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はじめに
マグニチュード 9.0 を記録した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災、これに伴う福
島第一原子力発電所事故からすでに 6 年が経過しようとする今、復興から地方創生へと大
きくステージを移しています。福島県においては、
「再生可能エネルギー先駆けの地、ふく
しま」を標榜し、地域のイノベーションによる新たな産業創出を図るイノベーションコー
スト構想における一つのチャレンジとして再生可能エネルギー産業の創出を掲げ、2012 年
3 月には「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）
」を制定して、組織的に取り
組んでいます。我が国のエネルギーに関する状況は人々の認識の変化も含め、大きく様変
わりしようとしています。この新しい産業との係わりが求められていますが、個別分野の
専門人材の集合により推進されている状況にあり、技術開発の具体的な要素やメンテナン
スを含めたビジネスのありかについては不透明なところが多いと思われます。
本年度で 4 年目を迎えた文部科学省「再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中
核的専門人材の養成事業」では、平成 25～27 年度まで、再エネ分野未参入企業等から参入
企業等の従業員・若手経営層を対象とした中核的専門人材養成プログラムと事業化推進マ
ネジャー養成プログラムの開発・実証を行い、後者については本事業連携機関との共同研
究（10 件）等に発展するなど、教育と実践が同時進行してきています。今年度においては、
こうした実績を踏まえ、① 地域中小企業等の中堅人材を対象とした、専門的かつ実用的な
技術修得に力点を置いた中核的専門人材養成プログラム（地中熱利用技術者養成サブプロ
グラム（以下、SP と記載）、電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養
成 SP と、② 若手経営層を対象とした事業化推進マネジャー養成プログラム（地域型エネ
ルギー関連事業創出人材養成 SP）で構成しました。この教育プログラムの機能を高めるた
めの開発・実証を 2 年間かけて実施し、最終年度には全国に普及できる形に整備するべく
取り組みを進めて参ります。標準化した人材養成プログラムの展開、および事業の自立的
運営化の目標達成のために、いっそうのご支援をよろしくお願い申し上げます。
福島県は 2040 年には県内のエネルギー需要量に相当するエネルギーを再生可能エネルギ
ーで生み出し導入することを目標としています。環境にやさしく、持続的なエネルギー社
会の構築のために、企業、地方自治体、市民、そして大学等が目標を一つにして力を合わ
せることが求められています。

事業責任者 理事・副学長（研究・地域連携担当）
地域創造支援センター長

小
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Ⅰ．養成プログラムの概要
１．事業名称
再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する中核的専門人材の養成事業
２．事業実施期間
平成 28 年 7 月 5 日から平成 29 年 2 月 28 日まで
３．分野名
環境・エネルギー
４．代表機関
国立大学法人福島大学
５．構成員・構成機関等
１）構成機関（機関として本事業に参画する学校・企業・団体等）
構成機関（学校・団体・機関等）の名称

役割等

都道府県名

1

福島大学

代表校

福島県

2

会津大学

構成員（教育機関）

福島県

3

日本大学工学部

構成員（教育機関）

福島県

4

静岡大学イノベーション社会連携推進機構

構成員（教育機関）

静岡県

5

北陸先端科学技術大学院大学

構成員（教育機関）

石川県

6

福島工業高等専門学校

構成員（教育機関）

福島県

7

学校法人小山学園

構成員（教育機関）

東京都

8

専門学校国際情報工科大学校

構成員（教育機関）

福島県

9

産総研福島再生可能エネルギー研究所

構成員（研究機関）

福島県

10

福島県産業振興センター

構成員（関連団体）

福島県

11

福島県電子機械工業会

構成員（関連団体）

福島県

12

福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会

構成員（関連団体）

福島県

構成員（自治体）

福島県

13 福島県

２）-①養成プログラム開発・実証委員会の構成員
氏名

所属・職名

役割等

都道府県名

1

小沢 喜仁

福島大学・副学長

委員長

福島県

2

東 之弘

九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国
際研究所・教授

委員

福岡県

3

佐々木 章

学校法人小山学園・理事/統括本部長

委員

東京都

3

4

水谷 洋一

静岡大学学術院人文社会科学領域・教授

委員

静岡県

5

山本外茂男

北陸先端科学技術大学院大学産学官連携総
合推進センター ・教授

委員

石川県

6

安保 正一

大阪府立大学・名誉教授、（元）理事・副学長

委員

大阪府

7

奈良 宏一

福島工業高等専門学校・（前）校長

委員

茨城県

8

木暮 照正

福島大学地域創造支援センター副センター長

委員

福島県

２）-②養成プログラム評価・普及委員会の構成員
氏名

所属・職名

役割等

都道府県名

1

小沢 喜仁

福島大学・副学長

委員長

福島県

2

福江 一郎

三菱重工業株式会社・特別顧問

委員

東京都

3

管野 義知

委員

福島県

4

服部 靖弘

委員

福島県

5

柿崎 隆夫

日本大学工学部工学研究所・次長

委員

福島県

6

水野 和哉

専門学校国際情報工科大学校・校長

委員

福島県

7

丹治惣兵衛

福島大学地域創造支援センター特任教授

委員

福島県

8

吉田 和夫

福島県商工労働部産業創出課・課長

委員

福島県

9

景山 博

福島県商工労働部産業人材育成課・課長

委員

福島県

福島県電子機械工業会長・福島産業人クラブ
副会長（北芝電機㈱・取締役社長）
福島県再生可能エネルギー関連産業推進研
究会・会長

３）構成機関支援組織の構成員
氏名

所属・職名

役割等

北芝電機株式会社生産技術部
技術企画グループ長
富士通株式会社東日本営業本部
福島支社シニアマネージャー
株式会社ＩＨＩ東北支社復興推進グルー
プ部長

技術･経営助言、
ニーズ提供
技術･経営助言、
ニーズ提供
講師派遣･工場
見学など
経営･販路開拓
など助言
経営･販路開拓
など助言
経営改善･販路
拡大・起業など

1

渡辺 隆博

2

日高 光昭

3

小林 正樹

4

佐藤 英路

東邦銀行法人営業部主任調査役

5

齋藤 修

福島信用金庫営業推進部相談統括課長

6

渡辺 正彦

福島県よろず支援拠点コーディネーター

4

都道府県名
福島県
福島県
宮城県
福島県
福島県
福島県

４）事業の実施体制（イメージ）
環境・エネルギー分野養成プログラム体制図

職域プロジェクトＡ：「再生可能エネルギー関連産業の成長を牽引する
中核的専門人材養成」プロジェクト
・構成機関・構成員（委員）・構成機関支援組織とのコーディネート
・地域版養成プログラムの開発・実証・評価・普及の推進

養成プログラム開発・実証委員会
養成プログラム開発・実証ＷＧ
・構成員：森本ＳＣＤ・丹治委員・木暮委員（福島大学）
4 地域担当者（小熊特任教授、鈴木専門職）
・地域ニーズの把握、養成プログラムの開発・実証

養成プログラム評価・普及委員会
養成プログラム評価・普及ＷＧ
・構成員：森本ＳＣＤ・丹治委員・木暮委員（福島大学）ほか
・意欲を引き出す評価・普及の推進

実証講座（担当：養成プログラム評価・普及委員会）

・地中熱利用技術者養成講座（開催地域：沖縄、群馬）
・電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者
養成講座（開催地域：いわき、新潟）
・地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座
（開催地域：福島県中・県南）

６．概要
・地域企業等（NPO、地方自治体を含む）の中堅人材（職員）と若手経営層（管理
職）を対象に、専門的な知識と実用的な技術を修得し、ヒューマンスキルを磨き、
企業内起業マネジメントや地域活性化を推進できる力量を持った人材の育成を目的
とする。
・県内外 5 地域（県外３ヵ所、県内２ヵ所）を選定し、地域特有の課題や特性を踏
まえた実用的な｢地域版学び直し教育プログラム｣を開発し、地中熱利用、エネルギ
ーマネジメント、地域型再生可能エネルギー事業創出等講座の実証・評価を行う。
5

Ⅱ．事業の背景
原発事故被災県の福島県では、平成 32 年には県内エネルギー需要量の約 40％に相当する
エネルギーを再生可能エネルギー（以下、再エネ）で生み出し、当該分野で 7 千人規模の
雇用を創出する“再生可能エネルギー先駆けの地”計画を推進している。製造品出荷額等の推
移をみると、全県ではほぼ震災前の水準まで回復（全国レベルは震災前を超える回復）し
ているものの、原発事故被災地域は震災前の一割強程度にとどまっている。そのような状
況の中、平成 28 年度から福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想が始
動し、平成 29 年度からは福島新エネ社会構想が始動する予定である。再エネは、福島の未
来を担うこれら事業の中核的分野に位置づけられている。
国の政策に目を転じると、再エネの固定価格買取制度の段階的見直しで、国民負担を最
小化しつつ最大限の再生可能エネルギーの受け入れを進めるため、電力システム改革が実
施されている。また、エネルギー・環境制約を新たな投資につなげるため、
「エネルギー革
新戦略」が平成 28 年 4 月 18 日に決定されている。この中では、中小企業・住宅・運輸に
おける省エネルギーの強化、再エネの拡大、新たなエネルギーシステムの構築（再エネ・
省エネ融合型エネルギーシステムの立ち上げ、地産地消型エネルギーシステムの構築）が
計画されている。さらに、NEDO 調査事業「建材一体型太陽光発電（BIPV）に関する検討」
や「ソーラー充電が可能なプリウス PHV」が出現するなど、再エネの電力以外の分野への
利用が始まっている。
世界の動向では、平成 28 年 11 月 4 日発効したパリ協定を前提に、国際エネルギー機関
（IEA）が同 11 月 16 日に「World Energy Outlook 2016」を公開した。IEA の見解は、パ
リ協定が順守されれば C02 排出量の予想される伸びを抑える上で十分だが、温暖化目標に
はまだ不十分としている。また、Dr. Fatih Birol（the IEA's executive director）は「再エ
ネは発電に限定することなく、成長の可能性の非常に高い産業や建築、輸送分野での活用
（註 1）
を拡大すること」
とコメントした。この内容は、我が国の「エネルギー革新戦略」でも

述べられている。
こうした国内外の動向にも関わらず、平成 27 年度太陽電池メーカ世界シェア（トップ 10）
には日本メーカは入っていない（全社合計でトップ 10 内）
。風力発電メーカ世界シェアで
は日本メーカは１％以下（中国メーカ 28.9％）という状況にある。
以上に掲げたとおり、再エネの研究開発と設備導入を進め、かつ、電力以外の分野へ展
開を図ることが世界の潮流になるとみられ、国内においても、再エネ関連の中核的専門人
材養成ニーズが、今後益々高まっていくのは明白である。
註１：“Renewables make very large strides in coming decades but their gains remain largely confined to

electricity generation,” said Dr. Birol. “The next frontier for the renewable story is to expand their
use in the industrial, building and transportation sectors where enormous potential for growth exists.”
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Ⅲ．事業の趣旨と目的等
１．事業の趣旨
経済産業省「平成 42 年時点電源構成案」は、再エネ比率を 22～24％（震災前平均 1％
とし、再エネを主要電源の一つに育成すると公表している。また、平成 28 年 4 月には電
力小売自由化（順次、ガス小売、熱供給自由化予定）で、各エネルギーの融合・ボーダ
ーレス化を押し進め、革新的な技術や新しいサービスの創造、新しい産業および雇用の
創出を目指している。再生可能エネルギーの電力以外への利活用が世界の潮流となって
いくことから、再生可能エネルギー分野において、必要な専門知識と技能等を持つ人材
と、電力以外の分野にも再エネを活かし、新たな事業を創出できる人材が、これまで以
上に求められているのである。
２．事業の目的
本事業では、平成 25～27 年度まで、再エネ分野未参入企業等から参入企業等の従業員
（職員）・若手経営層（管理職）を対象とした中核的専門人材養成プログラムと事業化
推進マネジャー養成プログラムの開発・実証を行い、特に、後者については本事業連携
機関との共同研究等（10 件）に発展するなど、教育と実践を同時進行してきた（実用化
直前 1 件）。このような実績を踏まえ、この教育プログラムの機能をさらに高めるため、
県外の特徴ある地域の要望に合致した教育プログラムの開発・実証・評価を行い、最終
年度には全国に普及できる形に整備することを本事業の目的とする。
３．目指すべき人材像
地域企業等（NPO、地方自治体を含む）の中堅人材（職員）と若手経営層（管理職）
を対象に、専門的な知識と実用的な技術を修得し、ヒューマンスキルを磨き、企業内起
業マネジメントや地域活性化を推進できる力量を持った人材を育成する。

Ⅳ．事業の概要
地中熱利用技術者講座（沖縄県、群馬県）
、エネルギーマネジメント推進支援者養成講座
（福島県、新潟県）
、地域型再エネ関連事業創出人材の養成実証講座を 9 月 13 日～12 月 15
日の間に開講し、受講生 132 名（県内 56、県外 76）に対し、再エネ関連の人材養成を実施
した。
講義・演習・グループワーク・視察研修毎に、講義等受講後アンケート調査（講義の理
解度）を行った。また、講座毎には、講座終了後アンケート調査（受講生派遣企業等責任
者、受講生）を行った。企業等責任からは、学習成果が業務に活かされているか（今後活
かされるか）などの回答を得た。さらに受講生には、学習した内容がどの程度業務に活か
されたかを、講座終了後も 6 ヵ月毎にフォローアップを行えるようにしている。これらの
データをもとに、それぞれの講座の特長と改善点を把握し、次年度講座の充実に活かすこ
ととする。
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Ⅴ．事業の成果
１．地域版養成プログラムの開発
１）地域版養成プログラム開発の方針
平成 27 年度事業では、主に再エネ事業参入企業等の従業員（職員）・若手経営層（管
理職）を対象に「即、実務に活かせる学習を絞り込んだ短期実用講座」のプログラム
開発と実証を行った。この成果を踏まえ、平成 28 年度事業では、このプログラムを更
に充実するため、県内外の特徴ある地域の要望に合致したプログラム開発を実施する
こととした。
本年度のプログラム開発に当たり、それぞれの地域のニーズを熟知する地域担当者
（日本大学工学部・小熊正人特任教授、省エネルギーセンター・鈴木伸隆専門職）と
共に、対象地域のニーズの再確認を行い（北関東地中熱利用研究会など）
、図 1 の養成
サブプログラムの開発を共同で実施した。
各種アンケート調査の様式・評価表の作成は、高森智嗣准教授（福島大学総合教育
研究センター）
、山本外茂男教授（北陸先端科学技術大学院大学、委員）
、木暮照正准
教授・丹治惣兵衛特任教授（福島大学地域創造支援センター、委員）の支援を得た。
また、受講生募集においては、開催地域の大学・産業支援団体・企業等の支援を得
た。沖縄県：中央開発株式会社沖縄支店、株式会社ブレイズ企画、OMCS 合同会社、
株式会社ワールド設計。群馬県：群馬県、NPO 法人北関東産官学研究会、北関東地中
熱利用研究会、群馬電機株式会社。新潟県：新潟大学、にいがた産業創造機構、藤川
博文（株式会社 EMS・代表取締役）。福島県：福島県再生可能エネルギー関連産業推
進研究会、日刊工業新聞福島支局、いわき市、郡山市、須賀川市、白河市、
（公社）い
わき産学官ネットワーク協会、（公財）郡山地域テクノポリス推進機構、
（一社）産業
サポート白河、白河地域再生可能エネルギー推進協議会など。
■開発した養成プログラム
本事業では、２つの養成プログラムに付随して、３つの養成サブプログラム（以下、
SP と記載）を開発した。地域の中小企業等の中堅人材を対象にした、専門的かつ実用
的な技術修得に力点を置いた中核的専門人材養成プログラムでは、地中熱利用技術者
養成 SP と電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養成 SP をそれぞ
れ開発した。若手経営層を対象とした、事業化推進マネジャー養成プログラムでは、
地域型エネルギー関連事業創出人材養成 SP を開発した。
（中核的専門人材養成プログ
ラムの構成は図１に示す）
中核的専門人材養成プログラムは、福島県内等で十分な実績のあるプログラムで、
これを県外地域で実証し全国的なモデル・プログラムに仕上げる計画である。他方、
事業化推進マネジャー養成プログラムは、いまだ福島県内で試行状態にあり、引き続
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き県内で実証し地域版モデル・プログラムとして充実・整備していく計画である。

図 1 福島再生可能エネルギー人材養成プロジェクトのプログラム構成
■養成プログラムの下で開発した本年度の 5 つ講座
第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）
第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県：桐生市、前橋市、沼田市）
第 3 講座：電力自由化に考慮したエネルギーマネジメント推進者養成講座
（いわき市）
第 4 講座：電力自由化に考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養成講座
（新潟市）
第 5 講座：地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座
（福島県：郡山市、須賀川市、白河市）
■講座内容は、人材養成の目的により以下のように作成した。
ａ）実用的・実践的な講義科目による人材養成：第 1、第 2、第 3、第 4 講座
（講義、演習（課題解決）
、グループワーク、視察研修）
ｂ）事業化を考える人材養成：第 5 講座
（講義（30％）
、グループワーク（70％）
２）それぞれの養成サブプログラムの人材養成目標
・地中熱利用技術者養成サブプログラム（第 1、第 2 講座）
ユーザー視点に立ち、地中熱利用に求められるもの、何が不足しているのかに気
づき、その課題解決のために何をなすべきか考える力を身につける。目標は、企業
経営層にストーリーをつくって事業提案ができるようになること。
・エネルギーマネジメント推進支援者養成サブプログラム（第 3、4 講座）
省エネルギー等に関する知識習得とビジネススキルとして素養を身につけ実践力
の向上をめざす。目標は、解決手法の順位付け・他の方法との差別化（収益性）な
どのデータをもとに、企業経営層に意思決定を変容させられるプレゼン能力を身に
つけること。
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・地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成サブプログラム（第 5 講座）
自らが「どのように発想し、それを実現するために、どのような方法があるのか」
を問い続ける習慣を身につける。取り組む事業の規模にもよるが、5 年以内の事業立
ち上げを目標とし、商品開発を行いながら販路開拓を拡大している状態にあること。
３）各講座の学習時間
5 つの講座の時間割は、表１(11 頁)に一覧表としてまとめた。
・第 1 講座は、講義 5 科目 9.5 時間、施設視察研修 1 科目 1 時間で、合計 10.5 時間。
・第 2 講座は、事業計画時点では地中熱利用先進地（桐生地域）で 3 日間の講座を予
定していたが、8 月 24 日、北関東地中熱利用研究会幹部との講座開講事前打合せ（小
熊特任教授同席）を行った際、地中熱利用の県内普及のため、県内 3 地域（桐生、
前橋、沼田）で各地域の受講生ニーズに合わせた１日講座の開催を強く求められた。
難題ではあったが、小熊特任教授（養成サブプログラム地域担当、兼講師）も対応
可能とのことであり、地元地中熱利用研究会の要望に応えることにした。このため、
桐生、前橋、沼田毎に 6 時間の時間割を作成し、地域により上級科目から初級科目
と講義時間を変えて対応することにした。
・第 3 講座、第 4 講座は、同じ養成サブプログラムだが、第 3 講座（いわき）は同市
内にエマネージ導入施設があり 2 日目一コマ目に当該施設の視察研修を科目として
入れた。しかし、第 4 講座（新潟）では同市内に上記のような施設がなく、
「いわき
市内住宅設備展示施設」の写真と動画によりエマネージ導入施設の紹介を行ったこ
とで、第 3 講座（13 時間）より、1 時間の短縮を行い第 4 講座（12 時間）に設定し
た。
・第 5 講座（26 時間）は、5 日間の講座で、郡山、須賀川、白河それぞれの地域の方
が受講し易いよう配慮した。計画時、本講座は全て｢必修｣としてプログラム開発を
行ったが、地元企業の方々との事前打合せで、全てにおいて｢選択｣の要望があり変
更した。
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表 1 地域版人材養成 5 講座の学習時間
講義等科目名

時間(ｈｒ)

必修・選択

10.5時間

第1講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）

2

地中熱利用の特長と課題

選択

2

地中熱利用による熱供給技術（システム論）

選択

2

地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）

選択

2

沖縄における地質的特徴

選択

1.5

暖地における地中熱利用を用いたエネルギーの有効利用

選択

1

暖地向け地中熱利用システムの実証設備（施工事例）

選択

18時間

第2講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県）

桐生

地中熱利用の特長と課題
地中熱利用による熱供給技術（システム論）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
次世代の地中熱利用（直膨式地中熱利用）
地中熱利用システムの計測技術
地中熱利用システムの制御技術
地中熱利用システム設計演習① 事前説明・解説
地中熱利用システム設計演習② グループ討議
地中熱利用システム設計演習③ 講評・補足説明

前橋

沼田

2

2

1

1

1

1

1

選択

1

1

1

選択

2

1

1

選択

2

第3講座：電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養成講座（福島県）
エネルギーマネジメント概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御
エネルギーマネジメント提案演習① 事例研究・実機見学

13時間
2

選択

2

選択

1

選択

2

エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議

1

エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明

第4講座：電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟県）

照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御

選択

1

選択

1

エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明

選択

2

2

エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議

選択

選択

2

エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議

選択

1

1

エネルギーマネジメント提案演習① 事例説明・解説

選択
選択

12時間
2

エネルギーシステム概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実

選択

1

4

エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議

選択

選択
選択
選択
選択

26時間

第5講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（福島県中・県南）

再エネ・省エネ・蓄エネの概論
中小企業が参入可能な再生可能エネルギー事業を考える
地元企業の取り組む再エネ事業紹介
SWOT分析手法の基本技法の講義
SWOT分析手法の基本技法の実習
地域課題のSWOT分析手法の講義
地域課題のSWOT分析手法のグループワーク
発表（地域課題について）
再エネ産業における中小企業の取組事例（海外先進事例を含む）
地域電力事業の業務と課題（土湯温泉バイナリー発電事業を例に）
グループワーク（計画原案の作成）
発表（計画原案について）
グループワーク（講師を交えてグループ毎に技術的な実現性を検討）
発表（計画原案の実現性について）
ビジネスプラン作成研修（手法）
グループワーク（ビジネスプラン検討）
グループワーク（発表資料作成）
発表・講評

2
2
2

選択
選択
選択

2

選択

2

選択

2
1
1
2
2

選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択

2
1
2
1
2
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２．教材の開発
■平成 27 年度に作成した「小熊正人著：一般住宅向け地中熱利用システムとその設計手
法」は、平成 27 年度地中熱利用講座受講生や地域企業の社内勉強会で活用され、復習・
予習に非常に有効との評価を得た。
■地域に豊富な資源がありながら、この資源をどのように活用し事業化するのか分から
ないことから地域発ビジネスの事例が少ない。そこで、平成 28 年度地域型再エネ関連
事業創出人材養成講座の初日に講義「再生可能エネルギーのスモールビジネスについ
て考える」を実施した。この講義内容は再生可能エネルギー分野の新規参入者にとっ
て待望の講義であったことから、受講生の復習及び地域関係者用として、本事業でテ
キスト化（76 頁）した。

再生可能エネルギーのスモールビジネスを考える
福江

一郎著

目次
１． はじめに
２． 再生可能エネルギー産業の特性と課題
「コラム」
・・・ＣＯＰ２１「パリ協定」とトランプ政権
３． 日本のエネルギー政策
３－１．エネルギー革新戦略
３－２．日本のエネルギー政策基本概念
３－３．最終エネルギー消費の推移と２０３０年削減目標
３－４．ＣＯ２削減の数値目標
３－５．２０３０年度の電源計画
４． 再生可能エネルギー産業の世界の動向と日本のポジション
５． 改正ＦＩＴ法の狙いと今後の動向
５－１．改正ＦＩＴ法の狙い
５－２．今後の買取価格の動向
５－３．再生可能エネルギーの補助金制度のあり方
５－４．電力システム改革との関連
５－５．電力完全自由化後の電力市場
５－６．広域的運用による接続問題の解消
６．ビジネスとしての再生可能エネルギー
６－１．今後の再生可能エネルギービジネスで留意すべき点
６－２．日本の再エネ市場規模（２０３０年までの新規建設）
６－３．再生可能エネルギービジネスのリスクとスモールビジネスへの適合
７． 製品毎の事業環境
７－１．太陽光発電
７－２．風力発電
７－３．バイオマス発電
７－４．中小水力
７－５．地熱発電
８．スマートコミュニティ
８－１．省エネをどのように達成するのか？
８－２．水素社会の可能性
９． スモールビジネスとして何をすべきか？
１０．参考文献
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３．達成度評価基準の開発
１）受講生の達成度の「見える化」の考え方
「地中熱利用技術者養成サブプログラム」、
「電力自由化を考慮したエネルギーマネジ
メント推進支援者養成サブプログラム」
、「地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材
養成サブプログラム」の開発担当者が考える人材養成目標（V-1-2）を受講生の到達点（達
成度 100％）と考え、それまでの段階を 5 つの評価項目に分け、更に各評価項目を３つの
評価レベルに分けて、講座終了時から半年毎にフローアップすることで、受講生の到達
点（達成度）が分かる達成度評価基準を作成した。受講生が講座で学んだことを業務に
活かして、評価項目及び評価レベルを上げる変化を見ることから、このシートを「活用
度自己評価表」と呼称する。
２）達成度評価基準
（１） 地中熱利用技術者養成サブプログラム（対象：第 1 講座及び第 2 講座受講生）
養成サブプログラム開発担当等が設定した「企業経営層に対してのストーリー性の
ある事業提案書の提案」を達成度 100％とした。
表 2-1 【地中熱利用】活用度自己評価基準
評価レベル

