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要約 

第1章 問題分析及び理想掲示 

第 1節 エネルギー政策における現状 

2011年 3月 11日の「東日本大震災」とそれに伴う「福島第一原子力発電所事故」により、

いま日本のエネルギー政策が大きな転換点に立たされている。現在の日本のエネルギー政策

における課題は、「原発代替エネルギーの必要性」と「大規模発電所見直しの必要性」の 2

点である。 

第 2節 「原発代替エネルギーの必要性」 

新エネルギーは従来「石油代替エネルギー」として期待されていたもので、「原発代替エ

ネルギー」として期待をかけるには限界がある。「新エネルギー」よりも高い電力供給能力

を有している「革新的なエネルギー高度利用技術」、なかでも「燃料電池」を普及させてい

く必要がある。 

第 3節 「大規模発電所見直しの必要性」 

大規模発電所で一極集中的に発電し、供給するという従来の体制への見直しが迫られてお

り、中規模発電所の普及促進政策が求められている。中規模発電所は、基礎自治体が建設を

していくべきである。中規模発電所の普及と同時に「電力の地産池消」を実現していくこと

も必要である。 

  

第 2章 先行研究及び本稿の位置づけ 

 「燃料電池」に対して大いに期待し、普及させていくべきとする研究や基礎自治体がエネ

ルギー供給者となるべきとする先行研究がある。しかしながら、どのように燃料電池を普及

させていくべきなのか、地域のどのような場所に発電所を設置していくべきなのかといった

ことに対して具体的な言及がなされていなかった。本稿ではその点に着目し、具体的な政策

提言を行うことで、論文の位置づけ、すなはち独自性を付与した。 

 

第 3章 政策提言 

第 1項 政策目的 

 「燃料電池」の普及促進及び「中規模発電所の普及促進による地産池消」を実現すること。 

第 2項 政策案 

 各基礎自治体が政策主体となる。それぞれの小学校において、小学校を中規模発電所及

び地産地消の拠点とするべく「燃料電池システム」を導入する。この際に学校で消費する以

上の電力を余剰に発電するようシステムを導入する。この「燃料電池」による電力供給によ

り学校区内の導入した小学校を含む公共施設が必要とする電力を全てまかなう。 

第 3項 政策案のポイント 

1．学校から学校区内の公共施設への電力供給の際は、電力会社の送電線を利用して供給

する。 

2．「電気事業法」における「特定供給」に該当するかたちで電力供給を行う。 

3．警察署は都道府県の管轄であり、都道府県が電気代を支払っているので、原則的には

電力を供給する公共施設に含まないものとする。しかしながら、基礎自治体が「電気事
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業法」における「特定規模電気事業者」となるかたちで警察署に電力を売電供給すると

いうかたちは可能である。 

4．日本の公共部門における電力消費量は、業務部門の約 3割で全体の 1割弱と大変大きな

割合を占めており、公共部門が率先して自ら電力の地産地消を行うことは、国民に対

する啓発的な効果の側面のみではなく、物理的な側面でも大きなものを持っているの

である。 

第 4項 小学校を中規模発電の拠点とする理由 

1．小学校がその特性により地域的に点在しているため 

2．小学校区という地理的枠組みの単位をエネルギー供給に関しても利用することが有効で

あるため 

3．小学校には、屋上や校庭、運動場などと発電システムを導入することが可能なある程度

のスペースを確保することが出来るため 

なぜ小学校にだけ発電システムを導入して、各々の施設ごとに導入しないのかという疑問

があるかもしないないが、中規模程度の発電施設でまとめて発電し、供給することにより

初期投資の高騰を防ぐためである。同様の内容を指摘した先行研究も存在する。また、そも

そもとして、スペース的に導入が困難な施設も存在するためである。 

第 5項 副次的メリット 

1．有事の際に対する安心感 

2．環境教育の促進 

3．「燃料電池」の民間導入の普及促進効果 

第 6項 アピールポイント 

1．現行の「電気事業法」の改正が不要 

「電気事業法」の改正に着手することは依然困難を極め、「電気事業法」の改正を要する

政策は、実現可能性も低くなるであろうと考えた。その点、私たちの政策は「電気事業法」

の改正を必要ともせず電力問題にインパクトを与えることが出来る提案内容であると考え

ている。 

2．政策アイデアの独創性 

「スクール・エネルギーステーション化計画」のアイデアが先進事例のない私たちが考え

た全くのオリジナリティのものであるということである。 

3．「スマートグリッド」社会における新しいモデルとなる。 

 我々の提案する政策は、来たるべき「スマートグリッド」社会に対して適応性があり、「ス

マートグリッド」社会への移行に関して新しいモデルケースとなると考えている。「スマー

トグリッド」の実現のためには、10 電力会社とは別にその地域に発電所をつくり電力を供

給する電気事業者が必要となるが、すでに分散型資源のひとつとして、地域に点在して「燃

料電池」が設置されているということは、「スマートグリッド」への移行をよりスムーズに

するであろう。さらに、「スクール・エネルギーステーション化計画」実施の当該基礎自治

体では、自治体が公共部門のみならず、民間部門に対してもそのまま電気事業者となり、

自治体が地域に発電所をつくり地域住民に電力を供給するという更に新しい電力供給のモ

デルケースにつながるのではないかと考えている。 

 

第 4章 政策実施 

第 1節 事業計画 

第 1項 事業計画の方向性 

現在、文部科学省が環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進の取組みを行っ

ている。この取組みに学校に燃料電池システムを導入し、学校区内の公共施設に電力供給を

行う取組みを推進するという新しい枠組みを設ける。 

第 2項 エコスクール整備推進政策 
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 文部科学省のエコスクール整備推進政策について説明している。 

第 3項 具体的な事業計画 

 文部科学省の「エコスクールパイロット・モデル事業」に「スクール・エネルギーステー

ション化計画」（小学校に燃料電池システムを導入して、学校区内の全ての公共施設が必要

とする全ての電力をまかなう構想）に対して、単純に学校に燃料電池を導入した場合以上に

上乗せ国庫補助を行う。（補助率に関しては、現行のものが不正入札防止等の観点から一般

には非公開であるため、残念ながら本稿でも設定することが出来ない。） 

第 2節 実施に当たって 

第 1項 燃料電池システムのキャパシティ 

 京都市をモデルとして、小学校に導入に必要な燃料電池のキャパシティを算出した。この

結果、十分に小学校に導入可能なキャパシティであるということが分かった。詳しくは当該

項を参照していただきたい。 

第 2項 燃料電池導入におけるコスト 

 同じく京都市をモデルとして、燃料電池導入におけるコストを算出した。導入をする基礎

自治体にとっては、初期投資に若干の負担が生じるもののランニングコストにおいては、従

来の電気代よりも安価となるという試算結果も出た。したがって、導入に際して、コスト面

は障壁とならないと考えている。詳しくは当該項を参照していただきたい。 
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はじめに 

