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企業11社・大学１校が出展 

主な出展内容 

シーテックジャパン２０１４ 

ゼロカーボンハウス 

ネット・ゼロ・エネルギーハウス 

太陽光発電融雪システム 

 北 海 道 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 製 品 等 販 路 開 拓 ・ 拡 大 実 行 委 員 会    
 （北海道・札幌市・北洋銀行・北海道銀行・札幌商工会議所・北海道商工会議所連合会）  

 事務局：(一社)北海道商工会議所連合会 TEL011-241-6309 FAX011-231-0726 

エネルギー増幅器 



寒冷地型スマートハウス街区  

北海道や東北、北陸などの積雪寒冷地においては、住宅で消費する
エネルギーのうち暖房が占める割合が非常に大きい傾向があります。
これからは、電気はもちろんのこと、熱も効率的に利用できるス
マートハウスが重要になります。高断熱・高気密住宅によって熱の
損失を最小限に抑えつつ、地中熱などのような自然エネルギーを活
用することが大切です。 
北海道には世界水準の優れた高断熱・高気密住宅技術や積雪寒冷地
特有のさまざまな製品や技術が集積されています。 
この提案では、こうした技術要素を組み込んだ１つのモデルを街区
模型で表現しています。これらの技術は単体での導入はもちろんの
こと、任意の製品や技術を組み合わせることで、街区全体をより省
エネに、より快適にすることができます。  

コンセプト 

提  案 

出展企業 

～高気密・高断熱住宅を中心として製品や技術による 
ネット・ゼロ・エネルギーの実現に向けて～ 

北海道発！寒冷地型スマート技術が拓く豊かな未来 

北海道コーナー及び本紙で展示、紹介している製品・技術は寒冷地に適していることはもちろんですが、住宅等の省エネ、ゲ
リラ豪雨などの大雨対策、結露防止、健康対策など日本全国の課題に対応します。 
北海道は、太陽光、風力、地熱、バイオマスなど再生可能エネルギーの宝庫であります。 
こうした地域特性を活かした技術開発が進められているとともに、生活を豊かにする環境に配慮した様々な商品づくりが行わ
れています。 
北海道では道内の環境関連企業だけでなく、全国の企業とも連携を図りながら環境産業全体を盛り上げていきたいと考えてお
り、積雪・寒冷地北海道で生まれ育まれた省エネ・新エネなどの製品や技術により、安全・安心はもとより快適性の高い暮ら
しづくりに貢献していくきっかけとなれば幸いです。 

企業１１社(グループ)、大学１校が協働で出展 

出展者及び主な出展内容 
■ＰＶＧ Ｓolutions(株)北海道支店（札幌市）                                             ・・・  Ｐ２ 
 ・高効率両面発電「ＥarthＯＮ」モジュール 
■両面発電太陽電池を活用したコスト吸収型融雪システム開発事業コンソーシアム（札幌市）  ・・・  Ｐ２ 
 （構成員：伊藤組土建(株)、クラレリビング(株)、北海道科学大学、(株)ＫＩＴＡＢＡ、PVG Solutions(株) ） 
  ・両面発電太陽電池を活用したコスト吸収型融雪システムの開発

 

■臼井鋳鉄工業(株)（旭川市）                                                            ・・・  Ｐ３  
 ・ダクタイル鋳鉄の各種製品、ＡＶスピーカーシステム 
■ユニオンデーターシステム(株)（札幌市）                                              ・・・  Ｐ３ 
 ・農地台帳システム、環境トータルソリューション、空間情報ソリューション 
■(株)ネクステック（札幌市）                                                      ・・・  Ｐ４ 
 ・相互に無線中継機能を持った、屋外・電源自給無線LAN基地局「ポジモ」 
■(株)ホクスイ設計コンサル（札幌市）                                                 ・・・  Ｐ４ 
 ・気候変動（大雨・大雪・暑熱）対応「Ｅ