評価項目

①原理と特長の理解

②事業化観点の理解

③提案と実行計画立案

1

講義で学んだ地中熱利用における原

理や特長を、あまり理解できていな

理や特長を、ある程度理解できたと

いと感じる。

感じる。

事業化するためにはどのような観点

事業化するためにはどのような観点

事業化するためにはどのような観点

で進めていくべきかの説明が理解で

で進めていくべきかが、ある程度理

で進めていくべきかの説明が理解で

きない、あるいは納得できない。

解でき、新しい視点だと感じた。

きたと感じるし、共感できた。

新しく起こす事業内容（システム、

新しく起こす事業の内容は考えつく

機器やその売り方）やシステム機器

が、具体的にどのように進めたら良

が思いつかない。

いか思いつかない。

な企業（人・団体）と一緒に組むべ
きかがわからない。

⑤事業提案

3

講義で学んだ地中熱利用における原

事業を成功させるために、どのよう
④アライアンス企業の認識

2

企業経営層に対しての事業提案書
（ストーリー）がつくれない。

どのような企業（人・団体）と一緒
に組むべきかある程度思いつく。

講義で学んだ地中熱利用における原
理や特長を理解できた。

考えついた事業の内容に対して、具
体的にこのように進めたら実現でき
るのではないか、という道筋が思い
つく。
一緒に組むべき、あるいは、一緒に
取り組まない方が良い企業（人・団
体）を明確に決められる。

企業経営層に対しての事業提案書

企業経営層に対しての事業提案書

（ストーリー）をつくろうと動き出

（ストーリー）をつくって提案し

しているが、まだ練れていない。

た。
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（２） エネルギーマネジメント推進支援者養成サブプログラム（第 3・第 4 講座受講生）
養成サブプログラム開発担当等が設定した「解決手法の順位付け・他の方法との
差別化等のデータをもとに、省エネ提案等を実施できない企業経営層の意思決定を
変容させられるプレゼン能力」を達成度 100％とした。
表 2-2 【エネマネ推進支援】活用度自己評価表
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（３）地域型再エネ関連事業創出人材養成サブプログラム（対象：第 5 講座受講生）
養成サブプログラム開発担当等が設定した「商品開発を行いながら販路開拓を拡大
している状態」を達成度 100％とした。
表 2-3 【地域型再エネ事業創出】活用度自己評価表

３）受講生「活用度自己評価」の実施方法
本年度の各講座終了後、受講生には次の 2 つのアンケート調査を依頼した。
1 つ目は、受講生派遣企業責任者への本講座に関するアンケート調査、2 つ目が、受講
生に対する活用度自己評価に関するアンケート調査である。
例年、講座終了後のアンケート回収率が低いことから、本年度は各講座の初めに本事
業主催者より、15 分程度のガイダンスを行うようにした。本事業の評価を継続してフォ
ローアップしていくため、講座終了後も継続してアンケート調査への協力も依頼した。
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４．実証講座の実施
■実施方法
・各地域のサブプログラム開発担当者、地域協力者、講師の日程（9 月～12 月）を勘案
して、講座開催日を決定した。
・受講生募集：沖縄では地元 4 企業、群馬では北関東地中熱利用研究会・NPO 法人北関
東産学官研究会、新潟では新潟大学・にいがた産業創造機構、㈱EMS、福島では福島
県再生可能エネルギー関連産業推進研究会・日刊工業新聞福島支局・いわき市・郡山
市・須賀川市・白河市・産業支援 3 団体等と福島大学が実施した。
■開催場所
・第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）
座 学：浦添市産業振興センター
視察研修：金武町モデルハウス
・第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県）
座 学：桐生地域地場産業振興センター、群馬産業技術センター、
沼田市中央公民館
・第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市）
座 学：いわき産業創造館
視察研修：いわき市内住宅設備展示施設
・第 4 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟市）
座 学：新潟テルサ、新潟大学駅南キャンパス｢ときめいと｣
・第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）
座 学：郡山市中央公民館、須賀川市藤沼湖自然公園内管理センター、
須賀川市中央公民館（白河市立図書館内）
１）受講生について
（１）受講生数
全科目選択受講制としたことにより、科目により受講人数に増減が考えられるため、
表 3 に見られるように講座によっては定員を超えて受講生を受け入れた。1 名の受講生
は 2 つの講座を受講した。第 5 講座では東京都・埼玉県より各 1 名の受講があった。
表3
講座名

第１講座：地中熱利用
技術者養成（沖縄）

講座毎の受講生募集定員、申込者数と受講生数
第２講座：地中熱利用
技術者養成（群馬3ヶ所）

第３講座：ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（いわき）

第４講座：ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（新潟）

第５講座：地域型再生
可能ｴﾈﾙｷﾞｰ（県中・県南）

合計

受講生募集定員（名）

20

20

20

20

20

100

申込者数（名）

18

32

20

26

46

142

総受講生数（名）

17

32

19

25

39（県外2含む）

132
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（２）受講生の年齢層と職種
ａ）全講座
受講申込の際の調査で「受講生の年齢と職種（複数回答）
」を調べた結果、図 2-1
と図 2-2 のような傾向がみられる。昨年度に比べ 20～40 代の受講生が多い。職
種「その他」は経営者、行政職、総務職、個人などで、若手経営層の受講生が多い。

名

名

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

60
50
40
30
20
10
0

図 2-1 受講生の年齢分布

図 2-2 受講生の職種分布

ｂ）第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）
沖縄県は地中熱利用の後進地ではあるが、関心のある方が多く、広い年齢層で受
講生が多い。職種では、設計、企画･営業、その他（経営者）の順で受講生が多い。

名

名

7

8
7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0

図 3-1 受講生の年齢分布

図 3-2 受講生の職種分布
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ｃ）第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県）
桐生は地中熱利用の先進地であるが、普及が進んでいない。将来の普及のための
布石も兼ね、桐生・前橋・沼田の 3 ヵ所で開講した。40 代から 60 代の受講生が
多く、職種では、その他（経営者、自治体）が突出して多い。

名

名

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

14
12
10
8
6
4
2
0

図 4-1 受講生の年齢分布

図 4-2 受講生の職種分布

ｄ）第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市）
設備事業者は業容拡大のため、省エネ提案力の強化は喫緊の課題であり、必要と
考える企業が多く、40 代の企画・営業職とサービス・販売職の受講生が多い。

名

名

12

7
6

10

5

8

4

6

3
2

4

1

2

0

0

図 5-1 受講生の年齢分布

図 5-2 受講生の職種分布
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e）第 4 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟市）
いわき市と同様の理由により、新潟市でも 40 代の企画・営業職の受講生が多い。

名

名

14

16
14
12
10
8
6
4
2
0

12
10
8
6
4
2
0

図 6-1 受講生の年齢分布

図 6-2 受講生の職種分布

f）第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）
本講座は企業内起業マネジャーと地域リーダーの養成を目的とする。30 代～40 代
の受講生が全体の 64％（29 名）を占めている。職種では、製造・企画・営業、
「そ
の他（若手経営者、自治体職員）
」に受講生が集中している。

名

名

16

25

14

20

12
10

15

8

10

6

5

4
2

0

0

図 7-1 受講生の年齢分布

図 7-2 受講生の職種分布

19

２）実証講座の時間割と受講状況
講師、サブプログラム開発担当者、地元協力者と日程調整を行い、地域版養成プログラ
ム（表１（11 頁）
）の 5 つの実証講座時間割を表 4-1 のように作成し、実施した。
表 4-1 平成 28 年度再エネ中核的専門人材養成実証講座時間割
開催日

12/5

12/6

10/25,
11/21,
12/15,

9/13

10/20

科目
番号
①
101
102
103
104
105
106
②
201
202
203
204
205
206
207
207
207
③
301
302
303
304
305
306
307
307

308 エネルギーマネジメント提案演習④

10/28

11/22

9/29

10/8

10/18

11/7

11/16

④
401
402
403
404
405
406
407
407
408
⑤
501
502
503
504
505
506
507
507
508
509
510
510
511
511
512

時間
（ｈｒ）

講義等科目名
≪地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）≫
地中熱利用の特長と課題
地中熱利用による熱供給技術（システム論）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
沖縄における地質的特徴
暖地における地中熱利用を用いたエネルギーの有効利用
暖地向け地中熱利用システムの実証設備（施工事例）
≪地中熱利用技術者養成講座（群馬県）≫
地中熱利用の特長と課題
地中熱利用による熱供給技術（システム論）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
次世代の地中熱利用（直膨式地中熱利用）
地中熱利用システムの計測技術
地中熱利用システムの制御技術
地中熱利用システム設計演習① 事前説明・解説
地中熱利用システム設計演習② グループ討議
地中熱利用システム設計演習③ 講評・補足説明
≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（いわき市）≫
エネルギーマネジメント概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御
エネルギーマネジメント提案演習① 事例研究・実機見学
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議

講師（所属）
（敬称省略）

2
2
2
2
1.5
1

2

3

1

1

1

1

2

1

2
1
1
1
1
2.5
1.5
2

講評・補足説明

1

≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（新潟市）≫
エネルギーシステム概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御
エネルギーマネジメント提案演習① 事例説明・解説
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議
エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明
≪地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）≫
再エネ・省エネ・蓄エネの概論
中小企業が参入可能な再生可能エネルギー事業を考える
地元企業の取り組む再エネ事業紹介
SWOT分析手法の基本技法の講義
SWOT分析手法の基本技法の実習
地域課題のSWOT分析手法の講義
地域課題のSWOT分析手法のグループワーク
発表（地域課題について）
再エネ産業における中小企業の取組事例（海外先進事例を含む）
地域電力事業の業務と課題（土湯温泉バイナリー発電事業を例に）
グループワーク（計画原案の作成）
発表（計画原案について）
グループワーク（講師を交えてグループ毎に技術的な実現性を検討）
発表（計画原案の実現性について）
ビジネスプラン作成研修（手法）

小熊
3 小熊
小熊
1 荒井
小熊
1
小熊
小熊
1 小熊
小熊

正人(日本大学工学部 特任教授)
正人
正人
雅英(琉球大学理学部 教授)
次生(中央開発㈱沖縄支店長)
正人
正人
正人
正人
公明(群馬電気㈱開発設計部 地中熱担当)
正人
正人
正人
正人
正人

佐藤 理夫(福島大学共生システム理工学類 教授)
鈴木 伸隆((一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 専門職)
鈴木 伸隆
鈴木 伸隆
鈴木 伸隆
鈴木 伸隆
鈴木 伸隆
鈴木 伸隆
鈴木 一((公社)いわき産学官ﾈｯﾄﾜｰｸ協会 産学官連携
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ兼ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ)

2
1
1
1
1
1
2
2
1

佐藤
鈴木
鈴木
鈴木
鈴木
鈴木
鈴木
鈴木
藤川

理夫
伸隆
伸隆
伸隆
伸隆
伸隆
伸隆
伸隆
博文(㈱イーエムエス 代表取締役)

2
2
2

佐藤
福江
千葉
大石
大石
大石
大石
大石
森本
千葉
千葉
千葉
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
山本
佐藤
佐藤

理夫
一郎(三菱重工業㈱ 特別顧問)
訓道(飯舘電力㈱ 専務取締役)
加奈子(東北工業大学ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 准教授)
加奈子
加奈子
加奈子
加奈子
進治(福島大学地域創造支援センター 連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
訓道
訓道、近藤 恵(飯舘電力㈱ 所長)
訓道、近藤 恵
理夫、齊藤 公彦(福島大学共生システム理工学類 特任教授)
理夫、齊藤 公彦
利雄(JSTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点推進部 ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ)
利雄、新城 榮一(㈱ﾆｾﾝｴｯｸｽ 代表取締役)、
外茂男(北陸先端科学技術大学院大学 教授)
利雄、新城 榮一、山本 外茂男
利雄、新城 榮一、山本 外茂男

2
2
2
1
1
2
2
2
2
1

513 グループワーク（ビジネスプラン検討）

2

513 グループワーク（発表資料作成）
513 発表・講評

1
2
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小熊
小熊
小熊
古川
千村
小熊

実証講座の受講生数と受講率一覧を表 4-2 に示す。全講座平均受講率は 75％で、平成 27
年度平均受講率 78%からは 3 ポイント減少したが、平成 26 年度平均受講率 49%と比較す
ると、26 ポイント高い結果となった。
表 4-2 実証講座の受講生数と出席率
開催日

12/5

12/6

10/25,
11/21,
12/15,

科目番号
①
101
102
103
104
105
106
②
201
202
203
204
205
206
207

9/13

10/20

10/28

11/22

9/29

10/8

10/18

③
301
302
303
304
305
306
307
308
④
401
402
403
404
405
406
407
408
⑤
501
502
503
504
505
506
507
507
508
509
510

11/7

511
512

11/16

513

講義等科目名
≪地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）≫
地中熱利用の特長と課題（小熊）
地中熱利用による熱供給技術（システム論）（小熊）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）（小熊）
沖縄における地質的特徴（古川）
暖地における地中熱利用を用いたエネルギーの有効利用（千村）
暖地向け地中熱利用システムの実証設備（施工事例）（小熊）
≪地中熱利用技術者養成講座（群馬県）≫
地中熱利用の特長と課題（小熊）
地中熱利用による熱供給技術（システム論）（小熊）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）（小熊）
次世代の地中熱利用（直膨式地中熱利用）（荒井）
地中熱利用システムの計測技術（小熊）
地中熱利用システムの制御技術（小熊）
地中熱利用システム設計演習① 事前説明・解説（小熊）
地中熱利用システム設計演習② グループ討議（小熊）
地中熱利用システム設計演習③ 講評・補足説明（小熊）
≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（いわき市）≫
エネルギーマネジメント概論（佐藤）
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実（鈴木）
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）（鈴木）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）（鈴木）
電力の｢見える化｣と制御（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習① 事例研究・実機見学（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明（鈴木一）
≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（新潟市）≫
エネルギーシステム概論（佐藤）
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実（鈴木）
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）（鈴木）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）（鈴木）
電力の｢見える化｣と制御（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習① 事例説明・解説（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議（鈴木）
エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明（藤川）
≪地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）≫
再エネ・省エネ・蓄エネの概論（佐藤）
中小企業が参入可能な再生可能エネルギー事業を考える（福江）
地元企業の取り組む再エネ事業紹介（千葉）
SWOT分析手法の基本技法の講義（大石）
SWOT分析手法の基本技法の実習（大石）
地域課題のSWOT分析手法の講義（大石）
地域課題のSWOT分析手法のグループワーク（大石）
発表（地域課題について）（大石）
再エネ産業における中小企業の取組事例（海外先進事例を含む）（森本）
地域電力事業の業務と課題（土湯温泉バイナリー発電事業を例に）（千葉）
グループワーク（計画原案の作成）（千葉、近藤）
発表（計画原案について）（千葉、近藤）
グループワーク（講師を交えてグループ毎に技術的な実現性を検討）（佐藤、齋藤）
発表（計画原案の実現性について）（佐藤、齋藤）
ビジネスプラン作成研修（手法）（佐藤利雄）
グループワーク（ビジネスプラン検討）（佐藤利雄、新城、山本）
グループワーク（発表資料作成）（佐藤利雄、新城、山本）
発表・講評（佐藤利雄、新城、山本）
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出席率

受講生

受講申込

総受講生

（％）

（名）

（名）

（名）

75%
88%
88%
67%
53%
73%

12
14
14
10
8
11

16
16
16
15
15
15

17

100%

32

32

69%

22

32

69%

22

32

95%
95%
89%
95%
95%
76%

18
18
17
18
18
13

19
19
19
19
19
17

76%

13

17

71%

12

17

100%
100%
100%
94%
94%
86%

18
18
18
17
17
18

18
18
18
18
18
21

86%

18

21

86%

18

21

79%
71%
75%

19
17
18

24
24
24

53%

9

17

41%

7

17

41%
80%
85%
85%
85%
73%
73%
36%
32%
32%
32%

7
16
17
17
17
16
16
8
7
7
7

17
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22

32

19

25

39

３）講義等概要（実証講座実施記録：平成 28 年 9 月 13 日～12 月 15 日）
講座毎に、
「講義・演習・グループワーク（ディカッション）
・視察研修の概要」と「サ
ブプログラム開発担当 3 名及び本事業プログラム開発・実証委員会委員 2 名」の「コラ
ム」を付し、講座の内容・特長を理解しやすく構成した。
■各講座の募集案内（表紙）
第 1 講座

第 2 講座

第 4 講座

第 3 講座

第 5 講座
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（１） 第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄） 講義概要
12 月 5 日
■講義 101 地中熱利用の特長と課題
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：出席 15 名（申込 16 名）
、受講率 75％
・内容：はじめに、｢地中熱｣は地表の浅い場所（～100m）にある土壌蓄熱（太陽熱、地下
水熱、躯体蓄熱）であり、地球深くにある高温熱（火山、温泉）である｢地熱｣と本質的に
異なると説明があった。このことから、過去の採熱／放熱履歴に依存し継続性が保証され
ないことを認識した上で利用する必要がある。地中熱交換器は密閉式なので環境汚染（CO2、
排熱、音）の心配がないなどの特長があるが、高価格・低サービスという課題も抱えてい
る。また、地中熱利用の本質はエアコンと変わらず、使い方によっては空気熱源式のエア
コンよりも性能は上との説明があった。その最も大きいな要因としては、温熱と冷熱と同
時供給できる点が強みであり、その利点を加味して設計することが重要である。さらに、
地中熱利用の課題や沖縄の地盤的な有利さなどの説明もなされた。
■講義 102 地中熱利用による熱供給技術（システム論）
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：出席 14 名（申込 16 名）
、受講率 87.5％
・内容：地中熱利用システムの機器構成・設計について、分かりやすく解説された。ヒー
トポンプとは何かの説明からはじまり、段階を追って詳細な解説に入っていった。地中熱
ヒートポンプと一般の空冷ヒートポンプとの違いと特長から、地中熱ヒートポンプの 2 つ
の方式（ブライン式、直膨式）が詳しく解説された。直膨式地中熱ヒートポンプは、わが
国ではマイナーな方式であるが、海外では施工事例が多いとの補足説明があった。
■講義 103 地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：出席 14 名（申込 16 名）
、受講率 87.5％
・内容：浅部地中熱利用システムの運用試験や浅部地中熱実住宅の実例とともに、地中熱
利用による熱供給技術の主要構成要素について、具体的な紹介と解説がなされ、受講生た
ちの理解の深化に寄与した。
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12 月 6 日
■講義 104 沖縄における地質的特徴
・講師：琉球大学理学部物質地球科学科地学系 教授

古川 雅英氏

・受講生：出席 10 名（申込 15 名）
、受講率 66.6％
・内容：琉球列島における地質学研究の歴史、沖縄の付加体、四万十帯（名護層）が形成
されるまで、琉球石灰岩の特徴、土壌（島尻マージ）についてなどの説明があり、沖縄本
島の地質を中心に、図解資料と研究論文からわかりやすい解説があった。
■講義 105 暖地における地中熱利用を用いたエネルギーの有効利用
・講師：中央開発株式会社沖縄支店調査役 千村 次生氏
・受講生：出席 8 名（申込 15 名）
、受講率 53.3％
・内容：IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）による気温変化予測による沖縄の温
度変化を元に、沖縄における不快指数推移の説明があった。また、沖縄県の取り組みとし
て、地球温暖化対策実行計画や環境家計簿などの取り組みが紹介された。最後に沖縄にお
ける地中熱の利用方法、技術開発に期待するもの、普及されるにはというテーマで、受講
生とディスカッションを行った。
■見学 106 暖地向け地中熱利用システムの実証設備（施工事例）
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：11 名（申込 15 名）
、受講率 73.3％
・内容：地中熱利用システムを活用したモデルハウスの見学を行った。モデルハウスの中
には空調設備（室内機）が 3 台あり、室外に設置した 5kW 級冷暖房向けヒートポンプ 1 台
で室内の温度調整が可能との説明があった。また、室外のヒートポンプの動作音が非常に
静かであり、注意して耳を傾けないとほとんど動作音が聞こえないことなどを受講生が実
感できた。

金武町モデルハウスの外観

空調設備（室内機）
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5kW 級ヒートポンプ

講師解説を聞く受講生

25

コラム 1（地中熱利用技術者養成実証講座

：

沖縄地域）

日本大学工学部

特任教授

小熊

正人

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．人材育成の目標
地中熱利用は寒地における暖房機の代替としての位置付けで普及してきた経緯があり、
暖地には不向きという考えがある。さらに沖縄地方の場合、空調は空気熱源式で十分であ
り、地中熱利用の導入場面はないと考えられていた。しかし沖縄県では、より一層の CO2
削減を図る必要があり、その解決手段として地中熱利用の活用を県の方針として示してい
る。地中熱利用を活用して CO2 削減を図るにしても、これに対応できるだけの人材が現地
にはなく、この専門家養成は急務の課題と捉えることができる。
一方、全国的には地中熱利用の普及は遅々として進んでおらず、この原因は、地中熱利
用の初期コストの高さ（50 万円/kW 熱出力）と、ユーザの認知度の低さにある。地中熱利
用システムはヒートポンプを中心とした熱供給機器であり、言い換えれば事業者の目的は
ユーザの要求を満足させることにある。
そこで、地元の潜在的な導入要請はあるものの、気象、地質と文化が全国平均とは異な
り、従来の観点では解が得られない地域で、かつ技術者が不足している代表として沖縄地
域を選択し、全く新たな観点による地中熱利用活用型省エネ設備を普及させることを主眼
とし、それに対応できる人材の育成を行うことを目的としたプログラムを作成した。

２．実用的な講座開発の考え方
2-1．地中熱利用の事業に対する考え方
地中熱利用の事業は、事業者のメニューからユーザがシステムを選択するのではなく、
ユーザが求めるものに事業者が提案するという、エネルギーソリューション的な観点を理
解してもらうことにした。
2-2．地中熱利用システムの理解
次に地中熱利用の特長をユーザ視点で説明をするように努めた。地中熱利用の特長は静
粛性とマルチ熱供給機能にあり、省エネ性は重要ではあるがユーザにとっては初期コスト、
運用コストに重心がある。
2—3．沖縄における熱需要、地質の特徴ならびに実機見学
今回は「実機」を紹介することで、
「地中熱利用に親しみ」を持ってもらうとともに、沖
縄の地質の特徴や熱需要の傾向を地元大学の先生などから紹介していただいた。
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３．成果
沖縄における熱需要を鑑みて、どのようなシステムが有用なのか、そしてどのような技
術が必要なのか、の理解は深まったと考える。また、従来の地中熱利用の概念が広まって
いないため、新しい観点の地中熱利用が理解されやすい環境を作ることができた。さらに
「実機」見学を行うことにより、講義内容をより理解できるようになったと考える。
また教育プログラム上においては、地元の関係者による講演を企画し、地元関係者によ
る技術者養成の継続性についても目処が立ってきた。

４．課題
講義、見学などを通じて以下の点が今後の課題となる。
１） 初級編ということで基本的理解を深めることを重点化していたが、地中熱利用が「土
木・建築」という世界ではなく、
「機械・空調」であるので、この基礎知識がないと理
解するには非常に難しい。従って、
「住宅の熱需要」というのがどの程度で、それに対
して地中熱利用はどのような有益性があるのかを、
「実例」を示して説明することが重
要である。
２） 遠隔地での教育は、地元関係者がリードして繰り返し行う必要がある。つまり指導者
を養成する必要があり、そのためにはどのような段階を踏んで進めていくのかという
設計は全くされていないので、大きな課題となる。

