業の軽減化と、

排雪場所の問題を解決するもの。熱源は電気、石油、都市ガスの3種。  

 
 