３ 
（イースリー）ロード」

 

■(株)ディンプレックス・ジャパン（札幌市）                                            ・・・  Ｐ５ 
 ・ゼロカーボンハウス、地中熱ヒートポンプ、熱交換換気システム、 
  スマートラッド ファンコイルユニット 
■土屋グループ（土屋ホーム、土屋ホーム東北、土屋ホームトピア）（札幌市）                ・・・  Ｐ５ 
 ・ネット・ゼロ・エネルギーハウス「ＢＥＳＴ ＴＷＯＢＹ ＺＥＲＯ」 
 ・外断熱フルリフォーム「一期一家」

 

■(株)フレイン・エナジー（札幌市）                                                      ・・・  Ｐ６ 
 プレス工業(株)（川崎市） 
  ・有機ハイドライド、水素装置水素貯蔵システム、水素供給システム 

■水素技術応用開発(株)（札幌市）                            ・・・  Ｐ７ 
 ・水素製造装置・熱発生装置

 

■北海道科学大学・旭イノベックス(株)・(株)環境設備計画（札幌市）            ・・・  Ｐ７ 
 ・高断熱・高気密施設に最適化した暖冷房設備機器の開発 
 ・温水パネルヒーター 

① 

北海道コーナー概要 

それでは、出展者をご紹介します。 
ご興味のある技術・製品がありましたら、いつでもお問い合わせお願いします。 



■ＰＶＧ Ｓolutions  株式会社  北海道支店 

〒001-0013 
北海道札幌市北区北１３条西３丁目２番１号 北１３条ビル
２階 
電話：011-700-1655   FAX:011-299-8990 
URL:http://www.pvgs.jp 

【事業内容】 
●太陽電池セル、ウェハ、モジュール等の製造に関するコンサルタント 
●太陽電池セル及びモジュール等の製造用マテリアルの販売 
●ウェハ、太陽電池セル、太陽電池モジュールシステム等の検査、分析、 
 解析 
●両面受光型高効率太陽電池セルの製造・販売 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●高効率両面発電「ＥarthＯＮ」モジュール
 

独自の技術で開発した、セル変換効率表面１９．６％、裏面１９％と高効
率かつ表裏両面ともに発電可能な太陽電池「ＥarthＯＮ（アーソン）」セ
ルを製造・販売しております。 
・モジュールは、裏面から反射光・散乱光を取り込むことで発電量が１０  
 ～３０％増加。 
 特に、北海道を始めとする積雪地帯においては、積雪からの反射・散乱 
 光により発電量アップを見込むことができます。 
 また意匠性に優れ、光透過型天井やビルのカーテンウォールなど、ＢＩ  
 ＰＶ（建材一体型モジュール）にも最適です。 
 
・垂直設置でも優位性を発揮します。 
  両面で太陽光を受けて発電するため、年間発電量は、従来の太陽電池モ 
 ジュールを真南向き最適角度で設置した場合とほぼ同等になります。 
  また、設置方位に依存することなくほぼ一定 
  です。 
  垂直のため、パネルに埃、雪、木の葉、鳥の 
  糞などが付着する心配が不要で、発電ロスが 
  なく、洗浄や除雪等にかかるメンテナンス費 
  用が不要です。 
  また、地面や雪からの反射光によって発電量 
  の増加が見込まれます。 垂直設置例（フェンス利用） 

裏面 

北海道発！両面太陽光発電 
１．５ＭＷメガソーラー 
事業主：西山坂田電気（株）様 旭川市 

北見工業大学にて 

両面発電型太陽光シス
テム 
2012年10月より 
実証実験中 
 

データ公開中 
www.pvgs.jp/download 
 
 

② 

太陽光発電 
モジュール 

■両面発電太陽電池を活用したコスト吸収型融雪 
  システム開発事業コンソーシアム 

代表企業：PVG Solutions(株) 

