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波照間島について

石垣島などからなる八重山諸島のひとつで、

那覇市から約470kmも南に位置する日本最南端の有人島。

約470kmという距離はほぼ東京⇔大阪間と同じくらい。

面積12.73 km2[1]、人口は482人

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E7%85%A7%E9%96%93%E5%B3%B6#cite_note-1


波照間小中学校について

• 小学生（ ２８ ）名 ・中学生（ １７ ）名 ・ヤギ（ ９ )頭



ロボットづくり と エネルギー



ロボットづくり と エネルギー



栽培 と エネルギー



栽培 と エネルギー



ＬＥＤ電球 と 白熱電球



波照間のエネルギーについて①

• 重 油(内燃力)（年間９０%～８５%）

• 再エネ(風 力、太陽光）(年間１５%～１０%)



風力発電



波照間のエネルギーについて②

• 再エネ(風 力)

１１月（一番稼働している）（５０%）

(参考)令和２年１１月
（１０日間：風力発電で１００%波照間島の電気をまかなった）

・風車（２基）→２台合わせて（２４５ｋｗ)

・太陽光（１０ｋｗ）



波照間のエネルギーについて③

※風車の話

• 可倒式（かとうしき）・・・２枚羽

• メリット・・・台風の時に対策として、また、修理するときに、
修理しやすい

• 写真あり



可倒式 風車



沖縄の未来のエネルギーを考えよう

～ペットボトル風車及びコンデンサーカー
の工作・実験を通して～



清水洋一 教授による 出前授業

沖縄の未来のエネルギーを考えよう
～ペットボトル風車及びコンデンサーカー

の工作・実験を通して～

日 時：平成30年11月12日（木）

場 所：伊江村立伊江中学校



夜の地球



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1%



火力発電のしくみ

（電気事業連合会 ホームページより）

石炭や石油、天然ガスをボイラーで燃やして

水を沸騰

蒸気の力を使ってタービンを回転

タービンには発電機
がつないであり、
これで電気をおこす



火力発電の仕組みを
模型で確かめよう！
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一般電気事業者の
最大出力

沖縄県と全国の発電方法

（総務省統計局 ホームページ 統計データ > 日本の統計 > 第10章 エネルギー・水 より）

現在の

沖縄の発電は、

主に

火力発電



（電気事業連合会 ホームページより）

超高電圧に昇圧されてから送電線に送られ、
みなさんの家庭に届いています。

火力発電所から家庭まで

100V



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



地球温暖化になると・・・
～もう温暖化は始まっています～

写真：全国地球温暖化防止活動推進センター温暖化写真館

海面が上昇し沈んでしまう国もあります

氷河が溶けだし、海面が上昇します

太平洋にある小さな島などがしずんでいく……



地球温暖化になると・・・
～世界中で、もう温暖化が始まっています～

今まで湖だったところが・・・
台風は大型化し、被害が広がります。
沖縄にくる台風も大型化しています。

写真：全国地球温暖化防止活動推進センター温暖化写真館



サンゴ礁ではサンゴや魚
など生き物がたくさん
見られる。

温暖化によるサンゴの白化現象
が続くと、生き物が見られなく
なる。

地球温暖化になると・・・
～沖縄では～



地球温暖化の影響は身近なところでも起こっています(1)

多雨による地すべり(中城村)2006年6月10日



気象庁HP参照

地球温暖化の影響は身近なところでも起こっています(2)

那覇市泊の遊歩道が冠水した様子

異常潮位によって冠水した那覇空港内の気象観測露場の様子



巨大台風の発生（国立情報学研究所HP参照）

地球温暖化の影響は身近なところでも起こっています(3)



210 234 256 274 275 256 

180 

279 
345 352 370 360 

189 

261 

303 303 310 
305 

248 

345 

342 342 
347 

336 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

１９９０年度 ２０００年度 ２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 ２００８年度

沖縄県
（万トン－ＣＯ２）

全国
（万トン－ＣＯ２）

二酸化炭素排出量の推移

京都議定書
基準年

(100)

京都議定書
基準年

(100)

(152) (105)