＜本分科会の選出に至った理由と経緯＞ 

私たち、同志社大学政策学部・風間規男研究会では、毎年「ISFJ 日本政策学生会議」に

参加している。今年も計 10 名参加することになり、うち 5 名が「エネルギー分科会」に興

味を持ち、そして結成されたのが本チームである。特段、各分科会をそれぞれ深く検討し

たわけではない。ただ数ある分科会のうちから、「何となく」選んだというのが正直なとこ

ろかもしれない。しかしながら、チームとして真剣にこの問題に取り組むにつれ、日本の

エネルギー政策に関わる様々な問題や障壁に直面するようになり、「やりがいがある」と言

えば語弊があるかもしれないが、改めてこの問題に取り組む意義深さのようなものを認識

しているところである。 

 

＜研究の特徴＞ 

私たち、風間規男研究会では、当ゼミを自ら「政策立案工房」と標榜し、テーマとして政

策立案に重きを置き活動している。実際に各種政策立案大会への参加や、実際に立案した

政策が事業化されることを目標にした、某自治体との共同プロジェクトなどを行ってい

る。当ゼミは、経済学部の研究会のように数値を用いた経済分析を得意とはしない。それ

は、私たちのチームも例外ではない。ましてや、「エネルギー分科会」ということでさらに

馴染みのないところもあった。しかしながら、私たちの強みは、独自の視点から今までに

ない斬新なアイデアと確実な制度設計を持つ政策を作り上げることにあり、今回の ISFJ

においてもそのような提案が出来たのではないかと考えている。 

 

＜政策提言の簡単な紹介＞ 

私たちが提案する政策は、「スクール・エネルギーステーション化計画」である。「スク

ール・エネルギーステーション化計画」とは、小学校に発電所を設置し、小学校を拠点にエ

ネルギー供給を行っていくというものである。 

 

＜論文執筆を終えて＞ 

 当初は、エネルギー問題に関しての知識が全くのゼロの状態で、まずは知識をつけるこ

とからコツコツと始めた。研究過程では、幾度となく壁にぶつかり、分科会の変更さえ頭

をよぎるほど苦しい時期も正直あった。しかしながら、安易に困難を避けずに徹底的に向

かい合った結果、徐々に光が差し込み、ひとまずは論文の執筆を終えることが出来た。あ

りふれた言葉になってしまうが、あきらめず粘り強くやり切ることの大切さを再認識した

気がする。また、メンバーは全員最後まで、高いモチベーションで取り組んでいた。時に

は、意見が割れて激しく議論することもあったが、皆が妥協せずに政策を作り上げてきた

ひとつの証であろう。一段落したいところであるが、まだ最後のプレゼンテーションが残

っている。もうひと頑張りして最高の舞台で最高の発表ができるように臨みたいと思う。 
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第1章 問題分析及び理想掲示 

第1節 エネルギー政策における現状 
 高度な文明に支えられている現代社会において、エネルギーは私たちの生活とは切っても

切り離せないものである。身の回りの不可欠で便利なものの多くはエネルギーによる恩恵を

受けているもので、エネルギーがなければ機能しないということは考えればすぐに理解する

ことができることである。しかしながら、人類のエネルギーに対しての必要性が高まれば高

まるにつれ多くの問題が生まれ、あるいは発見されてきているものもこのエネルギーという

ものである。そして、2011 年、我が国において、エネルギー問題はかつてないほどの関心

を集め、いま日本のエネルギー政策が大きな転換点に立たされていることは言うまでもな

い。 

 

 2011 年 3 月 11 日に「東日本大震災」が発生した。観測史上最大の規模とマグニチュー

ドを記録した、この地震により甚大な被害が発生したことは改めて説明する必要もないだろ

う。そして、この地震の揺れと津波により「福島第一原子力発電所事故」が発生した。この

事故では、原子炉の損傷により放射性物質が大量に大気中へと漏れ出したのである。経済産

業省の原子力安全・保安院は、4 月 12 日、この「福島第一原子力発電所事故」の評価が「レ

ベル 7」の「深刻な事態」であると発表した。「レベル 7」は、1986 年に旧ソ連で発生した

有名なあのチェルノブイルの事故と同じ最悪のレベルであるからその事態の深刻さが伺え

る。 

 原子力発電所においては、原子炉は一つ一つ 13 ヶ月に一度停止することになっている。

定期検査のためである。しかしながら、各地の原発において、原発に対する社会的な大きな

不安から停止していた原発の再開が見送られている。その結果、震災があった 3 月以降、

原発の稼働率は下がり続け、10 月の原発の稼働率（原子力設備利用率、含む日本原電）は

18.5%と先月に引き続き過去最低を更新した。（1 月 66.1%、2 月 70.8%、3 月 58.3%、4 月

50.9%、5 月 40.9%、6 月 36.8%、7 月 33.9%、8 月 26.4%、9 月 20.6%）これに伴い電力会

社 10 社（具体的には、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、

中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の 10 社）の今年上半期（4 月から 9 月）の「発

受電電力量」（電力会社が自前で発電した電力と他社から買い取った電力の合計）は、4560

億キロワット時と前年同期比マイナス 8.1%となった。これは、過去二番目に大きい減少幅

であった。（東京電力と東北電力は、過去最高の減少幅）その結果、日本は全国的な電力不

足に見舞われており、今夏には各電力会社や政府が節電を呼びかける事態となった。 
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図 1「原発稼働率の推移」 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：電気事業連合会 発受電速報 

 

 こうしたなかで、我が国において、ヨーロッパと比較すると遅れをとっていた、エネルギ

ー問題はかつてないほど関心を集めている。8 月 27 日と 28 日に読売オンラインが実施し

た「民主党代表選挙」に関する世論調査でも全国の有権者は、候補者に最も多く議論してほ

しいこととして、「震災復興」に次ぐ全体の 2 番目に「原子力発電などエネルギー政策」を

挙げた。いま日本のエネルギー政策が大きな転換点に立たされていることは言うまでもな

い。そして、いまの日本のエネルギー政策における課題は、「原発代替エネルギーの必要性」

と「大規模発電所見直しの必要性」の 2 点であると言えよう。 

 

第2節 「原発代替エネルギーの必要性」 

第1項 「新エネルギー」の説明 

 「福島第一原子力発電所事故」以降、「原発代替エネルギーの必要性」が社会的に叫ばれ

ている。6 月 11 日と 12 日に朝日新聞が実施した世論調査では、74%の国民が将来的に「脱

原発」に賛成している。こうした世論のみならず菅直人前首相、野田佳彦現首相と政府とし

ても、脱原発の社会を志向し、原発に代わるものとして多かれ少なかれ「原発代替エネルギ

ー」の台頭が待ち望まれているところである。こうしたなかで、「新エネルギー」に期待す

る声もある。そもそも「新エネルギー」とは具体的に何なのであるのかというところである。

1997 年に制定された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新エネ

ルギー」は「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分で

ないもので、石油代替エネルギー導入を図るために特に必要なもの」と定義されおり、具体

的には下記のものが「新エネルギー」として指定されている。 

 

Ⅰ．太陽光発電 

Ⅱ．太陽熱利用 

Ⅲ．風力発電 

Ⅳ．雪氷熱利用 
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Ⅴ．バイオマス発電 

Ⅵ．バイオマス熱利用 

Ⅶ．バイオマス燃料製造 

Ⅷ．温度差エネルギー 

Ⅸ．地熱発電 

Ⅹ．未利用水力を利用する水力発電 

 

