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第２章 軽井沢町の地域特性 

 
2.1 地理･社会・産業特性 

2.1.1 地理条件 

（１）概要 

長野県の東端、群馬県境に位置する軽井沢町は、浅間山(標高2,568m)の南東斜面、標高900～
1,000m地点に広がる高原の町である。 
町のシンボル的存在である浅間山は、日本を代表する三重式成層活火山で、昭和30年代までは

毎年のように噴火活動を繰り返し、鬼押し出しなどの奇勝を生み出した。 
東から南にかけては、鼻曲山、留夫山、矢ヶ崎山、八風山などの1,000メートル級の山々が連

なり、これらの山間を碓氷峠や入山峠、和美峠などが結んでいる。西側はなだらかな傾斜が続き、

佐久平へと続いている。 
気候は、避暑地にふさわしく冷涼で、年間平均気温は8度前後。夏でも平均気温は20度位で、

高気温が30度を越えることはめったにない。夏の軽井沢はよく霧が出ることでも知られている

が、これは関東からの気流の影響によるもので、年間平均120日も霧が発生する。年間降水量は

1,000～1,500mm、冬の 低気温は零下15度近くになるが、積雪が30cm以上を記録したことは

ほとんどない。夏は涼しい避暑地、観光地として人口が約10倍に増加する一方、冬は厳しい寒さ

となる。 
関東地方と長野県方面との陸上交通の要路となっており、古くは中山道、北国街道の宿場町と

して、明治から昭和にかけては信越線や国道の整備、平成にあっては新幹線、上信越自動車道な

ど、時代の移り変わりと共に交通基盤は変貌を遂げ、避暑地、別荘地として、軽井沢が大きく発

展している。 
 
（２）土地利用状況 

軽井沢町は、総面積15,605haのうち約7割以上が林野となっている。 
 
表２－１ 軽井沢町の土地利用状況（平成12年） 図２－１ 軽井沢町の土地の現況 

 

 

 

 

 

出典：2000 年世界農林業センサス 

 

 
 

 

内訳 

  
総面積 

可住地面積 林野面積 

面積（ha） 15,605 3,941 11,664

割合（%） 100.0% 25.3% 74.7%
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（３）気象 

地域気象観測地点は、軽井沢観測所のためその概要について示す。 
注）軽井沢気象観測所の所在地：北佐久郡軽井沢町大字追分1151-2 

表２－２ 軽井沢気象観測所の年間気象状況（平年値） 

降水量 平均気温 高気温 低気温 日照時間 平均風速

  （mm） （℃） （℃） （℃） （時間） （m/s） 

1 月 28.6 -3.6 2.0 -9.0 170.8 2.2

2 月 39.4 -3.4 2.4 -9.0 161.4 2.2

3 月 61.9 0.0 6.5 -5.5 184.5 2.2

4 月 84.0 6.6 13.6 0.1 185.0 2.1

5 月 101.8 11.6 18.3 5.3 192.3 1.9

6 月 166.4 15.4 20.7 11.2 124.7 1.6

7 月 185.5 19.3 24.3 15.5 134.3 1.5

8 月 162.1 20.3 25.6 16.4 158.6 1.5

9 月 194.7 15.9 20.7 12.4 110.1 1.4

10 月 102.0 9.6 15.5 4.9 140.1 1.5

11 月 50.6 4.2 10.5 -1.0 153.9 1.8

12 月 20.8 -0.9 5.2 -6.2 170.2 2.0

年間 1,197.8 7.9 13.8 2.9 157.2 1.8

 

図２－２ 軽井沢気象観測所の年間気象状況（平年値） 

 
出典：気象庁資料 
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2.1.2 社会条件 

（１）人口、世帯数 

軽井沢町の国勢調査による人口は、昭和40年では13,829人となっており、平成17年では、

17,144人となっている。増減比率を見ると人口が一時的に減少している年次もあるが、昭和40
年と比べると人口は約3,300人増加している。 
世帯数は、昭和40年では3,400世帯、平成17年では6,752世帯となっている。世帯数は減少が見

られず年々増加している。 
一世帯あたりの人員は、昭和40年には4.1人／世帯であったが、平成17年現在2.5人／世帯と減

少している。 
 

表２－３ 軽井沢町の人口、世帯数の推移（平年値） 

人口 １世帯当たり 人口密度 
年次 世帯数 

人員 増減比率 人口（人） （1km2 当り） 

昭和 40 年 3,400 13,829 1.04 4.1 88.8

昭和 45 年 3,547 13,373 0.97 3.8 85.9

昭和 50 年 3,819 13,951 1.04 3.7 89.6

昭和 55 年 4,507 14,195 1.02 3.5 91.2

昭和 60 年 4,963 15,051 1.06 3.0 96.7

平成 2 年 5,448 15,464 1.03 2.8 99.1

平成 7 年 5,657 15,345 0.99 2.7 98.3

平成 12 年 6,203 16,181 1.05 2.6 103.7

平成 17 年 6,752 17,144 1.06 2.5 109.9

 
図２－３ 軽井沢町の人口と世帯数と1世帯当たり人員の推移 

 
出典：国勢調査 
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平成17年の国勢調査から年齢階層別の人口をみると、15歳未満の年少人口は2,414人（14.1％）、