さらに昨年と共通した問題だが、
３） 民間事業における設計手法は未だ途上にあり、その点で曖昧になるため、受講生にと
っては理解しにくくなっていること。
４） 技術論を理解するための知識が受講生に決定的に不足している。これは、マニュアル
を見てシステムが構築できるという、従来型の再生可能エネルギー事業の問題でもあ
る。
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（２） 第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県） 講義概要
10 月 25 日、11 月 21 日、12 月 15 日
■講義 201 地中熱利用の特長と課題
■講義 202 地中熱利用による熱供給技術（システム論）
■講義 203 地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：10 月 25 日 出席 13 名（申込 13 名）
、受講率 100％
11 月 21 日 出席 14 名（申込 14 名）
、受講率 100％
12 月 15 日 出席 8 名（申込 8 名）
、受講率 100％
・内容：はじめに、｢地中熱｣は地表の浅い場所（～100m）にある土壌蓄熱（太陽熱、地下
水熱、躯体蓄熱）であり、地球深くにある高温熱（火山、温泉）である｢地熱｣と本質的に
異なると説明があった。このことから、過去の採熱／放熱履歴に依存し継続性が保証され
ないことを認識した上で利用する必要がある。地中熱交換器は密閉式なので環境汚染（CO2、
排熱、音）の心配がないなどの特長があるが、高価格・低サービスという課題も抱えてい
る。地中熱利用システムの機器構成・設計／評価手法、普及阻害要因などが分かりやすく
解説された。
■講義 204 次世代の地中熱利用（直膨式地中熱利用）
・講師：群馬電機株式会社 設計部地中熱担当 荒井 公明氏
・受講生：10 月 25 日 出席 12 名（申込 13 名）
、受講率 92.3％
11 月 21 日 出席 5 名（申込 14 名）
、受講率 41.6％
12 月 15 日 出席 6 名（申込 8 名）
、受講率 75％
・内容：地中熱ヒートポンプと一般の空冷ヒートポンプとの違いと特長（成績係数が高い）
から、地中熱ヒートポンプの 2 つの方式（ブライン式、直膨式）が詳しく解説された。直
膨式地中熱ヒートポンプは、わが国ではマイナーな方式であるが、海外では施工事例が多
いとのこと。群馬電機㈱で取り組む試験装置のシステム構成図や写真を用いて、冷媒の出
入口温度・冷媒流量・圧縮機消費電力計測などの概要説明がなされた。
■講義 205 地中熱利用システムの計測技術
■講義 206 地中熱利用システムの制御技術
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：10 月 25 日 出席 12 名（申込 13 名）
、受講率 92.3％
11 月 21 日 出席 5 名（申込 14 名）
、受講率 41.6％
12 月 15 日 出席 6 名（申込 8 名）
、受講率 75％
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・内容：地中熱利用システムの計測技術と制御技術について説明がなされた。計測技術で
は、熱物性計測（熱応答試験の方法と課題、土壌コアの熱物性計測）熱流量計測（温度計
校正、流量計校正）
。制御技術ではヒートポンプ台数制御、循環ポンプ制御技術、熱負荷平
準化技術、ピーク対応技術などの説明がされた。
■演習 207 地中熱利用システム設計演習
・講師：日本大学工学部機械工学科 特任教授 小熊 正人氏
・受講生：10 月 25 日 出席 12 名（申込 13 名）
、受講率 92.3％
11 月 21 日 出席 6 名（申込 14 名）
、受講率 42.8％
12 月 15 日 出席 5 名（申込 8 名）
、受講率 62.5％
・内容：浅部地中熱利用研究組合が関与する「病と闘う子どもと家族のサポートハウス（パ
ンダハウス）
」を例に、『売れる地中熱利用システムへの提案』を行うグループワークを実
施。グループ代表が結果を発表し、講師より講評・アドバイスをもらった。

小熊講師の講義風景（桐生）

設計演習・グループ発表（桐生）

29

コラム２（地中熱利用技術者養成実証講座

：

群馬地域）

日本大学工学部

特任教授

小熊

正人

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．人材育成の目標
地中熱利用の普及は遅々として進んでおらず、この原因は、地中熱利用の初期コストの
高さ（50 万円/kW 熱出力）と、ユーザの認知度の低さにある。従って民生分野における小
型設備市場をターゲットにしなくてはいけないが、従来の観点は地中熱から熱を採ること
に関心がおかれ、ユーザの視点からの説明はされず、またユーザが受け入れられるレベル
の価格にはほど遠い。地中熱利用システムはヒートポンプを中心とした熱供給機器であり、
言い換えれば事業者の目的は地中から熱を採ることはなく、ユーザの要求を満足させるこ
とにある。
地域における研究活動レベルから、地中熱利用の理解度が違うことは容易に予想される。
群馬県の場合、5 年以上前に県の支援も受けながら「北関東地中熱利用研究会」が発足し、
桐生市を中心に県内の企業や研究機関が参画してきた。しかしながら現時点に於いても事
業化における目標を達成できていない。この課題を解決するには地中熱利用事業に対する
観点を変える必要がある。そこで群馬県地域での講座では、従来の地中熱利用の説明や講
習に欠けていた、あるいは説明がなされなかったことを中心として、地中熱利用の見方を
変えて新しい事業システムが構築できるようにすることを目的とし、かつ「北関東地中熱
利用研究会」と連携し、将来の普及のための布石も兼ねて、桐生、前橋ならびに沼田と、
開催地域を変えて行った。

２．実用的な講座開発の考え方
2-1．地中熱利用の事業に対する考え方
地中熱利用の事業は、事業者のメニューからユーザがシステムを選択するのではなく、
ユーザが求めるものに事業者が提案するという、エネルギーソリューション的な観点を理
解してもらうことにした。
2-2.

地中熱利用システムの理解

次に地中熱利用の特長を、ユーザ視点で説明をするように努めた。地中熱利用の特長は
静粛性とマルチ熱供給機能にあり、省エネ性は重要ではあるがユーザにとっては初期コス
ト、運用コストに重心がある。
2—3．システム設計論
事業として最も必要と考えられるシステム提案について、事例を利用してグループ討議
を行い、それについてのコメントを行った。
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３．成果
終了時における受講者の声から判断すると、地中熱利用における民生部門普及のための
考え方や、一般ユーザに理解してもらうことが大事であるか、そして今までどうして事業
化がうまくいかなかったのかを自己分析できるようになったので、一定の成果があったも
のと考える。特に今回は地中熱利用の既事業者が多く、この反省点を踏まえ、これからど
うするかを考える方々が多かったので、当初の狙いとしてはクリアできた。

４．課題
講義、演習などを通じて以下の点が今後の課題となる。
１） 受講生対象を拡大していたが、地中熱利用を熟知している事業者と、全く初めての事
業者が混在していた。このことによって講義内容レベルをどこに合わせるかが難しい
状況にある。従って、初級編、上級編と、スキルレベルを明確に分け、日程も変えて
募集案内することが望ましいと考える。
２） すでに地中熱利用を先行して研究開発を行った地域に置いては、従来視点での評価が
定まっていることから、新規に技術者を拡大していくには厳しい環境があることが分
かった。このような地域においては、過去うまくいかなかった理由と、講義内容を理
解することでなぜ成功するのかを「実例」を持って示すのが効果的である。

さらに昨年と共通した問題だが、
３） 民間事業における設計手法は未だ途上にあり、その点で曖昧になるため、受講生にと
っては理解しにくくなっていること。
４） 技術論を理解するための知識が受講生に決定的に不足している。これは、マニュアル
を見てシステムが構築できるという、従来型の再生可能エネルギー事業の問題でもあ
る。
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（３） 第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市） 講義概要
9 月 13 日
■講義 301 エネルギーマネジメント概論
・講師：福島大学共生システム理工学類 教授 佐藤 理夫氏
・受講生：出席 18 名（申込 19 名）
、受講率 94.7％
・内容：我が国のエネルギー需給状況、発電・送電・節電の基礎知識、続いて福島県再生
可能エネルギービジョンの説明とそれを実現するための再生可能エネルギー技術の概論を
身近な事例をもとに解説された。その後、再生可能エネルギーのメリットとデメリットを
分かりやすく説明。まず福島において「小規模な最新鋭スマートコミュニティシステム」
を導入・社会実証を行い、広域の巨大なスマートコミュニティ構築へと展開してどうかと
の提案もあった。
■講義 302 電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
・受講生：出席 18 名（申込 19 名）
、受講率 94.7％
・内容：1,083 事業所に対して行った省エネ提案の 36％が実施されていない。実施されな
い理由は、
「初期投資費用に関する課題」が最も多く、次いで「省エネ手法や効果に関する
情報不足、省エネ対策より優先する課題がある」が挙げられた。省エネは経営や CO2 削減
に即効性があることから、経営者とコミュニケーションをとれるエネルギーマネジメント
推進支援者の養成が重要となる。電力自由化は 2000 年以降の電力事業制度改革により、電
力小売は部分的に自由化され、
2016 年 4 月に全面自由化が実施された。
電力会社の選択は、
電気料金メニュー、経営体制、環境性、サービスの観点で評価すること。今後、組織を変
えられる力を持った人材の養成がますます重要となってくる。
■講義 303 照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社エコソリューションズ社 ライティング事業部 照明エンジ
ニアリング部 東北 EC 主事 宮田 克生氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 17 名（申込 19 名）
、受講率 89.4％
・内容：照明の基礎（用語）
、照明（LED 化）の動向、照明の省エネルギーについての説明
があった。また、LED の発光原理と特徴、LED 光源への改修への注意点、LED、光源へ
の改修方法と事例、最新の LED 照明器具の紹介もあった。最後に、照度計算方法（光束法）
の説明があった。
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■講義 304 空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社アプライアンス社 エアコンカンパニー 大型空調ビジネス
ユニット 国内営業推進部 主幹 大門 秀輝氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 18 名（申込 19 名）
、受講率 94.7％
・内容：空調の４要素（温度制御、湿度制御、気流制御、空気清浄度）
、業務用エアコンと
は（分類）
、パッケージエアコンとは（空冷式、水冷式、インバーター制御、空地システム
の事例）
、最近の業務用空調の話題、新省エネ基準（トップランナー基準）
、フロン排出抑
制法について、最新パッケージエアコンの新しい省エネ技術、パッケージエアコンの更新
提案、現状把握（パッケージエアコンの品番）
、負荷計算、コスト比較などの説明の他、参
考情報として、省エネ・節電実例についての紹介があった。
■講義 305 電力の｢見える化｣と制御
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社エコソリューションズ社

マーケティング本部テクニカル

センター 東日本ソリューション課 課長 澤村 浩 氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 18 名（申込 19 名）
、受講率 94.7％
・内容：[1]電気料金メニューの再確認、[2]EMS による計測と制御、[3]EMS 導入の手順、
[4]EMS を通じた省エネ事例について詳しい説明がなされた。[1]では電気料金の仕組み、電
気料金メニューの種類、受電システムからスマートメーターまでの解説。[2]電気及びその
他エネルギーの計測方法、照明及び空調への制御方法と注意点・リスクの解説。続いて、
[3]EMS 導入手順では、事前準備に際し入手すべき情報、EMS 設置に必要な手続き、継続
的な省エネ活動の必要性について説明があった。[4]EMS を通じた省エネ事例では、某企業
のオフィスビル（2,270m2、地上 3 階）へのエマネージ導入計画から導入後の改善活動及び
電気料金の削減効果（契約電力の変更など）
、システム運用の徹底と継続したデータ分析に
より人的手間を最小限しながら実現できているとの報告があった。
※講義 303、304、305 では、鈴木伸隆氏の全体概要説明後、
「照明設備の省エネ」
、
「空調
設備の省エネ」
、
「電力の「見える化」と制御」を専門とする 3 名のゲストスピーカーから、
メーカーならではの詳細かつ実用的な講義が行われた。

33

10 月 20 日
■見学 306 エネルギーマネジメント提案演習① 事例研究・実機見学
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
・受講生：出席 13 名（申込 17 名）
、受講率 76.4％
・内容：本講座(第 1 日目：9 月 13 日)の講義で学習した内容（照明設備、空調設備、電力
の｢見える化｣と制御）を「いわき市内の大手電機メーカー住宅設備展示施設（以下、いわ
き市内展示施設）
」の視察研修（照明設備、空調設備、エマネージ設備）を通して、それぞ
れの理解を深めるとともに、午後の省エネ演習提案に備えて課題の発見に努めた。

いわき市内住宅設備展示施設の全景

電力会社配電柱（低圧引込盤）

分電盤（多回路エネルギーモニタ）

電力会社高圧受変電設備

■演習 307 エネルギーマネジメント提案演習 ②グループ討議 ③発表・全体討議
■演習 308 エネルギーマネジメント提案演習 ④講評・補足説明
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会 産学官連携コーディネーター兼
プロジェクトマネージャ 鈴木 一氏
・受講生：出席 12 名（申込 17 名）
、受講率 70.5％
・内容：受講生を２つの班（6 名／班）に分け、講師より受講生へ「いわき市内展示施設」
の全体平面図、単線結線図、
「エネマージ」データ（2016 年 9 月 1-30 日）を配布した。受
講生は、
「いわき市内展示施設」に向けた省エネ提案をグループ議論し模造紙に取り纏めた。
各グループ代表が｢いわき市内展示施設｣の省エネ提案結果を発表し、全体討議を行い、講
師からの講評と助言を得た。
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コラム３（エネルギーマネジメント推進支援者養成実証講座
一般財団法人

：

省エネルギーセンター

いわき市地域）
専門職

鈴木

伸隆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．人材育成の目標
本（2016）年 4 月より電力小売全面自由化がスタートした。パラダイムシフトに等しい
制度改革は、結果としてビジネスチャンスを創出することが多い。単に電力供給ビジネス
が勃興するのみならず、需要家による新電力選択の意思決定を支援するシステム、例えば
電力負荷率の把握や運転制御機能を有する「EMS（エネルギーマネジメントシステム）」
の普及が進むであろう。EMS 普及の積み重ねによって、市井で進められる組織としてのエ
ネルギーマネジメント自体のスタンダードが徐々に変化していく。
この上、一般電気事業者の生業（例えば原子力発電）が新電力選択へのトリガーとなり
うる地域ならば、少なくとも EMS の提供（販売）側により高い感度が求められることは
自明である。また斯様なトリガーのない地域であっても、やがて訪れるであろう需要家側
の「様子見」期間終了を睨み、EMS の提供（販売）側自身で活用価値を咀嚼しておく必要
がある。いずれにせよ需要家側にとっての EMS 採用へのトリガーと組織としてのエネル
ギーマネジメントに係る意識変化をイメージし、それを適切に提案できる能力を養成する
ことは、時代の流れとして不可欠である。
そこで今般は、電力に関するエネルギーマネジメントの「（とりわけ地域的な意味での）
現場」、「現物」そして「現実」に焦点を当て、各設備等の要素技術に関する知識を提供し
た上で、受講者にも試行可能な手法を用いた、エネルギーマネジメントビジネスのスキル
を体得し表現できる人材の育成を目標とした。
２．実用的な講座開発の考え方（要点は以下の 4 点）
①本年度に開発する講座は、「全体概論、事例研究、技術解説、実機見学、グループ演習、
成果発表」で構成した。受講生には、第 1 日目に下線部分の「現実」を座学にてインプ
ットし、第 2 日目に下線部分の「現場」「現物」から受講生にアウトプットをさせると
いう進め方が、講座として有効なのかを実証することにした。
②いわき開催では、実機見学として大手電機メーカーが有するショールームを活用した。
本年竣工した新しい施設であるが、それを先入観とせず、EMS を基にしたエネルギーマ
ネジメントが如何なる事業所においても必要であることをどう見出し、伝えていくかを
体感頂くことにした。結果としてそのことがアウトプットに反映されるか確認した。
③実機見学並びにそれを基にしたグループ演習では、EMS が無くても見出せるエネルギ
ーマネジメントの要点を議論し発表させた後、当該ショールームに予め設置しておいた
EMS が取得したデータによって可視化できるエネルギーマネジメントのポイントを解
説した。即ちその差異こそが EMS の価値である、という伝え方が有用であるかを検証
した。
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④いわき開催においては、受講生の所属から「地元在住の技術者（本コラムでは“Ａ班”と
記述）中心」と「地元大企業の営業職（同“Ｂ班”）」とに班分けし、グループ演習を実施
した。電力のエネルギーマネジメントに対する感度をどれだけ意識しているか、班によ
ってその差異があるか、成果発表から評価した。

３．成果
①アンケート結果から、本年度に開発するプログラムの講座が、受講生の理解度や業務へ
の有効度という観点から有効であることが見いだせた。
②実機見学の結果、定性的には様々、組織としてエネルギーマネジメントに対する受講生
の気づきを提供できた。特に、施設の新旧に係らず、些細なことでも「省エネ行動」と
して定義しルール化することがエネルギーマネジメントの一つの側面であること、そし
てそれを需要家に伝えることの重要性が受講生の腹に落ちたのではないかと推察する。
③同時に、EMS がないこと、あるいは EMS を有効に活用できないことのデメリットを明
らかにすることもできた。②にも言えることであるが、「実機見学」で「現物」
「現実」
を見たにしてもそれは印象論に留まる。新電力の選択に関しても、「電気のお知らせ」
を基にした意思決定も大まかなシミュレーションでしかない。電力負荷率などデータが
語る「本当の現実」との付け合わせによって適切なエネルギーマネジメントが行われる
ことが受講生に伝播したのではないかと考えている。
（②および③については、施設を貸与頂いた大手電機メーカーが成果に驚いていた）
④いわき開催においては、２．④でいうＡ班の方が同Ｂ班に比べ電力のエネルギーマネジ
メントに対する感度が高いことが、グループ発表から確認できた。東日本大震災の影響
を受けた地域（但し当該地域の一般電気事業者は原子力災害の原因企業ではない）でも
あり、需要家が思いのほか電力会社に対する独特の印象を有していることをよく認識し
た発表がなされた。逆にＢ班の発表はその点で「需要家に負けてしまう」発表内容が含
まれており、本職からすれば「甘い営業」であることとその課題が明確になった。
（本項についてＢ班の担当役員から「自分らの営業の甘さを痛感」と感想を述べられた）

４．課題
①第 1 日目のインプットに対する理解度に差があった（レベルの差と考えられる）。
②第 2 日目のアウトプットに少々物足りなさがあった（特に定量的なメリット試算）
。
③アンケートのみでは力量の評価がやや不完全であり、フィギュアスケートでいう採点の
ように、評価項目を特定した上で、複数の講師等が定量的に評価することにより次の課
題を明確にする必要を感じた。
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（４） 第 4 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟市） 講義概要
10 月 28 日
■講義 401 エネルギーシステム概論
・講師：福島大学共生システム理工学類 教授 佐藤 理夫氏
・受講生：出席 18 名（申込 18 名）
、受講率 100％
・内容：我が国のエネルギー需給状況、発電・送電・節電の基礎知識、続いて福島県再生
可能エネルギービジョンの説明、それを実現するための再生可能エネルギー技術の概論を
身近な事例をもとに解説された。その後、再生可能エネルギーのメリット・とデメリット
を分かりやすく説明し、まず福島において「小規模な最新鋭スマートコミュニティシステ
ム」を導入・社会実証を行い、広域の巨大なスマートコミュニティ構築へと展開してどう
かとの提案もあった。住民自体が事業主体となり、事業会社の利益の配当は市民に還元し、
お金が地域をめぐり雇用を創出する仕組みを作ることが地方創生に至る一方策であるとの
主張があった。
■講義 402 電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
一般財団法人省エネルギーセンター 調査部長 大國浩太郎氏（代理）
・受講生：出席 18 名（申込 18 名）
、受講率 100％
・内容：1,083 事業所に対して行った省エネ提案の 36％が実施されていない。実施されな
い理由は、
「初期投資費用に関する課題」が最も多く、次いで「省エネ手法や効果に関する
情報不足、省エネ対策より優先する課題がある」が挙げられた。省エネは経営や CO2 削減
に即効性があることから、経営者とコミュニケーションをとれるエネルギーマネジメント
推進支援者の養成が重要となる。電力自由化は 2000 年以降の電力事業制度改革により、電
力小売は部分的に自由化され、
2016 年 4 月に全面自由化が実施された。
電力会社の選択は、
電気料金メニュー、経営体制、環境性、サービスの観点で評価すること。今後、組織を変
えられる力を持った人材の養成がますます重要となってくる。
■講義 403 照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社エコソリューションズ社 ライティング事業部 照明エンジ
ニアリング部 所長 鎌 秀樹氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 18 名（申込 18 名）
、受講率 100％
・内容：照明の基礎（用語）
、照明（LED 化）の動向、照明の省エネルギーについての説明。
また、LED の発光原理と特徴、LED 光源への改修への注意点、LED、光源への改修方法
と事例、最新の LED 照明器具の紹介もあった。最後に、照度計算方法（光束法）の説明が
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あった。
■講義 404 空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社アプライアンス社 エアコンカンパニー 大型空調ビジネス
ユニット 国内営業推進部 主幹 大門 秀輝氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 17 名（申込 18 名）
、受講率 94.4％
・内容：空調の４要素（温度制御、湿度制御、気流制御、空気清浄度）
、業務用エアコンと
は（分類）
、パッケージエアコンとは（空冷式、水冷式、インバーター制御、空地システム
の事例）
、最近の業務用空調の話題、新省エネ基準（トップランナー基準）
、フロン排出抑
制法について、最新パッケージエアコンの新しい省エネ技術、パッケージエアコンの更新
提案、現状把握（パッケージエアコンの品番）
、負荷計算、コスト比較などの説明の他、参
考情報として、省エネ・節電実例についての紹介があった。
■講義 405 電力の｢見える化｣と制御
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
パナソニック株式会社エコソリューションズ社 マーケティング本部テクニカル
センター 東日本ソリューション課 課長 澤村 浩氏（ゲストスピーカー）
・受講生：出席 17 名（申込 18 名）
、受講率 94.4％
・内容：[1]電気料金メニューの再確認、[2]EMS による計測と制御、[3]EMS 導入の手順、
[4]EMS を通じた省エネ事例について詳しい説明がなされた。[1]では電気料金の仕組み、電
気料金メニューの種類、受電システムからスマートメーターまでの解説。[2]電気及びその
他エネルギーの計測方法、照明及び空調への制御方法と注意点・リスクの解説。続いて、
[3]EMS 導入手順では、事前準備に際し入手すべき情報、EMS 設置に必要な手続き、継続
的な省エネ活動の必要性について説明があった。[4]EMS を通じた省エネ事例では、某企業
のオフィスビル（2,270m2、地上 3 階）へのエマネージ導入計画から導入後の改善活動及び
電気料金の削減効果（契約電力の変更など）
、システム運用の徹底と継続したデータ分析に
より人的手間を最小限しながら実現できているとの報告があった。
※講義 403、404、405 では、
「照明設備の省エネ」
、
「空調設備の省エネ」
、
「電力の「見え
る化」と制御」を専門とする 3 名のゲストスピーカーから、メーカーならではの詳細かつ
実用的な講義が行われた。
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11 月 22 日
■演習 406 エネルギーマネジメント提案演習① 事例説明・解説
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
・受講生：出席 18 名（申込 21 名）
、受講率 85.7％
・内容：エマネージを導入し｢見える化｣を推進している施設が新潟市内になかったことか
ら、「いわき市内住宅設備施設展示施設」の写真と動画を現場見学（照明設備、空調設備、
エマネージ設備）の代用とし、受講生には午後の演習では「いわき市内展示施設」の省エ
ネルギー提案の課題発見に努めてもらった。
■演習 407 エネルギーマネジメント提案演習 ②グループ討議 ③発表・全体討議
■演習 408 エネルギーマネジメント提案演習 ④講評・補足説明
・講師：一般財団法人省エネルギーセンター 人材育成推進部 専門職 鈴木 伸隆氏
株式会社 EMS 代表取締役社長 藤川 博文氏
・受講生：出席 18 名（申込 21 名）
、受講率 85.7％
・内容：受講生を 5 つの班（3 or 4 名／班）に分け、講師より受講生へ「
「いわき市内展示
施設」全体平面図、単線結線図、
「エマネージ」データ（2016 年 9 月 1-30 日）を配布した。
受講生は「いわき市内展示施設」に向けた省エネ提案をグループ議論し模造紙に取り纏め
た。各グループ代表が「いわき市内展示施設の省エネ提案」結果を発表し、全体討議を行
い、講師からの講評と助言を得た。
左図：
第 1 班の発表資料

