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発電所・製鉄所向けプラント機器、圧力容器用鏡板、
各種産業機械、太陽熱利用システムの設計、製作

Company profile



株式会社寺田鉄工所
TERADA IRON WORKS CO.,LTD

Company  history
【1917年】福山市松山町に於いて個人経営にて創業
【1948年】生産能力増強のため、福山市港町に工場を移設
【1949年】三菱重工業（株）三原車輌製作所と取引を開始

【1951年】株式組織に変更 株式会社寺田鉄工所とする
【1961年】生産能力増強のため、福山市新浜町に新工場建設

【1965年】本社及び港町工場を新浜工場に移設し統一
【1972年】圧力容器用鏡板ＪＩＳ規格取得

【1973年】石炭火力発電所向け排煙脱硫装置製作始まる

【1988年】大型機械工場建設、大型製缶～機械加工一貫生産体制

【2008年】太陽熱利用システム開発・販売開始
【2010年】第６回ひろしま・夢・エネルギー大賞 特別賞 受賞
【2011年】「サントップ」第８回エコプロダクツ大賞 経済産業大臣賞 受賞
【2011年】ロハスデザイン大賞 モノ部門大賞 受賞
【2012年】第１０回日本環境経営大賞 受賞
【2014年】ふくやま環境賞 受賞
【2016年】「ソラリス」環境省Ｌ２－ｔｅｃｈ認証

～ 太陽熱事業の歩み ～

産業文化の発展と地球環境に貢献する

当社の経営理念



持続可能な社会を目指して何ができるか

出典:JAMSTEC ジャムステック（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology：海洋研究開発機構）のプレスリリー
ス「IPCCに向けた主要な数値実験の終了とその成果～ 世界の気候変動研究を先導 ～」

現在は二酸化炭素排出量の最も多いケースであるRCP8.5のシナリオに沿って地球温暖化が進んでいる。

太陽熱利用システムの市場動向



太陽熱と太陽光の違い

真空管式と平板式の違い

太陽集熱器が平たい板状になっており、
表面は透明な強化ガラス板で覆われて
いる。 下部は熱が逃げないよう、断熱材
が使われている。

集熱面から集めた熱が外に逃げやすい。

太陽集熱器が真空の二重ガラス管でできて
おり、ガラス管の中の内部に直接お水を入れ
るタイプ、ヒートパイプで熱交換するタイプや
Ｕ字の銅管に不凍液などの熱媒を通すタイプ
がある。 真空なので集めた熱が外へ逃げに
くくなっている。

平板式 真空管式



真空管二重ガラス管のしくみと性能

真空管

大気圧管

真空管式と平板式の効率の違い

真空管式

平板式

真空管式平板式



真空管式太陽熱集熱器の種類

ヒートパイプ式 Ｕ字パイプ式（ソラリス）

①熱交換はガラス管内部全体
②設置面積のほほ全体が有効集熱面積
③日射量が低いときの効率がＨＰより高い
④集熱量当たりのパネル重量が軽い

①熱交換はヒートパイプ上先端部のみ
②設置面積の２／３程度が有効集熱面積
③日射量が低い時の効率がＵ字より低い
④集熱量当たりのパネル重量が重い

アルミ伝熱フィン

水蒸気
ヒートパイプ

真空ガラス管

設置面積当たりの年間集熱量比較

少ない

多い

平板式

Ｕ字パイプ真空管（ＣＰＣ反射板付）

ヒートパイプ真空管

設置面積の７０％程度が有効集熱面積

外気温が低いと集熱量が減少

曇りの日でも集熱が出来る



設置面積1㎡当りの日射別集熱量

平板式
Ｕ字パイプ真空管
（ＣＰＣ反射板付）

ヒートパイプ真空管

快晴
（1,000W/㎡） 361 302 520

晴れ
（700W/㎡） 164 192 352

曇り
（400W/㎡） 0 80 182

（W/㎡）

条件：集熱器温度と外気温の差が50度の場合における集熱量

有効集熱面積当たりの製品重量比較

少ない面積の屋根に集熱器を並べる場合、有効集熱面積当たりの重量も重要な要素

重い

軽い

１７ｋｇ／㎡

１８ｋｇ／㎡

３７ｋｇ／㎡

平板式

Ｕ字パイプ真空管（ＣＰＣ反射板付）

ヒートパイプ真空管



太陽熱利用システムの市場

老健施設etc給湯 学校・ビルetc空調

冷凍ケース着霜防止 非常用発電 汚泥乾燥

地域熱供給

老人ホーム・介護施設への太陽熱利用例



福島県 特別養護老人ホームなごみの里

愛媛県 総合福祉施設ひらい園



広島県 福祉施設への導入事例

広島県：老人福祉施設（やだけの里）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：66台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋上
◆導入年月：2017年12月

広島県：老人福祉施設
（障害者支援施設三愛園）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：165台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋上
◆導入年月：2014年12月

広島県：老人福祉施設
（丘の上ケアハウス）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：80台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋上
◆導入年月：2014年11月

広島県 福祉施設への導入事例

広島県：老人福祉施設
（特別養護老人ホームサンフェニックス）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：80台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋上
◆導入年月：2014年11月

広島県：老人福祉施設
（養護老人ホーム光寿園）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：93台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋根
◆導入年月：2014年10月



その他地域 福祉施設への導入事例

福岡県：老人福祉施設
(サービス付き高齢者向け住宅あべりあ浅野)
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：32台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋上
◆導入年月：2016年11月