次に具体的にそれぞれの「新エネルギー」について解説していく。 

 

Ⅰ．太陽光発電 

ソーラー発電とも呼ばれる。太陽電池を利用した発電方式である。太陽電池は、太陽の

光を直接電力に変換するものである。規模に関わらず発電効率が一定であるのが特徴で、

分散型資源として用いるのに適している。太陽光さえあれば発電できるのは長所である

が、短所としては、逆に太陽光がなければ、特に夜間は全く発電することができない。ま

た、「新エネルギー」の他の発電方式と比較しても発電効率が低い。発電コストが高いとい

ったことが挙げられる。 

 

Ⅱ．太陽熱利用 

太陽光を電気的利用するものでなく、熱的利用するものである。すなはち、太陽熱温水

器で温水をつくり、お風呂や給湯に使うというものである。さらに、強制循環器を使用す

るソーラーシステムでは、温水を循環させて床暖房などに利用する場合もある。太陽光発

電と同様に太陽光さえあれば熱変換できるのは長所であるが、短所としては、逆に太陽光

がなければ、特に夜間は全く熱利用することができない。この他、費用対効果に対しての

初期投資の高さも挙げることができる。 

 

Ⅲ．風力発電 

太陽光発電と同じく、その名の通り風の力を利用した発電方式である。風の力で風車を

回転させ、その回転で発電機を回し、発電するのである。長所としては、風さえ吹けば夜

間でも発電可能であること。また、比較的発電コストも低いことなどが挙げられる。設置

する場所によって、大きく発電量が変化するのが特徴であり短所とも言える。平たく言え

ば、風が吹く場所では多く発電可能であるが、吹かない場所では全く発電が行えず、その

発電量の差が激しいということである。 

 

Ⅳ．雪氷熱利用 

雪や氷の冷熱エネルギー（冷たい熱エネルギー）を利用して建物の冷房や農作物の冷房に

使うものである。冬に降り積もった雪を保存し、また、水を冷たい外気で氷にして保存す

る。長所としては、従来捨てていた雪を有効活用できるということが挙げられる。短所と

しては、太陽光や風力と同様に天候や気候変動に左右されるということが挙げられる。 

 

Ⅴ．バイオマス発電 

バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、具体的には森林資源や農

作物などである。これらを加工して、燃料として用い、燃焼させることによって発電する

方式である。長所としては、「カーボンニュートラル」という概念が挙げられる。これは、

発電時の燃焼により二酸化炭素が発生するが、それ以前の加工される前の段階で森林資源

がそれと同等かそれ以上の二酸化炭素を吸収しているので、結果的に二酸化炭素排出量は

無いという考えである。短所としては、バイオマス資源の発電所までの運搬の必要性であ
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り、これによりコストが上昇する。また、運搬時の二酸化炭素排出を考慮すれば「カーボン

ニュートラル」の発想が崩れるとの意見もある。 

Ⅵ．バイオマス熱利用 

バイオマスを加工して、燃料として用い、燃焼させ、そのまま熱的利用するものであ

る。バイオマスにおいては、電気的利用に注目が集まっているが、熱的利用の方が利用し

やすく、60～90%とその利用効率も高いのである。各種木質燃料によりそれぞれ長所と短

所があるが、やはりバイオマス発電同様、バイオマス資源の運搬の必要性が課題であり、

効率の良いバイオマス資源の収集方法について、各地で実験が行われている。 

 

Ⅶ．バイオマス燃料製造 

バイオマスから燃料をつくり発電するものである。バイオマス発電では、バイオマスを

若干の加工は加えるもそのまま固体燃料として用いていたが、これに加えて液体燃料と気

体燃料というかたちがある。バイオマスをアルコール発酵することによりできるのが液体

燃料で、メタン発酵させることによりメタンガスができるのが気体燃料である。メタンガ

スなどは、固形燃料として用いるよりさらに二酸化炭素の排出が抑制されるが、まだまだ

新しく開発途上の発電方式である。 

 

Ⅷ．温度差エネルギー 

夏は大気よりも冷たく、冬は大気よりも暖かい河川水、下水処理水などの温度差を利用

したエネルギー（温度差エネルギー）を高効率ヒートポンプにより活用するシステムのこと

である。長所は、利用方法により効果は様々であるが、冷暖房に伴うエネルギー消費量の

削減や冷却塔補給水が不要になることによる上水使用量削減などが挙げられる。短所とし

ては、河川等のエネルギー源とエネルギー需要施設が近接化していなければならないとい

うことが挙げられる。 

 

Ⅸ．地熱発電 

 地熱エネルギーとは、地球の誕生以来、地球の内部で生成され、蓄積されてきた熱エネ

ルギーのことである。地熱発電は、地下に掘削した坑井から噴出する天然蒸気を用いてタ

ービンを廻して発電する方式である。日本での地熱発電所の規模は、最大の地域でも 11万

キロワットで、最近建設されているものは 2 万から 3 万キロワット程度である。しかし、

このように小さな発電所であっても、年中昼夜を通して同じ出力で発電し続けられること

から、ベースロードとしての価値があることが長所である。短所としては、地下熱源調査

から地熱発電所の運転開始までの期間が長く（15～20 年）、探査・開発に多大な費用がか

かることが挙げられる。2008 年の政令改正により追加されたエネルギーである。 

 

Ⅹ．未利用水力を利用する水力発電（1000kw） 

 水力発電は、落ちてくる水の勢いで水車を回転させて発電する方式である。ダムや大規

模な水源を必要とせず、小さな水源で比較的簡単な工事で発電できることが長所である。

短所としては、法的整備がほとんど手つかずとなっていることが挙げられる。地熱発電と

同じく 2008 年の政令改正により追加されたエネルギーである。 

 

第2項 「新エネルギー」の限界 

 前項では、1997 年に制定された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」にお

いて、「新エネルギー」は「技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約か

ら普及が十分でないもので、石油代替エネルギー導入を図るために特に必要なもの」と定義
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されているとした。ここで注目すべきは、「新エネルギー」はそもそもとして、「石油代替

エネルギー」として期待されていたものが、現在は「原発代替エネルギー」として期待され

ているということである。現在の発電源別電力供給割合を見てみると、石油が全体の 7.6%

であるのに対し原発は全体で 29.2%もの割合を占めている。（天然ガス 29.4%、原子力発

電 29.2%、石炭 24.7%、水力発電 8.1%、石油等 7.6%、新エネルギー等 1.1% 2009 年度）

原発は石油発電の実に 4 倍近くの電力をまかなっていることが分かる。つまりは、「新エ

ネルギー」に対して「原発代替エネルギー」としての期待をかけるということには限界があ

るのではないかということである。 

 

第3項 「革新的なエネルギー高度利用技術」への期待 

 では、「新エネルギー」に代わって「原発代替エネルギー」として期待出来るものは何か。

前項で述べたように原発は日本のエネルギー供給の約 3 割を占めているものであるから、

「原発代替エネルギー」として新しく期待するエネルギーに対しては、当然として高い電力

供給能力を有していることが求められる。 

 