15歳～64歳の生産年齢人口は10,888人（63.5％）、65歳以上の老年人口は3,842人（22.4％）とな

っている。 
表２－４ 軽井沢町の年齢階層別人口（平成17年） 

年齢（各歳） 総   数 男 女 

0～4 742 362 380

5～9 833 463 370

10～14 839 420 419

15～19 755 370 385

20～24 715 329 386

25～29 983 469 514

30～34 1,194 568 626

35～39 1,211 599 612

40～44 1,142 571 571

45～49 1,033 522 511

50～54 1,236 634 602

55～59 1,376 711 665

60～64 1,243 585 658

65～69 1,050 494 556

70～74 943 446 497

75～79 830 375 455

80～84 558 194 364

85～89 288 74 214

90～94 131 37 94

95～99 39 6 33

100 歳以上 3 0 3

不詳 0 0 0

合計 17,144 8,229 8,915

 

図２－４ 年齢階層別人口 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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2.1.3 産業構造 

（１）産業別就業者数 

産業別就業者数をみると、第1次産業は年々減少している。第2次産業は昭和60年以降は大きな

変化はない。第3次産業は年々増加し、平成17年では81%であり、長野県平均の57%、全国平均

の67%と比べても高いのが特徴である。 
 

表２－５ 全国、長野県との産業別就業者割合の比較（平成17年） 

（単位：％） 

  第一次産業 第二次産業 第三次産業

就業者数 2,965,791 16,065,188 41,328,993 
全国 

割合 5% 26% 67% 

就業者数 131,645 354,812 655,477 
長野県 

割合 11% 31% 57% 

就業者数 355 1,379 7,198 
軽井沢町 

割合 4% 15% 81% 

（注）分類不能を除く 

資料：国勢調査 

 
 

図２－５ 産業別就業者数の推移 
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（２）農業の概要 

軽井沢町の耕地面積のうち、約4割が田、約6割が畑に用いられている。 
主な作物の収穫量は、牧草が4,680t、キャベツが4,590t、レタスが2,680t、はくさいが813tな

どとなっている。農業産出額は、9億4千万円となっている。 
特産品として、木の実ジャムがある。シクラメン等の鉢花生産も近年盛んである。 

表２－６ 耕地面積の内訳（平成16年） 

  田 普通畑 樹園地 牧草地 計 

面積（ha） 134 199 2 15 350 

割合（%） 38.3% 56.9% 0.5% 4.3% 100.0% 

出典：平成 16 年（産）作物統計調査 

図２－６ 耕地面積の内訳 

 
 

表２－７ 作物の収穫量（平成16年） 

  キャベツ レタス 牧草 はくさい その他 

作付面積（ha） 114 121 89 12 58

収穫量（t） 4,590 2,680 4,680 813 377

出典：平成 16 年工芸農作物調査、平成 16 年産野菜生産出荷統計 

図２－７ 作物の収穫量の内訳 
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（３）林業の概要 

軽井沢町の林野のうち、国有林が51.3％、公有林が2.4％、私有林が46.3％である。また人工林

が4,969haであり森林面積の約56％を占める。 
 

表２－８ 林野面積の内訳（平成12年） 

民有林 
  国有林 

緑資源公団 公有林 私有林 
計 

面積（ha） 5,980 - 287 5,397 11,664 

割合（%） 51.3% - 2.4% 46.3% 100.0% 

出典：2000 年世界農林業センサス 

図２－８ 林野面積の内訳 

 
 

表２－９ 林種別森林面積 

  人工林 天然林 その他 計 

面積（ha） 4,969 3,853 53 8,875 

出典：2000 年世界農林業センサス 

図２－９ 林種別森林面積の内訳 
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（４）工業 

軽井沢町内の工業事業所は、12箇所有り、製造品出荷額等は19億5千2百万円となっている。 
 

表２－１０ 軽井沢町の工業（平成16年） 

業種 
工業事業所数

（所） 

製造品出荷額等 

（百万円） 

食料 4 167

木材 1 - 

家具 2 - 

印刷 2 - 

石油 1 - 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1 - 

金属 1 - 

工場事業所数計 12 1,952

注）従業者が 4人以上の工場 

出典：工業統計表（平成 16 年） 

 