〒001-0013 
北海道札幌市北区北１３条西３丁目２番１号 北１３条ビル
２階 
電話：011-700-1655   FAX:011-299-8990 
URL:http://www.pvgs.jp  

【事業内容】 
  両面発電太陽電池を活用したコスト吸収型融雪システムの開発 

（構成員） 
 伊藤組土建(株) クラレリビング(株) 北海道科学大学 (株)ＫＩＴＡＢＡ 
 PVG Solutions(株)   

〈展示品紹介〉 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽電池 
融雪システム 

●平成２６年度 北海道庁 環境・エネルギープロジェクト形成促進事業 
    「両面発電太陽電池を活用したコスト吸収型融雪システムの開発」

 

太陽電池の両面発電による余剰電力を活用することにより、追加コストがシステム全体で吸収可能な融雪システムを開発し、積
雪寒冷地の再生可能エネルギーの利用を促進することを目的としています。 

両面発電は一般の片面発電と異なり、
雪の反射光により裏からの発電が先行、
それによる温度上昇で、表面の積雪が
滑り落ち易いことが実証されました。 

▲滑雪性能実証（両面・片面・設置角度の違い） 

▲実証実験（両面・垂直設置） 

両面発電による余剰電力(表面
出力に対して、裏面での発
電）による増加電力を落雪・
融雪に活用し、次の事業化を
目指します。 
 
①融雪システムを組み込んだ  
 両面発電太陽電池システム 
 
②両面発電太陽電池と融雪シ 
 ステムを組み合わせた自立 
 型融雪システム 



■臼井鋳鉄工業 株式会社  

〒079-8452 
北海道旭川市永山北2条6丁目1番43号 
電話：0166-47-2464 FAX：0166-47-2494 
http://www.usui-cast.co.jp/index.html 

【事業内容】 
●下水道用人孔鉄蓋、道路・水道用鉄蓋、各種鉄蓋、橋高欄、安全フェンス、 
    産業用ダクタイル鋳鉄品、鋳鉄製スピーカー、鋳鉄製鍋類、鋳鉄製ストーブ 
    の製造・販売 
    私たちは、情熱と感動を持って、心豊かなものづくり、社会づくりに貢献します。 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

ダクタイル鋳鉄 
加工品 

●ダクタイル鋳鉄による各種製品
 

▲旭川市マンホール 
 （ななかまど） 

▲すき焼きなべ 

●ＡＶスピーカーシステム「ＣＡＳＴＲＯＮ」
 

今までの効率優先の社会から、心のゆとりや豊かさが求めら
れる現代では、環境への配慮を含め、都市と自然との調和が
大きなテーマとなっています。優れたリサイクル性、コストパ
フォーマンスをベースに、大自然に溶け込む「優しさ」、「暖か
み」、「力強さ」を表現することができる鋳造は、いままた注目さ
れています。 

普通鋳鉄の数倍の強度を持った「ダクタイル鋳鉄」のスペシャ
リストとして、これからも新たな可能性を追求し続けます。 
また、ダクタイル鋳鉄の中でも、特に耐摩耗性、耐食性に
も優れた材料により、マンホール、フェンス、すき焼き鍋、
だるまストーブなどを製造しています。 
 
 

▲フェンス 

【様々な要望に対応可能な技術】 

ダクタイル鋳鉄一体成型技術(PAT.P) 

高強度の特殊鋳鉄による「つなぎ目のない」エンクロージャーで、
肉厚を6～9mmとし、効果的な補強と共に不要な振動を抑え、内

容積を確保。高密度重量級エンクロージャーはスピーカーユニット
の強大なエネルギーを確実に受けとめるとともに、ダクタイル鋳鉄
エンクロージャーが磁気を遮断するため、AV用として使用可能。 
トラピゾイド形状（台形形状） 