右図：
第 5 班の発表資料

鈴木講師の講義風景

提案演習：グループワーク風景
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第 5 班の発表風景

コラム４（エネルギーマネジメント推進支援者養成実証講座
一般財団法人

省エネルギーセンター

：

新潟市地域）
専門職

鈴木

伸隆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．人材育成の目標
コラム３「１．
」と同様である。
２．実用的な講座開発の考え方（要点は以下の 4 点）
①基本的な考え方は「コラム３「２．①」と同様である。
②新潟開催では、いわき開催で使用した大手電機メーカーが有するショールームで撮影し
た動画や写真を活用することで「実機見学」に代えることにした。本年竣工である等必
要な情報を口頭で説明した上で、それを先入観とせず、EMS を基にしたエネルギーマネ
ジメントが如何なる事業所においても必要であることをどう見出し、伝えていくかをご
理解頂くことにした。結果としてそのことがアウトプットに反映されるか確認した。
③動画や写真を基にしたグループ演習では、EMS が無くても見出せるエネルギーマネジメ
ントの要点を議論し発表させた後、当該ショールームに予め設置されている EMS（遠隔
監視が可能であるためインターネット上からデータ取得）によって可視化できるエネル
ギーマネジメントのポイントを解説した。即ちその差異こそが EMS の価値である、と
いう伝え方が有用であるかを検証した。
④新潟開催においては、受講生の所属から「地元在住の技術者（本コラムでは“Ａ1 班、Ａ
2 班”と記述）中心」と「県内に支店を有する企業の営業職(同“Ｂ1～Ｂ3 班”）」
「県内自
治体内でのエネルギーマネジメント推進者（同“Ｃ班”※）とに班分けし、グループ演習を
実施した。電力のエネルギーマネジメントに対する感度をどれだけ意識しているか、班
によってその差異があるか、成果発表から評価した。
※Ⅽ班は「売り手」の立場にないため、組織内のエネルギーマネジメントを推進する上
での提案点をアウトプット頂いた。

３．成果
①いわき開催とは（動画等を使用する等）カリキュラムの進め方に差異があったが、アン
ケート結果では、いわき開催同様、受講生の理解度や業務への有効度という観点から
有効であることが見いだせた。
②動画等を使用した場合でも、定性的には様々な気づきを提供できた。但し、
「現場」
「現
物」
「現実」の構成要素たる従業員にヒアリング等できなかった（当然のことであるが）
ことが、組織のエネルギーマネジメントに対する受講生の気づきを十分に提供できな
いことに繋がったこともわかった。
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③EMS がないこと、あるいは EMS を有効に活用できないことのデメリットを明らかに
することができた。動画等では確認できなかった「現物」
「現実」をもう少し掘り下げ
て見えることが理解できたようである。
④新潟開催においては、全体として、２．④でいうＡ班の方が同Ｂ班に比べ電力のエネル
ギーマネジメントに対する感度を意識していることが、グループ発表から確認できた。
東日本大震災の影響を受けてはいないが、当該地域にその原因企業の原子力発電所があ
．．．．．
ることをふまえ、需要家が電力会社に対するそれなりの印象を有していることをよく認
識した発表がなされた。逆にＢ班の発表はあまりにありきたりで新規性がなく「需要家
に負けてしまう」発表内容が含まれていた。

４．課題
コラム３「４．
」と同様である。
付け加えると、いわき開催に比べ、敢えて「実機見学」を外した。研修としての迫力不
足が否めなかったととともに、エネルギーマネジメントの構成要素たる従業員へのヒアリ
ング等をなかったことで、EMS の価値といった本質的な理解が進まなかったのではないか
と感じられた（グループ発表等より推察）。「実機見学」を実施するためには準備の負担が
伴うことが課題であるが、一方、実機見学を端折ることが、研修自体の成果に新たな課題
を作ることを認識した。
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（５） 第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南） 講義概要
9 月 29 日
■講義 501 再エネ・省エネ・蓄エネの概論
・講師：福島大学共生システム理工学類 教授 佐藤 理夫氏
・受講生：出席 19 名（申込 24 名）
、受講率 79.1％
・内容：我が国のエネルギー需給状況、発電・送電・節電の基礎知識、続いて福島県再生
可能エネルギービジョンの説明、それを実現するための再生可能エネルギー技術の概論を
身近な事例をもとに解説された。その後、再生可能エネルギーのメリット・とデメリット
を分かりやすく説明し、まず福島において「小規模な最新鋭スマートコミュニティシステ
ム」を導入・社会実証を行い、広域の巨大なスマートコミュニティ構築へと展開してはど
うかとの提案もあった。欧米で進んでいる『住民自体が事業主体となり、事業会社の利益
の配当は住民に還元し、お金が地域をめぐり雇用を創出する仕組み』が導入できるか、新
しいスマートコミュニティを生み出せるか、実験してみる価値はあるとの見解を示された。
■講義 502 中小企業が参入可能な再生可能エネルギー事業を考える
・講師：三菱重工業株式会社 特別顧問 福江 一郎氏
・受講生：出席 17 名（申込 24 名）
、受講率 70.8％
・内容：国内外のエネルギー産業の動向に精通する講師から、[1]再生可能エネルギー産業
の特性と課題、[2]日本のエネルギー政策（エネルギー革新戦略、CO2 削減目標、2030 年
度の電源計画、[3]再エネ産業・世界の動向と日本のポジション（改正 FIT 法の狙い、再エ
ネ補助金制度のあり方、[4]電力完全自由化後の電力市場、広域的運用による接続問題の解
消）、[5]ビジネスとしての再生可能エネルギー（今後の再エネ・ビジネスで留意すべき点、
日本の再エネ市場規模）、[6]製品毎の事業環境（太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、
中小水力発電、地熱発電）
、[7]スマートコミュニティ（省エネの達成、水素社会の可能性）
、
[8]スモールビジネスとして何をすべきか？について、豊富な資料をもとに詳細な解説がさ
れた。
■講義 503 地元企業の取り組む再エネ事業紹介
・講師：飯舘電力株式会社 専務取締役 千葉 訓道氏
・受講生：出席 18 名（申込 24 名）
、受講率 75％
・内容：
「福島市土湯温泉発電事業（温泉熱発電、小水力発電）と飯舘電力発電株式会社立
ち上げの体験談」と「これら事業立ち上げに関わる業務を分類し、突出した事業化の壁」
が紹介された。
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10 月 8 日
■講義 504 SWOT 分析手法の基本技法の講義
■演習 505 地域課題の SWOT 分析手法の実習
・講師：東北工業大学ライフデザイン学部 准教授

大石 加奈子氏

・受講生：出席 9 名（申込 17 名）
、受講率 52.9％
・内容：技術系の仕事に必要なコミュニケーション能力を修得できる科学理論に基づいた
「エンジニアリング・ファシリテーション」手法を学び、演習課題「弁当屋問題解決」を
通して SWOT 分析手法の基本技法を修得した。
■講義 506 地域課題の SWOT 分析手法の講義
■ＧＷ507 地域課題の SWOT 分析手法のグループワークと発表
・講師：東北工業大学ライフデザイン学部 准教授

大石 加奈子氏

・受講生：出席 7 名（申込 17 名）
、受講率 41.1％
・内容：東日本大震災からの復興施策の一つである『2030 年までに県内エネルギー需要量
の 60％相当量を再生可能エネルギーで賄う』ことを目標に、午前中に学んだ SWOT 分析に
より地域課題を分析し、行政と企業が取り組む実行計画の作成を行った。
10 月 18 日
■講義 508 再エネ産業における中小企業の取組事例（海外先進事例を含む）
・講師：福島大学地域創造支援センター 産学官連携コーディネーター 森本

進治

・受講生：出席 16 名（申込 20 名）
、受講率 80％
・内容：本講座における人材養成の目標（自ら学び／考え／行動できる人づくり）を達成
するため、地域の産学官が連携し、国のあらゆる事業を横通しで活用する仕組みづくりを
目指していることをいくつかの例を挙げて説明した。REIF ふくしま 2016（10/19－20）に
出展するベルギー・デンマーク・ドイツ NRW 州企業の展示内容を紹介し、海外出展ブース
ツアー等への参加を薦めた。中小企業研究センター発行調査研究報告書「再生可能エネル
ギー産業における中小企業の動向と展望（平成 26 年 12 月刊行）
」より抜粋した数社の特徴
などを説明した。
■講義 509 地域電力事業の業務と課題（土湯温泉バイナリー発電事業を例に）
・講師：飯舘電力株式会社 専務取締役 千葉 訓道氏
・受講生：出席 17 名（申込 20 名）
、受講率 85％
・内容：9 月 29 日の講義で時間がなく、十分に伝えられなかった「地域電力事業の業務と
課題」について、[1]地域発電事業立ち上げ業務、[2]本事業特有の問題点、[3]特筆すべき事
業化の壁（合意形成、ファイナンス、許認可）について詳細に語ってもらった。
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■GW510 グループワーク（計画原案の作成と発表）
・講師：飯舘電力株式会社 専務取締役 千葉 訓道氏
飯舘電力株式会社 福島事務所所長 近藤 恵氏
・受講生：出席 17 名（申込 20 名）
、受講率 85％
・内容：「グループワークの進め方」と「事業テーマの優先順位付け」の説明があり、4 班
（4 名／班）にわかれ、再エネ事業創出の計画原案の作成を行った。

SWOT 分析

事業の優先順位付け

実行計画

講師講評

11 月 7 日
■GW511 グループワーク（講師を交えてグループ毎に技術的な実現性を検討と発表）
・講師：福島大学共生システム理工学類 教授 佐藤

理夫氏

福島大学共生システム理工学類 特任教授 齋藤 公彦氏
・受講生：出席 16 名（申込 22 名）
、受講率 72.7％
・内容：グループ分けでは、受講生 16 名のうち 9 名が本講座（第 2、3 回）のＧＷに参加
していなかったので、本講座で GW を体験した受講生をファシリテーターに指名し、4 班
にグループ分けし、それぞれの班にファシリテーターを配置した。1 班と 2 班は太陽光発電
関連事業、3 班と 4 班はバイオマス発電関連事業で事業テーマを考え、実行計画作成、発表
を行って講師からの講評を得た。
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11 月 16 日
■演習 512 ビジネスプラン作成研修（手法）
・講師：科学技術振興機構イノベーション拠点推進部マッチングプランナー 佐藤 利雄氏
・受講生：出席 8 名（申込 22 名）
、受講率 36.3％
・内容：佐藤氏がこれまで体験してきた、起業・企業支援を通して学んだ事例の紹介、ま
たこの経験を基に考案した「企業経営資源シート」の解説が行われた。
■GW513 グループワーク（ビジネスプラン検討・資料作成・発表・講評）
・講師：科学技術振興機構イノベーション拠点推進部マッチングプランナー 佐藤 利雄
氏、株式会社ニセンエックス 代表取締役社長 新城 榮一氏
・受講生：出席 7 名（申込 22 名）
、受講率 31.8％
・内容：佐藤利雄講師考案の「企業経営資源（KS）シート表」を活用し、
「事業化テーマ実
行計画」の作成を受講生 7 名のグループで実施した。まず、全受講生の簡単な自己紹介（取
組みたい事業）を通して、グループとして取組むテーマを「再エネを活用したエコ住宅：
須賀川モデル」に設定し、受講生グループに「KS シート」によるビジネスの各ステージ（企
画、開発、製造、広報、商談）で必要となる『人、物、金、情報』をどこから（受講生グ
ループの『内』、『外』）どのように取るか検討してもらった。KS シートは全員初めて使っ
たので、膠着状態に陥る場面も多々あり、講師は KS シート作成の考え方を説明しながら示
し、指導助言を行ったことで、非常に優れた受講生による KS シートが作成できるようにな
った。

受講生が作成した KS シート

KS シート
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コラム５（地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南地域）
福島大学産学官連携コーディネーター

森本

進治

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１．人材育成の目標
対象地域は、豊かな再エネ資源に恵まれていながら、中小企業の多くは再エネ関連の市
場や業界の動向を把握する術もなく、新しい事業に進出する機会を逸している。地域企業
の保有するモノづくり基盤技術に自信と誇りを持ち、中小企業の参入可能な再エネ関連市
場を理解し、ニッチな市場で競争力を発揮できる企業内起業マネジャーと地域リーダーの
養成を目標とした。なお、事業テーマとしては 5 年以内で立ち上げ可能な規模の事業を
目標とした。

２．実用的な講座開発の考え方
１）講座前半（14 時間）の考え方【講義とグループワーク演習）】
先ずは、再生可能エネルギー等の概論、国内外のエネルギー産業（再エネ含む）の動向
／その中での再エネ関連事業の方向性・特性・注意すべき点／スモールビジネス参入のポ
イント、県内の再エネビジネス事例紹介（事業立ち上げに至る全体業務、再エネ特有の課
題や事業化の壁など）
、エンジニアリング・ファシリテーション手法※の修得と演習（「課題
①弁当屋の業務改善、課題②福島県に再エネを普及させる）を経て、後半のグループワー
クに繋げる。
※技術系の仕事に必要なコミュニケーション能力を修得できる科学理論に基づいた手法
具体的な講義等科目
・再エネ・省エネ・蓄エネの概論
・再生可能エネルギーのスモールビジネスについて考える
・地元企業の取り組む再生可能エネルギービジネス
・地域課題解決のための SWOT 分析手法の講義とグループ演習による手法の修得
・再エネ産業における中小企業の取組事例の学習（国内外事例、REIF2016 企業展示ブー
ス）
２）講座後半（12 時間）の考え方【グループワーク主体】
後半カリキュラムでは 3 つのステップ（3 日目、4 日目、5 日目）で再エネビジネスプラ
ン作成に取り組む。ステップ毎に講師（2 人）を入れ替え（事業家、再エネ専門家、マッ
チングプランナーなど）多様な人材と交流すること、また受講生の多様なニーズ（事業化、
研究・開発、他機関との連携）に応えられるよう配慮した。講座終了後も講師と交流でき
るよう、県内人材を多く用いる。第 1 ステップ（3 日目）は、事業立ち上げまでの期間を
10 年と長めにして、幅広に事業計画原案をまとめ易くする。第 2 ステップ（4 日目）では
事業立ち上げまでの期間を 5 年以内とし、即、事業化検討にかかれる事業計画原案を纏め
るようにする。
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第 3 ステップ（5 日目）では、グループワークで絞り込まれた事業テーマの「企画⇒開
発⇒製造⇒広報⇒販路開拓」の各段階で必要となる「ヒト・モノ・金・情報」をグループ
でまとめる。第 1、2、3 ステージとも、グループワーク、発表・講評の反復。
３．成果
本事業（事業計画）では、本講座は 5 日全科目（26 時間）を必修としていたが、開催前
の地域協力者との打合せにおいて、地域受講生の多くが全科目選択として欲しいとの強い
要望があることが判明し、地域の要望に歩み寄ることにした。
・グループワークの際、毎回メンバーの約半分が入れ替わり、アウトプットの質の低下が
懸念された。幸い、平成 26 年度にエンジニアリング・ファシリテーション研修を受けた受
講生がいたこと、本講座 2 日目の研修を受けた受講生がいたことで、彼らにファシリテー
ターを務めてもらって、３日間のグループワークを切り抜けることができた。ファシリテ
ーターを務めた受講生には実践的な教育の場となり、次年度はチューターとして活用でき
る。
・異業種メンバーによるグループワークは参加者の相乗効果があり、一人では思いつかな
いアイデアが生まれることを実感した受講生も多かった。
・「新規ビジネス創出のためのグループワーク（3 日間）
」の第 1 ステップ⇒第 2 ステップ
⇒第 3 ステップと進むに従い、非常に優れた事業テーマが数件提案された。本講座では企
画提案書の作成には至らなかったが、有志が 12 月末と 1 月初めに福島県内で企画提案書作
成のためグループワークを実施した（12 月末はスーパーコーコーディネーター同席）。

４．課題
・グループワークの議論が深まると、
「知的財産」に関わる優れた提案がなされ、受講生間
で「知的財産に係わる覚書」を交わしていなかったことを反省した。
・本講座 5 日間の全科目を必修として受講生募集を開始したが、１日受講でも受け入れて
欲しいとの要望があり、1 日受講でもそれだけの効果があることから、受講生数を確保す
るため選択制に切り替えた。全受講生数 39 人（内訳：5 日間受講 1 人、4 日間受講 3 人、
3 日間受講 8 人、2 日間受講 3 人、1 日間受講 24 人）で、3 日間受講生は全体の 31％。し
かし、これでは企業・地域の活性化は遅れてしまう。
・講座の開催地を 3 ヵ所とし、それぞれの地域の方に参加しやすく配慮したが、あまり効
果がなかった。
（会場借用・後援名義承諾・終了報告などの事務的な手間のみが増えた）
・本講座は、企業内起業マネジャーと地域活性化を推進する地域リーダー養成にあり、年
間 1 日や 2 日の講座では人材は育たない。企業や自治体と踏み込んだ話し合いが必要にな
ってきている。
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コラム 6（地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座の視察）
福島大学

木暮 照正

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【11 月 7 日の視察を終えての感想】
平成 28 年 11 月 7 日（月）に福島県須賀川市の中央公民館で開講された「地域型再生可
能エネルギー関連事業創出人材養成講座」（第 4 回）に参加をさせていただいた。この回
はそれまでに開講された 3 回分の講義・実習を踏まえたワークショップの回であり、2 名
の講師（福島大学の佐藤理夫教授と齊藤公彦特任教授）の助言に基づいて、4-5 名を単位と
したグループ内で具体的な再生可能エネルギーの事業プランを検討し、最後に各グループ
単位でプレゼンをするという趣旨の回であった。合計 4 つのグループで熱のこもった協議
が行われ、講座の最後にはプランの提案とフロア全体での意見交換がなされた。
かなりの参加者が前回のグループワークには参加していない初参加の受講者であったこ
ともあり（社会人を対象とした講座なので、やむを得ないところでもあるが、4 回目であ
りながら初参加者が多いという点は今後の課題かもしれない）、冒頭で事務局と講師から
これまでの講座の経緯やグループワーク上の約束事を確認する必要が出てくる。今回はこ
の時間を予め織り込んでいなかったので、進行においてやや戸惑っていたところが見受け
られた。今後はこういった場合も見込んで、予め説明用の時間を設定しておく等の対策を
とっておいた方がよいかもしれないと感じた。
ワークショップ内のグループ内協議では、参加申し込みの時点で希望テーマ（具体的に
取り組みたい再生可能エネルギー分野）を聴取した上で、関心の近い人たちでグループを
構成できていたこともあり、議論を進める上での関心の的が予め絞られていた。遠方から
の参加者もおり、実際には半日程度の時間しか取れず、必ずしも講座自体で十分な時間が
用意できたわけではないのだが、グループ内の議論や意見交換は充実していたと感じた。
一般にグループ内協議では、十分な時間を仮に設定できたしても、結果的に議論が収拾さ
れず、煮詰まることもままあるものだが、今回はちょうどよい時間設定となっていた。最
後のプレゼン・質疑の時間もルールに即して統制がとれていた。
今回の講座では具体的な再生可能エネルギーの事業プランの立案がテーマであったが、
実際の事業化を重視するのであれば、グループワークの中であまりに先端的な企画を取り
扱うことは却って忌避されるであろう（とっておきのタネを公知にしてしまうことは、普
通はしないはずである）。これを踏まえると、今後はやり方を少し改めることも検討して
おきたいところである。例えば、過去の実際に取り組まれた事業事例を例示し（受講者自
身があまり詳しくは知らないということが前提にはなるが）、これを元に事業化をトレー
ニングの一環として考えてみるという可能性があるかもしれない。（このような素材であ
ればすでに公知であるといえるし、参加者の利害にも直結しない。また事業化の展開がう
まくいったのか、いかなかったのか、についても「答え」が出ているので、グループでの
発想を評価する基準を用意することもできるであろう。）
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講座が散会した後に、ある受講者が語っていたことであるが、「実際の仕事現場では、
今回のグループワークで実施したような思考発想の可視化・見える化を行うことはあまり
ない」のだそうである（そのような技法を知らない、知っていたとしてもその有益性を認
識していない、そのようなトレーニングを受ける機会がない）。今回のような講座の受講
経験を通じて、技法として思考発想の可視化を経験し、その有用性を認識し、さらに現場
でも活用してみようと試みること（例：職場の仲間に勧めてみる、実際に取り入れてみる）
に繋がるのであれば、これはまさに講座の実証価値といえるのではないか。今回の教育プ
ログラムでは講座受講後の自己評価も視野に入れてもおり、引き続きこのような効果の検
証が待たれるところである。
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コラム 7（地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座の視察）
北陸先端科学技術大学院大学

山本外茂男

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【11 月 16 日の視察を終えての感想】
11 月 16 日に再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座の最終カリキュラムを視察
させていただきました。今回のカリキュラムでは一連の講座の最終カリキュラムとしてビ
ジネスプラン作成に挑戦する内容でした。
まず、出席人数は 10 名程度ではありましたが、参加者のプロフィールが現役商社マン、
住宅販売営業マン、元車メーカー技術者、現役車ディラー営業マンなど多様なプロフィー
ルを持ったメンバーであったことが、多様な視点からの議論を可能にしていたと思われま
す。また、多様な外部環境情報（サプライチェーン、国の政策動向）、技術的可能性、販
売可能性等の情報インプットがあり、実現可能性について掘り下げた議論が可能となった
と思います。今後も多様性を意識したメンバー構成を維持できることを期待します。
他方で、ビジネスプラン作成に向けた議論の進め方において、講師が説明した手法を使
いこなせない状況がみられたのは残念でした。理由として時間の制約があることが原因と
考えられ、個人での自習時間等で補うことも必要かもしれません。
今回のビジネスプラン演習では社内外の「人・モノ・金・情報」をどのように活用する
のかを議論しながらプラン作りにアプローチしました。メンバーの大方がポイントを理解
したのではないかと思います。次は、如何にしてプロジェクトを立ち上げていくのか、現
実味のあるコスト・工期・採算性など粗々算定できるようになることが望ましいと思いま
す。現状分析の上で、プロジェクト管理（コスト、工期、採算性など）の見積もりができ
る人材養成カリキュラムが必要であると思います。（参考までに事業計画策定ステップを
図 1 に示す）

図 1：事業計画策定ステップ
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一連のプログラムについては、個々の知識やアイデアを提示し合い議論していくことか
ら、新規性のあるアイデアには知的財産権に関わる内容も含まれることから、事前の守秘
義務の確認をしておく必要を感じました。特定企業の社内研修として本講座を出前開催し
た場合はこうした制約がなくなるので、より深い議論に入ることが可能と思われ、将来、
本プログラムを有償開催とする場合のオプションとして考えてはどうかと思いました。
【創造性教育と事業化教育】
我が国におけるイノベーション創出活性化人材育成プログラムの多くは、大学等の研究
開発成果を基にしたベンチャーの創業や、既存企業による新事業の創出を促進する人材の
育成と関係者・関係機関によるイノベーション・エコシステムの形成を目的としています。
東京大学におけるイノベーション人材育成プログラムでは、0 から１を生み出す創造性
教育と１を 10 にする事業化教育で構成されています。創造性教育とは、従来のステレオタ
イプな考え方を打破し、人間の行動、生活、考え方や価値観を動かす画期的で不可逆なア
イデアを生み出せる創造性（クリエイティビティ―）を培うためのワークショップ型の教
育プログラムです。創造性教育の中にも、
（１）自らの得意とする技術を活用するシーズ起
点のアイデア創出と、
（２）ニーズ起点のアイデア創出の両方のアプローチでの専門プログ
ラムをそれぞれ提供しています。（図２参照ください）

図２：事業化プロセスに沿った教育プログラム（東京大学資料一部改変）

受講者がイノベーション創出の実践に向けて、自ら、興味のある社会ニーズや技術シー
ズを発想の起点とした事業アイデア着想のための「創造性教育」
、そしてアイデアの事業化
を学ぶための「起業家教育」を、シームレスに統合したプロセスになっています。
起業家教育では、先の段階で着想したアイデアを、如何に具体的な製品・サービス・事
業として結実させるのか、アントレプレナーシップ（企業家精神あるいは起業家精神）と、
イノベーション実現に向けた様々な経営資源（技術、人材、資金等）獲得の方法論・スキ
ルの取得を目的としたプロジェクト型の教育プログラムと専門家によるメンタリングを提
供しています。
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こうしたイノベーション人材育成プログラムのカリキュラムは手法の新しさや能力開発
の有効性について参考になる点があると思います。また、MOT プラグラムのコース設計で
は、単位認定や学位付与の関係からかなりの受講時間を要しますが、カリキュラム内容は
参考にできるものも多いと思います。今後、本プログラムの方向性として、社会人が個人
として参加して有益なプログラムとするか、企業が社内プログラムとして導入するプログ
ラム設計とするかなど、今後のさらなる検討が必要と思われます。また、メンターの充実
はプログラムの持続性を確保する上で重要なポイントではないでしょうか。
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５．実証講座－受講生の受講動機（受講申込アンケートによる）
実証講座参加にあたり、受講生に「受講動機」を確認した。以下に回答の概要と詳細を
まとめた。
１）集計結果（概要）
（１） 全講座
受講の動機は？（回答数：100 名）

ｄ）
意識改革
23%
ｃ）
人脈形成
3%

a）スキル
アップ
57%

ｂ）事業化
17%

ａ）スキルアップ
（再生可能エネルギー関連技術の習得）
ｂ）事業化
（再生可能エネルギー事業への参入・展開）
ｃ）人脈形成
（人的ネットワークの構築）
ｄ）意識改革
（持続可能な社会の実現に向けた自己啓発）