図２－１０ 軽井沢町の工業の業種の内訳 
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（５）商業 

軽井沢町では、卸売業が16店舗有り、卸売業の年間の販売額は14億4千9百万円となっており、

小売業が475店有り、小売業の年間の販売額は447億3千8百万円となっている。 
 

表２－１１ 軽井沢町の商業（平成16年） 

業種 
商業事業所数

（店） 

年間商品販売額

（百万円） 

卸売業 16 1,449

小売業計 475 44,738

 各種商品小売業 3 179

 織物衣服等小売業 163 15,011

 飲食料品小売業 121 12,101

 自動車等小売業 5 897

 家具等小売業 39 1,495

 その他小売業 144 15,055

飲食店 - - 

総数 491 46,187

出典：商業統計表（平成 16 年） 

 

図２－１１ 軽井沢町の商業の年間商品販売額の内訳 
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2.1.4 運輸・通信 

（１）自動車保有台数 

軽井沢町の自動車保有台数は、普通自動車10,738台、軽自動車5,304台であり、合わせて16,042
台である。世帯（住民基本台帳 平成18年4月1日現在 7,857世帯）当り自動車保有台数は2.0台で

ある。 
 

表２－１２ 自動車保有台数（普通自動車）：平成18年3月末現在 

（単位：台） 

貨物用 乗用 乗合用 
特種用途

用 

  普通車 小型車 被牽引車 貨物車計 普通車 小型車 乗用車計 乗合車計 特種車計

登録

自動車

計 

保有台数 516 953 1 1,470 3,543 5,241 8,784 123 361 10,738

出典：北陸信越運輸局長野運輸支局 

 

表２－１３ 自動車保有台数（軽自動車）：平成18年3月末現在 

（単位：台） 

  貨物車 乗用車 特種車 合計 

保有台数 2,366 2,619 319 5,304

出典：北陸信越運輸局長野運輸支局 

 
図２－１２ 自動車保有台数（普通自動車）の内訳 図２－１３ 自動車保有台数（軽自動車）の内訳 

    
 

 
世帯当り  普通自動車＋軽自動車 2.0 台／世帯 
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2.2 町内のエネルギー需要量調査 

2.2.1 調査の概要 

地域特性に適した新エネルギー導入調査の基礎資料とするために、町内での各種エネルギーの

利用状況について調査及び推計を行った。 
調査項目は、以下の4項目とした。なお、電力消費量については、（株）中部電力の資料を用い

ている。その他の項目については、資料1のアンケートの結果より推計した。 
・ 電力消費量 
・ LP ガス消費量 
・ 灯油消費量 
・ 自動車用燃料消費量（ガソリン、軽油） 

 
2.2.2 各種エネルギーの使用状況 

（１）電力消費量 

町内の電力消費量は、平成13～16年度の４年間はほぼ横ばいであるが、17年度は電灯,電力と

もにやや増加している。 
 

図２－１４ 町内の電力消費量の推移 

 
出典：中部電力（株）資料 

電灯・・・・一般家庭，街路灯 

電力・・・・商業用、一般動力、工場等 
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これを世帯当りでみると、下のグラフのように、平成17年現在で世帯当り14,364kWhの電灯

を消費している。 
 

図２－１５ 電力消費量（世帯当り）の推移 

 

 
（注）長野県の世帯当り平均が6,195kWhであるのに対し、軽井沢町の平均はかなり 

高い。この理由としては、住民登録をしていない別荘での電力消費が含まれて 
いるためと考えられる。 
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（２）LP ガス消費量 

LPガスの消費量は、アンケートの結果を基に推計し、町全体のガス消費量の算出は、下記の

フローに従って行った。 
 

図２－１６ 年間ガス消費量の推計フロー 

アンケート

夏期のガス代 冬期のガス代

１世帯あたりの年間のガス代（平均）

世帯数

１世帯あたりの年間ガス消費量

燃料単価

町全体の年間ガス消費量

町全体の年間ガス消費量

 
 
 
 

●ガス消費量 
アンケート結果より、1世帯あたりのガス購入金額は、年間で59,500円であり、消費量に換算

すると93m3と推計される。（ガス単価は、1 m3あたり641円で計算した。）この結果より、町の全

世帯のガス消費量は、751,812m3と推計される。 
 

表２－１４ LPガス消費量の推計（年間値） 

 値（単位） 

1 世帯あたり購入金額 59,500 （円） 

販売単価 641 （円/m3） 

1 世帯あたり消費量 93 （m3） 

世帯数 8,084 （世帯） 

町全体の推定消費量 751,812 （m3） 

（注）住民世帯数は、住民基本台帳 平成 19 年 1 月 1日現在の値。 

ガスの価格（石油情報センター）は平成 18 年 12 月末現在の値。 
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（３）灯油消費量 

