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青森県のエネルギーマップ①
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青森県のエネルギーマップ②

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
発機構（NEDO） HP

（著作権の関係でURLのみ掲示）

https://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/case/area
_02.html



弘前大学でのエネルギー教育①

1. 原子力関係の学科はない

→ 医学部保健学科放射線技術科学専攻

（被ばく医療連携推進機構）

https://remcp.hirosaki-u.ac.jp/

2. 理工学部 自然エネルギー学科

https://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~dep06/

3. 地域戦略研究所 新エネルギー研究部門

https://www.iri.hirosaki-u.ac.jp/sections/sustainableenergy



弘前大学でのエネルギー教育②

教養教育（全学教育）

青森の経済・産業－原子燃料サイクルの理解

青森の多様性と活性化－原発・核燃と地域社会

工学の世界－再生可能エネルギーの物理入門

環境と生活－人類とエネルギー

環境と生活－総合エネルギー学

環境と生活－放射線の理解

環境と生活－環境と生活A



環境と生活－環境と生活A（15回）

青森原燃テクノロジーセンター（日本原燃）・1回

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）・1回

日本科学技術振興財団・1回

日本原子力産業協会・1回

六ケ所げんねん企画・1回（演習）

日本原燃視察・5回（1日）

経済産業省資源エネルギー庁・2～3回



大学生のワークショップ①



エネルギーシステムタイト

ル

２０５０年にカーボンニュートラルを目指す日本の電源構成を考えて、グラフに書いてみよう。

電源構成のタイトルや、想定される社会の各発電の選定や割合、また、なぜそのようにしたのかについて記載してくだ

さい。

火力発電 (          )%

[内訳:石炭(        )%・石油(        )%・ LNG (        )%・その他

（ ）%]

[理由]    （例：CO2排出を削減、ゼロにするシステムなども検討。）

原子力発電 (          )%

[理由]

再生可能エネルギー (          )%

[内訳:水力発電( )％ ・ 太陽光発電 (   )% ・ 風力発

電 (  )%

バイオマス発電 (  )% ・ 地熱発電 (          )%]

[理由]（例：自然変動電源の課題を克服する視点も検討。）

その他 など（例えば水素発電、海流発電など海洋エネルギー、分散型、

蓄電 等）

(   ) (          )%

[理由]

2050年カーボンニュートラルを目指すエネルギーシステム（電源構成）を考えよう!!



野心的複線シナリオの具体

原子力 石炭 LNG 太陽光
(メガ)

風力
(陸上)

10円~
12円

14円

24円
22円

7円
8~9円

火力 再エネ

水素・メタン化等
でゼロエミ化

蓄電池・水素利用等
で脱火力依存・ゼロエミ化

原子力 水素 メタン化 再エネ
蓄電池

再エネ
水素

10円~

~200円

~130円

100円

＜発電コスト:足下 → 2030年＞

60円

＜システムコスト:足下→2050年＞

発電コストから
脱炭素化システムコスト検証へ

ベンチマークコスト
(ベースの場合:10円)

発電コストからシステムコスト検証へ 30年単一ターゲットから50年複数ゴールへ

直線的取組

～2050年 野心的複線シナリオの例
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ピーク
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※第９回エネルギー情勢懇談会資料より（数字は概数）

※発電コスト検証WGより
※火力は2014年モデルプラントの値
※再エネの2030年は目標値
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大学生のワークショップ①

経済産業省HP（著作権の関係でURLのみ掲示）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas
/nuclear/001/edu/future_ene/2021/hirosaki.html



大学生のワークショップ②



当該エネルギーシステムのタイトルを漢字一文字で表す

と・・・

２０５０年にカーボンニュートラルを目指す日本の電源構成を考えて、グラフに書いてみよう。

想定される社会の各発電の選定や割合、また、なぜそのようにしたのかについて記載してください。

火力発電 (          )%

[内訳:石炭(        )%・石油(        )%・ LNG (        )%・その他

（ ）%]

[理由]    （例：CO2排出を削減、ゼロにするシステムなども検討。）

原子力発電 (          )%

[理由]

再生可能エネルギー (          )%

[内訳:水力発電( )％ ・ 太陽光発電 (   )% ・ 風力発

電 (  )%

バイオマス発電 (  )% ・ 地熱発電 (          )%]

[理由]（例：自然変動電源の課題を克服する視点も検討。）

その他 など（例えば水素発電、アンモニア、海流発電など海洋エネル

ギー、分散型、蓄電 等）

(   ) (          )%

[理由]

2050年カーボンニュートラルを目指すエネルギーシステム（電源構成）を考えよう!!

【2050年の電源構成】
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2050年 カーボンニュートラルを目指すエネルギーシステム（電源構成）を考えよう
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火力 再エネ 原子力 その他
グループ１

