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参考資料２「エネルギー需給に係るヒアリング結果」 

 
以下の有識者および民間事業者に対して行った、エネルギー機器の特性などについてのヒアリ

ング結果を示す。 

■コージェネレーションシステム 
・前真之氏 （東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授） 
・JX 日鉱日石トレーディング株式会社 スポーツ・ファシリティ部 わが家で創エネプロジェ

クト担当 
 
■蓄電池 
・株式会社ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 事業企画本部 企画部 事業推進Ｇ 

 
■バイオマス発電 
・株式会社タクマ 環境技術１部 
・NPO 法人里山倶楽部 
（万博記念公園(大阪府吹田市)におけるバイオマス発電システムの委託事業者） 
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ヒアリング先：東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 前真之 准教授 
日 時：平成 24 年 8 月 28 日 9:00～10:30 
質問者：石丸 

 
１．実機試験の概要 

・低炭素建築物認定基準の検討のため、複数のコージェネレーションシステム（CGS）の実機試

験を東大で行っている。 
・評価は１次エネルギーで行っている。 
・CGS の他に、エコキュート６台、ガス給湯器４台、石油給湯器２台も測定している。 
・２年程度をかけて試験方法の作成と評価を実施している。 
・試験対象の CGS は、ガスエンジンのエコウィル 11 年モデル、PEFC はパナソニックと東芝、

SOFC は JX モデルとトヨタアイシン 12 年モデルである。 
・試験方法は M1 スタンダードで、1 つの季節に 31 日を要し、３季節実施（冬季、中間期、夏季）

する。 
・M1 スタンダードは、変動する給湯パターンを 1 日目から 19 日目までに機器に学習させ、20
日目から３1 日目までを評価期間としている。 

・給湯パターンは日給湯量を 650、550、450、350、250 リットルと変化させ、季節によって給

水温度を 7℃（冬季）、17℃（中間期）、24℃（夏季）と変化させる。 
・季節によって給湯量は変えていない。 
・JIS では全ての機器を評価しなければならないため、１日だけのモードで評価する。 
・M1 スタンダードと JIS 試験方法による試験結果の関連付けは、概ねわかってきている。 
・ただし、CGS は JIS が無いので、M1 スタンダードによる試験が基本となる。 
・SOFC については温水暖房の試験はしていない。 
 
２．試験結果 

１）SOFC_CGS の特徴 
・SOFC は発電効率が高く、トヨタアイシンモデルの場合、メーカー公表発電効率で 46.5％（HHV）、

熱利用を含めた総合効率で 90％程度となっている。 
・最大出力は 0.7kW で 24 時間連続運転を基本としており、家庭の電力需要が 0.7kW を超える場

合は系統電力を利用する。 
・最大出力で運転する場合は発電効率がほぼ公表値に近いが、部分負荷時運転時には発電効率が

20~30%程度になる。 
 
２）熱回収の特性 
・熱回収のために 90 リットルの貯湯タンクが装備されている。 
・通常はパワーユニット（PU）へ冷却水が供給され、温水が返されるが、貯湯タンクが湯で満た

されると、PU に温水が供給されてしまうためラジエータで冷却し、冷水として供給する。 
・ラジエータからは大気に放熱される。 



189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ラジエータからの排熱やタンクからの放熱等により、PU から回収した熱と実際に利用した熱

（給湯利用熱）には開きがあり、PU から回収した熱に対する給湯に使った熱の割合は、中間

期、冬季には 7~8 割になるが、給湯需要の少ない夏季には 5~6 割程度になる。 
・ラジエータから放熱される時間帯については、電力需要が大きくなる時間帯と給湯需要が多く

なる時間帯との関係で決まってくる。例えば、夕方から夜間にかけての給湯需要が少なく（給

湯タンクが湯で満たされている状態）、夜間から深夜にかけてエアコンなどの電力需要が続く場

合、深夜にラジエータからの放熱が多くなる可能性がある。 
 
３．データ等の公表について 

・現在検討しているデータは、年度内に公表されると思う。 
・建築判断基準の解説書にデータを含めて掲載されると考えられる。 
・今のところは、内部での使用に留めておいてもらいたい。 
 