年間の灯油消費量についても、ガス消費量と同様に、アンケートの結果より推計を行った。 
 
●灯油消費量 

ガス消費量の推計と同様のフローに従って推計した結果、１世帯あたりの灯油購入金額は

74,500円であり、消費量に換算すると１世帯あたり977リットルと推計される。（灯油単価は、1
リットルあたり76.2円で計算した。）町の全世帯の灯油消費量は、7,898,068リットルと推計され

る。 
 

表２－１５ 灯油消費量の推計（年間値） 

 値（単位） 

1 世帯あたり購入金額 74,500 （円） 

販売単価 76.2 （円/リットル） 

1 世帯あたり消費量 977 （リットル） 

世帯数 8,084 （世帯） 

町全体の推定消費量 7,898,068 （リットル） 

（注）住民世帯数は、住民基本台帳 平成 19 年 1 月 1日現在の値。 

灯油の価格（石油情報センター）は平成 19 年 1月現在の値 

 

 

（４）自動車用燃料消費量 

自動車用燃料消費量についても、アンケートの結果より推計を行った。 
 
●自動車用燃料消費量 

アンケートに回答した世帯でのガソリン消費量は、１世帯あたりのガソリン購入金額は年間で

249,300円であり、１世帯あたり年間で1,806リットルと推計される。（ガソリン単価は、1リット

ルあたり138.0円で計算した。なお、実際には軽油を使用する自動車も含まれるが、ここでは全

ての燃料をガソリンと仮定して推計した。） 
町の全世帯でのガソリン消費量は14,599,704リットルと推計される。 

 
表２－１６ ガソリン消費量の推計（年間値） 

 値（単位） 

1 世帯あたり購入金額 249,300 （円） 

販売単価 138.0 （円/リットル） 

1 世帯あたり消費量 1,806 （リットル） 

世帯数 8,084 （世帯） 

町全体の推定消費量 14,599,704 （リットル） 

（注）住民世帯数は、住民基本台帳 平成 19 年 1 月 1日現在の値。 

ガソリン、軽油の価格（石油情報センター）は平成 19 年 1月現在の値 
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（５）まとめ 

以上の結果をまとめると、下表のとおりとなる。 
 

表２－１７ 町内でのエネルギー利用状況のまとめ（住宅用） 

原油換算量 

町全体 1 人当たり 

  

年間消費量 

（リットル） （リットル） 

発熱量換算 

（町全体） 

（千 kcal） 

構成比 

電力 96,987,000（kWh） 9,140,000 553 83,408,820 30%

灯油 7,898,068（リットル） 7,587,000 443 69,241,766 24%

LPG 751,812（m3） 2,043,000 119 9,005,992 3%

ガソリン 14,599,704（リットル） 13,223,000 771 120,675,334 43%

合計 － 31,993,000 1,866 282,331,912 100%

 
表２－１８ 1世帯あたりのエネルギー消費量の全国値との比較（住宅用） 

長野県平均 全国平均 
  軽井沢町平均 

（2004 年） （2004 年） 
町／県

電力 電力 14,364（kWh） 6,195（kWh） 5,410（kWh） 2.32

灯油 977（リットル） 1,074（リットル） 685（リットル） 0.91

LPG 93（m3） 92（m3） 104（m3） 1.01

都市ガス 0（m3） 0（m3） 188（m3） - 

ガソリン 1,806（リットル） 1,545（リットル） 1,255（リットル） 1.17

熱 

熱合計 25,802（千 kcal） 24,481（千 kcal） 20,817（千 kcal） 1.05
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2.3 町内の新エネルギー賦存量および期待可採量 

2.3.1 調査の概要 

町内に潜在するエネルギーの賦存量について分析・推計を行った。 
分析項目は、以下の項目とした。小水力エネルギー、廃棄物エネルギー、氷冷熱エネルギー及

び風力エネルギーは、潜在賦存量の推計が困難であるため、期待可採量のみを推計した。 
 

表２－１９ 新エネルギーと今回の分析 

種類 分析の項目 
太陽光･熱エネルギー 潜在賦存量、期待可採量 

小水力エネルギー 期待可採量 
廃棄物エネルギー 期待可採量 
氷冷熱エネルギー 期待可採量 
木質バイオマスエネルギー 潜在賦存量、期待可採量 
風力エネルギー 期待可採量 