エネルギーシステムひともじ 進
理由：再生可能エネルギーの新たな領域に進むように
火力20％（内訳石炭3％石油5％LNG10％その他2％）

再エネ50％（内訳水力5％太陽20％風力10％バイオ10％地熱5％）

原子力20％ その他10％（内訳：水素10％））

グループ２

エネルギーシステムひともじ 衡
理由：平衡の衡で、一つのエネルギーに偏らないという意味
火力25％（内訳：石炭12％石油2％LNG10％その他1％）

再エネ45％（内訳：水力7％太陽23％風力8％バイオ6％地熱1％）

原子力25％ その他５％（内訳：水素発電等5％））

グループ３

エネルギーシステムひともじ 可
理由：日本の技術力により目標達成を可能とすることから
火力20％（内訳：石炭10％石油0％LNG10％その他0％）

再エネ50％（内訳：水力15％太陽20％風力5％バイオ5％地熱5％）

原子力20％ その他10％（内訳：海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ10％）

グループ４

エネルギーシステムひともじ 安
理由：安心-安全-安定供給-安いコストで電力供給できるように
火力38％（内訳：石炭15％石油2％LNG20％その他1％）

再エネ26％（内訳：水力9％太陽10％風力2％バイオ4％地熱1％）

原子力30％ その他6％（内訳：水素6％）

グループ５

エネルギーシステムひともじ 恒
理由：いつまでも変わらない安定したエネルギー
火力60％（内訳：石炭25％石油8％LNG27％その他0％）

再エネ25％（内訳：水力8％太陽10％風力3％バイオ3.8％地熱0.2％）

原子力15％ その他0％

グループ６

エネルギーシステムひともじ 優
理由：再生可能エネルギーを増やして地球に優しいエネルギーから
火力25％（内訳：石炭10％石油0％LNG15％その他0％）

再エネ45％（内訳：水力10％太陽20％風力5％バイオ5％地熱5％）

原子力30％ その他0％

グループ７

エネルギーシステムひともじ 安
理由：安定供給と安いコストから
火力50％（内訳：石炭15％石油5％LNG30％その他0％）

再エネ27％（内訳：水力8％太陽12％風力5％バイオ1％地熱1％）

原子力20％ その他3％（内訳：水素発電3％）

グループ８

エネルギーシステムひともじ 希
理由：将来核融合発電の稼働に希望をこめて
火力40％（内訳：石炭10％石油10％LNG20％その他0％）

再エネ15％（内訳：水力10％太陽1％風力1％バイオ2％地熱1％）

原子力40％ その他5％（内訳：核融合5％）



～受講者の声～

・青森県が風力日本第1位であることに驚くとともに、日本の再生可能エネルギーの導入が進んで

いることに意外性があり印象に残った。

・2050年までに温室効果ガスの発生を実質的に0%にするというのが自分は今まで無理だと思って

いたので今後どうなるか気になる。

・カーボンニュートラルについて実際に自分たちで考え､気候変動についてさらに考えることがで

きると感じた。

・日本の理想の電源構成について考える際に、今まで注目していなかった側面が見えてきた。

・ひとつの発電に頼るのではなく､様々な発電を混ぜていくことが大切ということ。再生可能エネ

ルギーで全部を賄うことはできないと思う。



教育学部でのエネルギー教育

次世代へのエネルギー教育

→ 小・中・高等学校へ

教員養成を通じての人材育成

「エネルギー」は多教科・教科横断

→ 中学校・高等学校理科教員免許科目

①実験科目での「放射線教育」

原子力文化財団

②エネルギー関連のセミナー

六ケ所げんねん企画





青森県でのエネルギー教育

小・中・高等学校教員との連携

→ 技術教育研究所（福眞千登勢 所長）

→ エネルギー教育地域会議

青森県ネットワーク会議

藤田成隆 先生（八戸工業大学）



東北地方でのエネルギー教育

地 域 東北 活動名 第1回運営委員会

日 時 令和元年８月３０日(金) １３：００～１５：００

会 場 ＴＫＰガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム３０Ｃ

参加者

【代表】今村哲史（山形大学大学院）
【委員】石川哲夫（医療創生大学）、板橋夏樹（宮城学院女子大学）、菅原正則

（宮城教育大学）、長南幸安（弘前大学）、藤田成隆（八戸工業大学）
【オブザーバー】安住信也（東北電力株式会社）、高橋弘之（東北経済産業局）
【資源エネルギー庁】奥戸務（調査広報室室長補佐）
【事務局】堤圭司（新･エネルギー環境教育情報センター）、岡崎友子（エネル

ギー教育推進事務局）

内 容
プログラム
議 事

議事（1）令和元年度エネルギー教育推進事業について
議事（2）令和元年度地域会議の活動について
【議事要旨】
議事（1）令和元年度エネルギー教育推進事業について
・今年度より前代表の推薦を受け、新代表として山形大学大学院今村教授が就任
した。

・今年度も東北地域は各県ごとにネットワーク会議として活動していく。（予算
目安：１県２５万～３０万）

・グループ・個人への実践活動の支援については、それぞれの県でも積極的にお
声がけいただき、各県代表を通して事務局に連絡いただく。支援の対象は報
告書、教材等成果物として残るものにつながる活動が望ましい。

議事（2）令和元年度地域会議の活動について
・青森県：例年開催している日本教育新聞社主催のエネルギー・環境教育シンポ
ジウムに今年度より正式に青森県ネットワーク会議が共催となった。（昨年
度までは後援）今後は日本教育新聞社にも青森県ネットワーク会議に参加し
ていただき、エネルギー教育の拡大を図る。

・宮城県：地域会議としての活動ではないが「サイエンスディ」への出展等を
行っている。

・宮城県：元モデル校の仙台市立南小泉小学校の公開研究会シンポジウムにシン
ポジストとして出席予定。

・山形県：旧実践校を含め、元モデル校へ研究実践支援の周知や勉強会を始める
など移動や担当者変更などによりエネルギーから離れてしまった先生方をも
う一度掘り起こしていきたい。

・福島県：大学名称が変わったが、エネルギー環境教育研究会を教授会でも認め
てもらえているので引き続き活動を行う。ネットワーク会議の主要メンバー
と会議を持ち今年度の方向性を決めていきたい。

・東北地域内だけでなく、他地域でも参加可能なセミナー、施設見学会等は運営
委員を含めネットワーク会議関係者にも周知する。


