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沖縄エネルギー環境教育研究会

• 平成18年度地域拠点大学として3年間（平成18年度～20年
度）、 「沖縄エネルギー環境教育研究会」を立ち上げて、エネ
ルギー環境教育に関する普及･啓発及び研究・実践を行った。

• 21年度からは、「九州･沖縄地区エネルギー教育推進会議」と
連携し、取り組みを継続し推進している。

• １）地域社会におけるエネルギー環境教育の普及･啓発活動

• ２）小中高・大学におけるエネルギー環境教育の研究・実践

• ３）エネルギー環境教育のネットワークの拡大・強化

• ４）エネルギー環境教育の人材育成



沖縄エネルギー環境教育研究会



・島嶼県・沖縄はエネルギー資源の殆どを石油・石炭・LNG等の化石燃料
に依存しており、エネルギーの安定供給(エネルギー自給率約2%)、経済的
負担、環境負荷の課題がある。

・2015年のCOP21において、「パリ協定」が採択。日本は2013年比で、2030
年までに温室効果ガスを26%削減を約束。その為の電源構成は、「第5次
エネルギー基本計画」に依ると､2030年度において、再エネを22~24%、原
子力を20~22%、化石燃料を56%と設定。

・2021年のCOP26において、「グラスゴー気候合意」を採択。気温上昇を
1.5℃に抑える努力を追及する。排出削減対策の取られていない石炭火力
の段階的削減へ努力する。

・持続可能な社会を実現する上で、再生可能エネルギー、地産エネルギー
等（水溶性天然ガス、消化ガス等）の導入・拡大をより一層推進する必要
がある。

はじめに





夜の地球



沖縄電力設備の状況（発電設備：2,147,195kW）

汽力発電所(5)： 1,629,000kW
ｶﾞｽタービン発電所(5)：326,000kW
内燃力発電所(13)： 189,880kW

出典：沖縄電力CSRレポート2020



石垣島系統の概要

出典：沖縄電力CSRレポート２０２０



石垣島の電力系統

• 石垣島系統は沖縄本島の南西約450kmに

位置する石垣島に発電所を設置し、その周
辺離島（竹富島、小浜島、黒島、西表島、新
城島、鳩間島、由布島）に電力を供給してい
る（前スライド）。カバーするエリアの総面積
は約543.86平方kmで、2015年3月末時点で
約2万5000世帯、総人口約5万2000人が利
用する電力を支えている。2014年度の最大
電力（送電端）は6万1884kW。



石垣第二発電所6号機の
発電設備 (18,000kW)

出典：沖縄電力HP



石垣第二発電所6号機

• 沖縄電力は石垣島系統の供給力確保に
向け、2014年1月から増設工事を進めてい
た石垣第二発電所6号機の営業運転をこ
のほど開始した（前スライド）。同6号機はド
イツのDiesel＆Turbo社製の単動4サイクル

無気噴油式の過給機付ディーゼル機関が
動力源で、発電機には明電舎製のTIC-AF

を設置。出力は1万8000kW（キロワット）で
、燃料にはC重油を用いる。



沖縄電力の電源構成(平成29年度実績)

電力の自給率：約6% エネルギー自給率：約2%
2020年度の目標値(7.9%)
2030年度の目標値(20.4%) 出典:沖縄県EV2020



出典：沖縄電力HP



新電力販売電力量シェア

ガスエネルギー新聞 2021年(令和3年)9月27日 5面

2016年(平成28年)4月1日以降、電気の小売業への参入が全面自由化された。
沖縄県における新電力へのスイッチングによる販売電力量のシェアは、2021
年6月現在10.0%に増加している。



電気事業者別のCO2排出係数（平成28年度実績）

平成29年12月21日環境省の公表資料に基づく

2020年度：0.735(0.705)
( )内はFIT等に係る調整
を反映した排出係数
単位：kg-CO2/kWh

出典：2021沖縄電力グループ統合報告書



出典:沖縄県エネルギービジョンアクションプラン(平成25年度沖縄県)