 
新エネルギーの推計にあたっては、「潜在賦存量」「 大可採量」「期待可採量」という３つの

捉え方があるが、ここでは、主に「潜在賦存量」と「期待可採量」について取り扱う。 
 

注） 

 潜在賦存量： 

 土地や技術等の各種の制約条件を考慮せず、理論的に算出できる潜在的な資源量。

 大可採量： 

 地理的条件等を考慮して、 大限の利用可能性を期待する量。 

 この場合も技術的条件等は考慮しない。 

 期待可採量： 

 導入技術の効率や実際の設備の設置可能性を考慮した場合の資源量。 

 条件を詳細に設定することにより、現実的に開発が可能な量を推計する。 

 

     （潜在賦存量） ≧ （ 大可採量） ≧ （期待可採量） 
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2.3.2 各種エネルギーの賦存量及び期待可採量 

（１）太陽エネルギー 

１）潜在賦存量 

①推計方法 

太陽光エネルギーの潜在賦存量は、町全域が受ける太陽光の全エネルギーに相当することから、

下式を用いて賦存量の推計を行った。 
＜条件＞ 

・ 町全域に注ぐ太陽エネルギーを計算対象とする。 
・ 実際には、地形により山影になるなど、日照時間が場所により異なるが、こ

こでは地形条件は考慮しないものとする。 
 
＜推計式＞ 

（太陽エネルギー賦存量）＝（町の単位面積あたり日射量（kWh/m2・年）） 

              ×（町の面積） 
 

②単位面積あたり日射量の推計 

町の１m2あたりの日射量は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）

の資料を用いた。軽井沢町（追分）での水平面日射量を、下図に示す。 
ただし、軽井沢町西地区を除くと霧が多く、全体の代表値とすることはできない。参考として

軽井沢町周辺地域の水平面日射量を下図に示す。 
図２－１７ 軽井沢町とその周辺地域の水平面日射量 

 
（出典）NEDO「全国日射関連データマップ」の資料より 

m2 
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表２－２０ 水平面日射量（1～12月） 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

日射量（kWh/m2・日） 2.44 3.19 3.82 4.33 4.95 4.18 4.07 4.31 3.15 2.89 2.41 2.18

月間日射量（kWh/m2・月） 75.64 89.32 118.42 129.90 153.45 125.40 126.17 133.61 94.50 89.59 72.30 67.58

 
 

③太陽エネルギーの潜在賦存量 

追分の年間の日射量は１m2あたり年間で1,276kWh/m2であり、これを町全体に適用すると約

1,991億kWhとなるが、霧などを考慮しない場合の潜在量である。 
 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー賦存量）＝1,276（kWh/m2・年）×156.05（km2） 

 
表２－２１ 年間の太陽光エネルギーの推定量 

単位面積あたり年間日射量 1,276（kWh/m2・年） 

面積 156.05（km2） 

町の太陽エネルギー 1,991（億 kWh/年） 

 
２）期待可採量 

①推計方法 

太陽光エネルギーを電気や熱に変換する方法としては、太陽光発電設備、太陽熱温水設備があ

る。 
得られるエネルギー量を期待可採量として算出する。 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー期待可採量）＝（町の単位面積あたり日射量（kWh/m2・年）） 

                ×（機器の総受光面積（m2）） 

                ×（装置のエネルギー変換効率）（注） 
 
（注）エネルギー変換効率とは、受けた太陽エネルギーを電気や熱に変換する場合のエネルギーロ

スを考慮したもの 
 

②太陽光発電の期待可採量 

太陽エネルギーの潜在賦存量の計算では水平面日射量（真上を向いた面の日射量）を用いて推

計したが、期待可採量の推計では、機器を、年間を通じて も日射量が大きくなる角度（年間

適傾斜角）で設置した場合の日射量を用いた。 適傾斜角での日射量は、水平面日射量に比べて

約１割日射量が増加している。 
年間 適傾斜角での日射量の変動を次の図に示す。 
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図２－１８ 年間最適傾斜角での日射量 

 
（出典）NEDO「全国日射関連データマップ」の資料より 

 

○太陽光発電の公共施設での期待可採量 

軽井沢町西地区の公共施設4箇所に太陽光発電を導入したと仮定する。 
１箇所あたり200㎡のパネルと仮定すると発電量は年間で30,520kWh/年である。 
4箇所合計では122,080kWh/年である。 
 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー期待可採量）＝1,526（kWh/m2・年）×200（m2）×0.1×4（箇所） 

 

表２－２２ 太陽光発電の期待可採量 

項目 値 

年間日射量（ 適傾斜角） 1,526 （kWh/m2・年） 

導入公共施設 4 （箇所） 

1 件あたりのパネル面積 200 （m2） 

エネルギー変換効率 0.1   
総発電量 122,080 （kWh） 

1 箇所あたり発電量（年間） 30,520 （kWh） 

 

m2 
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○太陽光発電の家庭での期待可採量 

軽井沢町追分の世帯の1割の50世帯に太陽光発電を導入したとする。１世帯あたり20㎡のパネ

ルと仮定すると発電量は3,052kWh/年であり、年間発電量は全体で15.2万kWhと推計される。 
 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー期待可採量）＝1,526（kWh/m2・年）×20（m2）×0.1×50（世帯） 

