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まえがき

1999年の東京モーターショーで燃料電池車が脚光を浴び，

さらに家庭用燃料電池の開発が報道されるなど，近年，マ

スメディアに燃料電池が頻繁に取り上げられる。これは，

1997年12月に京都で開催された地球環境の保全に関する

「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP3）以降，

環境・省エネルギーに対する関心の高まりが背景にあり，

燃料電池によって，エネルギーの供給・利用の形態に大き

な変化が予想されるためと考えられる。

電力エネルギーについて，現在，主流となっている大容

量発電・遠距離送電による方式は，発電設備近隣に熱の需

要がある場合を除き，いわゆるモノジェネレーションであ

り，エネルギーの利用効率は高いとはいえない。多くの場

合，燃料の持つエネルギーの約半分は，利用されずに排熱

として大気あるいは海洋に放出されている
（1）

。

21世紀を目前にして，環境・エネルギー問題は，日本国

内だけではなく，地球規模での対応を必要としている。燃

料電池は，環境適合性に優れた新しいコージェネレーショ

ン（熱併給発電）システムであり，エネルギー利用効率の

向上を実現できる新エネルギーとして位置づけられている。

富士電機は，1960年代から燃料電池の開発に着手し，ア

ルカリ形をはじめ各種の電解質の燃料電池を開発している。

本稿では，現在，開発に注力しているりん酸形および固

体高分子形の燃料電池を中心に，開発の現状と展望などに

ついて述べる。

燃料電池の特徴と原理

２.１ 特　徴

燃料電池とは，電気化学的な発電原理を応用して水素な

どの持つ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する発電

システムであり，下記のような特徴を有する。

排気がクリーンで低騒音である。

小容量でも発電効率が高く，部分負荷でも高い効率が

得られる。

排熱の有効利用で高い総合効率が期待できる。

多様な燃料が利用できる。

現在開発が進められている燃料電池は電解質の種類によ

り，通常 4種類に分類される。燃料電池の種類と特徴を表

１に示す。

２.２ 原　理

燃料電池の発電原理をりん酸形を例にすると，図１に示

すように水の電気分解の逆の反応を利用したもので，電解

質の両側に配置した燃料極および空気極にそれぞれ水素と

酸素とを供給することにより電力を発生するものである。

燃料電池の電圧は無負荷状態で最も高く，負荷の電流密

度を上げるに従って低下する。このとき電圧低下分は熱エ

ネルギーとして放出される。実際の使用電圧は，燃料電池

では 0.6 ～ 0.7V/単電池である。このとき熱電比は約１：１

となり，電池本体の発電効率は 50 ％となる。この電池本

体の効率は，電池面積の大きさにかかわらない。このため，

小容量機でも変換効率が高い。

実用的出力を得るためには，電池を多数積層して電池本
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表１　燃料電池の種類と特徴 