バッフルの反射面積を抑えながら内容積を確保し、平行面を減ら
し、さらに内部面は凹凸状にすることで定在波を抑制。 
チューニング 
ダクタイル鋳鉄の持つ5600m／秒の音速伝播特性を生かし、振

動板とエンクロージャーの箱鳴りの位相差の改善により、リズム
感を損なわないハイスピードな音を実現。 

第４回ものづく
り日本大賞 
優秀賞 

▲小型スピーカー 

▲鋳出文字によるシリアルナンバーで 
 世界に１台の証 

■ユニオンデーターシステム 株式会社 

〒003-0024 
北海道札幌市白石区本郷通１３丁目南５－９ 
電話：011-862-7330   FAX:011-863-5965 
URL:http://www.union-data.co.jp 

【事業内容】 
●農地基本台帳・農地地図システムの開発・販売、固定資産税システムの 
 開発・販売 
●環境調査、風況調査、地域新エネルギービジョン策定  
●航空写真測量、地上測量、GISデータ作成  
●地域新エネルギービジョン策定後の風力発電事業化調査(環境アセス等）、  
  風力発電適地選定調査 
●GＩSデータ作成の後地理情報システムの構築、雪況調査、河川災害・防災調査 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●農地台帳システム「Ａgency ＭＡＸ」
 

強い農業づくり・産地づくり・元気な農村づくりを支援する、
農業委員会様向けの農地基本台帳システム（農家台帳
システム）です。 

農業委員会様の日常業務を効率的に処理するだけでは
なく、農政活動のための情報利活用システムとして開発
し、全国約210団体で利用さ れています。 
 
【特徴】 
・メニューボタンを常に表示し、キーボードを極力使用し  
 ないマウス中心の操作環境を実現。 
・検索結果や統計、帳票データを表計算ソフトを利用して  
 二次加工することが可能。 
・農地基本台帳や受付申請、履歴情報等の基本的な情  
 報以外に、利用者が独自に設定できる項目を用意。 
・小規模利用者向けスタンドアロン版から複数同時利用  
 者向けのクライアント／サーバー版、ミドルウェアを利 
 用したWEB版、 SBC版など、利用形態に合わせた導入 
 が可能。 

ＩＴ・環境評価 

●環境トータルソリューション
 

風力発電建設に伴う環境影響調査をはじめ、自然環境調査・生
物環境調査の環境調査からデータ構築・解析・シミュレーショ
ンなど環境トータルソリューションを提供します。 

●空間情報ソリューション
 

ITの急速な普及に伴い、地図データの利用や技術も大きく変革して
きております。 

高度でかつ付加価値の高い空間情報の提供を行っていきます。 

▲３Ｄ空間情報 



■株式会社 ネクステック 

〒060-0807 
北海道札幌市北区北７条西５丁目8-1 ヨシヤビル７階 
電話：011-729-3711   FAX:011-729-3712 
URL:http://www.nextech.co.jp 
 

【事業内容】 
●システム開発、ソフトウェア開発、研究開発 
 
 ネットワークをお客様の思い通りに！を企業理念として、高い技術力で、真に 

 お客様に必要とされる製品サービスを提供してまいります。 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

電源自給型 
屋外無線ＬＡＮ 

相互に無線中継機能を持った、屋外・電源自給無線LAN基地局「ポジモ」 

● 用途と効果 

観光 

観光 

農業 

災害 

自然公園や温泉などの観光地で景観・自然保護・安全に 
配慮したWiFiサービス 

屋外イベントでの無配線工事の臨時WiFiサービス 

圃場センサーネットワーク・クラウド活用や鳥獣被害対策 

防災情報ステーションや臨時WiFiスポット 

外国人を含む観光客の満足度がアップ 

安全かつ速やかな設置撤去で運営者の負担減 

省力化や効率化で人手不足に対応 

停電時でも通信手段を提供し被災者の安心を 

■株式会社  ホクスイ設計コンサル 

〒060-0806 
北海道札幌市北区北６条西９丁目２ ホクスイビル 
電話：011-737-6232   FAX:011-758-8039 
URL:http://www.hokusui-p.com 