52％増
（2008年度）

5％増
（2008年度）



1,257

（万t-CO2）

全国比1.2％

産業部門
20％

民生部門
53％

運輸部門
25％

1,059

（万t-CO2）

全国比1.2％

産業部門
41％

民生部門
37％

運輸部門
22％

沖縄県 全国

二酸化炭素排出構成家庭と交通 産業

家庭･スーパー
など

交通
産業



家庭内での電気消費ランキング

1位 エアコン

2位 れいぞうこ

3位 しょうめい

4位 テレビ

5位 電気カーペット

家
庭
内
電
気
消
費
の

約
７
割



●電力：Ｗ（ワット）とは、

電化製品を動かすのに必要な電気の力

●電力量：Ｗｈ（ワットアワー）とは、

電化製品を動かし続けるのに必要な電気の量

電力の表示
テレビなどの電化製品
の後ろにこのような表示
があります。

電化製品が使う電気











模型コンデンサーカーの製作



風車・手回し・太陽光発電で発電し、
コンデンサーカーに電気を溜めて走らせよう！

風力発電 手回し発電



・４つのグループに分かれ、それぞれの発電を体験する。

※今回使用するコンデンサーの定格電圧は２．５Vなので、
それ以上にならないように、
テスターで電圧を測りながら行ってください。

特に、手回し発電は、すぐに電圧が高くなるので、
気をつけてください。



発電・省エネ体験コーナ
①コンデンサーカー走行実験

①-1 手回し発電で蓄電

①-2 ペットボトル風車で蓄電

②ペルチェ素子を用いた温度差発電

②-1 電気を熱に変えてみよう

②-2 掌の熱で温度差発電

②-3 お湯で温度差発電(エネルギー変換実験器)

③ペダル式発電（白熱電球・LED電球の消費電力）



新エネルギーとは

・「新エネルギー」

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。

・「その意義」
エネルギーの自給率向上、地球温暖化対策、地域経済の活性化への貢

献が期待できる。

太陽光発電、バイオマスエネルギー利用等は、県民一人一人が創エネ

（エネルギー供給）に参加する機会となる。

地域（市町村）の創意工夫を活かすことができる。



新エネルギーの種類 

 
（新エネルギー財団パンフレットより）



再生可能エネルギー

・再生可能エネルギーとは、
「エネルギー源として永続的に利用する
ことができると認められるもの」

である。

・再生可能エネルギーは、
資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に
地球温暖化の原因となる
二酸化炭素をほとんど排出しない

優れたエネルギーである。 出展：資源エネルギー庁



各国の排他的経済水域等の面積と国土面積の順位

出典：水産庁 我が国周辺の漁場と水産資源
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h22_h/trend/1/t1_1_2_1.html）

世界各国の海の面積



出展：外務省



日本の排他的経済水域面積

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



引用：京セラ（http://greenpost.way-nifty.com/softenergy/2013/11/70mwp-f3d0.html）

洋上メガソーラー発電

http://greenpost.way-nifty.com/softenergy/2013/11/70mwp-f3d0.html


洋上風力発電について

デンマークの洋上風力発電
・・沿岸部が遠浅なため海上に
風車が設置できる

＊景観や騒音問題の回避が可能

ミドルグロン洋上風力発電所

沖縄県には、まだ洋上風力発電所はない

しかし、沖縄県は四方を海に囲まれた地理的条件を活かして、
洋上風力発電を設置することにより電力を賄うことが可能であ
る。

http://chikyuza.net/archives/11099/20110617_011
http://chikyuza.net/archives/11099/20110617_011


・洋上風力発電⇒風の力（空気の運動エネルギー）

・波力発電⇒波の上下動（海水の位置エネルギーと運動エネルギー）

・海洋温度差発電⇒海水の表層と深層の温度差（熱エネルギー）

・潮汐力発電⇒潮の満ち引き（海水の位置エネルギー）

・潮流発電⇒潮の流れ（海水の運動エネルギー）

・ﾊﾞｲｵ燃料・発電⇒海洋ﾊﾞｲｵﾏｽ（化学エネルギー）

＊沖縄県は広大な海に囲まれており、海洋エネルギーを利用することで、

枯渇エネルギー（化石燃料）への依存度を減らすことができる！！

海洋の再生可能エネルギー



まとめ
・「エネルギー問題」 (エネルギー自給率は、日本全体では8.6％、沖縄県は約1%)

・「地球温暖化問題」(パリ協定(COP21)において、日本は2030年までに温室効果ガスを
2013年比で26%削減することを公約)

＊世界全体で、2050年までに50％、今世紀末までに80％削減を目標

・「食糧問題」 (日本全体では39%、沖縄県は29%)

・私たちの生活の中で、自分に何ができるのだろうか・・・。
一人一人が正しく理解し、良く考えて、できることから始めることが大事です。

・沖縄県がスマートアイランドになることを目指して、
次世代を担う皆さんが将来大人になって、
沖縄県内にクリーンエネルギー産業を興し、エネルギー生産や
スマートグリッド技術、グリーン製品開発などを担う人材になって欲しい！！



再生可能エネルギーは
全発電量の約３％

出展：平成25年 沖縄県エネルギービジョン ｐ29

沖縄県の
再生可能エネルギー年間発電量の構成比（推計値）

約９７％は化石燃料！



出前授業 風景



生徒の感想①



生徒の感想②



生徒の感想③



生徒の感想④



新聞にも掲載されました



清水 洋一教授をはじめ、
琉球大学の「エネルギー環境教育」
に関わる先生方
いつもご支援、ご指導ありがとうございます。



ご静聴どうもありがとうございました。