４．今後の家庭用 CGS の市場動向について 

・家庭用 CGS のラインナップとしては、SOFC が市販されるようになり、しばらく数年はこの状

態が続くのではないか。 
・ただし、既に稼働している PEFC の絶対数が多く、電力需要が安定せず、給湯需要の多い家庭

には SOFC は向かない。 
・PEFC と SOFC の今後の動向は、メーカーの戦略などによって、左右されるのではないか。 
・SOFC は発電効率が最新の火力発電と遜色のないほどに高いため、できればフル稼働を継続し

たい。そのため、現在メーカーでは蓄電池とのセットで、夜間などの電力需要の少ないときに

蓄電し、夕方の 0.7kW を超える電力需要に対応することを検討している。その場合、夜間にラ

ジエータからの放熱が増加する可能性がある。 
・また、もし CGS からの系統への逆潮流が許されるようになれば、やはり最大出力で 24 時間継

続して運転するため、ラジエータからの放熱が増大すると考えられる。 
 

以上 
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ヒアリング先：JX 日鉱日石トレーディング株式会社 
日 時：平成 24 年 11 月 6 日 
回答者：スポーツ・ファシリティ部 わが家で創エネプロジェクト担当 田邊氏 
質問者：石丸、 笹野 

 
１．エネファーム SOFC システム＆PEFC システムについて 

・従来普及してきた PEFC システムは、給湯優先（貯湯

量 200 ㍑）であったが、昨年の大震災以来、自家発電

需要が高まり、発電優先（貯湯量 90 ㍑）の SOFC シ

ステムが主力商品となった。PEFC システムは 2012
年８月に生産中止となった。 

・SOFC の発電ユニットでは、LPG の改質で発生する

CO も利用するため、その分、機器構成がコンパクト

となり、サイズも PEFC に比べて 40％削減した。 
・SOFC の総合エネルギー効率は発電が 45％、排熱回収

が 42％、合計 87％となった。家庭で利用する電気の

７割を賄う。 
・SOFC は 2011 年 10 月より発売開始、PEFC と合わせ

た販売台数は 2011 年に 2100 台、2012 年は 4000 台を

目指している。 
・SOFC の発電（セルスタック）の動作温度は 750℃、

その排熱交換で貯湯ユニットに約 75℃の湯を作る。 
・SOFC はセルスタックの温度が高いこともあり、一日

24 時間稼働するが、貯湯ユニットに湯が満タンになる

と、貯湯ユニットから発電ユニットに 75℃の湯が供給

されてしまうため、これを冷却するラジエータ（大阪ガス資料では貯湯ユニットの下部）が装

備されている。 
※設置スペースは、（幅）2,453×（奥行）810mm 以上が必要。（ホームページより） 

 
・寒冷地（-５℃以下）、標高 1500m 以上、塩害（沖縄など）の影響がある地域は導入できない。 
・保証期間は 10 年間で、定期点検は 2 年に１度実施。 

SOFC システムの概観 

リチウムイオン蓄電池 
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２．蓄電池について 

・電力消費量の少ない夜間などには、発電効率が低くなる部分負荷で SOFC が運転される。しか

し、蓄電池を装備することで、夜間にも定格運転を継続し蓄電池に充電し、電力消費量の多く

なる時間帯に放電することで、高効率発電を継続し、家庭で消費する電力のほぼ 100％を賄う

ことができるようになる。 
・蓄電池ユニットは、リチウムイオン電池(現在設置しているものは NEC 製だが、今後自社製品

が発売される予定)を使用。リチウムイオン電池は現状では高価であることが蓄電システムの普

及にあたっての課題である。 
 
３．創エネハウスについて 

・３年前に完成。首都大学の小泉雅生先生の設計。 
・エネファームと太陽光（発電と暖房の熱源として利用）のダブル発電で、2 世帯分のエネルギ

ーを賄う。 
・太陽熱利用は、200W パネル 26 枚と採光用（ライトスルー型）115W パネル５枚で構成され、