電力38.6% 電力42.1%



日本のエネルギー政策の基本

日本のエネルギー2018：経済産業省・資源エネルギー庁



２０３０年の
電源構成



新エネルギーの種類
自然のプロセス由来で枯渇することのない、太陽、風力、バイオマス、 地熱、水力などから

生成される「再生可能エネルギー」のうち、
技術的には導入段階にあるが、コストが高いためにその普及のために支援を必要とするもの

 

 （新エネルギー財団パンフレットより）



沖縄タイムス 2012年(平成24年) 12月15日（土） 朝刊 8面

電源 発電単価

（円/ｋWh）

設備利用率

原子力 ４.８～６.2円 70～85％

太陽光 ４９円 １２％

風力 ９～１４円 ２０％

出典：日本のエネルギー２０１０
（経済産業省資源エネルギー庁），ｐ２５

年間発電電力量；
稼働率を考慮すると、
１００万kW原発１基と置

き換えるには、６～７倍
の設備容量が必要



沖縄県のエネルギー自給率を高め
る取組及び温暖化対策について

• ①メガソーラー(普天間飛行場)※推算値

• ②可倒式風車

• ③浄化センターにおけるバイオガス発電

• ④水溶性天然ガス(奥武山運動公園内)

• ⑤中城バイオマス発電所※温暖化対策

• ⑥洋上メガソーラー発電

• ⑦洋上風力発電

• ⑧海洋温度差発電(久米島)



基地跡地(37施設)をメガソーラーや
風力発電所として利用

（沖縄県HP・基地対策課より）

ホワイトビーチ：桟橋や海岸
線を利用して風力発電を行う

施設面積：23,681.2ha(県土面積の約10.4%)

普天間飛行場
(面積：481ha)



牧港火力発電所

汽力発電：465,000kW

ガスタービン発電：163,000kW

合計出力 628,000kW

普天間飛行場
（48１ha）

牧港火力発電所
（18.3ha）

普天間メガソーラー発電所

太陽光発電所：321,600kW （67W/m2）

風力発電所： 14,000kW

※ エネルギー密度＝3.43kW/m2 太陽光発電の約50倍

(出典：環境行動レポート2011, 牧港発電所パンフ1999)



普天間飛行場の広さに太陽光発電所を設置する場合

参考：太陽光の入射エネルギー１kW/㎡、太陽光パネルの
モジュール変換効率15％、設備利用率12％とする。

普天間飛行場の面積480ha（＝4.8k㎡＝4.8×106 ㎡）
における発電容量は、

4.8×106（㎡）×0.067（kW/㎡）＝3.216×105kW（約32万kW）

１年間の発電電力量は、

3.216×105（kW）×0.12×365(day)×24(hour)≒3.38×108kWh

（＝3.38億kWh）
沖縄電力の販売電力量75億kWhの

3.38/75＝0.045(4.5%)

4.5%（約94,000世帯分）を賄うことができる（但し、300kWh/月/世帯を仮定）

＊沖縄の基地（総面積：23,681ha)を全て太陽光発電所にすると、系統連係
の問題を無視した場合は、

沖縄県の消費電力量の220%（4.5%×23,681/481）の発電が可能。

メガソーラーの施工実績

設備利用率



日本初への挑戦！可倒式風車（245kW）

フランスのベルニエ社製：ブレード直径32ｍ、高さ38ｍ

• 波照間島：2基（平成21年12月運開） 島の電力の約20％を賄っている

• 南大東島：2基（平成23年2月運開） 島の電力の約10％を賄っている

• 粟国島： 1基（平成26年6月運開） 年間発電量が約44万kWh、120世帯分の
電力を供給、島全体の約4分の1の電力をカバーしている

• 多良間島 ：1基（平成27年10月運開）

• ※『新しい視点で見つめ、考え抜かれた風車は、今日も離島の人々に電気を
作り続けている。可倒式風車のさらなる可能性は、沖縄の未来につながって
いくだろう。』

（出典：沖電プロジェクト03～可倒式風力を設置せよ～）



沖縄県流域下水道におけるバイオマス発電事業

・那覇市浄化センター（みずクリン那覇）

昭和58年度に第1号機（270kW）、平成2年度に2号機（270kW）、平成7年
度に3号機（270kW）、平成22年度に4号機（400kW）の消化ガス発電を設
置し運転。最大出力は1210kW。
平成25年度は、消化ガスの89%を有効利用しており、場内で使用する電力
の約40%を賄っている。