 

表２－２３ 太陽光発電の期待可採量 

項目 値 

年間日射量（ 適傾斜角） 1,526 （kWh/m2・年） 

導入世帯（追分の 500 世帯の 1 割） 50 （世帯） 

１件あたりのパネル面積 20 （m2） 

エネルギー変換効率 0.1   
総発電量 15.2 （万 kWh） 

１世帯あたり発電量 3,052 （kWh） 

 
 
③太陽熱温水器の期待可採量 

○太陽熱温水器の公共施設での期待可採量 

公共施設のうち温水の利用が考えられる福祉センターや体育館などの2箇所の施設に20㎡の太

陽熱温水器を導入した場合の発電量を推計した。 
１件あたりの機器の集熱面積を 20m2、集熱効率 0.7 とすると、全体で年間 36.7 百万 kcal のエ

ネルギーを得ることが出来る。 
 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー期待可採量）＝1,526（kWh/m2・年）×20（m2）×0.7×2（箇所）×8.59845×102 

 

表２－２４ 太陽熱温水器の期待可採量 

項目 値 

年間日射量（ 適傾斜角） 1,526 （kWh/m2・年） 

導入施設 2 （箇所） 

１件あたりの集熱面積 20 （m2） 

集熱効率 0.7   
総発熱量 36.7 （百万 kcal） 

※ kWh からの kcal への換算 8.59845×102 
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○太陽熱温水器の家庭での期待可採量 

太陽光発電と同様、軽井沢町西地区の世帯の1割に太陽熱温水器を導入した場合の発電量を推

計した。 
１件あたりの機器の集熱面積を3m2、集熱効率0.7とすると、全体で年間137.8百万kcalのエネ

ルギーを得ることが出来る。 
 

＜推計式＞ 
（太陽エネルギー期待可採量）＝1,526（kWh/m2・年）×3（m2）×0.7×50（世帯）×8.59845×102 

 
表２－２５ 太陽熱温水器の期待可採量 

項目 値 

年間日射量（ 適傾斜角） 1,526 （kWh/m2・年） 

導入世帯（追分の 500 世帯の 1 割） 50 （世帯） 

１件あたりの集熱面積 3 （m2） 

集熱効率 0.7   
総発熱量 137.8 （百万 kcal） 
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（２）小水力エネルギー 

１）小水力発電の期待可採量 

①推計方法 

小水力発電を導入する場合、水量のほか、落差や、発電した電気をどの施設で利用するかとい

った検討が必要となる。 
ここでは、町内の水路では本格的な発電の適地がないことから、水車型の出力5kW程度のマイ

クロ発電機を設置したと仮定した場合を想定する。 
 
※マイクロ発電機：機械動力を受けて電力を発生する電気機械で、極めて小型のもの 

概ね10kW以下 
 
計算は、下式の方法で推計する。 
 
小水力エネルギー潜在賦存量 

＝流量×水密度×重力加速度×落差×運転時間 
 
 

＜条件＞ 
・ 町内 2 箇所に 5kW の水力発電機を設置 

＜推計式＞ 
（期待可採量（kWh））＝（小水力の総発電量（kW）） 

   ×（設備利用率（％）） 

   ×（24（時間））×（365（日）） 

 
 

②期待可採量 

設備利用率を90%と仮定すると、期待可採量は、年間で7.9万kWhと推計される。 
 

＜推計式＞ 
（期待可採量（kWh））＝5（kW）×2（箇所）×90（％）×24（時間）×365（日） 
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（３）廃棄物エネルギー 

１）廃棄物の期待可採量 

①推計方法 

軽井沢町の可燃ごみは年間7,851トンであるので、総発熱量は219億kcalとなる。 
このエネルギーを灯油に換算すると約250万リットルとなる。 
 

表２－２６ 軽井沢町との合計の廃棄物のエネルギー賦存量 

項目 値 

年間ごみ排出量 7,851 （トン/年） 

ごみの単位あたり発熱量 2,800 （kcal/kg） 

総発熱量 219 （億 kcal） 

（出典）生活環境課（平成 17 年） 

※ 灯油換算（8,767kcal／㍑） 

 
＜推計式＞ 

（期待可採量（kcal））＝（年間ごみ排出量（トン）） 

   ×（ごみの単位あたり発熱量（kcal/kg）） 

 
 