5.8kWh を発電。 
・太陽熱暖房システムは OM ソーラー社製を用い、床下の触媒（エコジュール）に貯め、冬季に

利用。 
・窓面は３重ガラスとし、断熱効果を高めている。日本板硝子「スペーシア 21」。 
・通風（夏季の南風）を考慮した階段構造で、冷房機は１台で賄っている。 
・床暖房は長時間滞在の部屋は温水利用、短時間は電気利用。 
・HEMS でエネルギー機器の稼働状況、電気使用状況を確認。 
・２週間滞在し、普段通りの生活と、省エネ生活を体験してもらい、その記録を収集している。 
 

  

創エネハウス外観（太陽光発電・熱利用パネル）    HEMS ディスプレイ 
 

以上 
＜参考資料＞ 
・JX 日鉱日石エネルギー株式会社ホームページ 
・大阪ガス株式会社 エネファーム ホームページ 
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ヒアリング先：株式会社 ＧＳユアサ 
日 時：平成 25 年 1 月 29 日（文書による回答） 
回答者：産業電池電源事業部 事業企画本部 企画部 事業推進Ｇ 西田氏 

 
１．充放電時における排熱等の周辺への影響と対策について 

・一般的に蓄電池からの発熱は周辺に影響を及ぼすほど大きくはありません。 
・蓄電池の期待寿命に大きく影響を与えるのが周囲温度です。25℃を基準にしていますが、仮に

35℃に上昇した環境で連続使用すると、期待寿命は約半分に短縮します。下表を参照ください。 

 
・制御弁式鉛蓄電池においては電池温度が過度に高くなると、充電電圧を下げて電池温度が低下

する様に制御しています。 
 
２．充放電効率向上（排熱の削除等）、コスト低減に向けての取組等について 

・蓄電池を充電する充電器（整流器）について説明いたします。従来は交流電力を直流電力に変

換するのにサイリスタ素子を使用していましたが、昨今、高い電力変換効率を得るために低損

失のスインチング素子を採用した充電器を製造する様になりました。この充電器はサイリスタ

式に比べて、交流入力電源側に対してノイズ（高周波）低減が図れます。また、入力力率がほ

ぼ 1.0 近くのために、入力電流が少なくなり必要な入力電力の低減が図れます。 
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ヒアリング先：株式会社タクマ 
日 時：平成 25 年 1 月 18 日 13:00～14:00 
回答者：環境技術１部 増田氏 
質問者：齋喜 

 
１．燃焼発電（木質バイオマスボイラ発電など）について 

・（株）タクマにて建設したバイオマス発電施設のうち、「バイオパワー勝田」は処理能力：51,000t/
年、150t/日、発電出力：4,900kW であり、発電効率は約 22.5％である。他社事例では「日田

ウッドパワー」が、処理能力：100,000t/年、300t/日、発電出力：12,000kW であり、発電効率

が約 27％といった事例がある。どちらの発電施設も空冷復水器であり、大気への排熱の大部分

は復水器および排ガス由来となり、電力に変換された熱以外はほぼ大気へ放出されたと考えら

れる。その他、熱交換器の放熱や配管ロス等もあるが、最終的には大気への放出となっている

と考えられる。 
・バイオパワー勝田の場合、木質バイオマスの計画発熱量が 12,560kJ/kg であり、バイオマス原

料 1kg 処理あたり以下の熱が大気に放出されているものと考えられる。 

12,560[kJ/kg]×(1－0.225)＝9,734[kJ/kg] 

1 日あたり 150 トン処理した場合、1 日あたりの大気への放熱量は以下のとおりと推計される。 

9,734[kJ/kg] ×150[t/日]=1460GJ/日 

木質バイオマスボイラ発電は、一度起動すると 24 時間常時稼働しているため、1 時間あたり約

60.8GJ 放熱し続けていると考えられる。 
・日田ウッドパワーについては、発熱量を 10MJ/kg と仮定すると、1 あたり 300 トン処理した場

合、放熱量は同様に以下のとおり考えられる。 
10,000[kJ/kg]×(1－0.27)＝7,300[kJ/kg] 

