鹿児島における家づくりへのこだわりから産まれた住まい。
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●星ヶ峯交番
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●
グランデ ●星の子保育園
●
コーアガス
日本

原発の役目を担う熱電併給
や再生可能エネルギー︒

コージェネ財団の集計で示され
ています︒
これは原子力発電所 基分に
相当する量で︑原子力発電の再
稼働なしでも︑夏場を乗り切れ
る電力量となっています︒

︵コージェネレーシ
ョン︶

熱電併給︑
原発 基分！

企業や個人の努力で原発に換わる︑
太陽光や熱電併給発電が進んでいます︒

東日本大震災以来︑
日本の電力事情は大幅に転換しています︒

●

熱電併給とはどんな発電
方式なのでしょうか？

外観

エネファーム

●

熱を給湯に利用する︑まったく
おり﹃エネファーム﹄は都市ガ
新しい熱電併給システムです︒
ス用とＬＰガス用の２機種があ
ります︒﹃エネファーム﹂の年
間販売台数は︑昨年度は３万台
﹁エネファーム﹂
の構成
を越え︑価格は１９０万円と当
と発電･給湯の仕組み︒
初価格の半分程度になり︑固体
高分子形︵PEFC︶ 万円︑
エネファームは︑大きく分け
固体酸化物形︵SOFC︶ 万
ると﹁燃料電池ユニット﹂﹁貯
円の応募期限付きの国の補助金
湯ユニット﹂﹁バックアップ熱
が付いています︒
源機﹂の つで構成されていま
す︒発電の仕組みは︑燃料電池
﹃エネファーム﹂
はガスの
ユニットの燃料電池スタックで︑
ガスから取り出した水素と空気
化学反応で電気と給湯！
中の酸素を化学反応させて発電
します︒発生した電気は︑イン
バータで家庭用の交流に変換し
てから︑分電盤で電力会社の電
気と一緒になって使用されます︒
発電時に生まれた熱は︑熱回
収装置が効率よくキャッチし貯
湯タンクの水を加熱して︑お風
呂やキッチンなどで利用します︒
バックアップ熱源機は︑貯湯
タンク内のお湯の温度が低い時
などに稼動するほか︑床暖房な
どに使う温水をつくります︒
個体酸化物型︵ＰＥＦＣ︶は
発電効率 ％︑有効排熱が ％

新 川 内 展 示 場 建 築 中！
焼肉なべしま
ファミリーマート

家庭の自活エネルギー
時代はもう目の前です︒

と燃料ガスのエネルギーを約
％も利用できます︒
個体酸化物型︵ＳＯＦＣ︶の
場合は︑発電効率46. 5%と
高効率で有効排熱が４３. 5%
と約 ％のエネルギー利用率を
誇る優れもので︑ガスで水素を
作り空気中の酸素と反応させて
電気とお湯を作り出します︒

住宅は躯体構造が最も大事、エアコン 1台のシンプルな姿をご覧下さい。

以前︑太陽光発電の発電総量
が原発 基分に達したことを紹
介しましたが︑商業用のコー
ジェネレーションは︑すでに原
発 基分に達していることが︑
コージェネ財団から公表され︑
東日本大震災以来︑企業の電力
自衛策が国の電力政策の再検討
を迫る勢いになっています︒
資源小国の我が国では︑原子
力発電は効率やコストから︑非
常に使いやすいエネルギーとさ
れてきましたが︑現在の福島原
発の廃炉も後 年は必要との見
解が出されていますが︑更にそ
の先の最終処分場の決定もまま
ならない現状では︑全く先の見
通しが立たないといっても過言
ではないようです︒
その間にも再生可能エネル
ギーは次々と成果をあげている
ようです︒民生用のエネルギー
消費は住宅性能の向上が貢献し︑
かなり省エネルギー化が進み︑
自動車もハイブリッドからＥＶ
︵電気自動車︶
・水素自動車へと
進化しています︒
松下孝建設が取り組んできま
した︑エアコン一台程度のエネ
ルギーで暖冷房が制御できる住
宅性能があれば︑エネルギー購
入の必要がない﹁自活エネル
ギー﹂の時代は目の前です︒

