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第４章 新エネルギーの導入の可能性 

 
4.1 新エネルギー導入の考え方 

 
新エネルギーとは「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「技術的には実用

化段階に達しつつあるが、経済性の面からの制約から普及が十分でないものであって、石油代替エ

ネルギーの導入を図るために必要なもの」と定義付けられている。 
従って、新エネルギーの導入にあたっては、単なる採算性の評価だけではなく、地球温暖化防止

への寄与、環境保全の観点、資源の有効利用などの効果までを含めて総合評価することが必要であ

る。 
 

新エネルギーの導入計画の手順については下図に示すように、導入の基本方針を立て、その方針

に従って導入の可能性を検討し、次にエネルギー導入先を検討する。 後に、導入のための実行計

画を立案する。 
 

図４－１ 新エネルギー導入の考え方 

 

軽井沢町長期振興計画
軽井沢町環境マニュアル

地域特性
　　・地理的条件、気象条件
　　・人口、産業特性

　　・新エネルギー賦存量調査
　　・アンケート調査

導入の基本方針

新エネルギー導入候補の絞込み

導入するエネルギーの決定

　　・地球環境問題
　　・エネルギー問題
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4.2 導入の基本方針 

 
新エネルギー導入の視点 
 
 
 

 
 
 
 

 
・環境に与える負荷を減らし、環境を保全する 
・清らかな環境と緑豊かな高原の自然を次世代に引継ぐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○新エネルギー導入の目的 
1.地球温暖化防止への貢献 
2.環境・エネルギー教育の推進 
3.民間での新エネルギー導入への啓発 

 

「自然と共生する環境の町を目指す」 

みんなで育み、未来につなげる「保健休養地」 
 



 -90- 

4.3 導入に向けての条件整理 

地域特性、新エネルギー賦存量・期待可採量等から、新エネルギー導入の考え方を示す。 
 

◆地域特性 

・軽井沢町は、総面積 15,605ha のうち約 7 割が林野、人口約 18,600 人、世帯数は約 8,000

である。 
・気候は地域によって天候が違う。冬期は月平均気温がマイナスとなり気温が低い。 
・産業就業者では第 3 次産業が 78%と長野県の平均と比較して多くなっている。 

 
◆新エネルギー賦存量・期待可採量 

・太陽エネルギーの賦存量は多いが、地域によって気象条件が大きく異なるため、導入する地域

を選定する必要がある。 
・木質バイオマスエネルギーの森林バイオマスエネルギー賦存量は多いが、間伐材と搬出コスト

の問題で、利用は容易ではない。 
・風力エネルギーは、強風域が少ない事と、景観問題があるため大型風車の実現性は低いが、小

型の街路灯用程度の風力利用は考えられる。 
・氷冷熱エネルギーは、氷が容易にできるため、今後の利活用次第では期待できる。 
・温度差エネルギー（地中熱利用）は、初期のコストがかかるが、通年を通して使用（夏期は冷

房と給湯、冬期は暖房と冷水の利用）できることが必要である。 
 

◆町有施設のエネルギー消費から 

・町有施設のエネルギー使用料から見ると役場周辺の施設、風越周辺の運動関係の施設で電力、

石油の使用料が多い。 
 
以上の結果から、新エネルギー導入の可能性を以下に示す。 
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表４－１ 新エネルギー導入の評価項目 