7,300[kJ/kg] ×300[t/日]=2190GJ/日 
日田ウッドパワーの場合、1 時間あたり 91.3GJ 放熱していると考えられる。 

  
２．木質バイオマス混焼発電（石炭火力発電との混焼など）について 

・従来型の石炭火力発電（石炭の燃焼熱によりボイラで蒸気を発生させ、蒸気タービンで発電）

の発電効率は 40％程度と言われている。また、最新型の石炭ガス化コンバインドサイクル（石

炭をガス化させ、ガスタービンで発電し、さらにガスタービンの排ガスの熱により蒸気を発生

させて蒸気タービンにより発電）の場合は 50％以上の発電効率が得られるようである。 
・事業用火力発電は、ほとんどの場合水冷式復水器であり、蒸気の凝縮熱は海水中へ逃がされる

ため、大気への熱の放出は排ガスのみを考慮すればよいと考えられる。木質バイオマスの混焼

の場合、バイオマスの投入量は操業上支障がない程度（3％程度）であり、従来の石炭火力発電

の排熱量をほぼ同等と思われる。 
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３．バイオマスの熱分解ガス化 

・熱分解ガス化方式の冷ガス効率（供給燃料熱量に対する生成ガス熱量の割合）は 65～70％程度

であり、残りの熱量がガス化するために使われているものと考えられる。ガス化したガスはそ

のままボイラで燃焼される場合があるが、一般的には水冷されて回収され、ガスエンジンの燃

料となる。この場合、大気への放熱はガスエンジンの排気分ということになる。エンジン自体

が空冷の場合は冷却した熱も大気へ放出され、水冷の場合でもインタークーラーで間接空冷の

場合は大気へ放出となるので、ガスエンジンの発電効率から、放熱量が推算できる。 
・木質バイオマスの発熱量を 10,000kJ/kg とし、冷ガス効率 65％、ガスエンジンの発電効率 40％

とすると、原料 1kg あたりの放熱量は以下のようになる。 

10,000[kJ/kg]×0.65×(1－0.4)＝3,900[kJ/kg] 

・ただし、 エンジンの冷却水の熱を何かに使っていたり、エンジン排ガスから熱回収していたり

すると、上記の値より放熱量は小さくなると考えられる。 
 
４．メタン発酵について 

・メタン発酵により得られたバイオガスをガスエンジンにより発電する場合を想定すると、この

場合は、ガスエンジンの効率により大気への放熱量が推算できる。 
・環境省の循環型社会形成推進交付金制度における高効率原燃料化施設の交付要件では、ごみ 1
トンあたり 150m3N のバイオガス(メタン濃度 50％換算)の回収が条件となっている。メタンの

発熱量 35,800kJ/m3N、ガスエンジンの発電効率 35％とすると、ごみ 1kg あたりの放熱量は、

以下のようになる。 

150[m3N/t]×0.5×35,800[kJ/m3N]×(1－0.35)÷1,000＝1,745[kJ/kg] 

1 日あたりの処理量を 30 トン（千葉バイオガスセンター）とすると、以下のとおりとなる。 

1,745[kJ/kg] × 30[t/日]= 5.2GJ/日 

メタン発酵施設は、一度起動すると 24 時間常時稼働しているため、1 時間あたり約 0.2GJ 放熱

し続けていると考えられる。 
・（株）タクマにおけるメタン発酵システムの場合、ガスエンジンのジャケット冷却水の熱でメタ

ン発酵槽を加温しているので、上記の熱の一部は発酵槽内の内容物に移行し、最終的には残渣

および排水として排出される。また、残渣が保有する熱は自然冷却により大気へと移行すると

思われる。排水は生物処理するために若干冷却するが、冷却水の熱はクーリングタワーを経由

して大気へと放出される。 
・なお、残渣を堆肥化する場合、好気発酵により発熱するので、その分の熱は別に考える必要が

ある。 
以上 
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ヒアリング先：NPO 法人 里山倶楽部 
日 時：平成 25 年２月 12 日 11:00～12:00 
回答者：理事 大塚氏 
質問者：石丸、笹野、辻、大場 