・糸満市浄化センター

官民連携によるエネルギー地産地消に向けた「バイオガス（消化ガス）を活
用した発電及び排熱活用事業」。
消化ガス・コージェネレーション・システムを設置し、2019年4月の商業運転
を開始する予定。
最大出力125kW（定格出力25kW×5台）で排熱を製塩工程に活用する。予
想年間発電量は、初年度97万kWhを見込む。
FIT活用（売電単価：39円/kWh）

出典：「再生と利用」（平成27年4月）
https:/www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/PPP/news/0710008000



官民連携によるバイオガス（消化ガス）発電

出典：Press Release(詳細版) 平成28年4月13日 沖縄県土木建築部下水道課





•げｇｇ ・埋蔵量：92.8億m3 (地球科学総合研究所による試算)
・可採埋蔵量を原始埋蔵量の約半分とすると、
利用可能量は 約46億m3 と見積もられる。
・技術的・経済的に見合う利用方法として、
ガスコージェネ、燃料電池コージェネ、CNG自動車
などが考えられる。

沖縄本島中南部天然ガス埋蔵量

出典:天然ガス資源有効利活用調査研究報告書(平成28年3月)
那覇市環境政策課、東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)



出典:天然ガス資源有効利活用調査研究報告書(平成28年3月)
那覇市環境政策課、東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)



出典:天然ガス資源有効利活用調査研究報告書(平成28年3月)
那覇市環境政策課、東京ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)



中城バイオマス発電所（出力:49,000kW）

2021年7月に運転を開始
燃料使用量：パームヤシ殻（PKS）、木質ペレットなど､年間約20～25万トン
年間発電量：一般家庭約11万世帯分の年間消費電力に相当する約35万
MWh（メガワット時）を見込む。
CO2削減効果：年間約27万200トンを見込んでいる。

出典：スマートジャパン

https://image.itmedia.co.jp/l/im/smartjapan/articles/1810/10/l_rk_181010_baio02.jpg
https://image.itmedia.co.jp/l/im/smartjapan/articles/1810/10/l_rk_181010_baio02.jpg


①宮古島、伊江島における、サトウキビ廃糖蜜からのバイオエタノール製造及び

E3・E10燃料の普及・拡大

②県内各地における廃食用油からのBDF精製・利用

③木質バイオマス（建設廃木材）の石炭火力発電への3～5％混焼利用

④宮古島で、太陽光・風力発電、蓄電池等による電力供給する、マイクログリッド実証実験

⑤地域のバイオマス資源を活用したBTL（バイオマス液体燃料）製造及び電力・熱供給を

行うエネルギーの地産地消モデルの構築に関するFS事業

⑥久米島における、100kW級OTEC（海洋温度差発電）の実証試験

⑦糸満浄化センターから生成する消化ガス(CH4：60%､CO2：40%)燃料で125kWの発電事業

⑧ユインチホテル南城で水溶性天然ガスを燃料に50kW(25kW×2台)のコージェネレーション

⑨大幸産業が廃食用油を燃料に320kW(160kW×2台)の発電事業

⑩ロワジールホテル那覇で水溶性天然ガスを燃料に100kW(25kW×4台)のコージェネレーション

⑪具志川浄化センターで消化ガスを燃料に300kW(60kW×5台)の発電事業

⑫宜野湾浄化センターで消化ガスを燃料に1,460kW(365kW×4台)の発電事業

⑬奥之山公園内で水溶性天然ガスの試掘試験 ⇒コージェネの燃料？天然ガス自動車？

⑭波照間島におけるMGセット(300kW)を用いた再エネの導入拡大を目指した実証研究事業

沖縄県における様々な取り組み状況(まとめ)