区分 

技術的 

実用化の 

段階 

期待可採量
取組み 

やすさ 
総合評価     備     考 

太陽光発電 ◎ △ ○ △ 

小中学校での教育目的や町民の意識啓発を

含め、公共施設での導入が考えられるが、霧

の発生により出力が低下する問題がある。 

太陽熱利用 ◎ △ ○ △ 

霧の発生の少ない西地区では公共施設および

個人での導入が考えられるが、冬期の凍結の

問題がある。 

小水力発電 ◎ × △ × 

観光的な意味合いで、水車タイプを民間で導入

する事は考えられる。発電用の水車の設置は

難しい。 

廃棄物エネルギー ○ × × × 

現在一般廃棄物の広域処理を実施中のため、

町単独での利用は難しく、当面可能性は少な

い。 

氷冷熱エネルギー ○ ○ × × 

導入用途・エネルギーの利用先を検討しながら

の導入が求められる。町内では利用先が見当

たらない。 

木質バイオマスエネルギー ○ ○ △ ○ 
当面のバイオマス利用としては、ペレットストー

ブを導入することが考えられる。 

事業用 ◎ × × × 大型の風車タイプは可能性が低い。 
風
力
発
電 

小型教育用 ◎ ○ ○ △ 
教育、防犯用電源などの利用可能性がある。

ハイブリッド街路灯なども候補である。 

クリーンエネルギー自動車 ◎ ― ◎ ◎ 買い替え時期での導入が考えられる。 

天然ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ ◎ △ ○ ○ 

天然ガスのパイプラインが必要だが発電と給湯

で、集中的に利用すれば、エネルギーコストを

低下できる。 

温度差エネルギー 

（地中熱利用） 
○ △ △ △ 

地中熱の開発が必要。初期コストが大きい。通

年型で夏期は冷熱と給湯、冬期は暖房と冷水

の利用の施設に適する。融雪の場合は冬季の

みの利用に留まる。 

総合評価  ◎：導入が有望 ○：詳細調査を踏まえた導入が有望 △：条件付きで導入可能 ×：導入困難 
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4.4 導入エネルギーの概要 

4.4.1 新エネルギー導入の基本方針 

１．自然資源のエネルギー化 

地域に賦存する太陽、風力、雪氷冷熱などの自然エネルギーから、教育用に新エネルギーの導入

を進める。 
 

２．バイオマス資源の活用 

地域の森林資源や端材などのバイオマス資源から加工されたペレット燃料から、実験的に新エネ

ルギーの導入を進める。 
 

３．エネルギー利用の効率化 
電気や石油のエネルギー消費が集中している場所の、天然ガスによる発電・熱供給が考えられる。 
 

４．地球温暖化防止への貢献 
地域に新エネルギーを導入することによって化石燃料の使用量を削減し、合わせて廃棄物の削

減・再資源化や省エネルギーに取り組み、地域レベルからの地球温暖化防止に貢献する。 
 
 

4.4.2 導入エネルギーの概要 

 
新エネルギーの普及が必要であるが、当面は啓発を中心として進めることとする。 
町が導入するエネルギーを次のように仮定した。 
 

表４－２ 導入エネルギーの概要 

１．自然エネルギー 太陽光発電 太陽光発電 10ｋW×4箇所 小学校（3）
中学校（1）

教育材料

太陽光・風力ハイブリッド 街路灯設置 ハイブリッド街路灯
5箇所

消防署
小学校（3）
中学校（1）

防犯防災

２.バイオマスエネルギー 木質系廃棄物間伐材 ペレットストーブ ペレットストーブ
3台

役場
観光会館
図書館

住民啓発用

３．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 300ｋWh　1箇所 風越公園 天然ガスパイプライ
ン必要

４．クリーンエネルギー クリーンエネルギー ハイブリッド車 ハイブリッド車 買い替え時期に
切り替え

結果を見てバスや貨
物車も導入

５．地中熱エネルギー 地中熱エネルギー ヒートポンプによる
熱利用

1箇所 風越公園 年間を通してエネル
ギー消費が見込め
る施設が必要

種　別 備考エネルギー利用方法 規模等
導入先設置場所の

候補地
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（１）自然エネルギー活用 

＜太陽光発電の導入＞ 

 
・教育施設での新エネルギー機器の率先導入等、小・中学校でのエネルギー・環境教育を推進

し、町の将来を担う次世代の啓発を行う。 
・例えば校舎や体育館での太陽光発電施設を導入することは、太陽エネルギーの時間変化とい

った理科学習や、さらには身近に利用しているエネルギーの多くが海外から輸入されている

ことなどの社会科学習への応用が考えられる。 
・また、小・中学校に導入することで、軽井沢の西、中、東の気候の違いも知ることができる。 
 

 