そこで、私たちは「革新的なエネルギー高度利用技術」というものに着目した。これは、

経済産業省によると再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の飛躍的向上、エネルギ

ー源の多様化に資する新技術であり、その普及を図ることが特に必要なものとされている。

天然ガスコージェネレーションや燃料電池、クリーンエネルギー自動車等がこれに含まれ

る。これらは、分散型エネルギーシステムとしてのメリットも期待でき、政府の政策とし

ても技術開発や普及促進に向けて取り組むべきものとされている。 

 

図 2,3『「新エネルギー」と「革新的なエネルギー高度利用技術」の比較』 
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対象 敷地面積当たりの電力密度[kwh/m2・年] 

バイオマス発電 2 

風力発電 21 

太陽光発電 24 

水力発電 100 

原子力発電 12400 

燃料電池 98.5 

出典上：「須坂市地域新エネルギービジョン」 

下：「今後のエネルギー情勢と技術選択」筑波大学 内山洋司 より作成 

 

上の図より、「新エネルギー」は「革新的なエネルギー高度利用技術」よりも発電コスト

が高く、敷地面積も膨大に必要であることがわかる。したがって、「原発代替エネルギー」

としては、「革新的なエネルギー高度利用技術」に該当するエネルギーに期待すべきである。

また、「革新的なエネルギー高度利用技術」に該当するエネルギーに関しては、「新エネルギ

ー」のように発電量が気候に左右されないので、安定した電力供給を期待することができる

ことも強みである。 

私たちも、将来的には、「新エネルギー」の技術開発が進み、「新エネルギー」を主とした

社会が実現することは、当然のこととして、望むところではあるが、とりあえずの現状とし

ては、「革新的なエネルギー高度利用技術」の普及をという認識である。 

 

次に、この「革新的なエネルギー高度利用技術」の中でも発電システムである「天然ガス

コージェネレーション」と「燃料電池」について見ていく。 

 

「天然ガスコージェネレーション」とは、天然ガスを使って電気と熱を取り出し、利用す

るシステムのことである。「天然ガスコージェネレーション」は海外と導入状況を比較する

と日本はまだまだ普及しているとは言い切れない。発電量におけるコージェネレーション

の割合は、デンマークやノルウェーなどの北欧においては、約半分に及ぶほど普及してい

る。また、ドイツで 12.5%、イギリスで 6.4%、アメリカで 7.3%などであるのに対し、日本

では 2.1%にとどまっている。 

このように海外、とりわけヨーロッパと比較をすると日本の導入率はまだまだ低い。こ

うした背景には、ヨーロッパとの気候の違いがある。日本の気候は、暖房だけでなく冷房

も必要なこと、冷暖房を必要としない中間期が長いということである。ヨーロッパのよう

に寒冷期が長い地域では暖房は欠かすことのできないもので、天然ガスコージェネレーシ

ョンのように熱利用を多く行うシステムは必須であるが、日本では先述した通り、暖房を

使用しない期間が長いということから、熱利用の需要は大きく見込めない。その点におい

て、このように熱供給に重きを置く「天然ガスコージェネレーション」は日本には不向きで

あり、普及促進させていくことに対しては慎重にならざるを得ない。 

 

そこで私たちが注目したのが、「燃料電池」というものである。 
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第4項 「燃料電池」 

図 4「燃料電池システム概観図」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大塚商会 テクニカルサポート QQWeb 

 

図 5「燃料電池の仕組み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：しなやか技術研究会 HP 
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1．「燃料電池」とは 

「燃料電池」とは、水素と酸素を利用し化学反応によって発電するシステムである。近年

では、自動車にも搭載可能な機種も市場に登場し、非常に注目を浴びているシステムであ

ると言える。簡単に説明すると、小学校などの実験によく取り入れられる水の電気分解反

応の逆の原理を用いて発電を行うというしくみである。この燃料電池は「電池」という名称

がついていることから、身近にある一般的な電池と似たようなものをイメージしがちである

が、それらの電池とはその性質において一線を画している。現在、もっとも一般的で、家庭

などでも使用されている乾電池は使い切りであり、一次電池に分類される。また、こちらも

身近なものであるが、携帯電話などのバッテリーに使用されているリチウムイオン電池や自

動車に搭載されている鉛蓄電池などは、充電することにより複数回使用できるもので二次電

池という。これらの電池に対し、燃料電池は水素と酸素を供給すると電気を作り続ける発電

装置である。そのため、自動車や電子機器などの移動用電源のみならず、自家発電や分散型

電源等の定置用電源の分野としての使用にも効果的である。なお、燃料には天然ガスを用

い、水素を発生させ発電を行う。近年はさらなる小型化、効率の向上を目指して研究開発が

行われている。 

発電の原理は、水素と酸素を直接燃焼させるのではなく、電解質層で隔てられた燃料極と

空気極で別々に電気化学反応させ、電子を外部回路に取り出すことで電気を発生させる。

このとき、酸素は空気中に含まれているので、空気極には空気を供給する。水素は自然に

は存在しないので、改質器を用いて都市ガスなどの燃料から取り出す。 

空気極と燃料極では次のような電気化学反応が生じる。 

 

燃料極:  

空気極:  

        

 

2．「燃料電池」の種類 

Ⅰ．りん酸形燃料電池 （PAFC：Phosphoric Acid Fuel Cell） 

最も開発が進んでおり、商用化の段階に入っている。中規模なオンサイト型発電システ

ムとして期待されている。原燃料は、主に天然ガス（都市ガス 13A）を使用しているが、

その他に、ＬＰＧ、メタン発酵により生成される消化ガス、バイオガスなども使用するこ

とができる。 

Ⅱ．溶融炭酸塩形燃料電池 （MCFC：Molten Carbonate Fuel Cell） 

高温型燃料電池で、高い発電効率が期待できるとともに多様な種類の燃料にも対応可能

である。実証・普及段階にある。 

Ⅲ．固体酸化物形燃料電池 （SOFC：Solid Oxide Fuel Cell） 

セラミックスの電解質を用いる高温型燃料電池で、固体電解質形燃料電池とも呼ばれ

る。多様な種類の燃料の利用が可能で、また高い発電効率が期待できる。開発から実証試

験の段階にある。 

Ⅳ．固体高分子形燃料電池（PEFC：Polymer Electrolyte Fuel Cell） 

高性能フッ素樹脂系イオン交換膜が開発され、低温で高い出力密度が得られる電池とし

て期待されている。家庭用としての普及が期待されており、大規模な実証試験が進められ

ている。 

 

3．「燃料電池」のメリット 

Ⅰ．発電の効率が高い、ロスが少ない 

現在、主流である化石燃料を用いた従来の発電方式では、燃料を燃焼のさいに生じる熱

で水蒸気を発生させ、蒸気の力でタービンを回して、発電機より電気を取り出している。
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つまり、現行の発電方式は化学エネルギーを熱エネルギーに変換し、発生する運動エネル