（２） 地中熱利用技術者養成講座
受講の動機は？（回答数：39 名）

ｄ）
意識改革
36%
a）スキル
アップ
53%
ｃ）
人脈形成
0%

ｂ）事業化
11%
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ａ）スキルアップ
（再生可能エネルギー関連技術の習得）
ｂ）事業化
（再生可能エネルギー事業への参入・展開）
ｃ）人脈形成
（人的ネットワークの構築）
ｄ）意識改革
（持続可能な社会の実現に向けた自己啓発）

（３） エネルギーマネジメント推進支援者養成講座
受講の動機は？（回答数：37 名）

ｂ）事業化
3%

ｃ）
人脈形
成
0%

ｄ）
意識改革
11%

ａ）スキルアップ
（再生可能エネルギー関連技術の習得）
ｂ）事業化
（再生可能エネルギー事業への参入・展開）
ｃ）人脈形成
（人的ネットワークの構築）
ｄ）意識改革
（持続可能な社会の実現に向けた自己啓発）

a）スキル
アップ
86%

（４） 地域型再エネ関連事業創出人材養成講座
受講の動機は？（回答数：24 名）

ｄ）
意識改革
19%

a）スキル
アップ
26%

ａ）スキルアップ
（再生可能エネルギー関連技術の習得）
ｂ）事業化
（再生可能エネルギー事業への参入・展開）
ｃ）人脈形成
（人的ネットワークの構築）
ｄ）意識改革
（持続可能な社会の実現に向けた自己啓発）

ｃ）
人脈形成
13%

ｂ）事業化
42%
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２）集計結果（詳細）
《回答数 100 名、申込者数 142 名、回答率 70.4％》
（１）受講の動機：地中熱利用技術者養成講座（回答数：39 名）
・これからのエネルギーとして興味があった為です。
（20 代 1 名、50 代 1 名）
・これからの新しい再生可能エネルギー導入事業との事で興味があり、この講座で地中熱
の勉強ができればと考え参加を希望しました。
（30 代）
・以前から「再生可能エネルギー」に興味があり、今回、受講生募集のチラシが手に入っ
たので「入口論」
「初歩論」として受講を思い立った。
（60 代以上）
・沖縄での地熱利用について興味があったから。
（30 代）
・会社が実施している業務関係の関連として興味があり。
（60 代以上）
・技術開発部門として参考にしたい。
（50 代）
・桐生での講座を聞き、さらに知識を増やしたいためです。
（20 代 1 名、50 代 1 名）
・群馬県館林市の関根工業(有)様の「地中熱利用システム現場見学説明会」に参加させてい
ただき、本講座のご案内をいただきました。地中熱利用について、もう少しお話しを聞
きたいと思います。
（40 代）
・国際的な温暖化対策が大きく動きだしている昨今、同システムの将来性を感じ最先端技
術の現状を勉強したい。
（30 代）
・今年の６月、地熱施工業者に資材販売をさせてもらいました。
（資材の使用箇所を知りた
い）今後、施工業者様へのサービス対応の為と、エコ地中熱利用のシステムを知りたい。
（60 代以上）
・再生可能エネルギーにおける熱利用システムとその可能性（地中熱利用に対しては未知）
。
（40 代）
・再生可能エネルギーによる発電は重要であると位置づけているので、地中熱利用につい
ても勉強したいと考えています。
（60 代以上）
・再生可能エネルギーに関心があり、地中熱利用について詳しく知りたいと思い、地域で
の講座という事なので。
（60 代以上）
・再生可能エネルギー設備の工事営業を展開しているため。
（20 代 1 名、60 代以上 1 名）
・私はパイプメーカーに勤めています。熱交換パイプも製造しており、沖縄でも地中熱事
業を普及させていきたく常々考えております。内地からは最近まで沖縄は不向きと言わ
れ続けてきましたが、最近、光が見えてきた所でございます。今回の講座で、最新の研
究や暖地における新しい用途など勉強したく今回応募させていただきました。
（30 代）
・省エネ事業に関心がある。沖縄では建物の冷房にかなりのエネルギーが費やされている。
地中熱利用が省エネとして、実際の利用がどこまで可能か参考にしたく、参加した。
（60
代以上）
・省エネ事業に関心があるため。
（40 代）
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・新規事業の一環として勉強したい。（50 代）
・総合建設業を遂行する上で今後の新築住宅への導入を検討し、他との差別化、目玉にな
りうるかを探りたいため。
（40 代 1 名、50 代 1 名、60 代以上 1 名）
・暖地向け地中熱利用システムの仕組みや課題など概要を理解するため。
（40 代 2 名）
・地中熱システムについて理解を深め、業務に生かしていきたいと思います。
（30 代）
・地中熱についての知識の向上、卒業研究の参考にするため。
（20 代）
・地中熱利用について、特に地質との関係性について学習し、今後の事業につなげたい。
（60
代以上）
・地中熱利用について正しい知識を深める等。
（60 代以上）
・地中熱利用について理解を深めていきたい。次世代の地中熱利用について興味がある。
今後の研究に役立てたい。
（20 代）
・地中熱利用に興味があり、実際に地中熱利用に使用する採熱管の設置に関わるボーリン
グ作業をしたので、今後のボーリング作業等における留意点などが知りたい。
（50 代）
・地中熱利用に興味があるから。
（40 代）
・地中熱利用の技術や知識を向上させ、中小企業の技術支援に役立てたい。
（50 代）
・地中熱利用の将来性に興味があるため。
（30 代）
・地熱に興味あり。
（50 代）
・当社の焼却プラントでの地中熱利用を研究したい。
（40 代）
・農業用ハウスの冷暖房の効率の為に地中熱利用を考えている。
（60 代以上）
・勉強のため。
（60 代以上）

（２）受講の動機：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（回答数：37 名）
・2016 年 4 月の法律の改正による家庭、企業などに向けた電力小売りが全面自由化されま
した。電力会社の選択、料金プラン及び現在当社で行っている太陽光発電の蓄電池利用
など、省エネルギーに役立つ知識を当講座『電力自由化を考慮したエネルギーマネンジ
メント推進支援者養成講座』で取得したく応募します。
（60 代以上）
・ZEB や ZEH に対応できるエネルギー診断プロフェッショナルを通過点にエネルギー管
理の知識取得を目指している。再生可能エネルギーを扱う部署で、それを活かしたい。
（60
代以上）
・エネマネの勉強がしたい。
（40 代）
・エネルギーマネジメントに興味がありました。
（40 代）
・エネルギーマネジメントの知識と技術を身につけ、営業で生かす事の出来る推進役とし
てのスキルを身につけたい。
（20 代）
・エネルギーマネジメント提案スキルを身に付け、今後の営業活動に活かしていきたいと
考えております。
（30 代）
・エネルギー問題を中心とした環境問題に関心があるとともに、省エネを通じて農業生産
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コストの低減等の可能性を探りたい。
（50 代）
・お客様に省エネ効果などのご提案などができるかと思い受講します。
（50 代）
・どのようなビジネスモデルが考えられるのか？それぞれの長短はどうなのか？電力販売
と兼業できる事業は、どんなものが考えられるか？兼業により考えられる付加価値は？
メタンハイドレートによる発電事業の可能性は？トリウム熔融塩炉による発電事業の可
能性は？（60 代以上）
・企業様へ省エネ機器の提案をしているので、より見識を深めるため。
（20 代 1 名、30 代
１名）
・現在、百貨店の電気、空調設備等の定期点検を行っており、店長によっては省エネルギ
ーに関する件で気が付く事があれば教えて下さいと言われることがありますが、具体的
に（文書化等）提案するに至っておりません。再度、勉強して現仕事に活かせたり、要
望する会社等に提案出来たらと思い受講希望しました。
（60 代以上）
・現在の業務で施設のエネルギーマネジメント設備の導入に関する検討を行っており，役
立つと考えたため。
（30 代）
・顧客への提案で活用したい。
（30 代１名、40 代１名）
・今後の営業活動する上でエネルギーマネジメント知識は必要になってきます。より正確
な情報、アドバイスが出来るよう受講を希望します。
（40 代）
・今後の設計業務の参考とするため。
（40 代）
・再生可能エネルギー事業に携わっていることから、本講座を通して、省エネに関する知
識を深めることが目的。
（50 代）
・再生可能エネルギー人材育成講座に 2 年間受講し、大変役にたち勉強になっているため。
（50 代）
・昨今、弊社でも省エネについてのお問い合わせが多くなり、補助金に絡めて設備更新を
考えていらっしゃるお客様が多くなりました。そういったお客様に迅速に対応する為、
本講座を受講することにしました。
（30 代）
・市公有建築物の省エネルギー化を進めるにあたり、参考としたいため。
（40 代）
・資源の少ない日本でのエネルギー需給については、再生可能エネルギー関連産業は不可
欠であり、未来にもより良い方向で進んで行かなければならないと感じています。様々
な分野での考え方を今回のエネマネ推進支援講座でより深く、多様な形として表わすよ
うに知識を高めて行き、地域産業の活性に生かせるようにと願います。
（40 代）
・次世代自動車用エネルギーとして主力となる電力のマネジメントに関心があるため。
（40
代）
・省エネ活動をやっているので、知識・判断などを向上したい。
（60 代以上）
・省エネ技術やエネルギーマネジメントの手法を学び、職場の省エネ活動に活かしたいと
思い応募しました。
（40 代）
・省エネ推進を図るため。
（40 代）
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・新事業分野の研修を受講したい。
（40 代）
・新電力エネルギーまた代替えエネルギー開発に興味があるため。
（60 代以上）
・人材が有する専門技術を高める。対話を通じて中核的専門人材・高度人材育成の為。
（40
代）
・太陽光発電を効率よく利用する為、エコキュート・高効率エアコンなどを HEMS と組合
せをした研修会等に参加をしています。震災の経験を踏まえ家庭の電力を守り震災・災
害に強い地域に貢献出来るよう今回の電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推
進支援者養成講座を受講させて頂きたいと思います。
（30 代）
・直接庁舎・施設のエネルギーマネジメントに携わってはいないが，地球温暖化対策を所
管する所属におり、エネルギーマネジメント、省エネ技術等の基本的情報について知る
ことが今後の業務に役立つと思ったため。
（40 代）
・電力のエネマネについて学びたい。
（60 代以上）
・電力自由化に伴いいわき市を中心とした浜通り地区で電気事業代理店として電気販売を
行っている。高圧物件、業務用物件のお客様も着実に増えているため、今後、省エネを
含めたエネルギーマネジメント提案力をいかに上げていくかが課題となっており、技術
力を含めレベルアップのため、まさに今回の内容が当てはまるため参加を希望しました。
（40 代）
・当社は、太陽光発電を手掛けて 13 年になります。太陽光発電を効率よく利用するため住
宅の構造やエコキュートや高効率エアコン等を HEMS と組み合わせ研究させていただい
ております。震災の経験を踏まえ今後も地域や家庭の電力を守り震災・災害に強い地域
になるよう今回の電力自由化を考慮したエネルギーマネジメント推進支援者養成講座を
受講させていただきたいと思います。
（40 代 1 名、60 代以上 1 名）
・日頃から電設資材を中心に販売しておりますが、世間で言う、エネマネについて、もっ
と具体的に理解し、今後の仕事に役立てたいと思い受講を希望しました。
（40 代）
（３）受講の動機：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（回答数：24 名）
・これまでの受講生がこの講座をきっかけに多彩な支援者に支えられ、新規事業に取り組
んでいるとの触れ込みに刺激を受け、過去に自身も福島大学地域創造支援センター主催
の人材育成プログラムに参加し学ぶことが多く人材交流の場として有意義であったこと
から「事業に役立つ知識と考え方の習得と人材ネットワークの構築」を目的としました。
また開催地が自身と関わりの深い地域であったこと、無料であること、本講座以外のス
ーパーコーディネーターの個別指導が魅力的であること等から今回参加することにいた
しました。
（30 代）
・バイオガス発電に必要な調査や地元対応などを含めた事業化実現へ向けた手順を学びた
いため。
（30 代）
・欧州と比較して大幅に立ち遅れ、今後の市場に期待の持てる小水力発電システムを検討
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しています。そのため本講座にて技術情報や地域情報を得て、福島および埼玉から先進
的なビジネスモデルを構築したいと考えています。
（60 代以上）
・過去の講座講習で大変役に立っているため。
（40 代）
・企業担当職員として、町内会の企業や起業等のビジネス支援、情報提供・情報共有等に
向けた知識習得を図りたい。
（60 代以上）
・興味があったから。
（30 代）
・郡山市では、再生可能エネルギー分野における新産業の創出及び関連産業の集積を図る
産業振興策を推進しており、地域活性化リーダー養成を目的の一つとしている本講座を
担当者として受講したいと存じます。
（40 代）
・郡山市でバイオガス発電事業化モデル事業の調査に加わっており、事業化を進めたい。
（40
代）
・現在、再生エネ関連産業に身を投じております。再エネ技術は「電気が満足に使えない
地域（海外無電化地域など）
」
、
「エネルギーを賢く活用できる地域（地域特性を活かした
スマートシティなど）
」で新しい価値を創造できるものと考えており、次のことを実行す
るため応募いたしました。①再エネ技術を活かした地域独自モデルを、主体的に参加し、
作成したい②地場のリーダー方（次世代候補含む）と、継続的議論ができる状況をつく
りたい③故郷福島に恩返しできる最大のチャンスとしたい。
（30 代）
・現在、父と 2 人で水稲農業を営んでおります。その中で普段は田に戻したり、畜産農家
に運んでもらったりしていたもみ殻の上手な活用方法はないかと探していました。そん
な中、本講座でバイオガス発電の知識を得て実施していく事で、将来的にもみ殻の活用
と肥料作りに活かせるのではないかと思い受講を決めました。また普段あまり携わるこ
とのない異業種の方々との交流や、コーディネーターのサポートなども魅力で申込しま
した。
（30 代）
・太陽光以外の再生可能エネルギーの事業化について話を聞きたいと思った為。
（40 代）
・現在は太陽光発電事業をしているが、再生可能エネルギー全案に事業可能性を探ってい
ます。そのため、再生可能エネルギー高度技術者養成講座は、これまでほとんど出席し
ております。
（60 代以上）
・再エネに関心がある為。
（50 代）
・再生可能エネルギー活用に興味があるから。
（60 代以上）
・仕事上、太陽光の勉強をしたい。
（40 代）
・仕事柄、再生可能エネルギーに興味を持ち、講座を受けさせていただく事により、更な
る知識やスキルアップに繋がるのではと思い、応募させていただきました。
（20 代）
・住宅、非住宅問わず太陽光発電設備が今後どのような市場になるか、売電価格や電力自
由化による競争の中でどんな民間企業が自社の売上を伸ばし成長してくるかを勉強させ
ていただきたいです。
（20 代）
・新規事業開拓に向けたノウハウなどの習得。
（40 代）
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・震災後急速に発展を辿る再エネ分野においては、各企業が得意とする本業に加え、再エ
ネ事業に取り組むことで、企業の体力増強にも期待でき、新たな雇用を生み出し、結果、
人口流出に歯止めがかかることや、流入も期待できる、行政職としては“地方創生”の
観点からも願ったり叶ったりの分野であると実感しており、今後も継続して取り組む分
野であると強く認識し受講を希望しました。食物とエネルギーの自立こそが今求められ
ている重要案件であり、これらに対応する人材の養成こそが急務であり、本講座の重要
性を強く感じております。
（30 代）
・太陽光に関心を強めたので、より深く知りたいため。
（50 代）
・地域に密着した再生可能エネルギーに興味があった為。
（40 代）
・日頃から環境活動に興味があり、福島の自然環境と都心との距離があまり離れていない
ので都心の技術を福島に持ち込めば何か新しいことが出来るのではと思い、参加致しま
した。世界に先駆けた技術で福島の自然環境を活かした新しいことを行い、それを世界
に広めて行くことを目的にしています。
（40 代）
・蓄電池関係でＥＶを扱っていたので、再エネ関連の異業種の方とタイアップしたかった
こと、福島県中・県南の広い地域の方々と交流をしたかったので受講申し込みをしまし
た。福島の豊富な復興資金を活用して、再エネ関連事業を立ち上げたいと思っています。
（30 代）
・福島県のバイオガス発電の事業可能性調査の補助金に採択されました。モデル事業とし
て郡山市内での調査を進めたいです。
（20 代）

60

６．実証講座－受講生理解度自己評価（受講後アンケートによる）
１）受講生の理解度自己評価（評価方法）
実証講座 5 講座 42 科目の講義・演習・グループワーク（GW）
・視察研修（見学）に関
して、受講生に表 5-1 の理解度自己評価表に基づくアンケート調査を実施した。各科目に
は、表 5-2 の一覧表のようにそれぞれ科目番号をつけた。科目番号○○○の『百の桁』は講
座番号で、
『下 2 桁』はそれぞれの講座の中の順番とした。受講後に、受講生が各評価項
目に従って 4 段階の評価レベルの中から評価点を選んで、評価理由とともに回答する。
ある科目に対し、全受講生の平均値（評価点）が高い場合、その科目は受講生に十分理
解されたと考え、
「理解度」が高いと評価する。また、グループワークや見学の科目では、
理解度という視野を広げ、新しい視点の発見などの自己成長も評価対象に含めた。
表 5-1 理解度自己評価表
理解度自己評価表
科目

講
義

内容の理解度

演

手法（技法・スキル）の

習

修得度

グ
ー

ル

①GWへの貢献度

プ

1

2

講義内容はほとんど理解できて

講義内容はやや理解できたが、

おらず、講義の再受講が必要で

講義資料を用いて十分な復習が

ある。

必要である。

3
講義内容はある程度理解でき、
自身が学んだことを他の人へ説
明できるが、指導できるほどの
自信はない。

技法やスキルなどの手法はほと

技法やスキルなどの手法はやや

技法やスキルなどの手法はある

んど修得できておらず、演習の

修得できたが、資料を用いて十

程度修得でき、自身が学んだこ

再受講が必要である。

分な復習が必要である。

とを他の人へ説明できる。

グループの意見集約（本質的な
発言など）にほとんど寄与でき
なかった。

グループの意見集約（本質的な
発言など）にやや寄与できた。

4
講義内容は十分理解でき、得た
知識を用いて自信をもって他の
人へ指導できる。

技法やスキルなどの手法は十分
修得でき、身に着けた手法を用
いて自信をもって他の人へ指導
できる。

グループの意見集約（本質的な

グループの意見集約（本質的な

発言など）にある程度寄与でき

発言など）に大いに寄与でき

た。

た。

ー

ワ

福島大学 地域創造支援センター

評価レベル

評価項目

ク
(
G
W

②GWの満足度
（自身の新しい視点の発

)

見）

①講義理解の深化度

「自身の新しい視点」をほとん

「自身の新しい視点」をやや得

「自身の新しい視点」をある程

「自身の新しい視点」を大いに

ど得られなかった。

られた。

度得られた。

得られた。

講義の理解をある程度深められ

講義の理解を大いに深められ

た。

た。

講義の理解をほとんど深められ
なかった。

講義の理解をやや深められた。

見
学
②現場・現物の認識度

「自身の事業に活かせる可能性
の発見」がほとんど得られな
かった。

「自身の事業に活かせる可能性

「自身の事業に活かせる可能性

「自身の事業に活かせる可能性

の発見」がやや得られた。

の発見」がある程度得られた。

の発見」が大いに得られた。
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表 5-2 講義・演習・グループワーク（GW）
・見学 科目一覧
科目番号
①
101
102
103
104
105
106
②
201
202
203
204
205
206
207

③
301
302
303
304
305
306
307
308
④
401
402
403
404
405
406
407
408
⑤
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

講義等科目名
≪地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）≫
地中熱利用の特長と課題
地中熱利用による熱供給技術（システム論）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
沖縄における地質的特徴
暖地における地中熱利用を用いたエネルギーの有効利用
暖地向け地中熱利用システムの実証設備（施工事例）

科目種別
講義
講義
講義
講義
講義
見学

≪地中熱利用技術者養成講座（群馬県）≫
地中熱利用の特長と課題
地中熱利用による熱供給技術（システム論）
地中熱利用による熱供給技術（主要構成要素）
次世代の地中熱利用（直膨式地中熱利用）
地中熱利用システムの計測技術
地中熱利用システムの制御技術
地中熱利用システム設計演習① 事前説明・解説
地中熱利用システム設計演習② グループ討議
地中熱利用システム設計演習③ 講評・補足説明

講義
講義
講義
講義
講義
講義
演習
演習
演習

≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（いわき市）≫
エネルギーマネジメント概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御
エネルギーマネジメント提案演習① 事例研究・実機見学
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議
エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明

講義
講義
講義
講義
講義
見学
演習
演習
演習

≪エネルギーマネジメント推進者養成講座（新潟市）≫
エネルギーシステム概論
電力のエネルギーマネジメントに関する理想と現実
照明設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
空調設備の省エネ技術概論（事業用施設向け）
電力の｢見える化｣と制御
エネルギーマネジメント提案演習① 事例説明・解説
エネルギーマネジメント提案演習② グループ討議
エネルギーマネジメント提案演習③ 発表・全体討議
エネルギーマネジメント提案演習④ 講評・補足説明

講義
講義
講義
講義
講義
演習
演習
演習
演習

≪地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）≫
再エネ・省エネ・蓄エネの概論
中小企業が参入可能な再生可能エネルギー事業を考える
地元企業の取り組む再エネ事業紹介
SWOT分析手法の基本技法の講義
SWOT分析手法の基本技法の実習
地域課題のSWOT分析手法の講義
地域課題のSWOT分析手法のグループワーク
発表（地域課題について）
再エネ産業における中小企業の取組事例（海外先進事例を含む）
地域電力事業の業務と課題（土湯温泉バイナリー発電事業を例に）
グループワーク（計画原案の作成）
発表（計画原案について）
グループワーク（講師を交えてグループ毎に技術的な実現性を検討）
発表（計画原案の実現性について）
ビジネスプラン作成研修（手法）
グループワーク（ビジネスプラン検討）
グループワーク（発表資料作成）
発表・講評

講義
講義
講義
講義
演習
講義
ＧＷ
ＧＷ
講義
講義
ＧＷ
ＧＷ
ＧＷ
ＧＷ
演習
ＧＷ
ＧＷ
ＧＷ
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２）受講生の理解度自己評価（結果と考察）
《回答数 123 名、対象受講生 132 名、回答率 93.2％》
（１）
「講義」の場合
講義の評価項目「内容の理解度」の受講生評価を図 8-1 の棒グラフで表した。

内容の理解度

101
102
103
104
105
201.202.203
204.205.206
301
302
303
304
305
401
402
403
404
405
501
502
503
504
506
508 .509

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

図 8-1 講義の受講生評価（横軸は科目番号：表 5-2（62 頁）参照）
（科目番号 201～203、204～206、508～509 については、講義内容を考慮しまとめて評価した）