 

○導入場所： 

・小学校校舎での太陽光発電システム（10ｋW）：（3 箇所） 

・中学校校舎での太陽光発電システム（10ｋW）：（1 箇所） 

 
 

●概算費用 
表４－３ 太陽光発電の概算費用 

設備容量：10kW
データ

［千円］

基礎関係工事費 0

装置据付等工事費 1,400

試験調整費 600

電気配線配管等工事費 900

表示装置関連工事費 100

小　計 3,000

太陽電池本体 7,500

インバータ 1,700

アレイ架台 1,400

システム保護装置等 200

データ計測装置等 1,500

表示装置 500

小　計 12,800

15,800

?項　目

土木建築工事費

機械装置等製作・購入費

設置費用合計  
※ 設置費用の補助制度には条件がある。（資料編を参照） 

●期待される効果 
・生徒の環境・エネルギー問題に対する関心を高める 
・生徒のみならず家庭への啓発効果にも期待 
・町内の地域による天候の違いが発電に及ぼす差を体験できる 
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＜ハイブリッド街路灯＞ 

・街路灯（太陽光＋風力）の導入により、安全な環境を実現する。 

 
○導入場所： 

・消防署に導入：（１箇所） 
・小学校校舎に導入：（3 箇所） 

・中学校校舎に導入：（1 箇所） 

 
●啓発用 

参考例：北海道網走市立西が丘小学校 

<展示設備内容> 
電源用途 ： 照明用
（街路灯　高圧ナトリウムランプ35Ｗ） 
設置場所 ： 校庭 
導入目的 ： 校内照明、教育・自然エネルギー啓発用 
出力電圧 ： DC12V 
構成機器 ： 風力発電設備，太陽光発電設備，
               照明器具（高圧ナトリウムランプ35W），ポール，蓄電池
概略寸法 ： 縦1.095m×横1.580m×高さ5.790m 
設置重量 ： 約255kg 
設置方法 ： コンクリート基礎、アンカーボルトによる固定 
建設工期 ： 1ヶ月（基礎工事含む） 
耐用年数 ： 約10年（部品によって異なる） 
保証期間 ： 1年 
標準価格 ： 250万円
※（展示物標準価格、標準工事費含む）
※表示板別途  

 
●防犯用（12 時間型） 

参考例：宮崎県宮崎市営道の駅 
<展示設備内容> 

名称 ： 風力・太陽光自動ステップ追尾型ハイブリッド発電設備  
導入者 ： 宮崎市営道の駅　フェニックス 
所在地 ： 宮崎県宮崎市 
導入時期 ： 2006年2月 
補助制度活用 ： グリーン電力基金（九州） 
<展示設備内容> 
電源用途 ： 防犯灯、照明用（自動点滅方式） 
設置場所 ： 日南海岸国定公園敷地内 
導入目的 ： 防犯 
出力電圧 ： AC100V 
構成機器 ： 風力発電設備，太陽光発電設備，ポール，蓄電池，
　　　　　　　 インバータ太陽光追尾屋外制御盤
概略寸法 ： ハイブリッド発電設備：縦1m×横1.5m×高さ7.5m
発電制御盤：縦0.6m×横0.7m×高さ1.1m  
設置重量 ： ハイブリッド発電設備　約250kg
発電制御盤：約150kg（バッテリー含む） 
設置方法 ： ハイブリッド発電設備：コンクリート基礎上にアンカーボ
               ル トで固定する
発電制御盤：コンクリート基礎上にアンカーボルトで固定する  
建設工期 ： 製造1ヶ月　施工2日間 
耐用年数 ： 10年 
保証期間 ： 1年 
標準価格 ： 285万円（制御盤含む）  

●期待される効果 
・生徒の環境・エネルギー問題に対する関心を高める 
・生徒のみならず家庭への啓発効果にも期待 
・防犯灯や非常灯として利用できる 
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（２）バイオマス資源活用プロジェクト 

