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あったもので、同校の中学３年生６名が修学旅行中行事の
一環として、2012 年５月 22 日の午後に来訪した。対応に
当たって予め同校に燃料電池についての学習状況を確認し
たところ以下の通りであった。
・３年時、11 月頃に、イオンの範囲の中にある電池の単

元で、何種類かの電池と共に紹介する。
・簡単な仕組みとして、水素と酸素が反応して水ができる

時に電気エネルギーが発生すること、すなわち化学エネ
ルギーが電気エネルギーに変換されることを教える。

・この反応に伴って、水だけが発生することから、環境に
対する悪影響が無いことにも触れる。

・電極反応に関しては、例えば水の電気分解で、水素と酸
素が発生することは２年時に学習しているが、生徒はな
ぜそうなるのかの説明はできない。

　従って、３年時11月頃まではイオンに関する知識は全く
持ち合わせていないことになる。そこで、１時間半程度で
理解してもらうには理屈よりは実際に燃料電池セルを組立
てたり、その特性を測ることを体験することにより、“化学
エネルギーから電気エネルギーへの直接変換”を実感して
もらうことに重点をおくことにした。一方、1830年代のグ
ローブらによる原理の発見・実験から実用化まで時間が掛
かっているのは必要な特性を満足する部材の開発に依存し
ている面がある。そのような意味で中に入っている素材に
触れてもらうことが重要であると考え、FCDIC会員等に
その旨を連絡したところ以下の企業から協力を頂くことが
できた。ここに記して感謝の意を表したい。

１．はじめに

　1990年代の初めには大学院で化学系を専攻した卒業生で
も燃料電池という言葉は関係者の専門用語という意識だっ
たように思われる。しかし、最近ではマスコミ等による家
庭用コジェネシステムや燃料電池自動車（FCV）の報道に
より、燃料電池の名前は一般的なものとなり“高効率”、“環
境に優しい”などのイメージでとらえられているようで
ある。また、理科だけでなく、中学生の英語教科書に fuel 
cellという言葉が巻末の単語集に掲載されている例がある
など、今や小学生にも燃料電池という言葉は知られる存在
となった。多年燃料電池に携わってきた方々は隔世の感を
覚えておられることであろう。
　さて、FCDIC では、「特定非営利活動法人 学校サポー
トセンター１）」からの紹介等により中学生に対する「職場
体験学習」を受け入れている２）。職場体験学習は文科省の
教育プログラムの一環として、生徒が事業所などの職場で
働くことを通じて実施されており、職業や仕事の実際につ
いて体験したり、働く人々と接したりする学習活動と説明
されている３）。これまでに来訪した中学校の報告書を見る
と訪問する職場は極めて多岐に亘っている。当センターを
来訪する生徒はそれなりにエネルギー・環境問題さらには
燃料電池の原理に興味があるとは言え、教育プログラムの
中ではまだ十分な知識を得ていないことや受け入れ時間が
概ね１時間半～２時間程度であることから、座学はほどほ
どにして燃料電池の組み立てや発電試験を体験ないしは見
学して貰っていることが多い。小中高生の理科教育振興が
重要視されている。当センター事務局における中学生受け
入れの状況を報告することで、賛同される方々の尚一層の
ご協力・ご参画を期待する次第である。

２．三重県津市立橋南中学校

　本件は NPO 学校サポートセンターを介しての依頼が
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表１　協力会社と提供サンプル等
Table１　Materials provided by the cooperating companies 

会社名 提供サンプルおよび支援項目

石福金属興業㈱
Pt/C 触媒サンプル、触媒 TEM写真、
Pt インゴット模型、

㈲MFCテクノロジー ガス拡散基材サンプル、パンフレット

菊水電子工業㈱ FC特性評価機器および測定指導

日本ゴア㈱ MEAサンプル

㈱ケミックス 組立セルおよび組立指導
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が印象的であった。事前に送られて来た質問状には各自の
テーマとそれに対する提言が記されていた。以下は中学生
の質問事項であるが、指導教諭と充分なディスカッション
をしていたものと思われる。
・これまでの結果、水素を得る方法として一番効率がいい

方法は何でしょうか。
・水素ガススタンド建設についての研究は今現在どうなっ

ているのでしょうか。
・燃料電池のコストを低下させるにはどうしたらよいので

しょうか。
・燃料電池に使われている白金以外の触媒の研究はなされ

ているのでしょうか。
・日本の気候に合っている最も適している自然エネルギー

は何だと思われますか。
・原子力発電でまかなっている電力を再生可能エネルギー

でまかなうには、設備としてどのくらいの費用が必要と
なるのでしょうか。

・今後、再生可能エネルギーの中でどのエネルギーが増え
ていくと予想されるでしょうか。

　中学生３人がFCDICを訪れたのは2012年11月７日であ
り、一般中学のカリキュラムでは燃料電池の原理を学習が
なされる頃である。修学旅行の中で活動であるのは三重県
の中学生と同様であり、ほぼ同様の対応を行った。中学生
と指導にご協力頂いた会員企業の方々および職員の記念写
真を図２に示す。生徒が手に持っている小さなセルは彼ら
が組み立てた燃料電池である。３月13日に届いた３人の卒
業論文のタイトルはそれぞれ以下の通りである。
・「日本の次世代車…燃料電池自動車で日本をクリーンに