注記：以下の評価理由｢●科目名｣の後の（ ）内の｢十分｣は表 5-1 理解度評価表の評価
｢レベル 4｣、｢やや十分｣は｢レベル 3｣、｢やや不十分｣は｢レベル 2｣、｢不十分｣は｢レベル
1｣を指し、その後の（ ）内は当該レベル該当受講生数を記入している。
■主な評価理由
第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県） 受講生 17 名
●科目 101（内容の理解を十分（4 名）
・やや十分（5 名）
］と答えた理由）
・地中熱利用の簡単な内容が分かった。
・全く分からない状態から、地中熱とは、という事が理解でき、特に省エネとは？と
の部分には改めて勉強になりました。
・地中熱利用の特長（定義）と国内で普及していかない課題がよく理解できた。放熱
量の考え方に関しては復習が必要だと感じている。
・理解しやすく、良い勉強になりました。
●科目 105（内容の理解を十分（2 名）
・やや十分（5 名）と答えた理由）
・地球気温の上昇を抑えるには、CO2 の排出量の削減を目指すには、再生可能エネル
ギー等の利用（世界全体が取り組み）地中熱利用を考える。個人的には、安くて快適
な生活を送りたいから CO2 を削減できれば。
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・生活スタイルを考えて、設計を行う必要があると思いました。
・不快指数を取り入れて分りやすく感じました。ユーザー目線で考えていきたいと感
じます。
・良かったです。
●科目 102（内容の理解をやや不十分（8 名）と答えた理由）
・ヒートポンプの原理が難しく感じました。
・まだまだ技術半ばで実用段階ではないと感じる。実用化で普及させていく具体的ス
ケジュールは何なのか。
・初の話が多くて、頭に入っていかない。地中熱の理解を更に深め、導入してみたい。
ありがとうございました。
・地中熱利用の方式が 9 種類の方式もあり効率面を重視するのか費用面を重視するの
か（ユーザー目視）よくわかりませんでした。
（効率が良く費用が安い方がよいのでは）
第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県） 受講生 32 名
●科目 201、202、203（内容の理解を十分（2 名）と答えた理由）
・自分自身もエアコン設計を以前にしていましたので、地中熱利用に関しての問題点
や課題についてももう一度再認識ができました。
・地中熱と地熱の違いから地中熱ヒートポンプにおける様々な課題等、基本的な問題
を分かり易く説明いただきました。また、各種の地中における熱交換チューブの種類
や特徴の説明も分かり易かったです。又。私の質問に対し海外における政府の支援の
状況や日大が取り組む設備コストの削減等も勉強になりました。
●科目 204、205、206（受講生が内容の理解をやや不十分（12 名）と答えた理由）
・計測については馴染みが無かった事で理解できませんでした。測定器の誤差の大き
さの大事さが理解できました。
・事前の知識が乏しいのですが、少し理解することができました。ですが内容が難し
く分からない事が多く、復習が必要です。
・直膨式地中熱ヒートポンプシステム概要の理解を深めることができたが、性能計算、
計測のお話しは大変難しかったです。
・補助金などの詳しい状況などはまだ分からない事だらけだが、資料を参考に理解す
ることができた。
第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市） 受講生 19 名
●科目 303（受講生が内容の理解を十分（2 名）
・やや十分（13 名）と答えた理由）
・LED 化の動向、光源の種類など、改めて勉強できました。
・LED 照明に関しては理解していたので、今後の新商品や動向について聞きたかった
です。
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・自分が現在取り組んでいる内容にもつながっており、大変勉強になりました。
・照明設備の省エネルギーの内容でしたが、照明器具（主に施設向け）は長寿命で省
電力な LED 照明が主流となりつつあり、蛍光灯タイプからの取り換えが勧められてい
ます。普段より取扱いしている商品なので、内容は理解できました。
●科目 304（内容の理解を十分（1 名）
・やや十分（14 名）と答えた理由）
・フロン回収とからめて、更新の提案を聞きたかったです。
・空調省エネ技術の内容でしたが、従来のシステムからの買い替えで省エネの提案と
してコスト比較をすると、年間のランニングコスト、年間消費電力量、年間消費エネ
ルギー量、CO2 年間排出量を算出する事ができる。
・自社（工場）で現在入れ替えを検討しているので、大変参考になりました。
・内容は理解できました。
●科目 305（内容の理解を十分（1 名）
・やや十分（14 名）と答えた理由）
・EMS の詳しい説明が聞けました。時間が少なかったので再度研修したいです。
・EMS 取組が分かりやすく聞けた。
・大変わかりやすく、わかっていた事も再認識できました。
・非常にためになり、今後仕事に活用していきたいです。
・提案する現場によって様々な効果が考えられるが、施主との密接な打合せが必要に
なってきます。提案で全て決まるので事前の準備と互いの信頼関係がないとできない
内容なので、知識と情報などを積み重ねて取り組んでいきたいとおもいます。
●科目 302（内容の理解をやや不十分（7 名）と答えた理由）
・テキスト上の単語意味がわかりづらかった。
・商品認識だけではなく、コミュニケーションなど、お客様に寄り添った提案が必要
だと思いました。
・省エネについての取組と、その取組での実際の実施状況の内容でしたが、普及率は
３分の 1 程が実施できていないとの事でした。省エネを行わない理由として消費者の
ニーズや要求もあるが、省エネ方法や効果に関する情報不足や省エネ対策よりも他に
取り組むべき課題があるというのが挙げられました。「確実にもうかる」
「技術リスク
がない」ことを実証する、技術の「普及」と知覚特性が重要な事。
第 4 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟市） 受講生 25 名
●科目 401（受講生が内容の理解を十分（2 名）
・やや十分（10 名）と答えた理由）
・今の日本の電力需要について、改めて認識できました。
・再エネの必要性や仕組み、福島県の状況など、大変分かり易くお話しくださいまし
た。
・説明が具体的で分かり易い内容だったため理解しやすかった。
・電力を中心としたエネルギー自給率を元に、現状を取り込むべきテーマが明確だっ
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たため。様々な発電方法を紹介していただいたが、エネルギー効率などメリット・デ
メリットを明確にしてほしかった。
●科目 403（内容の理解を十分（2 名）
・やや十分（11 名）と答えた理由）
・大変量の多い内容を分かり易く説明いただき、LED の現状についてよく分かった。
・基本事項から分かり易く説明されていたので十分理解できた。
・基本的な内容が多く復習になった。LED の交換時期（どうやって照度の低下を観察
するか）についての説明が欲しかった。
（照明設計して敉が現状より少なくなった際に、
天井開及びふさぎ作業を考えると現行の数量で納品した方が安価になると思うのだが、
そこらへんも考慮した提案（具体的な金額が欲しい）をしてほしい。
●科目 402（内容の理解をやや不十分（10 名）と答えた理由）
・概要に加えて、詳細説明があると分かり易かった。
・実例をもっと聞きたかった。
・提案のために様々なスキルが必要であることは理解できたが、それぞれのスキルが
エネルギーマネジメントを行う上でどのように必要か？不可欠か？が理解できなかっ
た。
第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南） 受講生 39 名
●科目 504（内容の理解を十分（2 名）
・やや十分（3 名）と答えた理由）
・SWOT と分別するまでは知っていたが、その先のアローダイアグラム法、ペイオフ
マトリクス法等を学べてとても有意義でした。
・とても解りやすくて良かったと思います。
・分かりやすい講義でした。
・平成 26 年度に受講させていただいており、
復習の意味でも更に理解度が増しました。
・ここまで体系的に SWOT を学び、実践できたことはなく、良かった。良なるコミュ
ニケーションにより、得た知識・技術を活かせる事は印象的。
●科目 506（内容の理解を十分（1 名）
・やや十分（5 名）と答えた理由）
・再生可能エネルギーへの理解、視野が深まってきたような気がする。
・また、いろんな企業様とディスカッションしたいです。
（この手法で）
・不明な点もなく、理解できたと思います。
・２回受講すると理解が深まりました。
・2030 年 60％再エネ普及に対し、県に対してこのメンバーで上申をさせて頂きたく宜
しくお願いします。
（～12 月末）それまで、たくさん勉強・議論します。
●科目 508＆509（内容の理解を十分（5 名）
・やや十分（8 名）と答えた理由）
・様々な視点から事業に参入しているという事は、ビジネスチャンスはたくさんあり、
ちょっと視野が広がった気がしました。
・実例だったので非常に興味が持てた。
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・随時質問を受付けるシステムで分からないことが聞け、次の話の理解になった。海
外の事例を取り入れてあり、先進的な知見を得られました。
・２度目の講義であるので、理解が深まりました。
・現状、再エネ産業と具体的な立案方法等、参考になりました。
・今後は補助金とリース等について聞きたいです。
●科目 502（内容の理解をやや不十分（8 名）と答えた理由）
・資料を復習していけば、もっと話を理解できると思いました。もっと勉強したいと
思いました。
・質問時間がもう少し欲しかったです。
・再生可能エネルギーの見込みと現実的な数字を知れて良かったです。
・私は燃料業界に従事していて、比較的に早くから今回の様々なテーマに関しての研
修・講習に接することができていたのですが、今回の先生のお話しは今までの自分の
中にある情報、知識を改めて整理をして、肉付け等の意味でもとても興味のあるお話
しでした。ありがとうございました。
■考察
今回の講座では、産業界・学識経験者の経験豊富な講師による実用的な講義を開発・
実証し、受講生による理解度自己評価を図 8-1 に示した。ルーブリック方式による詳細な
設問となったこともあり、平均値が昨年度に比べ 0.5 ポイント低くなった。これは講義内
容や受講生の問題ではなく、調査方式が変わったためと考えている。図 8-1 では、平均化
されているので、評価レベル 4,3,2,1 の受講生の割合が分からない。参考のため、図 8-2
に各レベルの受講生の割合を講座毎に比較してみた。あくまでの自己評価であり、辛口
につける受講生もいる。大雑把に言って、約 60％の受講生がレベル 3 以上（講義内容は
ある程度理解でき、自分が学んだことを他の人へ説明できるが指導できほどの自信はな
い）となったことが分かる。受講生の意見も参考にして、今後はレベル 4 の割合を増や
せるようプログラムの改良を進める。

講座毎の評価レベル
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図 8-2 評価レベルの受講生比率
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第5講座

（２）
「演習」の場合
演習の評価項目「手法の修得度」の受講生評価を図 8-3 の棒グラフで表した。

手法の修得度
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
207

307

308

406

407

408

505

512

図 8-3 演習の受講生評価（横軸は科目番号：表 5-2（62 頁）参照）
■主な評価理由
第 2 講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県）
●科目 207（手法の修得を十分（1 名）
・やや十分（8 名）と答えた理由）
・グループ内６名の各々の意見が出て参考になった。
・手法が理解できた。
・多くの意見を討論し合い、たくさんの知識を得る事ができた。
・地中熱利用の観念が変わりました。今後も、できれば参加させていただきたいと思
います。
●科目 207（手法の修得をやや不十分（10 名）
・不十分（1 名）と答えた理由）
・ちょっと難しかった。
・少しスピードが速かったため、理解が不十分な点があった。
・皆と意見を述べてもっといろいろなものが造れるようテキスト等で学ぼうと思った。
第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市）
●科目 308（手法の修得を十分（2 名）
・やや十分（7 名）と答えた理由）
・全体的に大変勉強になり良かったです。
・エネマネの現状から将来 5 年程の流れが勉強できた。
・講義内容はある程度理解できましたが、今後復習が必要であると思われます。
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第 4 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（新潟市）
●科目 407（手法の修得を十分（4 名）
・やや十分（9 名）と答えた理由）
・他の参加者の発表で、自分では気づかない視点の考え方を聞く事ができたので。
・改善点など見つけて頂き、
”なぜなら”と詳しく説明してくれた。良い所は褒めてい
ただけるのはありがたいです。
・自分の分野では考えつかなかった事を周りの方から教えてもらって勉強になった。
・実践を通して、どのようなスキルを身に着けるか理解できた反面、さらにスキルア
ップをするためにマクロ的な情報を基にして分析してみたかったです。
・同じ立地、建物に対し、いろいろな面からの省エネの取り組み方、立法等、いろい
ろな意見があり、大変良かったと思います。
第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）
●科目 505（手法の修得を十分（2 名）
・やや十分（3 名）と答えた理由）
・先生の説明自体は分かり易く、ある程度の理解ができた。
・必要な知識であると再認識。この手法ができる職場体制であれば良いのですが・・・
・いろいろな話をみんなで話すという機会があまりないので、とても意義のある時間
になりました。ありがとうございます。
●科目 512（手法の修得を十分（4 名）と答えた理由）
・高い経験値からのお話しでしたので、解りやすく、とても聴きやすい内容でした。
・多様な経験値に基づく、良い手法を学ぶ事ができました。
（後は、いかに自分が活用
できるかが大事）
・内容もとても分りやすく、本業の実務にも取り入れられそうなキーワードがあり、
とても勉強になりました。
■考察
第 2 講座 207 科目（設計演習）では、
「手法の修得」が他講座に比べ低くなった。この
原因は、演習時間が少なかったこととグループ編

演習の評価レベル

成に問題があったと考えている。今後、県外開催
の場合は早めに受講募集を行い、受講生ニーズを
より詳しく把握する必要がある。第 3＆4 講座は
省エネ提案と課題が明確であり、所定の成果は得
られたが、今後の課題として定量的なメリット算
定がある。第 5 講座はグループワーク主体の講座
であり、先輩受講生（経験者）が新規受講生に助
言を与えながら、グループワークをリードし優れ
た成果を出した。
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図 8-4 評価レベルの受講生比率
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（３）
「グループワーク（GW）
」の場合
評価項目「GW：貢献度」と「GW：満足度」の受講生評価を図 8-5 の棒グラフで
表した。

貢献度と満足度
4
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貢献度
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図 8-5 グループワークの受講生評価（横軸は科目番号：表 5-2（62 頁）参照）
■主な評価理由
第 5 講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）
●科目 507（GW への貢献度を十分（4 名）
・やや十分（3 名）と答えた理由）
・グループ内のチームワークは良く意見を出しやすい雰囲気があった。
・課題が良い、練習があり取組やすかった。
（メンバーとの信頼含め）
・考え方のフレームワークを統一してのディスカッションは非常に勉強となりました。
今後はビジョン（知識）を高めます。
・課題は難しかったが新しい発見もあり、ためになった。同じ分析方法でも、対象の
難度により進み方が違う点も学べました。
●科目 510（GW への満足度を十分（6 名）
・やや十分（7 名）と答えた理由）
・グループワークを久しぶりに行いましたが、大変意義のある時間でした。
・多種多様なメンバーと多面的な意見を出し合って１つの事業を考えられた事はとて
も楽しく達成感がありました。
・まず、GW を行うことで、交流が出来たことが有意義でした。より具体的な分析手
法を学べ、最後に評価をしていただき、今後に繋がりそうです。
●科目 511（GW への貢献度をやや不十分（8 名）
・十分（4 名）と答えた理由）
・バイオマス発電の幅が広く、私自身の知識が不足していたため。
・今回 GW が 2 回目で、初めての方が半分の班にいましたので、少しは貢献できたの
ではないでしょうか。
70

●科目 511（GW への満足度をやや不十分（7 名）
・十分（9 名）と答えた理由）
・今回の発表は大反省でした。ロジックの弱さ、フレームワークへ適応できず、次回
に活かします。
・発表がグループリーダー任せになってしまいました。グループ全員が前に出ての発
表、という形も有りかと思いました。
■考察
図 8-5 において、科目 507 から科目 513 に従って、貢献
GWの評価レベル

度及満足度とも右肩下がりとなっている。これには理由が
あり、コラム 5 にて触れたように第 5 講座の前半で「エン
ジニアリング・ファシリテーション手法」を学び、後半の
第 1 ステップ（3 日目）
、第 2 ステップ（4 日目）
、第 3 ス
テップ（5 日目）へと「目標とするアウトプット」を徐々
に上げていった結果である。平成 26 年度受講生は、この
研修は今回で 2 回目となり、新規受講生に助言できたこと
で自信を深めていた様子であった。次年度は、チューター
が務まるレベルに達しているものと思われる。これら受講
生は、右図のレベル 4 に含まれる。
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図 8-6 評価レベルの受講生比率
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（４）
「見学」の場合
評価項目「見学：講義理解の深化度」と「見学：現場・現物の認識度」の受講生評
価を図 8-7 の棒グラフで表した。

講義理解の深化度と現場・現物の認識度
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図 8-7 見学の受講生評価（横軸は科目番号：表 5-2（62 頁）参照）
■主な評価理由
第 1 講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）
●科目 106（講義理解の深化を十分（2 名）
・やや十分（2 名）と答えた理由）
・現場（本島初）を実際に拝見できたことは大変勉強になりました。地域、地域にあ
った、実際に合うシステムが必要と感じ、是非とも今後とも活かしていきたいと感じ
ました。
・実際にみることで、よく理解できました。今後の要望としまして、実験の経過や結
果等が知りたいと思いました。
・実機を見学することでイメージがよりしやすくなった。
●科目 106（現場・現物の認識を十分（3 名）
・やや十分（1 名）と答えた理由）
・建築設計に携わっており、環境に配慮した計画を推進するためにも大変参考になり
ました。
・工事費の大半を占める掘削工事において、今後省力化できるとのことで、是非また
拝見させていただき勉強させていただきたいと思います。
・太陽光発電とはまた違った難しさがあると思った。今後は情報収集を継続して、製
品化された際は取り扱えたらと思う。
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第 3 講座：エネルギーマネジメント推進支援者養成講座（いわき市）
●科目 306（講義理解の深化を十分（4 名）
・やや十分（8 名）と答えた理由）
・現場を確認することで現状と改善点が見えてくるところが良かった。
・気中、スマートメーターキュービクル、エマネージの盤やショールーム・事務所の
照明空調設備を見学させてもらい、説明してもらい理解ができた。
・実際のモデルルーム資料での説明を聞くことができました。
●科目 306（現場・現物の認識を十分（4 名）
・やや十分（6 名）答えた理由）
・商品自体の認識はありましたが、設置している物を見られて良かったです。
・営業活動に活かしていきたい
・実習、事例研修は大いに勉強になった。
■考察
座学で学んでから、視察研修（見学）を行うと教育効果が上がる。第 1 講座（沖縄）
での金武モデルハウスの場合は、地元事業者が施工した施設であり、ヒートポンプの静
粛性を体感できたのも良かった。第 3 講座で
見学の評価レベル

は、いわき市内住宅設備展示施設の視察研修
を実施したが、
「座学で学んだことの理解の

100%

進化」や「現場・現物の認識」において、図

80%

8-8 のような相違がみられる。これは、機械
設備（目に見える）と電気・情報関連設備（目
に見えない）との違いが関係する。目に見え
ないものを、如何にして「見える化」するか
工夫が必要である。
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図 8-8 評価レベルの受講生比率
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７．実証講座－受講生の活用度自己評価（講座終了後アンケートによる）
１）受講生の活用度自己評価（評価方法）
各実証講座終了後、受講生へ表 2-1～2-3(13~15 頁)の活用度自己評価表に基づくアンケ
ート調査を実施した。各活用度自己評価表の対象講座は表 6 のとおりである。今回は講
座終了後直近の調査の結果を表すが、本調査は半年ごとに継続して行うことを前提とし
ており、個々人の成果活用を期待するものである。
表 6 活用度自己評価表対象講座一覧
対象講座
第1講座：地中熱利用技術者養成講座（沖縄県）
第2講座：地中熱利用技術者養成講座（群馬県）
第3講座：エネルギーマネジメント推進者養成講座（いわき市）
第4講座：エネルギーマネジメント推進者養成講座（新潟市）
第5講座：地域型再エネ関連事業創出人材養成講座（県中・県南）

活用度自己評価表
表2-1 【地中熱利用】活用度自己評価表
表2-2 【エネマネ推進支援】活用度自己評価表
表2-3 【地域型再エネ事業創出】活用度自己評価表

２）受講生の活用度自己評価（結果と考察）
《回答数 59 名、対象受講生：132 名、回答率 44.7%》
（１）地中熱利用技術者養成講座
沖縄県及び群馬県で開催した地中熱利用技術者養成講座受講生の回答を元に、各評
価項目の平均点に加え、最も低い評価点をつけた受講生と最も高い評価点をつけた受
講生をそれぞれ図 9-1、9-2 のようにレーダーチャートで表した。また、沖縄県及び群
馬県の受講生における活用度平均点を図 9-3 で比較し、考察する。
（沖縄：回答数 4 名、対象受講生 18 名、回答率 22.2％）
（群馬：回答数 15 名、対象受講生 32 名、回答率 46.8％）

①原理と特
徴の理解

①原理と特
徴の理解

3

3

2

2

⑤事業提案
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②事業化観
点の理解

⑤事業提案

②事業化観
点の理解

0

0

④アライア
ンス企業の
認識

1

④アライア
ンス企業の
認識

③提案と実
行計画立案

図 9-1 地中熱利用技術者養成講座の受講
生評価（沖縄）

図 9-2 地中熱利用技術者養成講座の受講
生評価（群馬）
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③提案と実
行計画立案

①原理と特徴
の理解
3
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②事業化観点
の理解

1

⑤事業提案
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ス企業の認識

評価点（沖縄）
評価点（群馬）

③提案と実行
計画立案

図 9-3 地中熱利用技術者養成講座の受講生評価
（沖縄と群馬の受講生活用度比較）

■考察
沖縄県では 2 日間の講座、かつ地中熱利用施設の見学があった。群馬県は地中熱利
用の先進地といわれるが、地域への普及が進んでいない。それゆえ、当初、群馬県で
は桐生市内で 3 日間の上級講座を予定していたが、地元の強い要請（普及優先）のた
め県内 3 ヵ所（桐生前橋、沼田）で各地域 1 日間の講座を開催した。このような過程
が沖縄と群馬のレーダーチャート（図 9-1、9-2）に現れているように思われる。
沖縄県の講座が終了（12 月 6 日）直後のアンケート調査であったことから回答数が
少なく、両県を平均値で比較するのは無理がある。地中熱利用施設の見学者は多くは
なかったが、本アンケート調査回答 4 名は、最後の見学まで参加した受講生である可
能性が高い。図 9-1「評価点（高）
」は「評価項目⑤事業提案」で評価レベル 3（事業
提案書を提出）
、
「評価点（平均）
」はすべての評価項目で評価レベル 2 強となっている。
群馬県の場合、
「評価点（高）」は評価項目①～③迄は評価レベル 3 となっている。
評価項目④＆⑤は評価レベル 2 となっている（事業に向けた行動が表面化していない
ように思われる）
。群馬県の「評価点（平均）
」は評価項目全項目で評価レベル 2 弱（特
に、④＆⑤の評価レベルは 1.5）となっている。
強いて、図 9-3 の感想を述べると、これから地中熱利用に取り組もうとする沖縄県と、
地中熱利用の先進地であるが普及に悩む群馬県の企業の勢いの差を感じさせるレーダ
ーチャートのように見える。今回の講義で学んだ地中熱利用の見方を変えて新しい事
業システムを構築し、地域への地中熱利用の普及を期待したい。
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（２）エネルギーマネジメント推進支援者養成講座
いわき市及び新潟市で開催した地中熱利用技術者養成講座受講生の回答を元に、各
評価項目の平均点に加え、最も低い評価点をつけた受講生と最も高い評価点をつけた
受講生をそれぞれ図 10-1、10-2 のようにレーダーチャートで表した。また、いわき市
及び新潟市の受講生における活用度平均点を図 10-3 で比較し、考察する。
（いわき：回答数 12 名、対象受講生 19 名、回答率 63.1％）
（新潟：回答 10 名、対象受講生 25 名、回答率 40％）
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②課題解決
に必要な要
件の把握

③解決手法
の順位付け

図 10-2 エネルギーマネジメント推進支援

図 10-1 エネルギーマネジメント推進支援

者養成講座の受講生評価（新潟）

者養成講座の受講生評価（いわき）
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図 10-3 エネルギーマネジメント推進支援者養成講座の受講生評価
（いわきと新潟の受講生の活用度比較）
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■考察
設備事業者は業容拡大のため、省エネ提案力の強化は喫緊の課題であり、いわき市及
び新潟市での受講生の多くは、これら企業の 40 才代の企画・営業職とサービス・販売職
の方が多かった（図 5-1~2、6-1~2（18～19 頁）参照）
。アンケート回答率は、いわき 63％、
新潟 40％であった。両地域とも 2 日間の講座で、受講率はいわき 87％、新潟 93％と高
かった。いわきでは、エネルギーマネジメントシステム（EMS：使用電力の計測／制御
で電気代削減に繋げるシステム）を導入した「いわき市内住宅設備展示施設」の見学が 2
日目に実施された。新潟では、敢えて、
「いわき市内住宅設備展示施設」見学時の動画等
を使って見学の代替として講義が行われた。
いわきでは「エネルギーの使用合理化専門員」が受講生として参加していたことから、
図 10-1 の「評価点（高）
」が評価項目①～⑤迄すべて評価レベル 4 となっている。図 10-3
で両市受講生の「評価点（平均）」で比較すると、新潟市の方が、評価項目⑤を除けば
0.2~0.3 ポイント低くなっている。サブプログラム開発担当者であり講師でもある省エネ
センター鈴木専門職の本成果報告書コラム 4 によると、このわずかな違いは「実機見学
をしていないこと、EMS のデータをもとにエネルギーの要不要を決める従業員へのヒア
リングがなかったこと」ではないかと考えられる。
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（３）地域型再エネ関連事業創出人材養成講座
福島県の県中県南地域で開催した地域型再エネ関連事業創出人材養成講座受講生の
回答を元に、各評価項目の平均点に加え、最も低い評価点をつけた受講生と最も高い
評価点をつけた受講生を図 11-1 のようにレーダーチャートで表した。また、平成 25
年度～27 年度に本講座を受講した受講生 7 名へも同様の調査を実施し、図 11-2 に表し
た。平成 28 年度（本年度）の受講生と過去の受講生の活用度を図 11-3 で比較し、考
察する。
（回答数 18 名、本年度対象受講生 39 名、回答率 46.1％）
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図 11-2 地域型再エネ関連事業創出人材