木質系廃棄物（間伐材） 
・軽井沢町の森林の間伐材をエネルギー資源として利用することは今後必要だが、当面は間伐

材や端材から加工されたペレット燃料を使用する。 
○導入が考えられる候補： 

・ペレットストーブによる暖房 
 

 

●期待される効果 
・森林資源を利用した熱供給 

・間伐材の活用による森林の保全・育成（将来） 
 

＜ペレットストーブの導入＞ 

・公共施設への導入が進めば、民間への波及も期待できる。 
 

●期待される効果 
・民間への波及 

・啓発効果に期待 
 

○導入場所： 
・役場 
・観光会館 
・図書館 
 

○概算費用 
30～60 万円程度。 
温風・強制排気方式が多い。 

 
表４－４ ペレットストーブの設置費用例 

本体価格（円） 補助金額

補助金額は、対象となるペレットス
トーブの本体購入価格の1/2以内（1

台につき上限10万円）。
平成18年度の補助台数は100台分。

ペレットペレット・Ｋ
輻射熱式

390,000

「信州型」ペレットストーブ

ストーブの種類

ペレットクラブ
ＦＦ式

358,000

ＦＦコラボ
ＦＦ式

350,000
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（３）天然ガスコージェネレーション 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

●期待される効果 
・低公害ガスとしての環境面での貢献 
・自家発電装置の導入による防災拠点としての活用の可能性 

 
○導入場所： 

・風越公園：（１箇所） 
 

○概算費用 
表４－５ 鳥海コージェネレーション設置費用例 

（単位：千円）

機種 ガスタービン 燃料電池

項目 200kW×１台 25kW×3 台 50kW×3 台 250kW×1 台

機器本体および据付費 72,000 75,000 69,200 167,600

熱利用系工事費 10,800 11,900 11,000 7,200

土木・建築工事費 26,000 31,500 16,800 35,600

電気工事費 24,000 26,800 24,000 44,500

設計・施工管理費 9,000 9,000 9,000 9,000

合計 141,800 154,200 130,000 263,900

発電出力合計 425kW

年間稼働時間 6,600h

年間発電量 280万ｋWh

設備費計 426,000千円

NEDO補助 1/2

補助後費用 213,000千円

ガスエンジン

 

           注）燃料電池を除く 
採算性については、設備投資額の 1/2 補助を受けた場合は、213,000 千円である。 
一方、風越地区の年間のエネルギー費用は、ボイラー燃料代を含め、約 5,000 万円であるから、

設備投資額そのものは、約 4 年分である。なお、天然ガス使用料は従量制のため正確な価格は見積

もれないので、今後、各施設のエネルギー消費量等の詳細な調査及び設備費用の詳細な見積りが必

要である。 

・電気や熱を集中的に大量に消費する施設では、コージェネレーションシステムの導入による

エネルギー価格の削減が考えられる。コージェネレーションシステムのメリットは電気と熱

を同時に製造することであり、逆に両者の需要が必要である。現状の電気＋熱の購入価格よ

りも安くエネルギーを製造できれば効果は大きい。 
○導入が考えられる候補： 

・天然ガスによるコージェネレーションシステム 

発電出力425kWの天然ガスコージェネレーションでは、年間運転

時間を7,000時間とすると、約300万ｋWhとなる。風越公園地区の消

費電力量338万ｋWhと推計されるので、ほぼ同等の設備規模と考え

られる。（施設合計の買電料金：4,400万円／年、＠13円とすると、

338万ｋWh） 
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（４）クリーンエネルギー自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期待される効果 
・低公害車、省エネルギー車としての環境面での貢献 
・住民に対する省エネルギー、環境教育に寄与 

 
＜ハイブリッド車の導入＞ 

 
○導入時期： 

・買い換え時期に導入 

 

 
○概算費用 

ハイブリッド自動車の車体価格は、従来の車両の 1.04～1.7 倍程度となっている。 
・小型電気自動車     ：300 万円程度 
・ハイブリッド小型乗用車 ：200～300 万円 
・ハイブリッドマイクロバス：約 1,400 万円 
 