ギーを電気エネルギーに変換して使用するため、それぞれの過程でロスが生じ、最終的に

利用できるエネルギーは少なくなる。これに対して、燃料電池は燃料の化学反応から直接

的に電気を取り出すため、ロスが少なく高効率が実現できる。また、使用場所に設置可能

なものもあるため送電ロスに関しても大幅に削減できる。 

Ⅱ．環境負荷が少ない 

基本的に生成するのは水だけで、大気汚染の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物はほと

んど発生しない。 

Ⅲ．騒音、振動が少ない 

主要な構成機器に回転部がないため、騒音が小さく、パッケージの工夫などと相まっ

て、従来の回転型発電機よりもはるかに静かである。そのため、静けさが必要とされる場

所にも設置が可能である。 

 

4．「燃料電池」のデメリット 

Ⅰ．高コスト 

 補助制度があるものの、コストダウンがあまり進展せず、設備コストが依然高価であ

り、オーバーホール時のコストもかかる。 

 

Ⅱ．水素の入手方法の改善が必要 

燃料電池は、使用自体には環境汚染物質を排出しないが、発電に必要な水素を生成する

際には、現在主流な方法では二酸化炭素を伴うので改善が必要。 

 

5．りん酸形燃料電池 

上記ようにいくつかのデメリットもあるが、全般的に大きく期待されているのが燃料電

池である。その中でも、中低温域で作動するため、出力の調整が容易、年間の連続運用が可

能、さらに出力を低下させた場合でも高効率の維持が可能、多様な燃料に対応可能なため

災害時などのライフラインが停止した際にも、備蓄に切り替えての運転が可能、システム

がコンパクトなため設置場所の自由度が高く送電ロスが少ない、そして、すでに商用化さ

れ市場投入されているなどの理由から、りん酸形燃料電池（PAFC：Phosphoric Acid Fuel 

Cell）が有望であると考えることができる。このりん酸形燃料電池（PAFC：Phosphoric 

Acid Fuel Cell）に関しては、国内では富士電機システムズ、海外では UTC Power などの

代表メーカーが、パッケージ化された製品の市場投入を行っている。また富士電機システム

ズ製の「100kWPAFC」は燃料電池としては初めてとなる日本での消防用非常電源の認定を

受け、高いセキュリティー性の証明もされている。 

 

6．「燃料電池」と「エネルギー基本計画」 

 さらに、政府が 2010 年に策定した「エネルギー基本計画」においても、天然ガスを「今

後、低炭素社会の早期実現に向けて重要なエネルギー源」とし、また、燃料電池の動力源で

ある水素に関しては、「水素エネルギーを活用した社会システムの実現」を目指して、支援

を行っていくという姿勢をとっている。具体的には、コストの削減、原料の確保、海外展

開などに力をいれている。目標に関しては、資源エネルギー庁が 2020 年までに 1000 万

kw、2030 年までに 1250 万 kw の定置用燃料電池の導入を目指している。また、燃料電池

のみならず、近年の新エネルギーへの社会的な期待から今後「エネルギー基本計画」の抜本

的な見直しによる新エネルギー全般のさらなる数値目標の上方修正が求められる状況は必

至である。 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 17 

7．「シェールガスの追い風」 

 また、燃料電池の導入に関しては、「シェールガス」というタイムリーな追い風がある。

「シェールガス」とは、頁岩層（シェール層）から採取される新しい非在来型の天然ガスで

ある。アメリカが採掘に成功したこの天然ガスの誕生は、「シェールガス革命」とも呼ば

れ、天然ガスの可採量を飛躍的に増加させ、より多く、より安価に消費することが可能と

なるかもしれないのである。この「シェールガス」は、まだまだ未確定な要素が多いことも

否めないが、燃料電池の導入においては、ポジティブな要素にはなってもネガティブな要

素になることはない。 

第3節 「大規模発電所見直しの必要性」 
 東日本大震災の被害を受けたのは、「福島第一原子力発電所」だけでない。東北地方と関

東地方各地の原子力発電所や大規模発電所も地震の揺れと津波により機能停止に陥った。

この結果、震災直後に東北地方と関東地方で電力不足が発生し、東京電力管内では計画停

電を実施することにもなった。電力不足や計画停電にあった地域は、機能停止に陥った発

電所から遠く離れた広範囲に及ぶものであった。それゆえ、今回の事態により大規模発電

所体制へ大きな課題を提示することになったのである。つまりは、大規模発電所で一極集

中的に発電し、供給するという現在の体制への見直しが迫られたということである。よっ

て、中規模発電所や小規模発電所の台頭が求められている。 

小規模発電所の普及に関しては、民間企業が「エコウィル」や「エネファーム」などの発

電システムを各家庭に向けて積極的に販売を展開しており、政府も補助金などの助成措置

を行っている。しかしながら、中規模発電所に関しては普及促進政策が不十分であるのが

現状である。したがって、新しい中規模発電所普及促進政策が必要であると考えられる。

また、自明のことではあるが、中規模発電所は地域ごとにそれぞれ必要であり、電力会社

がそのように地域の中規模発電所の建設までカバーしていくことは合理的ではない。そこ

で、基礎自治体が中規模発電所をそれぞれの地域ごとに建設していくことが適当であると

考えている。 

中規模発電所の普及と同時に「電力の地産池消」を実現していくことも必要である。「電

力の地産池消」とは、電力を地域ごとで発電し、電力を地域ごとで消費するということであ

る。中規模発電所の普及により「電力の地産池消」が実現されることにより、上記で述べた

ような大規模発電所一極集中によるリスク集中が解消され、逆にリスク分散される。さら

に、「送電ロス」もなくなるのである。通常は、大規模発電所で発電された電気は送電線を

使って、各地に運ばれるわけだが、この際に自然と奪われてしまう電気がこの「送電ロス」

である。 

「送電ロス」は、日本全体の発電量の約 5%程度で約 600 億 kW である。これは 100kW

の原発 7 基分である。（実際の原発の稼働率を考えると 10 基分とも）また、新しい大規模

発電所の建設となれば広大な時間と莫大な土地が必要となってくる。「電力の地産池消」の

実現は、こうした従来の大規模発電所の弊害を解消することになる。 

 

 以上、問題分析及び理想掲示をまとめると、私たちは、「原発代替エネルギー」としては

「燃料電池」を普及させていくことが、「大規模発電所見直しの必要性」に関しては、「中

規模発電所の普及促進による電力の地産池消」を実現していくことが必要であると考えてい

る。 

この 2 つを達成していくことが、今回の ISFJ 日本政策学生会議の「エネルギー分科会」

におけるテーマである「将来の日本のエネルギーの安定供給をいかにして達成するか」とい

う命題解決に寄与すると考えている。 
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第2章 先行研究及び本稿の位置づけ 

1．小井沢和明（2009）『新エネルギーの現状と今後の技術開発動向』 

2．山口晃正・荒木光（2004）『エネルギー問題と燃料電池』 

3．垣景子・佐土原聡（2008） 

『首都圏における地域防災力向上のための自立分散型拠点築に関する調査分析』 

 

第一の先行研究では、新エネルギーの位置づけや意義、現状、今後の導入目標などについ

て解説した上で、新エネルギーは従来型の化石燃料を使用した発電方法と比較すると経済面

においても、技術面においても劣るので、現状ではエネルギー供給源として新エネルギーに

は過度に期待することはできないと主張している。 

 