 
１．事業の経緯について 

・NEDO と(独)日本万博覧会記念機構の共同研究「公園内木質バイオマス有効活用システム実証

試験事業」として平成 17 年から 5 カ年実施し、その後、システムを継続利用している。同機構

より NPO 法人里山倶楽部が園内から発生する燃料（剪定枝、除去木等）の供給、システムの

運用、森の足湯の営業を委託されている。 
・現在は年間 160 日（週 1 日と夏季と冬季は休業）稼働し、足湯利用者(22 年度)は約 24,000 人。 
 
２．システムの概要について 

・薪（含水率 20％以下）を燃料とするガス化燃焼ボイラ（14kW）とボイラ燃焼熱で稼働するス

ターリングエンジン（定格出力 1kW）を組み合わせ、システムから得られる熱は、隣接する足

湯施設への給湯、電力は当初公園内を走る電気自動車に充電したが、現在は足湯施設の照明に

使用している。 
・間伐材（剪定枝や除去木等）は、公園内（樹林地 120ha）から年間約 100 トン発生する。大半

はチップ化し堆肥やマルチング材に利用されているが、15～20 トンを薪燃料として利用してい

る。薪はストックヤードで 1 年以上野積み乾燥している。 
・ガス化燃焼ボイラ（ドイツ製）：バイオマス処理量 60kg／日（8 時間）、定格出力 14kW。 
・スターリングエンジン（ドイツ製から日本製に変更）：最大出力 700W、加熱媒体(300℃)はオ

イル、冷却は地下水循環、作動媒体は窒素、熱は給湯にも利用。 
・インバーター：最大出力 1.5kW、出力電力 230V/50Hz、接続鉛バッテリ 48V（12V×4） 
・総合効率は 83～84％ 
・貯湯タンク：1000L（足湯に 500L／時間） 
・設置にあたっての規制はなく、稼働中には職員１名程度が常住している。維持管理費（メンテ

ナンス等）は 30 万円/年と電気代、人件費が必要。 
 
３．周辺への影響（排熱等）について 

・ガス化ボイラの排熱は主に煙突から排出されており、温度は 200℃程度である。スターリング

エンジンの冷却は地下水循環で行っている。 
・コージェネレーションシステムとしてのトータルの熱効率は 83～84％であることから、約 16％

が排熱となっている。 
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図 システムフロー（計画時） 

 
図 エネルギーフロー（稼働時：2010 年 2 月 6 日） 

資料）NPO 法人里山倶楽部提供資料 
 
４．システム普及に向けた課題等について 

・バイオマスガス化のシステムは、大型設備になるとタール処理の問題が発生すること、必要な

燃料量も膨大になることから、都市内の公園などに設置する場合は、この程度の規模が適して

いると考える。 
・スターリングエンジンによる発電出力は 50kW も可能であるが、このシステム（定格出力１kW）

でも 500～600 万円とシステム自体のコストがかかるため、導入は容易ではない。本事業は里

山保全という狙いもあるため、実現したとも言える。 
・あきる野市の温泉施設「瀬音の湯」は地域から出る製材所の残材を用いて、35kW の出力と聞
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くが、稼働状況は分からない。 
・スターリングエンジンは、現状では海外メーカーが多く、本事業でも当初のドイツ製エンジン

が２カ年で故障したため、日本製（㈱サクション瓦斯機関製作所）に交換した。なお、国内に

スターリングエンジンのメーカーが少なく、供給可能な燃料量に見合ったエンジンが少ない。 
・燃料のストックヤードが必要となる。本事業でも、公園内の至近地に約 100 ㎡を確保し、カー

トで運搬している。 
 

バイオマスシステム運営管理施設 

ガス化燃焼ボイラ 

スターリングエンジンと熱交換システム 

足湯施設 燃料のストックヤード 

スターリングエンジン 