地球温暖化防止とサンゴ保全
に関する国際会議

・石原伸晃環境相は、温暖化の影響を受
けやすい島しょ国に再生可能エネルギー
の導入やサンゴの保全などを包括的に支
援する方針を表明

・国連の気候変動に関する政府間パネル
(IPCC)のラジェンドラ・パチャウリ議長は、

今後、世界の島しょ国にどんな影響を与
えるか、気候変動へ認識を深めることが
必要

・温暖化(気候変動)の影響を避けるため
に、再生可能エネルギーの開発が重要

・海洋エネルギー：波力､潮差､潮流､
海流､海洋温度差､塩分濃度差

沖縄タイムス 2013年(平成25年) 6月30日（日） 総合１面



日本の排他的経済水域

引用：海上保安庁＜http://www.kaiho.mlit.go.jp/＞（2011.3.10）



















地球温暖化問題はエネルギー問題といっても過言ではない。
即ち、地球温暖化対策（気候変動対策）はエネルギー対策に他ならない。

・再生可能エネルギーのより一層の普及はもとより、水溶性天然ガス（地産エ
ネルギー）の利活用を推進する。
・エネルギー効率に優れた熱電併給により、高い省エネルギーを実現するLNG、
水溶性天然ガス(地産エネルギー)､消化ガス利活用によるコージェネレーション
の普及拡大を推進する。
・持続可能な社会を実現するためには、必要なエネルギーの安定供給、経済
性、環境性、所謂、我が国のエネルギー政策の基本である「3E+S」に基づいて、
取組を進める。
・COP21の「パリ協定」、COP26の「グラスゴー気候合意」を踏まえた、エネル
ギーの低炭素化(2030年)、脱炭素化(2050年)に向けた、再エネや水素・アンモ
ニア、火力発電所のCCS(CO2回収･貯留)、CCUS(CO2回収･利用･貯留)、関連
の技術開発や実証試験を進めて行くことが重要。
・今後、AIとIoTのディジタル技術の進展・動向についても注目する必要がある。

まとめ



持続可能な開発目標(SDGs)

出典：国連広報センター



エネルギー環境教育に関する普及啓発

第14回しきなっ子まつり

バイオマス燃料に関する出前授業・実験 海洋エネルギーに関する出前授業・実験

那覇市環境フェア(模型ソーラーカー工作)

次世代を担う子供たちが、将来においてエネルギーについての適切な判断
と行動・実践が行えるよう、エネルギー・環境に関する教育が必要である。



エネルギー体験教室
（１）クイズ（沖縄のエネルギー事情）

省エネを何のためにするのか（資源の有限
性や地球温暖化）について、 クイズ形式で説
明。
（２）実験（電力測定）

消費電力を実感してもらい、省エネ行動の
動機付けにする。
（３）工作（ペットボトルで風力発電）

風力発電の仕組みを自分で作ることにより、
理解してもらう。
（４）体験（スタンプラリー）
クイズを交えたスタンプラリー形式で、

各コーナー（手回し発電、火力発電、風力発
電、白熱・蛍光灯・LED電球の消費電力比較、
自転車発電、電子レンジでケーキ作り）

を体験し、発電の大変さや電力消費の大きさ
に気付いてもらう。
（５）省エネチャレンジシート作成

持続可能な省エネ行動の実践を決意しても
らう。

那覇市立識名小学校・４年生

浦添市立港川小学校・４年生



バイオエタノール製造の出前授業（沖縄工業高校にて）

沖縄県のエネルギー事情についての講話



出前授業・潮汐力発電実験の様子



出前授業・波力発電実験の様子



再エネ利用海水淡水化システム概要



ご清聴ありがとう
ございました。