第二の先行研究では、今日の社会において発生しているエネルギー源の枯渇と地球温暖

化をはじめとするエントロピー問題を解決するために、提案・研究されている新しいエネ

ルギーのなかでも今後大きく期待されるのは、再生可能な二次エネルギーであること、非

常に優しいクリーンエネルギーであるといった理由から、水素を源として使ったエネルギ

ーだとしており、その水素エネルギーを二次エネルギーとして利用する燃料電池を今後普

及していくべきだと主張している。 

 

第三の先行研究では、自治体が非常用・常用兼用の発電施設で自家発電をすることによ

り、平時は電力の安定化に寄与することができ、災害時にはライフライン機能が停止した

場合にも、自立的に機能できる拠点の構築が可能であることを主張している。 

 

以上のように、先行研究では、燃料電池の今後のますますの普及の必要性や、自治体が地

域のエネルギーの供給者になるべきとの主張がある。しかしながら、そのような先行研究に

おいては、どのように燃料電池を普及させていくべきなのか、地域のどのような場所に発電

所を設置していくべきなのかといったことに対して具体的な言及がなされていなかった。

本稿ではその点に着目し、具体的な政策提言を行うことで、論文の位置づけ、すなはち独自

性を付与した。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 19 

第3章 政策提言 

第1項 政策目的 

 「燃料電池」の普及促進及び「中規模発電所の普及促進による地産池消」を実現すること。 

 

第2項 政策案 

 各基礎自治体が政策主体となる。それぞれの小学校において、小学校を中規模発電所及

び地産地消の拠点とするべく「燃料電池システム」を導入する。この際に学校で消費する以

上の電力を余剰に発電するようシステムを導入する。この「燃料電池」による電力供給によ

り学校区内の導入した小学校を含む公共施設が必要とする電力を全てまかなう。 

 

図 6「政策イメージ図」 

出典：自チームで作成 
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第3項 政策案のポイント 

1．学校から学校区内の公共施設への電力供給の際は、電力会社の送電線を利用して供給

する。送電線の利用に関しては、電力会社に託送料を支払い利用する予定である。経

済産業省に電話によるヒアリングを実施し、可能であることを確認済みの電力供給方

法であるが、万が一電力会社からの許可を得られなかった場合には自営線を設置して

電力供給を行う。 

 

2．「電気事業法」における「特定供給」に該当するかたちで電力供給を行う。従来は、基

礎自治体がまとめて電気代を払っていた公共施設に関して、基礎自治体がまとめて発

電して、まとめて供給するということである。 

 

3．警察署は都道府県の管轄であり、都道府県が電気代を支払っているので、原則的には

電力を供給する公共施設に含まないものとする。しかしながら、基礎自治体が「電気事

業法」における「特定規模電気事業者」（別称、PPS Power Producer and Supplier、

特別高圧・高圧受電により契約電力 50kW 以上の需要家へ電力会社が管理する送電線

を通じて買電を行う事業者）となるかたちで警察署に電力を売電供給するというかたち

は可能である。 

 

4．日本の公共部門における電力消費量は、業務部門の約 3割で全体の 1割弱と大変大きな

割合を占めており、公共部門が率先して自ら電力の地産地消を行うことは、国民に対

する啓発的な効果の側面のみではなく、物理的な側面でも大きなものを持っているの

である。 

 

第4項 小学校を中規模発電の拠点とする理由 

小学校を中規模発電の拠点とする理由について説明する。具体的には、下記の 3 点が挙

げられる。 

 

1．小学校がその特性により地域的に点在しているため 

小学校はその特性により、各地域ごとにまんべんなく点在している。このため、全国的な

政策展開を円滑に推進することができる。また、前項で述べたように電力会社の送電線を利

用し、電力を供給することを予定している。しかしながら、送電線の使用ができなかった場

合に、自営線を設置することを想定しているが、このような際には、エネルギーの供給拠点

は、地域的に点在している必要があるのである。 

 

2．小学校区という地理的枠組みの単位をエネルギー供給に関しても利用することが有効で

あるため 

小学校区はその範囲が基礎自治体により定められている。どこからどこまでが学区の範囲

なのかが明確であり、また適当な規模で区切られているので、エネルギー供給範囲の目安と

して利用することも有効であるということである。 

 

3．小学校には、屋上や校庭、運動場などと発電システムを導入することが可能なある程度

のスペースを確保することが出来るため 
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なぜ小学校にだけ発電システムを導入して、各々の施設ごとに導入しないのかという疑問

があるかもしないないが、中規模程度の発電施設でまとめて発電し、供給することにより

初期投資の高騰を防ぐためである。同様の内容を指摘した先行研究も存在する。また、そも

そもとして、スペース的に導入が困難な施設も存在するためである。 

 

第5項 副次的メリット 

 本政策により、「燃料電池」の普及促進及び「中規模発電所の普及促進による地産池消」

を実現することが可能である。「燃料電池」の普及促進及び「中規模発電所の普及促進によ

る地産池消」を実現することのメリットは、問題分析及び理想掲示と内容が重複するので重

ねては説明しないが、その他の副次的なメリットをここでは 3 点挙げていきたい。 

 

1．有事の際に対する安心感 

 地震や台風などの有事の際に対する安心感があると考えている。なぜなら、例えば学校

は避難場所となるし、役所は災害対策の拠点として機能しなければならない。また、消防署

は被災者の救助をしなければならないし、病院は被災者の治療をしなければならない。そ

ういったなかで、そのような公共施設に対して「電力の安定供給」が実現されていれば、安

心感がある。確かにガス管が途絶えるという懸念があるが、そのような事態に備えて電力

会社とバックアップ契約を締結し、電力を供給してもらう予定である。いずれにせよ、地域

ごとに自家発電施設があることに加えてガス会社と電力会社という観点からもリスク分散

がなされているということは確かなことである。燃料電池システム内に備蓄していたガス

を用いることによって、非常時に孤立した場合でも 3 日間の独立運転が可能。これが、で

かい。 

 

2．環境教育の促進 

環境教育の促進につながると考えている。一人一人が環境意識を高めることの必要性

は、21 世紀に入ってますます高まっている。特に子供のうちから環境教育というかたちで

環境意識を高めることが重要である。「スクール・エネルギーステーション化計画」構想は、

その学校の子供たちの環境教育にも寄与すると考えられる。実際に導入したエネルギーシ

ステムを用いての環境教育は、文部科学省も提唱しているところで、全国的にも散見され

る。 

 

3．「燃料電池」の民間導入の普及促進効果 

 「燃料電池」の知名度を上昇させる。また、「燃料電池」を公共部門が率先して普及促進

していくことは、国民に対して啓発的効果があり、結果として、「燃料電池」さらには自家

発電機全体の民間導入の普及促進につながるということである。 

 

第6項 アピールポイント 

 最後に私たちの政策のアピールポイントについて説明していく。アピールポイントは次

の 3 点である。 

 