宮城県：多目的施設
(東松島市宮戸地区復興再生多目的施設)
◆機種：ソラリス 型式：CPC1512
◆台数：32台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋根
◆導入年月：2016年11月

大分県：老人福祉施設
(特別養護老人ホーム豊寿園)
◆機種：ソラリス 型式：CPC1514
◆台数：72台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋根
◆導入年月：2016年10月

太陽光＋太陽熱＋非常用発電機の導入事例

山口県：老人福祉施設
（障害者支援施設高嶺園）
◆機種：ソラリス 型式：CPC1514
◆台数：104台
◆用途：給湯補助
◆設置場所：屋根
◆導入年月：2016年2月



設備導入補助金の活用

設備導入補助金の活用



タンク一体型太陽熱温水器の予熱利用

ＳＡ
道の駅

外食
チェーン

老人
福祉施設

病院
ホテル

工場

経済産業大臣賞受賞

水道直結式太陽熱温水器「サントップ」

太陽熱で給水予熱ΔＴ３５℃



老人福祉施設への太陽熱利用例

朽木特別養護老人ホーム
やまゆりの里

特養やまゆりの里

ホテルへの太陽熱利用例
ベッセルホテル倉敷・東広島

倉敷：サントップ８０台導入 年間２００万円の燃料費削減

東広島：サントップ５９台導入



ゴルフ場への太陽熱利用例
大麻生ゴルフ場

集合住宅や社員寮への太陽熱利用例
西松建設㈱蕨社宅・独身寮

自然エネルギー利用として、太陽光発電パネル、真空管式太陽熱給湯システム、
地中熱を利用したクールピットを採用している。



冷暖房システムへの太陽熱利用例

太陽熱を冷暖房および給湯予熱に利用するシステムフロー

冷熱 温熱 温水

太陽熱集熱パネル

太陽熱＋吸収式冷凍機のしくみ



太陽熱＋デシカント空調機のしくみ

太陽熱冷暖房システムは再生可能エネルギーである太陽熱を
利用したエコ空調である。
夏期は、太陽熱集熱器で得た約６０℃以下の温水を、吸着冷凍

機とデシカント除湿機に供給する。動力をほとんど必要としない
吸着冷凍機は太陽熱で得た温水を利用して13～20℃の冷水を

生成し、デシカント除湿機と、教室内の放射パネルに供給する。
教室内に設置された放射パネルは室内の顕熱処理を行う。また
、各教室に個別に設置された小型で低騒音の天吊型デシカント
除湿機に送られた温水約60℃は、デシカントロータの再生に用

いられ、デシカント除湿機は教室への取入れ外気と教室内の潜
熱処理を行う。
冬期は、太陽熱集熱器で得た約60℃の温水をデシカント除湿機

と放射パネルだけに送水する。デシカント除湿機は外気から少
量の水分をデシカントロータで吸着し、室内に温風と共に給気す
ることで加湿の補助をおこなうようになっている。

オフィスビル空調に利用した設置例
北海道ガス札幌東ビル

太陽熱・コージェネ排熱用の熱交換器とソーラー吸収式冷温水
発生機（AR-1）を直列に組むことにより、自然エネルギー及び
排熱を最大限利用できるように熱源システムを構成している。

ＣＰＣ１５１８×３２台 （有効集熱面積：９６㎡）



オフィスビル空調に利用した設置例

最新の環境技術と、ヤンマー独自の商品と技術を組み合わせることで
、本社オフィスビルから排出されるCO2の大幅な削減を可能にさせまし

た。またビル外南側に設置した壁面緑化や、オフィスをつなぐ螺旋階段
を活用した自然換気システム等、自然との共生を目指す様々なアイデ
アや技術が織り込まれており、将来的には、CO2排出量ゼロを目指しま
す。太陽熱集熱器は、デシカント空調や給湯に利用されています。

太陽熱集熱器

ヤンマー本社ビル

ＣＰＣ１５１８×１３台 （有効集熱面積：３９㎡）

オフィスビル空調に利用した設置例
生協共済ビル

太陽熱集熱器

ＣＰＣ１５１２×１７４台 （有効集熱面積：３４８㎡）



オフィスビル空調に利用した設置例

再生可能エネルギーである地中熱と太陽熱を組み
合わせたリフォームＺＥＢ（ゼロ・エネルギービル）。
デシカント空調機の再生用熱源に太陽熱を利用。

竹中工務店東関東支店

太陽熱集熱器

ＣＰＣ１５１８×１０台 （有効集熱面積：３０㎡）

ＬＣＰ対応で給湯＋発電に利用した設置例
東松島市宮戸地区復興再生多目的施設

70℃以上の温度差で最大3kW/h

太陽用熱集熱器とバイオマスボイラーによる熱源供給により、給湯と電気を供給する

小型バイナリー発電機

ＣＰＣ１５１２×２８台 （有効集熱面積：５６㎡）



太陽熱調理器 『エコ作』

太陽熱調理器は、環境イベントや防災用品としても大活躍！！

素材の旨味が凝縮『エコ作』☀料理

そら豆のトマト煮込み 夏野菜とチキンの煮込みスープ

ポテトサラダ カボチャのサラダ 野菜スープ 厚揚げと野菜の中華風蒸し炒め

クリームシチュー トマトソース パン オートミールクッキー

ひじきの煮物 リンゴのコンポート

https://amaterasu.life/archives/category/cooking



株式会社寺田鉄工所
TERADA IRON WORKS CO.,LTD
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