表４－６ハイブリッド車一覧 

本体価格

<注1>

(円)
トヨタ プリウス 2,268,000
トヨタ アルファード ハイブリッド 3,843,000
トヨタ エスティマ ハイブリッド 3,517,500
トヨタ クラウンセダン マイルドハイブリッド 3,081,750
トヨタ クルーガーハイブリッド 3,990,000
トヨタ ハリアーハイブリッド 4,095,000
ホンダ シビックハイブリッド 2,194,500

軽4 ダイハツ ハイゼット 2,215,500
いすゞエルフハイブリッド 4,729,250
トヨエース 4,473,000
ニッサンアトラスハイブリッド　ドライバン 4,729,250
ニッサンディーゼルコンドルハイブリッド中型トラック 15,150,000
日野デュトロ　ハイブリッド 4,405,000
日野レンジャーハイブリッド 8,414,000

乗合 三菱エアロノンステップHEV 4,179 0000
＜注１＞車両本体価格は東京地区希望小売価格（消費税込総額）。

参照：社団法人日本自動車工業会

メーカー名・車名

普
通
貨
物

普
通
自
動
車

ハイブリッド自動車

 

・化石燃料の削減策として、クリーンエネルギー自動車に代表される低公害車やハイブリッド

車のような低燃費車の導入が考えられる。 
・グリーン税制が導入され、窒素酸化物(NOx)の排出量が少ない車の税金が安くなるため、ク

リーンエネルギー自動車に代表される低公害車の導入・普及がよりいっそう促進されると考

えられる。 
○導入が考えられる候補： 

・ハイブリッド自動車（貨物車も含む） 
・電気自動車 
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（５）地中熱利用システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期待される効果 
・ＣＯ2の排出が抑制されるため、環境面で貢献 

 
＜地中熱利用システムの導入＞ 

 
○導入場所： 

・風越公園：（１箇所） 
 

○概算費用 
地中熱交換井は、1m 掘削する費用が約 50,000 円であり、100m の井戸では 500 万円となる。 
年間でかかるランニングコストは、石油・石炭などの化石燃料を使用時に比べて、安くなるため、

数年～10 年程度で初期投資した分が回収できる可能性がある。 
 

＜工事概要（ホテル）＞ 

表４－７地中熱利用の概算費用 

工事詳細
補助対象

 （NEDO）
空水冷ヒートポンプユニット ◎

室内ユニット ◎

空水冷式給湯器 ◎

槽類 ◎

配管工事 △

コントロール配管配線工事 ×

機器基礎工事 ×

機器搬入据付費 △

地熱採熱井 ◎

運搬雑費 ×

現場管理費 ×

地中熱システムコンサル費 ×

設計費 ◎
諸経費 ×

工事内容

 
システム条件 

・既存温泉を熱源として利用した空水冷式ヒートポンプ（ビルマルチ型）にて冷暖房を、空水冷式給湯器にて夜

間貯湯し給湯を行う 

・冷暖房の室内機コントロールは各室個別及び事務室集中コントロール併用とし、給湯はタイマー制御にて行う 

・地中熱採取は既存施設の温泉利用方式とする 

参照：株式会社アースリソース 

・地中熱利用ヒートポンプは、夏期は冷房、冬期は暖房や温水などにそれぞれエネルギーを使

用する場がないと効率が良くないため、年間通してエネルギーの消費が見込める施設に設置

することが望ましい。 
・石油・石炭などの化石燃料を使用しないため、ＣＯ2 の排出が抑制される。また、ヒートポ

ンプを用いて高効率な運転を行うため、電力消費量の大幅な削減ができる。 
○導入が考えられる候補： 

・地中熱利用ヒートポンプ 

工事総額     10,000 万円 

補助対象工事金額  7,800 万円 

補助金（1／3）   2,600 万円 

・30 室のホテル 

・空調・給湯工事見積り 

・既存温泉を熱源として利用 
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4.5 まとめ 

（１）新エネルギー導入検討 

2007年冬（2006年12月～2007年2月）の日本の平均気温の平年差は＋1.52℃と、冬の気温とし

ては統計を開始した1899年以降で、第1位タイとなった。 
この冬の日本が記録的な高温となったのは、背景に二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴

う地球温暖化の影響があるとみられる。 
地球温暖化を遅らせるためには化石燃料の消費を減らし、石油代替エネルギーである新エネル

ギーの利用を進めることが必要である。 
石油資源の高騰や将来における枯渇、地球温暖化防止への貢献などの大きな視点に立てば、新

エネルギー導入の必要性は高い。 
一方、現在開発されている新エネルギー機器については、費用対効果あるいは事業採算性の面

から判断すると、大規模な風力発電と都市部での廃棄物発電などを除いては必ずしも良い条件に

あるとはいえない。しかし、新エネルギーの導入に当たっては、事業の採算性のみではなく、エ

ネルギーと地球の将来までを考えて総合的に判断する事が必要である。 
軽井沢町では大規模な新エネルギーは見当たらないことから、事業としての大規模な売電や熱

利用は困難である。しかし、住民レベルでの利用促進のため、啓発や教育を目的としたペレット

ストーブや太陽光発電等の小規模な新エネルギー機器の導入を進める。また、クリーンエネルギ

ー自動車は買い替え時での切り替えにより導入を推進することが重要である。 
なお、その際費用対効果は重要視せず、地球温暖化防止等への具体的な啓発効果を求めて導入

を進める必要があると考えられる。 
将来のエネルギー多消費型の施設を建設する場合には、地中熱利用システムやバイオマスエネ

ルギーなどの新エネルギー利用を前提として計画・設計することが考えられる。 
 

（２）補助制度の活用（資料編参照） 

新エネルギー機器の導入に関連する補助制度は、各省庁、財団法人が多様なものを用意してお

り、その補助条件にも注意する必要がある。 
また、補助制度の実施期間が限定されているものがほとんどであり、常に 新の情報を把握し、

有効な補助制度の積極的な活用を検討する。 
 

（３）省エネルギーの必要性 

町有施設のエネルギー使用料から電力と熱の使用状況を推察すると、風越地区のスポーツ施設

および町立病院などでエネルギーが多く使用されている。今後は地球温暖化防止の観点からもエ

ネルギー消費量の削減等により省エネルギーに努める必要がある。この省エネルギーは施設に関

わる人たちが全員で実施する必要があるため、省エネルギーを実践するための意識改革や仕組み

作りが必要となる。 
これらの仕組みを構築するための一つの手段として「地域省エネルギービジョン策定調査」が

あり、NEDOの100％補助事業として実施することができる。この調査では町内のエネルギー消

費量や省エネルギー行動・意識などについて調査し、町内のエネルギー消費や省エネルギー行動

などの実態を明らかにし、今後の省エネルギーの推進計画を立案する。この結果から、エネルギ

ー使用量の多い施設等についての省エネルギー対策は、次年度に「地域省エネルギービジョン策
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定調査の重点テーマ」としてNEDO100％補助事業として実施することができる。この調査の中

で、対象を絞ってより具体的に対策を検討することができる。 
省エネルギー対策としては、エネルギー機器やエネルギー利用方式の変更が考えられ、コスト

削減の観点からESCO事業※としての取り組みも研究することが考えられる。 
さらにESCO事業を別会社で事業として実施しようとする場合は、事業計画の立案部分につい

て「地域省エネルギービジョン事業化フィージビリティ調査」としてNEDO100％補助事業とし

て実施することができる。 
 
このようにして、ESCO事業等によるエネルギーの節約（エネルギーコスト削減）につながる

施策を実行すれば、町の財政と省エネルギーを通じて地球温暖化の両方に貢献することができる

ので、今後は、これらのNEDOの補助事業を利用して省エネルギーを推進することが必要である。 
 

※ ESCO(Energy Service COmpany の略。エスコと読む)事業とは、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である。 

また、ESCOの経費はその顧客の省エネルギーメリットの一部から受取ることも特徴となっている。 
 