②期待可採量 

期待可採量は、年間で219億kcalと推計される。 
 

＜推計式＞ 
（期待可採量（kcal））＝7,851（トン）×2,800（kcal/kg） 

 
＜参考＞ 

表２－２７ kcalあたりのエネルギー単価の比較 

種類 単価 発熱量 単価／Mcal 備　　　考

40円／kg 4,200kcal／kg 9.5円 ﾊﾞｰｸ混入

50円／kg 4,600kcal／kg 10.9円 ﾎﾜｲﾄﾍﾟﾚｯﾄ

電     気 21円／kwh 860kcal／kwh 24.4円

都市ガス 110円／m
3

10,000kcal／m
3 11円

LPG 360円／m
3

24,000kcal／m
3 15円

灯    油 80円／㍑ 8,767kcal／㍑ 9.1円

木質ペレット

 
バーク混入   ：樹皮の混ざっているペレットのこと 
ホワイトペレット：幹のみを原料とするペレットのこと 
灯油価格：平成 18 年 5 月現在 

灯油価格が 83 円／㍑の時、9.5 円／Mcal となりペレットとほぼ同等になる 
（注）M（メガ）：106 
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（４）氷冷熱エネルギー 

１）期待可採量 

①算出方法 

氷冷熱エネルギーの期待可採量は、以下のような条件で推計した。 
＜条件＞ 

・アイスコンテナの貯蔵量を商品の冷蔵に利用する。 
・氷１kg あたり 90kcal のエネルギーとする。 
・冷房能力は 20kcal/m2・h とする。 

 
＜推計式＞ 

（冷熱期待可採量（ｋcal/年））＝（アイスコンテナの貯蔵量（ｔ）） 

   ×（氷１トンあたり発熱量（ｋcal/年）） 

 
 

②氷冷熱エネルギーの期待可採量 

アイスコンテナの貯蔵量70トン（12m×2.4m×2.4ｍ）とする。 
氷１kgあたり年間90kcalのエネルギーとすると、冷熱期待可採量は6,300,000（ｋcal/年）と

なる。 

 
＜推計式＞ 
（冷熱期待可採量（ｋcal/年））＝70（ｔ）×90,000（ｋcal/年） 

 
仮に冷房能力を20kcal/m2・hとすると、床面積100m2（10ｍ×10ｍ）の冷蔵庫では2,000 kcal/h

の消費となり、ロスがなければ3,150時間（約130日分）の冷房が可能となる。 
注）6ヶ月は4,320時間（30日×6ヶ月×24時間） 

 
表２－２８ コンテナの寸法 

サイズ 長さ 幅 高さ 重さ
外寸 12.2m 2.5m 2.6m

小　内寸 12m 2.4m 2.4m 約 3,800kg
40フィート
コンテナ  

 
※コンテナには 20 フィートコンテナと 40 フィートコンテナがある。 

1 フィートは 0.3048 メートルである。 
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（５）木質バイオマスエネルギー 

１）潜在賦存量 

①推計方法 

木質バイオマスエネルギーの潜在賦存量として、現在町内にある間伐材の成長分をエネルギー

として考え、下式のように推計する。 
＜条件＞ 

・ 町内の間伐材の年成長相当分をエネルギーと見なした場合の発熱量を推計。 
＜推計式＞ 

（木質バイオマスエネルギーの賦存量）＝（間伐材の総蓄積量（m3）） 

     ×（木材比重（t/m3）） 

×（森林成長率（％）） 

     ×（木材の発熱量（kcal/kg）） 
 

②木質バイオマスエネルギーの潜在賦存量の算定 

ここでは、木材の比重として、カラマツの値を用いた。また、木材の発熱量（木材1kgから得

られるエネルギー）は、乾燥した状態では4,500～5,000kcal/kgであり、重油の約半分の発熱量

である。ここでは、生木からの自然乾燥として3,000kcal/kgと仮定して、潜在賦存量を推計する

と、365億ｋcalとなる。 
町内の間伐材が蓄積している木材をすべてエネルギーに換算すると、灯油換算で416.5万リッ

トルとなる。 
1世帯あたりの年間灯油消費量を約930リットルとすると約4,500軒分となる。 
 

＜推計式＞ 
（木質バイオマスエネルギーの賦存量）＝1,521.5（千m3）×0.8（t/m3）×0.01（％） 

     ×（3,000（kcal/kg）） 
表２－２９ 木質バイオマスエネルギーの総発熱量 

項目 値 

間伐材の面積 4,969 （ha） 

1ha あたり材積 306.2 （m3/ha） 

間伐材の材積 1,521.5 （千 m3） 

比重（カラマツ） 0.8 （t/m3） 

間伐材有林材積 1,217.2 （千 t） 

年間成長率 0.01 （%） 

利用可能量 12,172 （ｔ） 

発熱量 3,000 （kcal/kg） 

総発熱量 365 （億 kcal） 

総発熱量（灯油換算） 416.5 （万リットル）

注）灯油換算（8,767kcal／㍑） 

J（ジュール）：1N（ニュートン）の力で、ある方向に物体を 1m 動かすときの仕事ということ 
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２）期待可採量 