図 11-1 地域型再エネ関連事業創出人材養成

養成講座の受講生評価

講座の受講生評価（平成 28 年度）

（平成 25～平成 27 年度）
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図 11-3 地域型再エネ関連事業創出人材養成講座の受講生評価
（本年度受講生と過去の受講生の活用度比較）
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■詳細
・平成 28 年度受講生
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「GW で見出した新事業テーマで評価点をつける」という説明が受講生に行き届かず、
受講前から取り組む事業に本講座がどのように役立っているかという観点で回答したと思
われる例があった（D、E、F さん：評価項目②で評価レベル 2 以上と高い。C さん：項目
④の評価レベル 2 と高い）
。主旨に沿えば、A さん B さんが妥当な回答。
・平成 25～27 年度受講生
Gさん
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受講生 OB（現在も受講、ｽｰﾊﾟｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰと常時交流）7 名に依頼し、平成 28 年度受講
生データとの比較に活用。丁寧に趣旨説明を行い聴取したので、正確な表記になっている。
G さんは国研と共研・試作実施・中断、I さんは地域の産学官の支援を得て、事業化直前。
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■考察
平成 28 年度受講生には、急いで講座終了後アンケートを実施したため、主旨説明が徹底
できなかった。このため、受講前から取り組む事業に本講座がどのように役立っているか
という観点で回答された例がある（複数の受講生に直接確認済）
。本講座の活用方法として、
新しい事業を興すのみでなく、
「自社の基盤技術の強化」や「販路開拓に活用」などあって
も良いが、今回の調査は「グループワークで練り上げた事業の芽」を如何にして 5 年後に
結実するように育てるかを追跡調査する手段としていたので、第 2 回目の調査時点で修正
を行うようにした。本来の主旨でいえば、今回は全員が、前頁の A さんあるいは B さんの
パターンが妥当と考えている。
そこで、図 11-3 で、
「本年度平均」と「過去平均（受講生 OB）
」を比べてみると、すべ
ての評価項目において評価レベルが 1 ポイント高くなっている。この結果は、平成 28 年度
受講生も受講生 OB のごとく、本講座を継続して受講するとか、本講座の講師や受講生相
互のネットワークを活用（信頼に裏打ちされた）することで、目標に近づくことができる
ことを示している。
受講生 OB にヒアリングした際、感じたことは、
「活用度自己評価表」を前に膝詰めで評
価項目毎に進捗状況をヒアリングしていくと、評価項目の各段階で仕事がどのように進展
あるいは問題が発生し停滞しているかよく分かり、
（渦中にいないゆえ）対処方法が見えや
すく助言する場面があった。似たような体験はグループワークの中で相手に気づきを与え
たり、与えられたりするのと同じである。
活用度自己評価は単に評価を目的とするのではなく、評価表を前にして話し合うことが
重要だと思った。半年後、1 年後と継続していきたい。
また、新事業のみでなく、自社基盤技術強化を何年後にどのようにしたいのかマイルス
トーンを描いて、活用度自己評価を活用していくことも検討したい。例えば、活用度自己
評価シートに、
「新事業創出 5 年計画」とか「基盤技術強化 5 年計画」と記載することで対
応は可能である。
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８．実証講座－企業等責任者の評価（講座終了後アンケートによる）
実証講座終了後、企業等が受講生に、
「何を期待して講座に参加させたか」
、
「十分な成果
が得られたか」、「今後、本講座に受講生を参加させるか」等の調査を行った。以下に回答
の概要と詳細をまとめた。
１）集計結果（概要）
（１） 受講生に何を期待して参加させましたか？
ｄ）
意識改革
6%
ｃ）人
脈形成
9%

ｂ）事業化
22%

a）スキル
アップ
63%

ａ）スキルアップ
（再生可能エネルギー関連技術の習得）
ｂ）事業化
（再生可能エネルギー事業への参入・展開）
ｃ）人脈形成
（人的ネットワークの構築）
ｄ）意識改革
（持続可能な社会の実現に向けた自己啓発）

（２） 受講生により、十分な成果は得られましたか？

ｃ）成果確
認できず
31%

a）十分な
成果あり
22%

ａ）十分な成果が得られた。今後の事業展開に
役立つ
ｂ）概ね成果があった。理解力は高まったが十
分とはいえない
ｃ）まだ成果が確認できない、または活かせて
いない

ｂ）概ね成
果あり
47%

81

（３）今後、本講座に受講生を参加させますか？

ｂ）いいえ
13%

a）はい
87%

ａ）
「はい」の主な理由
・引き続き地域貢献を目指して地域企業との交流を深めさせたい。
・簡単に把握出来る物ではないため、継続的に参加は必要かと思います。
・多角的な意見を聞くことができ、つながりもできるため。
・実証試験の結果など最新情報を得ることが可能。
・省エネ提案のプレゼンまで出来るようになったので。
・新事業を創出するための手法・考え方・ネットワークを（程度の差はあれ）獲得で
きるため。
・地中熱利用の新しい技術を修得できるため。
・地方で専門分野について、長時間無料の講義はありがたいから。
ｂ）
「いいえ」の主な理由
・行政として、再エネ振興のための基礎的な知識・情報の取得を目的として参加した
が、今後は地域での事業展開や情勢の変化等に応じて検討したい。
・講義内容は解りましたが、導入は難しそうである。
（コストが高い）
・地中熱利用のシステム設計や設計演習には、専門的な熱力学や流体力学の基礎知識
が必要と思いますので、ちょっと難しいかなと考えます。
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２）集計結果（詳細）
《回答数 30 社 45 名、対象受講生 132 名、回答率 34%》
１．受講生に何を期待して講座に参加させましたか？
① エネルギーマネジメント、省エネについて現在の状況を学びたくて参加しました。
② 地中熱と当社装置との連携可能性の調査。
③ 地中熱の概要。
④ 中小企業の技術支援に繋がることを期待している。
⑤ 地中熱とは？の理解。
⑥ 本人の意思で参加。会社は知らない。
⑦ 浅部地中熱システムの事業化において、新たなセールスポイントを見出したい。
⑧ 省エネ提案が出来る能力を身に着ける。
（同回答 他 5 名）
⑨ 省エネ提案 自家消費型 PV 設備提案のスキルアップ。
⑩ エネルギーマネジメントのより細かい提案が出来る事。
（同回答 他 1 名）
⑪ エネマネ事業へのスキルアップ。
（同回答 他 5 名）
⑫ 再生可能エネルギーという枠組みの中で、新たな事業の創出に繋がる一助になればよい
と考えました。
⑬ 事業に生かせる経営スキルと知識の習得、および人的ネットワークの構築。
⑭ 自治体も精通した人材は必要であり、企業担当職員として自ら希望した。
⑮ これからの方向性。
⑯ 再生可能エネルギーの事業化に関する基礎的な知識の取得及び人脈の形成。（同回答
他 1 名）
⑰ 有識者が主導する地域貢献策、および新規ビジネス創出への理解。
⑱ 新事業創出のための手法や考え方の習得、福島県内での再エネ事業を展開するためのネ
ットワーク構築。
⑲ 福島の電材、建材商社が福島再エネにどのように関われるか。
⑳ 再生可能エネルギー事業参画に向けてのノウハウ、情報及び福島でのネットワーク。
㉑

地中熱の利用状況。

㉒

仕組みの理解。

㉓

地中熱利用システム及び沖縄の地質に関する俯瞰的な理解のため。

㉔

当社の次期商材としての情報収集。

㉕

地中熱利用の理解。

㉖

エネマネの基礎知識。

㉗

事業に取り組むに当たっての広い視野。

㉘

省エネに関しての知識の付与及び提案力増強。
（同回答 他 1 名）

㉙

営業能力の向上の為。
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㉚ 現状の最新情報の取得。今まで不向きと言われてきた沖縄での活用方法を学ぶ為。
㉛

地中熱及びその利用の全般的な内容の理解。
（同回答 他 1 名）

２．受講により十分な成果が得られましたか。そうでないとすればその理由は？
≪十分な成果が得られた（10 名）≫
① すばらしい講義でした。次回も参加したいです。
② 講座で得た知識から実際に資料を作成したりと大いに成果を得られた。
③ 十分な成果が得られた。
（同回答 他 3 名）
④ 知識の乏しい人材が参加をするため、初回は初歩的な部分から徐々に深く進行して頂け
たらなと思います。
⑤ 地中熱利用技術の修得では、十分な成果が得られた。
⑥ 提案する項目が他業者様のものが非常に参考になった。
（同回答 他 1 名）
≪概ね成果があった（21 名）≫
① 成果が得られたと思います。
（同回答 他 13 名）
② 顧客視点での考えを採り入れることの必要性など。
③ 得られたと思っています。成果としてはこれからだと思うので繋げていきたいです。
④ 従来より持ち得ていた知識等の確認や現在の再エネ状況、また人との交流等一定の成
果はあったものと考えます。
⑤ 全講義への参加は叶わなかったが、分析手法等の理解が深まったと考える。
⑥ 受講前よりネットワーク構築（自治体、他業種、他職種の方）
、手法、考え方に一定の
成果を得ることはできました。後は具体的な行動計画に落とし込む作業を実施するこ
とです。
⑦ 地中熱利用がどのようなものか、特徴や課題について理解することができた。
（同回答
他 1 名）
≪まだ成果が確認できない、もしくは活かせていない（14 名）≫
① エネマネ案件の事例をもっと多く知りたかった。
（同回答 他 5 名）
② 初回講座としては内容が非常に難しかった様です。知識の乏しい人材が参加をするた
め、初回は初歩的な部分から徐々に深く進行して頂けたらなと思います。
③ これまでの知識の整理、根本的な問題点の把握に役立った。成果は、来年度の「省エ
ネルギー投資促進に向けた支援補助金」スキームによる提案する案件の受注により判
断する。
④ 受講による成果ということについては今後の課題となる。
⑤ 再エネ関連の話が主なので、スケールが大きくて、若干、勉強不足を痛感してました。
⑥

十分な成果は得られませんでした。中長期な話で、短期的な売上につながらないため。
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⑦

まだまだ研究段階であり、実用性には時間がかかりそうである。

⑧

ヒートポンプの仕組みと利用をまだ十分に理解できていない。

⑨

同システムの沖縄における実績（特に夏季の実力）が足りないように思われます。

３．受講生から社内への報告はありましたか？
7名

大いにある

ある

33 名

あまりない

3名

ない

2名

できない

0名

４．社内への何らかの波及効果が期待できますか？
大いにできる

5名

できる

34 名

あまりできない 6 名

５．今後の講座への受講生の参加についてお伺いします。
１）今後も参加させたいですか？
はい

39 名

いいえ

6名

２）
「はい」及び「いいえ」の理由をお聞かせください。
≪「はい」の理由≫
①

中身の濃いセミナーであった。

②

簡単に把握出来る物ではないため、継続的に参加は必要かと思います。

③

講義内容、日程による。
（同回答 他 1 名）

④

受講生同士の情報共有によって得られる知識は毎回違う形のものとなるため。

⑤

自治体職員向け（参加数が少なく、参加しても知識や理解度が低い）はどうか。

⑥

いろんな方が、考え方だったり、発想だとか、自分では、考えつかない事などを聞か
せてもらい、刺激になるからです。

⑦

福島の再エネに関わっていきたいため。

⑧

基礎的な理解を深める講座があってもよい。他の産業に応用していけると思う。

⑨

省エネ提案のプレゼンまで出来るようになったので。
（同回答 他 5 名）

⑩

平成 28 年度「エネ合」改め、平成 29 年度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助
金」の省エネ営業・申請提案の勘所をご教授下さい。LED や空調機器だけではなく、
外壁材や窓ブラインドなどと組み合わせた提案を行いたい。熱貫流率の低いペアガラ
スと遮熱フィルムしか提案できないのはもったいない。

⑪

省エネ事業は業界の柱になって行くと思うので、スキルアップする為今後も受講した
いと思います。
（同回答他 5 名）

⑫

どちらとも言えない。一番の判断基準は、今後検討する事業に講義内容がマッチング
するかになります。

⑬

新事業を創出するための手法・考え方・ネットワークを（程度の差はあれ）獲得でき
るため。

⑭

地方で専門分野について、長時間無料の講義はありがたいから。
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⑮

地中熱利用の新しい技術を修得できるため。

⑯

引き続き地域貢献を目指して地域企業との交流を深めさせたい。

⑰

実証試験の結果など最新情報を得ることが可能。

⑱

講義科目が魅力的であったため。

⑲

今回は私が参加しましたが、次回は若手を是非参加させていただきます。また、次回
では例えば再生可能エネルギーをはじめ、今後劇的な変化が予測される、AI,クラウド、
IoT などを活用した新たなビジネスモデルでの地方創生のストーリーが描ける内容を
希望します。

⑳

今後の暖地向けシステムの開発進捗や、沖縄の地質データ集約の進捗等を知りたい。

㉑ 開発途中との事ですので推移を注視しています。夏季の実証棟での体験をしてみたい。
㉒

沖縄県での地熱利用（クリーンエネルギー）について知ってもらい、今後のできるこ
とは何か考えてもらいたい。講義内容難易度について・地中熱利用に関しては ok でし
た。沖縄県の地質的特徴に関しては難しく、地質と地中熱の関係的な講義があれば良
かったと思います。

㉓

多角的な意見を聞くことができ、つながりもできるため。

㉔

新潟で開催であれば参加したい。
（同回答 他 1 名）

㉕

社員のエネルギー問題に関する基礎力の向上が期待できるから。

㉖

第二回のグループワークは他社様とも協力できたので、人脈を広げる意味でも参加し
たいです。

㉗

沖縄での認知度はまだ低く、これを認知していただくに活動をしている自分としても
まだまだ知識不足です。多方面の見解を学び普及活動に活かしていきたいと感じます。

≪「いいえ」の理由≫
① 行政として、再エネ振興のための基礎的な知識・情報の取得を目的として参加したが、
今後は地域での事業展開や情勢の変化等に応じて検討したい。
（同回答 他 1 名）
② 講義内容は解りましたが、導入は難しそうである。
（コストが高い）
③ 会社で具体的に取り組む考えがない。
④

地中熱利用のシステム設計や設計演習には、専門的な熱力学や流体力学の基礎知識が
必要と思いますので、ちょっと難しいかなと考えます。
（同回答 他 1 名）
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９．養成サブプログラムの考察
１）地中熱利用技術者養成サブプログラムについて
（１）今後の課題
本年度は群馬県と沖縄県で実施した。群馬県は過去数年にわたり「地中熱利用」を地元
企業と大学が「連携」して「研究開発」を進めてきた。しかしながら事業化の目標には到
達せず、地元企業が苦労を重ねている。
一方、地中熱利用が寒地向けであることもあり、沖縄県の自治体や事業者は全く地中熱
利用に関心を示して来なかったが、再エネ/省エネの推進という環境の中で「地中熱利用」
が注目されてきている。しかし「地中熱利用」について全く知識がなく、どのように研究
開発や事業を進めて行くべきなのかがわからない状況にあった。この点では、
「群馬県は先
進地」
、
「沖縄県は発展途上」と言う位置付けになる。
これらの背景から、群馬県での講義内容は「地中熱とは？」というような初歩的なもの
ではなく、
「受講生に知識がある」ことを前提に内容を構成した。一方、沖縄県では「地中
熱利用については全くの素人」であることを前提とした。
しかしながら群馬県において、桐生地区の講座では受講生が 10 名以上集まったものの、
前橋や沼田では、受講生数が想定より下回った。さらに「地中熱利用を熟知した技術者」
ではなく、
「地中熱利用を知らない技術者」が多く集まった。この点は計画時と比べて全く
の想定外であった。一方、沖縄県での講座では募集の周知範囲を絞り、さらに「地中熱利
用を知らない」地域にもかかわらず、15 名程度の受講生が集まった。当初の講義内容は初
歩的な内容に絞っていたものの、結果的には「実例の説明」を含めた内容まで発展した。
（内在される課題）
「地中熱利用の先進地」であり、地中熱利用の研究会も存在する群馬県において、受講
生募集に苦労した背景は各種の要因があると思われる。
・講習に参加しても、何らかの公的資格が得られる訳ではない。
・すでに地中熱利用の研究開発を行ったが、事業化に結び付けられず、事業化を断念した
事業者が多い。
従って「先進地」において、
「技術が負である」という結論がある程度存在する場合、観
点を変えて再挑戦しようとする事業者を掘り起こすことから始める必要がある。
一方、
「後進地」においては「技術に対して正でもなく、負でもない」状況にあり、指導
者側は、正しく事業者をリードしていく責任が有り、それらの行為を着実に積み重ねる必
要がある。
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（２）課題への対応
（先進地における講座）
上記に示した「先進地」における課題は、
「技術に対する負のイメージ」を払拭させるこ
とが必要で、その上での「技術者養成」が必要となる。そのためには、
・実例を用いて、その「コスト」ならびに「設計手法」を示し、事業として自立できる
ことを事業者に確信させる活動内容が必要であること。
・一方、
「後進地」と同様、「地中熱利用」に対して「知識がない」技術者が受講するの
で、それに対する配慮が必要であること。
・
「事業化に対して確信がある事業者」に対しては設計事例検討を実施し、実際の設計と
どのように違うのかを検証させること。
（後進地における講座）
上記に示した「後進地」における課題は、
「着実に積み重ねること」で有り、このような
教育活動を継続して行うことにある。そのためには、
・特に遠隔地においては、教育を実施できる専門家の育成が必要であること。
・継続的に教育活動ができる、現地の組織的仕組みを構築すること。
・常に新技術を紹介するとともに、コスト構造を議論し、着実に事業化が進んでいるこ
とを実感させた上で、設計演習を適宜交えた講義内容とすること。
（３）次年度の活動計画
上記を鑑みると、
「先進地」においては、
・実例を用いた設計/運用結果の紹介を中心とした、実例検証プログラム
・地中熱利用のメリット/デメリットなど、導入者を想定した、入門プログラム
・事例を用いた実設計演習プログラム
をそれぞれ別日で行うことが望ましい。地域的には群馬県や山形県が考えられる。
一方、
「後進地」においては、
・地域先導者を育成するための先導技術者養成プログラム
・実例見学やコスト構造議論を講義内容に含まれる、設計演習プログラム
地域的には沖縄県などがあげられる。
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２）エネルギーマネジメント推進支援者養成サブプログラムについて
（１）今後の課題
以下、4 点を列記する。
①いわき開催・新潟開催とも、需要家の電力に対する意識への配慮に差異が見られる等、
予想される反応が受講生から見て取れた。但しその差異は小さかったことも確かである。
また新潟開催については、講座直前にエネルギー問題を争点にした県知事選挙があり、
想定とは多少異なる状況が現れた。残念ながら制御し難い課題であった。
②そもそも受講生の力量向上評価について明確な課題が現れた。即ち、講師側から見て、
受講生に対する理解度アンケートでは客観的な評価がやや不完全な印象を受けた。コラ
ム 3 にも示したとおり、フィギュアスケートでいう採点のような、評価項目を特定した
上での複数の講師等による定量的（客観的）評価をすること、並びに当該仕組みを通じ
次の課題を明確にすることの必要性がある。
③アウトプットの導出という観点で、より定量的かつ現実的な講座を検討する必要がある
と感じた。モデルとなる設備・機器を明確にしたうえで、コスト・工期・採算性などを、
実例を元に計算するといった内容を盛り込むべきであろう。
④前項ならびにコラム 4 に関連するが、やはりエネルギーマネジメント推進者を養成する
講座カリキュラムに「実機見学」は不可欠である。新潟開催を通じ、エネルギーマネジ
メントの本質は、データをもとにしてエネルギーの要不要を決める「ヒト」にあること
を再認識した。
（２）課題への対応
以下、4 点挙げる。なお番号は「
（１）
」と対応している。
①「熱需要の多寡」と「他の熱エネルギーとの競争環境」から開催地を選定する。
平成 29 年度は、
「ガス自由化」を切り口とした内容を検討しているが、実施地域を最
終的に決定するための要点として、感度の違いが出るよう上記を慎重に検討を進める。
②「人材育成モデル」を作成する。
対象とする機種を絞り、課題解決に必要な知識とスキルを明確にし、
「講義・演習・見
学」の内容と受講生の理解度評価項目をリンクさせる。これにより、実証講座自体の
有効性と受講生への課題のフィードバック力を高めることのできる「実用的なエネル
ギーマネジメント推進支援者養成モデル」を開発・整備する。
③講座内容をもっとはっきり絞る。
事例として研修内容を絞り込まないと、コスト等を定量的に算出することは困難である。
都市ガス事業者の生業※を検討しながら、慎重に選定を進める。
※なお新電力事業への参入が進んでいることから、本年実績を活用することは可能。
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④実機見学を必ず盛り込む。
従って実機見学に協力して頂ける事業者（所）の選定が急務である。
（３）次年度の活動計画
・そもそも、
「
（１）
」でいう②～④の課題を解決する講座を開発・実証することのほうが、
優先度が高いと考えられる。その意味では「ガス～」ではなく、
「
（２）
」でいう②～④
の課題を解決するテーマを活動計画として組み入れる方が望ましい。その場合、地域
的な差異はあまり考慮されないことになるが、実際には地方自治体によるエネルギー
マネジメントの普及活動の強弱や産業構造によって事業者の意識が変わるため、その
点を指標として地域を選定する。
・「ガス～」を活かすのであれば、
「熱需要の多寡」と「他の熱エネルギーとの競争環境」
を念頭に、
「寒冷地」と「それ以外の地域（但し都市部を除く）
」として検討する。
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３）地域型再エネ関連事業創出人材養成サブプログラムについて
（１）今後の課題
・地域では、本講座の受講生の多くは年間 20 時間程度の受講時間しか確保できない。これ
では企業内起業マネジャーや地域リーダーの養成は難しい。
・グループワークでは、SWOT 分析手法やアローダイアグラムを用いた事業計画の立案、
ビジネスプラン演習では、社内外の「人・モノ・金・情報」をどのように活用してビジ
ネスプランを作成するかの修得はできたが、企画提案書（コスト、工期、採算性などの
見積を含む）の作成には至らなかった。
・具体的な再エネ事業プランの立案を目標にグループワークを実施し、異業種受講生グル
ープワークの議論や意見交換で、有意な事業テーマが提起されよかったが、同時に知的
財産権にも注意を払う必要がある。
（２）課題への対応
・ある受講生（25~27 年度受講生）は、平成 25 年度本講座受講がきっかけで、従来の PV
パネル施工事業から融雪型 PV パネル製造事業まで業容拡大の機会を得た（次頁、日本経
済新聞等記事）
。その他 5 名も継続して受講を続け、再エネメンテナンス事業や自社基盤
技術の高度化などを目指して頑張っている。変化は緩やかではあるが、地域の受講生に
最適な教育プログラムを提供できるよう養成プログラムの更新を行ってきたからである
と考えている。
（産総研福島再生エネ研・県内高等教育機関・産業支援機関の全面的な支
援が受けられるよう、スーパーコーディネーターが受講生に寄り添い 2 人 3 脚で支援す
ることがポイント）
・
「今後の課題」に対処するためには、年間 30 時間の集合教育を守り、集合教育において
知的財産権に関わる問題が生じないよう対処し、企業内マネジャーや地域リーダーの養
成を進めなければならない。
■本講座の養成プログラムの中に、初級コースと上級コースを設ける
・初級コースでは、平成 28 年度プログラムを踏襲し、30 時間、定員 20 名とする。
（初級コースが終了すれば、上級コースに進むようにする）
・上級コース（企業内起業マネジャーと地域リーダー養成のためのコース）では、講
義、グループワーク、新たに「試作品やサービスを作る」科目を加えた養成プログ
ラムを開発する。
上記アイデアは、
『大学 知の明日を築く、スタンフォード大学 d スクール（日本経済
新聞 平成 28 年 5 月 4 日）
』を参考とした。スタンフォード大学の対象は学生であり、予
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算も潤沢にある。本講座の対象は社会人（実務経験豊富、異業種の集まり）であり、集
合教育時間は 30 時間程度で予算も限られている。スタンフォード大学 d スクールはグル
ープワークを基本とし簡単な試作品やサービスをつくり、これをもとにブレーンストー
ミングを実施し解決策を見出している。本講座では、平成 26 年度に試作実習（ミニ太陽
光発電、ピコ水力発電）を実施し、受講生が盛り上がった。社会人教育は、講義よりグ
ループワーク、グループワークより試作品やサービスを作る方が、より教育効果が高い
ことを把握している。
このことから、
「上級コース」では講義、グループワーク、新たに簡単な試作品やサー
ビスを作ることを導入し、規模は小さくとも実物を前にブレーンストーミングを行うこ
とで教育効果の向上を図りたい。
「コラム 7」において、山本外茂男委員よりイノベーシ
ョン人材育成プログラムの紹介を受けているので、併せて検討していきたい。
すでに、企業の方と話しているが、よいテーマであれば企業は資金を出すとのこと（た
だし、企業業績に左右される）
。上級コースでは、受講生募集にあたり、コアになる受講
生とチームメンバーの選定を行う必要がある。平成 28 年度受講生からも選定すると効果
的かと考える。
① 知財問題を気にかける必要のない、一企業内の 5 名程度のチーム
② 良好な関係にある異業種 5 社の従業員 5 名のチーム
の 2 通りのチームで構成する。
（３）次年度の活動計画
・平成 30 年度から有料講座とできるような
「地域型再生可能エネルギー関連事業創出講座」
の開発を目指し、初級コースと上級コースの 2 つのコースを設ける。初級コースは平成
28 年度版人材養成プログラムと同一、上級コースは新規人材養成プログラムを開発する。
ａ）初級コース
・福島県中・県南地域（全国どこにもある地域の代表）の課題が見えてきたことから、
初級コースはこの地域で実施する。
・すべての科目を選択制とする
・5 日 30 時間程度
ｂ）上級コース（新規人材養成プログラム）
・単一企業チーム（5 名）と異業種複数企業チーム（5 名）
・異業種複数企業チームでは、知的財産権に関する覚書を交わす
・事前にチームの中心となる人物を選定
・年度初めに、2 日間の集中研修（グループワーク、テーマ設定、企画書作成）
・テーマに合わせ、講師を選定・依頼
・中間報告（2 か月後）
、最終報告（6 か月後）
・中間報告、最終報告までの期間は、各チームリーダーのもとチーム主体で活動し、
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必要があれば講師にいつでも相談できるようにしておく。