【事業内容】 
●土木設計（上下水道、道路、河川、橋梁）、環境計画（廃棄物処    
 理、公園、環境アセスメント）、建築設計（処理場、各種プラン 
 ト、 一般建築物）、都市計画（都市再開発、区画整理） 
 以上の総合調査、基本計画、設計、解析、電算ソフト開発、処理、  
 施工管理、積算、技術相談等の総合建設設計コンサルタント業務 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

未利用熱 

●気候変動（大雨・大雪・暑熱）対応 

 「Ｅ
３
（イースリー）ロード」

 

従来、利用されずにいた換気排熱や未利用熱を融雪施設
の路盤体空洞部へ送風し、通気性ブロックから放出し雪
と直接接触させ雪を融かします。路盤体空洞部は、雨水
貯留機能を備え、道路の冠水及び床上浸水の防災と真夏
には冷風を送風することでヒートアイランド現象の抑制
にもつながります。 
 
・熱の取り出しに熱交換機を必要とせず、直接利用する  
  ため、熱源を効率よく利用できます。 
・既設の融雪施設と比較して消費電力の大幅な削減が可 
  能です。 
・路面は透水性があり、水溜まりができません。 
・構造がシンプルで施工性に優れ、維持管理が簡単です。 
・雨水貯留機能があり、ヒートアイランド現象抑制に対 
  応できます。 

▲雨水貯留機能のイメージ図 

▲降雨再現状況 

雨水施設へ排水 

一時貯留 



⑤ 

■土屋グループ（土屋ホーム、土屋ホーム東北、土屋ホームトピア） 

〒060-0809 
北海道札幌市北区北９条西３丁目７番地 
電話：011-717-5556   FAX:011-736-5552 
URL:http://www.tsuchitya.co.jp 

【事業内容】 
●注文住宅の設計施工、アパート・マンション・ビルの建築、土地建物の不動産 
  流通、インテリア・エクステリアの設計施工 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積雪寒冷地型 
スマートハウス 

●外断熱フルリフォーム 
 「一期一家（いちごいちえ）」

 

●ネット・ゼロ・エネルギーハウス 
 「ＢＥＳＴ ＴＷＯＢＹ ＺＥＲＯ」

 

木造軸組住宅 
葛西紀明選手プロ
デュース「レジェン
ドモデル」も

 

次世代省エネ基準型のリフォーム住宅で、外断熱工法と独
自の耐震補強技術により、１軒まるごとリフォーム。 
新築の約半分の価格で既存住宅の性能向上と省エネ化を実
現し、住まいの問題を根本から解決する最先端の工法です。 
また、良質の住宅ストック重視を鮮明に打ち出した我が国
の住宅政策とも合致し、社会的にも価値ある商品として注
目されています。 

Ｑ値0.7以下の高断熱仕様と2戸共有の地中熱ヒートポ
ンプによる省エネに加え、太陽電池・燃料電池での創
エネと蓄電池を加えた３電池の動作連係でピークシフ
トを行う。 
全国平均の1.7倍のエネルギーを消費する北海道におい
て、冬期間の融雪を含めた年間エネルギー収支のゼロ
を実現するとともに、災害緊急時における一時的なエ
ネルギーの自給自足も可能としました。 

■株式会社  ディンプレックス・ジャパン 
〒007-0846 
北海道札幌市東区北４６条東１７丁目２－２３ 
電話：011-783-7989   FAX:011-783-7747 
URL:http://www.dimplex.jp 