…」
・「発電構成…安全で ECO な日本にするための発電…」
・「再生可能エネルギーで新しい日本を…課税で普及、分

　当日は、まずは自己紹介に始まり、続いて FCDIC の紹
介、燃料電池の基礎を説明後、市販キットを用いての組立・
簡単な発電試験を行った後、各自組立のセルについて燃料
電池特性評価装置を用いての電流・電圧特性を測定した。
キットは細かい部品から構成されており、生徒達はこわご
わと組立をしていたが、MEA のセッティングやネジの締
め付けなどは微妙な点があるため、測定データは各者各様
で、生徒によっては指導者に組立てなおしてもらいやっと
発電できたものもあった。彼らは修学旅行の中で各グルー
プに分かれての訪問学習である。測定結果の説明を神妙な
顔で聴いていた彼らもその後の休憩時に出されたお菓子に
は歓声を上げ、集合場所に向けて元気よく出発した。
　図１は菊水電子工業㈱の秋山氏の指導で測定された電流
電圧曲線のデータシートの例である。グラフの見方ととも
に「燃料電池の研究に携わるような人になってくれるとう
れしいと思います。」との同氏のコメント付きで全員のデー
タが学校に送られた。

図１　中学生の組み立てたセルの電流電圧曲線の例
Fig.１　An example of the measured IV-data on May 22 th, 2012

　後に学校より届いた訪問学習のまとめには、燃料電池が
アポロ宇宙船に搭載されていたことをはじめて知ったこ
と、燃料電池が自分たちでも作れたことや実際に発電でき
て感激したことなどが記されており、旅行の中で生徒達の
印象に残る出来事だったと思われる。

３.　岡山県立岡山操山中学校　

　同校は中高一貫教育システム４）を採用しており、中学
３年生は総合的な学習の時間「未来航路プロジェクト」に
おいて各自で課題を設定して卒業論文を作成する。その一
環として、職場訪問学習を行うとのことであった。
　彼らの FCDIC 訪問に当たってはリーダーの生徒が直接
に依頼の電話を掛けてくることから始まった。緊張した声

図２　訪問生徒との記念写真
Fig. 2　A shot of the FCDIC navigators and students
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画を立て未知の会社を訪問することは彼らにとって非常に
印象深い体験になっていると思われる。「知識は力なり」
の言葉で有名なフランシス・ベーコンは、“Travel, in the 
younger sort, is a part of education；in the elder, a part 
of experience.”（旅は若い人には教育の一部に、そうでな
い人には経験の一部になる。）という言葉を残している。
　資源の乏しい我が国において、厳しい国際競争の中に
あっても豊かで充実した国民生活を維持してゆくために
は、科学技術の振興・充実が極めて重要であり、官学民が
一致協力して小中高からの理科教育振興を図るべきであろ
う。種々関連ウェブサイトを検索した範囲では、民間の具
体的な活動としてはソニー㈱創業者 井深大氏が昭和34年
に小学校に理科教育振興資金贈呈を開始した５）のをもっ
て嚆矢となすように思われる。小学校のウェブサイトの沿
革の欄などに同財団の受賞を記した例は多い。時は移り、

「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」（ブダペスト
宣言、1999年）６）に訴えられているように、科学教育には
単に技術的な観点のみならず、その社会への影響も考慮
することが求められている。現在、ESD （Education for 
Sustainable Development：持続可能な開発のための教育）
が国際的にも重要な課題として採り上げられている７）。
　今後、中学生の体験学習に限らず、民間企業会員や大学
等の学術経験者および産総研等を会員とする FCDIC の活
動が若者の燃料電池や環境に対する関心や理解を広い視野
で高めていく事に幾ばくかでも貢献できれば幸いである。
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業で共存…」
　いずれも力作であり、緒言から始まり最後は提言でまと
め、引用・参考文献付きであった。このようなレポートを
中学３年生がまとめるには指導教諭だけでなく、友達や家
族の応援があってのことであろう。彼らの今後の成長・活
躍を大いに期待するところである。

４．福島県郡山市立大槻中学校

　本件は学校サポートセンターからの依頼による。同セン
ターによると、同校では福島原発事故以降訪問学習ができ
ていなかったが今年度より開始しているとのことであっ
た。日時は４月11日（木）午前10時訪問・出発11時半厳守、
生徒数は中学３年生男子７名とのことで、時間と場所の制
約を考慮し、説明後の燃料電池組立・発電は二人一組とし
た。一人はFCDIC事務職員１名とペアで体験してもらっ
た。発電特性はOCVが１V近いものから、発電できないも
のまで、悲喜こもごもと言っては大げさであるが、各組で
特性差が生ずるのは毎回のことである。最も高いOCVが
得られたセルは電流電圧特性を測定し、電流を流すと電
圧が下がる様子を全員興味深げに見つめていた。静かなグ
ループであったが、休憩時間に感想を求めたところ、自分
が組み立てた燃料電池で発電できたときの感激は誰でも同
じであったようである。班長が代表しての挨拶の後、各自
旅行鞄を携えて修学旅行の集合場所に向けていそいそと出
発した。

図３　組立セルの“パタパタとんぼ”による特性確認の様子
Fig. 3　 Successful checking of the characteristics of the 

assembled cell using a dragonfly toy

５．おわりに

　FCDIC 事務局の中学生の職場体験学習受け入れの状況
について昨年から今年に掛けての例を採り上げて紹介し
た。事後に届く生徒達の感想文等を読むと自分達で旅行計

報  告　Report