川内署

●

ん

天大橋

▼寒い冬が過ぎたかと思った
ら︑いつの間にか真夏の様な暑
さを感じる今日この頃です︒
近年では︑春と秋という季節
感を感じる事が無くなり︑中間
期という暖冷房の不要な最も快
適な季節が無くなって来ている
ような気がします︒
いつの間にか早場米の田植え
も終了し︑若葉が
勢いよく成長
しています︒
桜も木蓮
もボケも時
期が終わって
しまい︑今はツ
ツジが咲いてい
ます︒その次には︑紫陽花がス
タンバイし︑なにやら梅雨の気
配も感じます︒
▼今回は︑熱電併給︵コー
ジェネレーション︶の現状につ
いて紹介致しました︒
東日本大震災から 年経過し
ましたが︑その間に原発 基分
もの熱電併給発電所を建設して
しまうのですから︑我が国の科
学技術と発電所建設技術には︑
目を見張るものがあります︒
東南アジア諸国では︑日本と
のパートナーシップを望む国が
圧倒的に多いようです︒
コージェネレーションなどの
最新技術で新興国の役に立てれ
ば日本ファンは益々増えること
でしょう︒
▼地球温暖化で様々な問題が
噴出し︑今までは北国発の住宅
工法が基準でしたが︑これから
は南の住宅技術が大切になりま
す︒年々進化する松下孝建設の
住宅技術にご期待ください︒
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具志ひふ科
●

●
川内病院

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！

薩摩川内市東小路町899-2

川内モデル

旧展示上の駐車場スペースに
新展示場を新築致しておりま
す。新展示場は施工工程を公開
していますから、ご見学ご希望
の方は、遠慮無く下記のフリー
ダイヤルでお申込み下さい。建
築中の高性能住宅には完成して
しまえば見られない様々な工法
の特徴や工夫があります。高性
能住宅をご希望される方は、一
般住宅との決定的な違いをこの
機会にご覧ください。ご連絡を
お待ち致しております。
お
れ

0120-079-089
□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。
10

ダイニング・和室

他社の住宅と、
是非比較してご覧下さい。違いが分かります！

かめざわ
整形外科
●

中山大屋根モデル
鹿児島県鹿児島市中山町字樋渡1208-8

中山小学校
●
●
谷山北
交番●
公民館

星ヶ峯みなみ台モデル

43

熱電併給システムといっても
従来は︑ガスを燃焼させて蒸気
タービンを回して発電する方式
ですが︑我が国では︑火力発電
所の立地条件から排熱の利用は
無く︑約 ％の電力以外は排熱
や送電ロスで ％のエネルギー
が無駄になっていました︒
企業の熱電併給システムは
ヨーロッパの様に発電所の排湯
を活用するシステムが主ですが︑
﹃エネファーム﹄は︑都市ガス
やＬＰガスを原料として化学反
応を起こして発生させた電気と

38

検索

社
■本

鹿児島県鹿児島市星ヶ峯6丁目36-2

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

10
60

松下孝建設

齋 藤 恭 誠

永
田
川

樋渡橋

熱電併給︵コジェネレーショ
ン︶とは︑石油や天然ガスを燃
焼させて発電を行う際︑従来は
大気中に放出していた排熱を回
収して暖冷房や給湯に利用する
ことができるシステムです︒
そのエネルギー利用効率︵省
エネルギー性︶は︑現在 ％程
度を実現しています︒
業界を統括しているコージェ
ネ財団では︑2030年までに
3倍の３０００万ｋＷまで拡大
すると試算しているようで︑原
発 基分の熱電併給発電が稼働
することになります︒
一般向けの熱電併給システム
は﹃エネファーム﹄の名前で主
にガス会社によって販売されて

3

39

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

自立循環型｢プラス・エネルギー・ハウス｣展示場公開中！
40

自立循環型住宅
40

Honda Cars
鹿児島西

10
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ハウス・オブザ・イヤー･イン･エナジー 2013・スペックの展示場
我が国の電気事業は1995
年の改正電気事業法によって卸
発電市場が自由化され︑出力
200万kWを超える発電設備
を持つ企業は卸電気事業者とし
ての規制を受けますが︑その他
のIPP︵独立発電事業者︶は
卸供給事業者となり︑事業許可
なども原則として撤廃され新規
参入が容易に成りました︒
震災前はガス価格の上昇で導
入が減っていましたが東日本大
震災︵2011年︶以降︑自衛
のために自社で発電機を運用す
る企業が急速に増えてきました︒
政府が導入費用の最大 ％を
補助する制度も導入の後押しと
なり︑また米国のシェルガスの
開発成功でガスの価格低化の見
込みも導入に拍車を掛けたよう
で︑デベロッパーも自前の電源
確保の好機と捉え︑熱電併給
︵コージェネレーション︶シス
テムの発電容量が本年３月末で
１０００万ｋＷを超えたことが
30

95

10

中山新展示場 近日 OPEN
50

南日本
新聞販売

56

松 下 孝 行
編集責任

星ヶ峯展示場 公開中！
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