①算出方法 

木質バイオマスエネルギーの期待可採量は、以下のような条件で推計した。 
＜条件＞ 

・ 間伐材をエネルギーに利用する。 
・ 木材の成長量を考え、永続的に利用可能な条件を考慮し、成長量の 2 割をエ

ネルギーとして使用する。 
 
＜推計式＞ 

  （期待可採量（kWh））＝（間伐材の総蓄積量（m3）） 

×（木材比重（t/m3）） 

       ×（森林成長率（％）） 

       ×（利用率（％）） 

       ×（発熱量（kcal/kg）） 

 
 

②木質バイオマスの期待可採量 

間伐材の年間成長率を1％とし、森林成長率のうちの2割をエネルギーとして熱に使用すると仮

定すると、73億kcalのエネルギーを得ることができる。これは灯油に換算すると、83.3万リット

ルに相当する。 
1世帯あたりの年間灯油消費量を約930リットルとすると約900軒分となる。 
 

＜推計式＞ 
（期待可採量（kWh））＝1,521.5（千m3）×0.8（t/m3）×0.01（％）×0.20（％） 

  ×（3,000（kcal/kg）） 

表２－３０ 木質バイオマス発電の期待可採量 

項目 値 

間伐材の面積 4,969 （ha） 

1ha あたり材積 306.2 （m3/ha） 

間伐材の材積 1,521.5 （千 m3） 

比重（カラマツ） 0.8 （t/m3） 

間伐材有林材積 1,217.2 （千 t） 

年間成長率 0.01 （%） 

利用率 0.20 （%） 

利用可能量 2,434.4 （ｔ） 

発熱量 3,000 （kcal/kg） 

総発熱量 73 （億 kcal） 

総発熱量（灯油換算） 83.3 （万リットル）

注）灯油換算（8,767kcal／㍑） 
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（６）風力エネルギー 

１）町内の風況 

町内の風力エネルギーについては、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）により提供されている「全国風況マップ」のデータを基に検討する。 
下図はあくまで推計資料であるため、実際の設置にあたっては、風況の精査が必要となる。 

 

図２－１９ NEDOの風況マップ観測点 

 
出典：NEDO の全国風況マップ 
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図２－２０ NEDO の風況マップ① 

 

 

図２－２１ NEDO の風況マップ② 
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図２－２２ NEDO の風況マップ③ 

 

 
図２－２３ NEDO の風況マップ④ 
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図２－２４ NEDO の風況マップ⑤ 

 

 

図２－２５ NEDO の風況マップ⑥ 
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図２－２６ NEDO の風況マップ⑦ 

 

 

図２－２７ NEDO の風況マップ⑧ 
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図２－２８ NEDO の風況マップ⑨ 

 

 

図２－２９ NEDO の風況マップ⑩ 
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２）期待可採量の計算 

風況マップから強風の場所が見当たらないことにより、小型の風力発電施設を前提とし、町内

１ヶ所に30kW規模の風車を建設した場合に得られる電力量を推計する。 
＜条件＞ 

・ 30kW の風車１基の設置を仮定。 
 
＜推計式＞ 

（風力発電の年間発電電力量）＝（風車 1 基あたり規模（kW/基）） 

      ×（設置基数（基）） 

      ×（設備利用率（％）） 

          ×（24（時間））×（365（日）） 
 

 
風力発電装置の設備利用率は、設置する場所の風況に大きく左右されるため、設置する場所で

の精査が必要となるが、ここでは仮に0.2として推計した。 
 

＜推計式＞ 
（風力発電の年間発電電力量）＝30（kW/基）×1（基）×0.2（％） 

         ×24（時間）×365（日） 
 

表２－３１ 風力発電発電の期待可採量 

項目 値 

発電機出力 30 （kW） 

設置数 1 （基） 

設備利用率 0.2 （％） 

年間運転時間 8,760 （時間） 

総発電量 52,560 （kWh） 

 
30kWの風力発電装置１基の年間発電量は、52,560kWhの電力消費量に相当する。 
なお、風力発電施設を設置するためには、年平均で6ｍ以上の風速が得られる地域であること

が、一つの目安となっている。 
また、大規模風車以外にも、独立型街路灯のような小型の風力発電装置も開発されており、全

国の自治体等で、主に普及啓発用に設置されている。 
 