【事業内容】 
●再生可能エネルギー設備機器、暖房器等の住宅用設備機器、 
 及びポータブル暖房製品、一般家電製品等の輸入及び販売 
 
 株式会社ディンプレックス・ジャパンは欧州で30年以上培われている 
 先進的な技術・ノウハウを北国北海道から全国に発信しています。  

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地中熱ヒートポンプ 

●ゼロカーボンハウス
 

ディンプレックスの考えるゼロカーボンハウスは単に省エネという観点
だけでなく、空気環境、温熱環境などにも目を向けより心地よい暮らし
を体感できる環境へ、より上質な住環境の創造を目指しております。 
（現在、北海道のモデル住宅で実証試験中です。） 

●地中熱ヒートポンプ
 

ディンプレックス ヒートポンプは自然界にある未利用エネルギーを有
効活用し冷暖房・給湯・融雪などあらゆる用途で省エネルギー化を実現
します。地中熱ヒートポンプは室内空間に違和感を与えない、屋内設置
モデルです。 

●熱交換換気システム
 

室内の汚れた空気を屋外に排出する際、排気熱を回収して室内に戻す熱
交換型換気システム。換気による温度変化を極力軽減することで冷暖房
の効率を上げ、省エネに貢献します。 

▲地中熱ヒートポンプ 

●スマートラッド ファンコイルユニット
 

スマートラッドはあらゆる熱源に対応に対応した冷暖房対応のファン 
コイルユニットです。意匠性の高いガラス仕上。 

  第１種熱交換 
 換気システム 

▲スマートラッド 
   ファンコイルユニット 

▲
 



■株式会社 フレイン・エナジー  
〒063-0812 
北海道札幌市西区琴似２条西４丁目１－２４ ヤマチビル 
電話：011-213-8640   FAX:011-622-0220  
URL: http://www.hrein.jp/ 

【事業内容】 
●水素製造・貯蔵装置の製造・販売 
●水素製造・貯蔵技術および燃料電池に関する受託調査 
●分散型電源装置の製造、販売 等 

〈展示品紹介〉 プレス工業(株)と共同出展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 

有機ハイドライド 

水素装置 

■プレス工業 株式会社 
〒210-8512 
神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目1番1号 
TEL：044-266-2581 FAX:044-276-3934 

URL:http://www.presskogyo.co.jp/ 

   【事業内容】 
  ●自動車関連事業 
     フレ－ム、アクスルハウジング、アクスルユニット、商用車組立、パネル、  
         プレス用金型、自動溶接機器、その他の自動車部品等 
  ●建設機械関連事業 
         建設機械用キャビン、その他の建設機械用部品等 

〈展示品紹介〉 (株)フレイン・エナジーと共同出展 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フレインと共同開発 

●新エネルギーで作るグリーン水素
 

▲北海道苫前町での模擬実験 

変動する風力や太陽光などの変動する再生可能エネルギーと 
余剰電力を水素化（有機ハイドライド化） 

 ・再生可能エネルギーで水電解し得られた水素を水素貯蔵装置で 
  有機ハイドライド化し貯蔵・輸送。 
 ・脱水素装置で再度水素化し水素ステーション等に 
  供給するシステム。 
 
北海道苫前町で風力発電の余剰電力から水素を製造し、有機ハイド
ライドを貯蔵、活用する実証実験を実施。  

●脱水素装置の開発
 

自動車・建設機械部品の物造り技術を活かし、 
(株)フレイン・エナジーと共同開発中。 
 
有機ハイドライドから再び水素を取り出す装置。 
写真は反応管外観(直径約80mm高さ約800mm) 
水素供給量 3㎥/h 
 
水素ステーション向けに装置の性能向上・大型化を進めています。 
 
※有機ハイドライド 
 体積が気体水素の１／５００で以下で、 
 水素1㎥(気体)を有機ハイドライド化(メチルシクロヘキサン)した場合、 
２リットルのペットボトルに収まります。 
 