1．現行の「電気事業法」の改正が不要 

この「電気事業法」は発送電分離にかかわる法律で、電力問題の元凶であるというのが最

近の定説である。しかしながら、それでも様々な利権が絡み合い改正されてこなかったの
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がこの法律である。したがって、「電気事業法」の改正に着手することは依然困難を極め、

「電気事業法」の改正を要する政策は、実現可能性も低くなるであろうと考えた。その点、

私たちの政策は「電気事業法」の改正を必要ともせず電力問題にインパクトを与えることが

出来る提案内容であると考えている。 

 

2．政策アイデアの独創性 

「学校に燃料電池を設置して、地域のエネルギー供給の拠点とする」という「スクール・

エネルギーステーション化計画」のアイデアが先進事例のない私たちが考えた全くのオリジ

ナリティのものであるということである。 

 

3．「スマートグリッド」社会における新しいモデルとなる。 

 我々の提案する政策は、来たるべき「スマートグリッド」社会に対して適応性があり、「ス

マートグリッド」社会への移行に関して新しいモデルケースとなると考えている。「スマー

トグリッド」とは、地域や各家庭にエネルギーの発電所を分散型資源として配置し、デジタ

ル機器により電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化するという次世代送

電網のことであり、将来的に導入されることが期待されている。「スマートグリッド」の実

現のためには、10 電力会社とは別にその地域に発電所をつくり電力を供給する電気事業者

が必要となるが、すでに分散型資源のひとつとして、地域に点在して「燃料電池」が設置さ

れているということは、「スマートグリッド」への移行をよりスムーズにするであろう。さ

らに、「スクール・エネルギーステーション化計画」実施の当該基礎自治体では、自治体が

公共部門のみならず、民間部門に対してもそのまま電気事業者となり、自治体が地域に発

電所をつくり地域住民に電力を供給するという更に新しい電力供給のモデルケースにつな

がるのではないかと考えているということである。 

 

図 7「スマートグリットイメージ図」 

出典：i-Rene HP 
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第4章 政策実施 

第1節 事業計画 

第1項 事業計画の方向性 

現在、文部科学省が環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備推進の取組みを行っ

ている。この取組みに学校に燃料電池システムを導入し、学校区内の公共施設に電力供給を

行う取組みを推進するという新しい枠組みを設けることにより政策実施を行う。既存の事業

を下地とすることにより、政策のスムーズかつ高い実現性を期待することができる。 

 

第2項 「エコスクール整備推進政策」 

 本項では、エコスクール整備推進政策について説明する。 

1．問題意識 

東日本大震災による停電等によって建物の機能不全を生じた施設が多数あった。また、電

力供給力が大幅に減少している。 

 

2．政策目的 

既存施設のエコ改修を含め環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を一層促進す

ることである。 

 

3．エコスクールの基本的な考え方 

エコスクールの整備に際しては、次の 3 点に留意することが必要とされている。 

 

I．施設面・・・やさしく造る 

 ・学習空間、生活空間として健康で快適である。 

 ・周辺環境と調和している。 

 ・環境への負荷を低減させる設計・建設とする。 

II．運営面・・・賢く・永く使う 

  ・耐久性やフレキシビリティに配慮する。 

  ・自然エネルギーを有効活用する。 

  ・無駄なく、効率よく使う。 

III．教育面・・・学習に資する 

   ・環境教育にも活用する。 
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図 8『エコスクール基本的な考え方』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文部科学省 HP 

 

4．「エコスクールパイロット・モデル事業」 

 エコスクール整備推進政策の核をなす事業について説明する。 

I．事業年度 平成 9 年度～ 

II．事業内容 先導的取組を行う公立学校を対象に、文部科学省、農林水産省、経済産業省

および環境省が連携して国庫補助を行う。 

III．事業形態 文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省が関係事業について協力し

て実施する。 

Ⅳ．認定校数 1077 校（平成 22 年 4 月現在） 

 

図 9『エコスクール－環境を考慮した学校施設の整備推進』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/ecoschool/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/02/02/1289492_2.pdf
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出典：文部科学省 HP 

 

第3項 具体的な事業計画 

 「エコスクールパイロット・モデル事業」に「スクール・エネルギーステーション化計画」

（小学校に燃料電池システムを導入して、学校区内の全ての公共施設が必要とする全ての電

力をまかなう構想）に対して、単純に学校に燃料電池を導入した場合以上に初期投資に対し

て、上乗せした国庫補助を行うという枠組みを設ける。（※初期投資に対して上乗せする補

助率に関しては、現行のものが不正入札防止等の観点から一般には非公開であるため、残念

ながら本稿でも設定することが出来ない。） 

 

 事業の流れは、通常の「エコスクールパイロット・モデル事業」に沿って行うこととする

が、具体的には次の通りである。 

1．文部科学省が事業の窓口となり、都道府県を通じて、「スクール・エネルギーステーシ

ョン化計画」を事業化する各基礎自治体を全国的に募集するというものである。 

↓ 

2．「スクール・エネルギーステーション化計画」を事業化する各基礎自治体が、事業計画

書を作成し、都道府県を通じて、応募する。 

↓ 

3．文部科学省が、応募した各基礎自治体の「スクール・エネルギーステーション化計画」

の事業化を採択。初期投資に対する国庫補助を行う。 

↓ 

4．広報誌などを通じて、「スクール・エネルギーステーション化計画」事業を広く世間に

知らしめる。 

※再び 1 に戻る。 

第2節  

第1項 燃料電池システムのキャパシティ 

小学校に導入する燃料電池システムのキャパシティについて検証する。ここで、システ

ムのキャパシティがあまりにも莫大であった場合には、私たちの政策案の実現性に疑問を

呈するものとなる。しかし反対に、学校に十分に導入できるキャパシティであれば、実現

可能性が高いということになるのではないだろうかと考えている。 

今回は、京都市をモデル都市としてシミュレーションをする。具体的には、次の手順で

行っていく。 

 

1．（京都市における市立の全公共施設の年間電力消費量※¹）を調査する。 

↓ 

2．（京都市における市立の全小学校数※²）を調査する。 

↓ 

3．※¹÷※²÷365÷24 を行い、小学校一校当たりの一時間単位の燃料電池システム平均必要

出力を算出する。 
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↓ 

4．燃料電池システム平均必要出力から必要最大出力を検討する。 

↓ 

5．燃料電池の関連設備の有無を検討する。 

↓ 

6．必要最大出力から該当する燃料電池のキャパシティを調査する。 

 

では、実際にシミュレーションしていく。 

 

1．京都市における市立の全公共施設の年間電力消費量 

※¹約 3 億 8 千万ｋｗｈ（376,444,378ｋｗｈ）京都市環境政策局ヒアリング調査より 

  

2．京都市における市立の全小学校数 

※²181 校 

 

3．小学校一校当たりの一時間単位の燃料電池システムの平均必要出力 

380,000,000÷181÷365÷24＝約 240kwh 

  

4．燃料電池システムの必要最大出力 

少なくとも約 240kwh 以上の出力が必要になる。現在、市場に一般的に出回っているリ

ン酸型燃料電池のなかで実際にパッケージ化されているものが富士電機社の出力 100kwの

リン酸型燃料電池で存在するので、今回はそちらを設置することとする。また、負荷率に余

裕を持たせるために燃料電池 3 台（約 300kw）の出力の燃料電池を設置すると仮定した。 

 