板鼻社長は平成 25 年度本
講座の受講生で、スーパーコ
ーディネーターと 2 人三脚で
産総研福島再エネ研究所被災
地企業シーズ支援プログラム
の獲得を足掛かりに、3 年目
にしてＰＶパネル施工事業か
らＰＶパネル製造・施工事業
への業容拡大の機会を得た。
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１０．養成プログラムの普及活動
本事業は平成 29 年度に終了し、平成 30 年度以降は、高等教育機関等への講義、企業内
研修、業界団体会員向け研修、産業支援機関の人材育成事業の受託などにより自立化を目
指す。
このため、平成 28 年度～29 年度において、平成 26 年度以降のシラバス・コマシラバス
整備、教材のライブラリー化、続いて、県内外への人材養成プログラムの普及活動を行う。
１）育成プログラム紹介小冊子の作成（検討中、次年度作成）
２）シラバス・コマシラバス集
・平成 26 年度全国的なモデル・カリキュラム（平成 26 年度完了）
・平成 27 年度地域版モデル・カリキュラム（平成 27 年度完了）
・平成 28 年度地域版モデル・プログラム（完了）
３）教材のライブラリー化
・平成 26 年度教材（初級、全分野）ライブラリー化：2 コース（ファイル形式）
・平成 27 年度教材（実用）ライブラリー化：6 冊（ファイル形式）
・平成 28 年度教材（実用）ライブラリー化：5 冊（1 月末完成予定）

平成 26 年度テキストと平成 27 年度テキスト

平成 27 年度教材と平成 26 年度教材

４）福島県内普及活動
・第 16 回 福島県との連携推進会議（福島県庁舎内会議室）
・日 時：平成 28 年 7 月 7 日（木）
・提

案：福島大学から、『地方は人材不足で、産業育成と人材育成を一体化して推進しな
ければ、地域活性化が遅れる。例えば、福島県の重点分野事業を発注する際、そ
の事業の一部については当該分野の人材育成講座の受講生が多い企業に加点する
優遇枠を設け、経営者をして従業員に受講させるよう誘導し、企業の技術力およ
び営業力の向上を図るような戦略的な中小企業育成策を導入できないか』と提案
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を行った。引き続き協議する必要がある。

・参加者：福島県 4 名（構成員）
、福島大学 10 名（構成員）
・白河地域再生可能エネルギー推進協議会を訪問
・訪問日：平成 28 年 8 月 25 日（木）
・用 件：①地域型再エネ関連事業創出人材養成講座受講生募集
②再生可能エネルギー中核的専門人材養成講座の普及活動
・面談者：鈴木俊雄氏（白河地域再生可能エネルギー推進協議会会長）
・訪問者：森本進治、大友裕紀（福島大学）
・
（公財）郡山地域テクノポリス推進機構（技術振興課／企画管理課）を訪問
・訪問日：平成 28 年 9 月 1 日（木）
・用 件：①地域型再エネ関連事業創出人材養成講座受講生募集
②再生可能エネルギー中核的専門人材養成講座の普及活動
・面談者：遠藤文康氏（技術振興課）
、猪俣秀行氏（企画管理課）
・訪問者：森本進治、大友裕紀（福島大学）
・須賀川青年会議所 11 月例会で講演（再エネ中核的専門人材養成講座普及のため）
・日 時：平成 28 年 11 月 7 日（水）19:35～20:35
・会 場：ホテル虎屋（福島県郡山市南 2 丁目 52）
・講 演：地域コーディネーターと共に考える〜須賀川から始める小さなイノベーション～
・講演者：森本進治
・参加者：理事長・副理事長 3 名・会員 30 名

質問者（左）

講師（左上）
・平成 28 年度成果報告会の実施予定
・日 時：平成 29 年 1 月 27 日（金）13:00～16:00

・会 場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南 2 丁目 52）
・概

要：文部科学省ご挨拶、基調講演、事業報告（目標、成果、課題、次年度計画）
、
受講生報告（３名）
、パネル討論（次年度に向けての課題と要望）
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・参加者：80 名予定（企業、一般、行政、受講生など）
５）福島県外普及活動
・NPO 法人北関東産学官研究会・北関東地中熱利用研究会を訪問
・訪問日：平成 28 年 8 月 24 日
・用 件：①地中熱利用技術者養成講座の事前打合せ
②平成 28 年度再生可能エネルギー中核的専
門人材養成講座の普及活動
・面談者：根津紀久雄氏（北関東産官学研究会会長、群
馬大学名誉教授）、上野文雄氏（北関東地中熱
利用研究会会長、群馬電機㈱会長）、関根康正
氏（関根工業㈲社長）、上西正久氏（関根工業
㈲相談役）荒井公明氏（群馬電機㈱、本講座群馬地域協力者）
・訪問者：小熊正人氏（日本大学工学部）、森本進治
・岡田電気産業㈱新潟営業所／新潟市環境部／新潟大学／㈱EMS を訪問
・訪問日：平成 28 年 10 月 4 日
・用 件：①エネルギーマネジメント講座(新潟)受講生募集
②再生可能エネルギー中核的専門人材養成講座の普及活動
・面談者：酒井孝光氏（岡田電気産業㈱）、小林由加子氏（新潟市環境部）、横山 淳氏（新
潟大学）、藤川博文氏（株式会社 EMS、本講座新潟地域協力者）
・訪問者：森本進治、大友裕紀（福島大学）
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１１．スーパーコーディネーターの活動
１）平成 28 年度地域版プログラム開発協力者との調整
下記のサブプログラム開発担当者（評価システム開発含む）とは、4 月より、電話、
e-mail 等で情報交換を頻繁に行いながら内容を詰めていった。電話及び e-mail では齟
齬をきたす恐れがある場合は、面談にて打合せを行った（学内協力者とは日常的に面
談による打合せを実施）
。
・第 1 講座と第 2 講座開発協力者 小熊正人氏（日本大学工学部 特任教授）
面談：4 月 9 日（日本大学 工学部）
、10 月 31 日（日本大学 工学部）
・第 3 講座と第 4 講座開発協力者 鈴木伸隆氏（
（一社）省エネルギーセンター

専門職）

面談：4 月 13 日（福島大学）
・第 5 講座開発協力者 木暮照正氏（福島大学 准教授、本事業委員）
・丹治惣兵衛氏（福
島大学 特任教授、本事業委員）
・受講生の達成度評価システム開発協力者
学

山本外茂男氏（北陸先端科学技術大学院大

教授、本事業委員）及び高森智嗣氏（福島大学

准教授、評価士）
、木暮照正氏、

丹治惣兵衛氏の協力を得た。
実証講座視察：11 月 7 日（木暮照正氏）
、11 月 16 日（山本外茂男氏）
２）講義・演習・実習・グループワーク（ディスカッション）
・見学に関する講師との打合
わせは、電話と e-mail で内容と日程の調整を実施した。
３）講座開催会場の日程調整
講師及び会場の日程を勘案しながら、全実証講座の全ての科目にコーディネーター
が立ち合えるよう調整を行った。受講後アンケート調査を行うが、コーディネーター
が現場の状況を理解していないと、正しい分析ができないと考えたからである。
（ただ
し、地中熱利用養成講座（沖縄：12 月 5,6 日）の実施に当たっては、木暮准教授に依
頼）
４）受講生の達成度（学んだことの理解、学んだことの実務への活用）評価システムの開
発
3 つの養成サブプログラム（地中熱利用、エネルギーマネジメント、地域型再エネ関
連事業創出）の人材養成目標や内容が異なることから、以下の多くの方々の協力を得
て、評価システム（ルーブリック方式）の開発を行った。
・評価項目の設定：養成サブシステム開発担当者（兼 講師）
小熊正人特任教授（日本大学工学部）
、鈴木伸隆専門職（省エネルギーセンター）
・各種アンケート調査の様式・評価表：高森智嗣准教授（福島大学総合教育研究セン
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ター）、山本外茂男教授（北陸先端科学技術大学院大学、委員）、木暮照正准教授・
丹治惣兵衛特任教授（福島大学地域創造支援センター）
・プログラム開発・実証委員会並びにプログラム等評価・普及委員会による審議は、
e-mail により行った。
５）平成 28 年度実証講座受講生募集案内の配信など
従来、福島県外で開催した講座の受講後アンケート調査の回収率が低かった。受講
生の活用度自主評価は、講座終了後のみでなく継続して追跡調査を行うことから、地
元受講生に馴染みのある開催地域大学・自治体・産業支援団体・産業団体等に受講生
募集案内の配信を依頼した。また、養成サブプログラム開発担当者と懇意な企業の方々
に「地域協力者」を依頼し、口コミの募集案内の周知を図った。協力機関・団体・地
域協力企業は本成果報告書 V-1（地域版成プログラム開発の方針）に記載した。
６）
「地域型再生可能エネルギー関連事業創出人材養成講座」受講生への対応
（１）開講前の受講生への対応（開講日：9 月 29 日）
・須賀川市内受講申込者訪問（9 月 20 日、9 社）
・福島市内受講申込者来訪（9 月 23 日、1 社）
本講座の目標は、受講生が地域資源を活用した再エネ関連のスモールビジネスを立
ち上げる契機とすることにあり、スーパーコーディネーターが二人三脚で支援するこ
ととしている。全科目必修から全科目選択に変更した際、受講日数を多くしてもらう
ため受講生を訪問あるいは来訪を受け、本事業の主旨説明と意見交換を行った。
受講の意思のある方と直接意見交換すると、どのような課題を抱えているのか、課
題解決の緊急度などが見えてくる。このようなニーズを踏まえて開講すると講座は生
きてくると感じた（これら受講生の受講姿勢を見て実感）
。次年度は、この体験を生か
して、受講生募集は開催地域の数ヵ所で懇談会を兼ねた受講生募集説明会を開催する
という形で実行したい。
（２）開講後の受講生への対応
・受講生からの相談： Ｗさんより 2 件相談（10/23）⇒日本大学（工）を紹介（11/1）
、
新城社長（本講座講師）を紹介（11/18）
、Ｙさんより須賀川青年会議所 11 月例会で
の講演依頼
・公募案内：1/4－1/31（ふくしま応援ファンド事業の平成 28 年度第 2 回公募）
・検索エンジンの紹介：J-GLOBAL と特許情報プラットフォームの活用法、電力とエネ
ルギーの専門メディア・スマートジャパン
・イベント案内：11/19（清掃ロボットのデモ）
、11/25－26（金属 3D プリンター）
、11/19
（REIF ふくしま 2016：個別マッチングと海外出展ブースツアー）
、11/16－17,30,12/2
（経産省施策説明会、経産省及び福島県予算）
、12/6（イノベーション・コースト構想
推進企業協議会の第 2 回定例会／交流会）
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（３）平成 25 年度からの継続受講生の活動状況
企業経営者や若手自治体職員の方（約 10 名）とは頻繁に交流している。平成 25 年
度受講生の一人はトップランナーとして、
「V-9-3）サブプログラム考察」で述べたよう
に、新規事業立ち上げの機会を獲得し頑張っている。再エネ機器メンテナンス事業の
市場調査から次の段階に歩を進める受講生や自社基盤技術の高度化を目指している受
講生もこれに続くことを期待している。
本講座を受講するということは、新規事業に取り組む第一歩ととらえ、今後も講座
内容に魅力を感じれば積極的に受講してほしい。
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VI．成果の活用と課題
１．地域版養成プログラムの開発
（１）成果の活用：平成 28 年度は、地域企業等の中核人材を対象にした専門的かつ実用的
な技術習得に力点を置いた地中熱利用技術者養成サブプログラム（以下、SP）
（第 1 講
座、第 2 講座）及びエネルギーマネジメント推進支援者養成 SP（第 3 講座、第 4 講座）
の開発、また、地域企業の若手経営者等を対象にした地域型再エネ関連事業創出人材
養成 SP（第 5 講座）の開発を行い、5 地域のニーズに応える実証講座を実施すること
ができた。5 講座終了後に実施したアンケート調査結果では、受講生派遣企業責任者よ
り、
「十分な成果が得られた。22％」
、
「概ね成果があった。47％」の回答、また「今後
も受講させたい。87％」の回答が得られた。受講後、受講生が講師を務めた企業内研
修や受講生有志が企画書作成のためのグループワークを実施している。次年度は、こ
の成果を踏まえ、全国的なモデル・プログラムの開発・整備を行う。
（２）課題：受講生の背景や技術スキルにばらつきがあり、講義内容レベルをどこに合わ
せるのか難しい。マニュアルをみてシステム構築ができると思い込んでいる受講生に
は、技術論を理解するために必要な知識の不足がみられた。質の良いアイデアの提案
はできるようになったが、人を納得させるほどの定量的な提案には至っていない。遠
隔地での教育は地元関係者が行う必要があるが、それに伴う指導者養成や教育システ
ム構築の検討がなされていない。

２．教材の開発
（１）成果の活用：再生可能エネルギー産業は、将来、市場が大きく伸びる余地があると
いわれている。地域型再エネ関連事業創出人材養成講座・受講生（39 名）には是非と
も、新しいアイデアをもって積極的にチャレンジして欲しい。これら受講生の復習及
び地域関係者用として、本講義をテキスト化（76 頁）した。
（２）課題：科目 502（再生可能エネルギーのスモールビジネスを考える）は、再エネ新
規参入者向けの重要な講義であったが、質・量ともに情報量が多かったことから、受
講生の理解度自己評価は 2.7 と低かった。理解度の低かった講義の場合、仮に配布資
料（ppt）などで復習しても理解は困難であろう。

３．達成度評価基準の開発
（１）成果の活用：講座終了後に、受講生の活動の中で「講座で学んだことがどのように
活かされているか」を半年毎にフォローアップすることとした。受講生の成長と講座
の有効性を把握する 3 種類の「活用度自己評価表（ルーブリック方式）
」を開発し、地
中熱利用技術者養成 SP、エネルギーマネジメント推進支援者養成 SP 及び地域型再エ
ネ関連事業創出人材養成 SP の各講座に適用した。地域型再エネ関連事業創出人材養成
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SP のみ、平成 25 年度～27 年度受講生 7 名に協力を求め、平成 28 年度受講生の結果
と比較し有用性を確認することができた（考察：80 頁 9~13 行）
。評価表を前にした受
講生 OB へのヒアリングで、評価項目毎に質疑応答することで受講生の進捗や課題が
明確になり、即アドバイスできることも分かった。評価するとともに、コミュニケー
ションの有効な手段として価値があり、大いに活用して行く。
（２）課題：地域型再エネ関連事業創出人材養成 SP（第 5 講座）では、
「グループワーク
で見出した事業テーマで評価点をつける」という主旨説明が受講生に行き届かず、受
講前から取り組む事業に本講座がどのように役立っているかという観点で回答したと
思われる回答がみられた。

４．実証講座の実施
（１）成果の活用：地中熱利用技術者養成 SP（第 1 講座、第 2 講座）
、エネルギーマネジ
メント推進支援者養成 SP（第 3 講座、第 4 講座）
、地域型再エネ関連事業創出人材養
成 SP（第 5 講座）を県内 2 ヵ所、県外 3 ヵ所で開講した。実用・実践を重視したこれ
らの講座は、いずれの講座においても受講生及び企業に歓迎され、総受講生数 132 名
と定員（100 名）を超える受講生の参加があった。平成 25～27 年度受講生の中から本
事業構成機関等との共同研究（10 件）の実施、その中から次年度に工場建設を予定す
るトップランナーも現れている。また、受講生派遣企業内での社内勉強会も複数企業
で行われている。本講座が産・学・官の出会いの場となり、事業成果の活用が徐々に
拡大しつつある。
（２）課題：2 日間の講座（12 時間）の受講率は初日 94％、2 日目 78％。5 日間の講座
（28 時間）の受講率は初日 75％、5 日目 30％に落ちている。後半は演習やグループワ
ークがあり、初心者にとっては難しかった。

５．養成プログラムの普及活動
（１）成果の活用：平成 28 年度 5 講座のシラバス・コマシラバス集を作成、教材のライ
ブラリー化（平成 26 年度、平成 27 年度、平成 28 年度（平成 29 年 1 月末）
）を推進。
福島県内普及活動（福島県、産業支援団体、講演、平成 28 年度成果報告会）
、福島県
外普及活動（群馬県：地中熱利用研究会、新潟県：自治体、大学、企業）を実施した。
新潟県内企業を訪問した際、いわき市で開催した講義資料を閲覧して貰ったところ、
「企業内研修に対応してもらえるのか？（有料）
」との質問を受けた。要は、講義の
内容が分かる資料を見てもらわない限り、お金を払ってまで受講させないことが分か
った。
（２）課題：高等教育機関・専門学校・産業支援機関・企業団体等は、新規な教育プログ
ラムを導入することに慎重で、養成プログラムの普及活動が具体的な成果に結びつか
ない。その原因の一つは、彼らを説得に足る魅力的な資料やデータの提示が不足して
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いることだと考えている。

６．コーディネーターの役割
（１）成果の活用：本事業では、コーディネーターとしてスーパーコーディネーター（SCD、
本事業での呼称）1 名が関与している。本事業の各講座を産学官の出会いの場として、
地域に埋もれたニーズやシーズを拾い集めながら「地域の産学官連携ネットワーク」
の力を借りながら、ささやかではあるが成果を上げている。例えば、年末に日本経済
新聞に取り上げられた受講生の場合（93 頁）は、平成 25 年度受講生で、SCD とは二
人三脚で行動を共にしてきた。産総研福島再生可能エネルギー研究所「被災地企業の
シーズ支援プログラムに採択・共同研究で鍛えられ、その後、様々の方々の支援のも
と今回のチャンスを手にした。過去の受講生には、再エネ機器のメンテナンス事業参
入に向けた活動や自社基盤技術の強化等に取り組む受講生が 7 名ほどいる。また平成
28 年度受講生約 5 名も、有志が集まり企画書提案に向け始動し始めている。
（２）課題：受講生（OB も含め）の活動が少しずつ目に見えるようになってきており、
コーディネーターのマンパワー不足が課題になってきている。本事業再エネ関連事業
創出人材養成講座では、コーディネーターは二人三脚で活動すること旨としており、
コーディネーター一人で対応可能なのは 10 名以内である。やる気のある受講生が増え
ることは本事業にとっても、地域にとって歓迎すべきことであるが、十分な対応がで
きないと「やる気のある受講生」の意欲を削ぐことになる。
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VII．課題への対応と次年度の活動計画
１．地域版養成プログラムの開発
（１）課題への対応：課題「技術スキルのばらつき、知識の不足、定量的な提案がない、
指導者養成や教育システム」の課題のうち、指導者養成は初級編と上級編のスキルレ
ベルを明確にした教育プログラムの開発・整備で対応できると考える。
（２）次年度の活動計画：地中熱利用技術者養成 SP では、
「小熊正人著：一般住宅向け地
中熱利用システムとその設計手法」を副読本とし、先進地では「実例を用いた設計／
運用結果の紹介を中心とした実例検証プログラム」及び「地中熱利用のメリット／デ
メリットなど、導入者を想定した入門プログラム」を開発する。後進地では「地域先
導者を育成するための先導技術者養成プログラム」及び「実例見学やコスト構造議論
を講義内容に含まれる設計演習プログラム」を開発する。
エネルギーマネジメント推進支援者養成 SP では、受講生の理解度評価の「評価項
目」を念頭に「モデルとなる設備・機器を明確にしたうえで、コスト・工期・採算性
などを算定する、定量的・現実的養成プログラム」を開発する。
地域型再エネ関連事業創出人材養成 SP では、上級コース用として「企画提案書の作
成まで実施する実践型養成プログラム」を開発する。このコースでは、単一企業チー
ム（5 名程度）と異業種複数企業チーム（5 名程度）で構成する予定。別途、初級コー
スは、次年度の上級コース受講生を養成するため、従来プログラムの充実・整備を実
施する。

２．教材の開発
（１）課題への対応：平成 28 年度講義のうち、科目 502 はテキスト化し対応するが、受講
生の理解度自己評価（レベル 2.5）が、あと 5 科目ある。この 5 科目については、市販
の参考書等を紹介するか、市販本がない場合は、テキスト作成も検討したい。
（２）次年度の活動計画：本年度末に、担当講師や平成 28 年度受講生にヒアリングして、
市販の参考書等を調査する。

３．達成度評価基準の開発
（１）課題への対応：
「地域型再エネ関連事業創出人材養成 SP（第 5 講座）では、主旨説
明が不十分で、異なった観点での回答がみられた」ことについては、半年後の第 2 回
目の調査時点で修正を行う。
（２）次年度の活動計画：アンケートの主旨は誤解を招かない文書で伝えるようにする。
なお、本講座の活用方法として、
「新しい事業を興す」のみでなく、「自社の基盤技術
の強化や販路開拓に活用」などあっても良いので、前者で回答するのか／後者で回答
するのか記載する欄を設けるようにしたい。また、コミュニケーションの手段として、
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継続していきたい。

４．実証講座の実施
（１）課題への対応：
「前半は受講率が高く、後半は 14％（2 日講座）
・45％（5 日講座）
ほど減少する」という課題は、
「十分理解できた」ので欠席する。あるいは、
「理解不十
分・当面不要」で受講しない、の二通りが考えられる。また、
「演習やグループワーク
は初心者にとっては難しい」という課題は、先に述べた「理解不十分・当面不要」と同
じ理由と考えられる。
「十分理解できた」受講生の欠席は問題視しなくてよいが、
「理解
不十分」の初心者の欠席には、事前に副読本を紹介し復習を促す方法もあった。いずれ
にしても、
「Ⅶ-1-(1)課題への対応」で述べたように、初級編と上級編に分けて受講生を
募集することが好ましい。
（２）次年度の活動計画：受講生や受講生派遣企業の方々のアンケート結果を反映し、次
年度は受講生の「数」を求めるのではなく、上級編（リーダー養成用）
、初級編（入門
者養成用）に分け、より参加しやすい実証講座としたい。
次年度は、以下の予定地域のニーズを調査のうえ、実証講座を開催していきたい。
■講座と開催地（予定）
・地中熱利用講座（入門コース、上級コース）
候補地：沖縄県、群馬県、山形県
・エネルギーマネジメント講座（入門コース、上級コース）
候補地：埼玉県、山形県
・地域型再生可能エネルギー関連事業創出講座（入門コース、上級コース）
候補地：福島県中・県南地域（入門コース）
、福島県内地域（上級コース）

５．養成プログラムの普及活動
(１）課題への対応：今回、図らずも、新潟県内の企業の方より、
「VI-5-(1)成果の活用」
に記載したようなヒントを得たので、講座・講義の内容が分かるような資料・動画を
用意する必要がある。
（２）次年度の活動計画：平成 25 年度作成「再生可能エネルギー中核的専門人材養成テ
キスト（480 頁）
」と平成 27 及び 28 年度に作成したテキスト（地中熱利用、再エネ
スモールビジネス）に、これまでの講座テキストのライブラリーの見せ方を検討し、
高等教育機関・専門学校・産業支援機関・企業団体等向けに積極的に活用を働きかけ
たい。
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６．コーディネーターの役割
（１）課題への対応：スーパーコーディネーターを、サポートしてくれるコーディネー
ターが欲しい。県内には、福島県産学官コーディネータ連絡会議（構成機関：17 機
関）があり、受講生の居住する地域の機関のコーディネータの支援を求めたい。
（２）次年度の活動計画：講座開催地域にある上記構成機関のコーディネータに、チュー
ターとして参加してもらって、意欲ある受講生と二人三脚で対応して貰うことを考え
たい（適時、スーパーコーディネーターも議論の場に参加）
。そのために、まず、関
係する構成機関の責任者と協議する必要がある。
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