共
同
出
展 

▲フレイン・エナジー開発 
  脱水素装置用反応管 



■水素技術応用開発 株式会社  
〒001-0012 
北海道札幌市北区北１２条西４丁目スリーシステムビル６Ｆ 
電話：011-792-1626   FAX:011-792-1626  
URL: － 

【事業内容】 

●種々の試料の元素分析、ガス分析、電子顕微鏡観察 
●水素利用技術に関する相談、研究開発、試作、販売及び保守 
●放射線測定など水素技術により、世界の環境と平和に貢献します。  
 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●水素製造装置
 

従来技術による水素生成方法の問題点 
・水の直接電解法：費用が高い 
・天然ガスや石油の燃料改質法：効率が悪い 
・原子炉による直接水分解法：放射性物質の処理、安全   
 面で問題 

●熱発生装置
 

⑦ 

水素製造装置 
熱発生装置 

【右図・炉の特性例】 
入力に対して出力が反応ガ
スの有無による変化である。
加熱中の炉内にガスを入れ
ると急激に温度が上がり、
発熱が起こる。ここでは単
なる加熱では熱回収率が
65％だがガスを入れると
120％になる。しかしガス
を抜くと65％に戻る。 

コスト：１／３に低減 
安全面：有毒物質や放射性物質、稀少物質を使用しない 
応用例：水素電池、水素燃焼発熱体、水素熱変換動力体、
直接発電式熱電地、水素ガスによる冷房、水素エンジン、
高熱処理機器、大規模水素発電機等 

当社の技術により 

水素を安く大量に生産し、世界のエネルギー問題を解決 金属ナノ粒子中で水素同位体同士の反応を起こす。 
水素、重水素同士を加熱放電によって反応させ、エネルギー
を増幅する。このエネルギー増幅方法はナノ粒子中で陽子、
重陽子などを反応させ、エネルギー増幅反応を制御する。そ
れによってナノ粒子を用いた機器類を製作します。 
増幅試験例では、入力30Wの場合、校正試験温度は130℃であ
るが、重水素導入とプラズマ加熱により、倍の250℃まで上
昇し安定する。この場合、発熱量は45Wになる。計算では入
力電気エネルギーが熱エネルギーとして1.5倍まで増幅され
ている。この反応は試験では30日以上継続運転が出来ます。 

水素発生器 

■北海道科学大学 寒地環境エネルギーシステム研究所 

■旭イノベックス(株)  ■(株)環境設備計画 
〒006-8585 
北海道札幌市手稲区前田７条１５丁目４番１号 
電話：011-681-2161 （代）  FAX:011-681-3622（代） 
URL:http://www1.hus.ac.jp 

  【事業内容】 

  札幌市補助事業「札幌発の環境産業創出事業」として、 
  大学・企業との連携により冷暖房兼用パネルヒーターを開発中。 
  共同研究者 (株)システック環境研究所 

〈展示品紹介〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヒートポンプ暖冷房 

●高断熱・高気密施設に最適化した暖冷房設備機器の開発
 

本研究は札幌市が温暖化対策として推進しているアクションプ
ランのうち「北国規準の省エネルギー住宅の普及」、「事業活
動によるＣＯ２削減」に寄与することを目的に、これからの施
設の「高断熱・高気密化」および節電・省エネルギー性の高い
「暖冷房熱源機器としてヒートポンプの特性」に適応する暖冷
房パネルの開発を目指すもので、平成２４年度から開発に着手
し、平成２７年度の製品化を予定しています。 

▲札幌市内 フィールド試験施設 

●温水パネルヒーター
 

これからの日本の暖房システムは、住宅の高断熱・高気
密化に対応し、快適性、安全性、経済性、耐久性、静粛
性に優れていることが求められます。これらの条件をす
べて満たす暖房システムが、ふく射式セントラルヒー
ティングシステム。旭イノベックスの住環機器事業部で
は人にも環境にも優しい暖かさをご提供いたします。 

▲温水パネルヒーター（旭イノベックス(株)製） 