5．関連設備の有無の検討 

ここまでは一つの小学校が担う平均必要出力を求めてきたわけだが、電力需要は一日の中

でも絶えず変化しており、夜は比較的電力需要が少ないが、昼間にはピーク時というものが

存在する。つまり、これまでに設置すると仮定した燃料電池の出力のままでは、ピーク時に

は電力需要が燃料電池の供給能力を超えてしまう恐れがある。 

 

※³ここでは、資源エネルギー庁の学校の一時間毎の電力需要量推移に関する資料を参考に

ピーク時を 7 時から 17 時の 11 時間とした。 

 

以下ではピーク時に学校に設置した燃料電池がどれだけの電力供給を求められるかを算出

した。 

 

【ピーク時の一校当たりの平均電力供給必要量（推定）】   

380,000,000÷181÷300※⁴ ÷11※⁵ ＝約 590kwh 

※⁴ 休日の電力消費量は平日のそれの約 40％と仮定して一年を約 300 日と考え算出した。 

※⁵ 公共施設を代表して学校を選出し、資源エネルギー庁の学校の一時間毎の電力需要量推

移に関する資料よりピーク時平均電力消費量を求めるために、11 という値を算出した。 

  

導入を仮定している燃料電池システムが、約 300ｋｗｈであるから、ピーク時には、毎時

約 290kwh の電力が不足することになる。そこで、我々は産業用鉛蓄電池を用いて、夜間

等の余剰電力を利用し、蓄電することによって得た電力を使用することにする。この鉛蓄電

池は、比較的安価で安定した性能をもっていることから産業用として商用電源のバックアッ

プ電源や大型機器の運転等の用途に広く使われている。燃料電池は前述したようにパッケー
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ジ化されて販売されているのであるが、畜電池に関しては考えられていないので、別途キャ

パシティに関して検証することにする。 

290kwh(不足電力)×11 時間(ピーク時間)＝3190kwh 

つまり、3190kwh 蓄電可能な蓄電池が必要である。 

蓄電池容量の計算式より 

3190kwh / 2v ＝約 1600Ah（必要電力容量） 

GSYUASA の製品一覧より、上記容量を満たすものは HS-2000-E であることがわかる。 

 

6．燃料電池及び関連設備のキャパシティの検証 

  以上をまとめると、「スクール・エネルギーステーション化計画」（小学校に燃料電池シ

ステムを導入して、学校区内の全ての公共施設が必要とする全ての電力をまかなう構想）

を実際に行った場合、一つの学校当たり平均して、以下の燃料電池システムキャパシティ

が必要である。 

【富士電機のリン酸型燃料電池】 

出力：【300kw】（100kw×3【台】） 

寸法：【2.2ｍ(D)×5.6ｍ(W)×3.4ｍ(H)×3【台】 

質量：【15ｔ】×3(台) 

※富士電機ホームページより 

 

【GSYUASA の蓄電池】 

製品名：【HS-2000-E】 

定格容量：【2000Ah】 

電圧：【2V】 

寸法：【0.653m(L)×0.280m(W)×0.333m(H)】 

※GSYUASA ホームページより 

 燃料電池システムに関しては、3 台を別個に設置しても支障はないこともあり、小学校で

あれば十分に導入可能であると考えられる。 

 

第2項 燃料電池導入におけるコスト 

燃料電池導入の際の基礎自治体の初期投資及びランニングコストの算出を行う。同じく、

京都市をモデル都市として、一小学校一小学校区で「スクール・エネルギーステーション化

計画」を事業化した際のコストを算出する。なお、初期投資に関しては、本章第一節の事業

が実現したことにより国から基礎自治体に対して 4 分の 1 の上乗せ補助金が出たものと仮

定をしてコストの算出を行う。また、京都市における公共施設の一校区当たりの年間電気代

を算出し（推計）、ランニングコストと比較してみる。 

 

【初期投資】 

a.燃料電池 

通常コスト 

40 万円（kw あたりの設置費用）×300kw（必要出力）＝12000 万円 

国庫補助額 

12000×1/2（既存の補助金）12000×1/4（上乗せ補助金）＝9000 万円 

6000 万円－4500 万円＝3000 万円 

 

b.鉛蓄電池（補填用） 
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750 円（用量 Ah あたりの価格）×2000Ah（製品容量）＝150 万円 

※HS-120-6E…90000 円より 

a + b ＝3150 万円 

 

【ランニングコスト】 
c.発電コスト 

10 円（kwh あたりのコスト）×2099447kwh※¹kwh（一校当たり平均の年間電力使用量） 

＝2099 万 4470 円 

※¹京都市における市立の全公共施設の年間電力消費量、約 3 億 8 千万ｋｗｈ（376,444,378

ｋｗｈ）÷京都市における市立の全小学校数、181 

 

d. 設備管理費 

720 万円（日常点検、定期点検、オーバーホール） 

 

e.託送サービス料 

基本料金 

504 円×590kw（最大電力需要）※²12（か月）＝356 万 8320 円 

※²前項で算出した値である 

使用料金 

2.63 円 ×2099447kwh※¹kwh（一校当たり平均の年間電力使用量）＝552 万 1545 円 

計 908 万 9865 円（託送サービス料） 

 

c + d + e ＝ 3728 万 4335 円 

 

京都市における公共施設の一校区当たりの年間電気代（推計） 

電力使用料金 

3 億 8000 万 kwh（京都市における市立の全公共施設の年間電力消費量）÷1225（京都市の

全公共施設数）÷12（か月） 

＝25850kwh（公共施設一つ当たりの月間電力使用量） 

 

1225（京都市の全公共施設数）÷181（京都市における市立の全小学校数＝京都市の校区数） 

＝6.7≒7（京都市の一校区当たりの平均公共施設数） 

 

a.25850kwh（公共施設一つ当たりの月間電力使用量）×料金 4（か月）×12.08（円/kwh）  

＝124 万 9072 円 （公共施設一つあたりの夏期の電力料金） 

b.25850kwh（公共施設一つ当たりの月間電力使用量）×料金 8（か月）×11.06（円/kwh） 

＝228 万 7208 円 （公共施設一つあたりその他期の電力料金） 

 

（a＋b）×7（一校区あたりの平均公共施設）  

＝2475 万 3960 円（一校区あたりの平均年間電力使用料金） 

 

基本料金 

94kw（ピーク時の最大出力）※³×1685（円/kw）××12（か月） 

※³前項より算出 

×7（一校区あたりの平均公共施設数）＝1330 万 4760 円（一校区あたりの年間電気基本料

金） 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 29 

a ＋ b ＋ ｃ ＝ 3806 万 1968 円 

 

「スクール・エネルギーステーション化計画」事業実施小学校区の年間ランニングコスト 

＝3728 万 4335 円 

京都市における公共施設の一校区当たりの年間電気代（推計） 

＝3806 万 1968 円 

 

以上より、「スクール・エネルギーステーション計画」事業化に当たり、コスト面は障壁と

ならないと考える。 
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