種類 
項目 

りん酸形 
（PAFC） 

電　解　質 
りん酸 

（H3PO4） 

イオン 
　　伝導体 

H
＋ 

燃　　　料 
（反応ガス） 

H2

原　燃　料 

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油 

運 転 温 度 
（℃） 

170～ 
210

発 電 効 率  
（％） 

35～45

溶融炭酸塩形 
（MCFC） 

炭酸塩 
（Li2CO3， 
　 K2CO3） 

CO3
2－ 

H2，CO

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油， 
石炭ガス 

600～ 
700

45～60

固体電解質形 
（SOFC） 

ジルコニア 
（ZrO2） 

O
2－ 

H2，CO

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油， 
石炭ガス 

900～ 
1,000

50～60

固体高分子形 
（PEFC） 

イオン交換膜 

H
＋ 

H2

天然ガス， 
LPG， 
メタノール 

常温～ 
100

45～60
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体が構成されている。

２.３ システム構成

水素を入手できる場合を除いて，燃料電池本体に供給す

る水素は，都市ガスなどの原燃料を改質して利用する。

燃料電池発電装置のシステム構成を図２に示す。燃料改

質器は，原燃料である天然ガスや液化石油ガス（LPG），

メタノールなどを水素に富んだガスに変換する装置であり，

改質反応により生じた一酸化炭素（CO）をシフト反応器

で，さらに水と反応させ水素を生成している。このように

生成した水素と空気（酸素）を燃料電池本体に供給するこ

とにより，直流電力を発生させる。この直流電力を逆変換

装置で交流電力に変えて出力する。そのほかに，燃料電池

の機器を制御する制御装置，燃料電池本体の冷却機器，反

応により生成した水を回収するための凝縮器などから構成

される。

燃料電池の開発状況

３.１ りん酸形燃料電池

３.１.１ 概　況

りん酸形は現在最も開発が進んでいるもので，商用段階

にさしかかっている。特に，50 ～ 500 kWクラスのオンサ

イト形は熱を利用するコージェネレーションシステムとし

て普及が期待されている。

りん酸形燃料電池の導入実績は，1998年 2 月末において

海外を含めて約 420 台が設置されており，このうち約 190

台が運転を継続している。国内では 160 台以上の導入実績

があり，81台が運転されている
（2）

。

これらのなかには，りん酸形の寿命の目標とされている

40,000 時間を超える累積運転時間が実証されたものがあり，

さらに連続運転時間も 1年間以上を達成した事例があり，

信頼性は実用機のレベルと判断される。

オンサイト用の国内メーカーは 3社であり，（株）東芝お

よび三菱電機（株）が 200kW機を，富士電機が 50kW，100

kW，500 kW機を開発している。それぞれのメーカーで

は商用機の開発がほぼ終わり，本格的な販売活動を行い，

フィールドへの導入を積極的に進めている。

３.１.２ 富士電機の開発状況

富士電機は，図３の開発計画に基づいてりん酸形燃料電

池の商用化に取り組んでいる。これまでに 50kW，100kW

富士時報 Vol.73 No.4 2000

208（4）

原燃料 
天然ガス， 
メタノール， 
LPG 
など 

制 御 装 置 

燃料 
改質器 

シフト 
反応器 

燃料電池 
本体 

逆変換 
装置 

排熱利用 

水素リッチ 
ガス 
 

空気 
改質反応 
  CH4 ＋ H2O       CO ＋ 3H2 
シフト反応 
CO  ＋ H2O       CO2 ＋ H2

直
流 

交
流 

図２　燃料電池発電装置のシステム構成
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図１　りん酸形燃料電池の発電原理
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のオンサイト形燃料電池を中心に90台を超える運転実績が

あり，累積運転時間は 150 万時間を超えている。耐久性の

指標とされる累積運転時間が 40,000 時間を超えるサイト

が 6サイトに達している。さらに，信頼性の指標とされる

無停止連続運転時間が 10,000 時間を超えるサイトが出現

している。特に，図３の開発計画に示す第一世代機の経験

を生かし開発した新形の燃料電池を1995年に採用してから，

順調に運転時間を延ばしている。なかでも，1997年に納入

した 100 kWの商品機プロト機，改良形 50 kW機，1998年

に納入した改良形 50 kW機は 90 ％以上の高稼動率で運転

されており，性能面で商用レベルに達している。

現在，従来機に比較してコストを半減した 100 kW第一

次商品機を1998年下半期から販売している。この 100 kW

燃料電池の仕様を表２に，また，外観を図４に示す。本装

置の形状は，屋外設置可能なパッケージ形である。したがっ

て，工場で組立完成後，設置場所に輸送するため，現地設

置にかかわる工期が短いという利点がある。本装置は，メ

ンテナンス性を配慮し，大形機器を前面に配置するレイア

ウトを採用している。

本装置は，100 kWという小容量においても発電効率

40 ％（LHV：Low Heat Value）が得られ，排熱も利用す

ると総合効率は 80 ％以上となる。さらに，図５に示すよ

うに，定格条件での効率が高いばかりでなく，部分負荷に

おいても高い効率が得られる点が特長である。

３.２ 固体高分子形燃料電池

３.２.１ 概　況

固体高分子膜を電解質として用いる固体高分子形燃料電

池は，最近，自動車用の燃料電池として脚光を浴びている。

その理由は，高い出力密度が期待される，動作温度が

100 ℃以下で常温から起動できる，構成材料の選択範囲が

広く量産化により大幅な価格低減が見込まれる，などの特

長があるためである。また，動作温度が低く，排熱の温度

も低いため熱供給は 60 ℃程度の温水に限られることから，

可搬形電源および家庭用などの比較的小規模の分散形電源

としても開発が進められている。

可搬形および分散形電源については，新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）の委託を受けて，（株）東芝

が都市ガスを燃料とする 30 kW級コージェネレーション

電源を，三洋電機（株）が 2kW級の家庭用のコージェネレー

ション電源を，三菱電機（株）はメタノールを燃料とする

10 kW級の可搬形電源の開発を行っている
（3）

。

また，松下電工（株）がブタンガスのカセットボンベを燃

料とするポータブル電源を開発しており，三洋電機（株）が

水素ボンベを用いた 1kW級可搬形電源を，さらにこのほ

かにも松下電器産業（株），三菱重工業（株），富士電機など

が開発を行っている。

自動車用電源については自動車メーカーを中心に，国内

ではトヨタ自動車（株），本田技研工業（株），日産自動車

（株），マツダ（株）などが，海外では Daimler Chrysler 社，

Ford 社などが固体高分子形燃料電池発電システムを搭載

した自動車の開発を行っている。1999年の東京モーター

ショーでは，国内外の自動車メーカーが競って燃料電池車

の展示を行っている。さらに，カナダの Ballard Power

Systems 社は自動車メーカーなどに電池本体を供給する

ほかに，バス用および定置用 250 kWを，Siemens 社は潜

209（5）
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図４　100 kW燃料電池の外観

高温排熱割合 

低温排熱割合 

発電効率 

0 20 40

40

60

60

80

80

100

100

0

20

効
　
率
 (
％
) 
L
H
V

出　力（送電端）(kW)

図５　100 kW機の効率の例

表２　100 kWりん酸形燃料電池の標準仕様 

項　目 仕様値 

定格出力（送電端） 

出力電圧・周波数 

発電効率（送電端） 

総合効率 

原燃料，消費量 

運転方式，運転形態 

熱出力 

NO 

騒音特性 

代表寸法 

質　量 

x

100 kW 

200/220 V（50/60 Hz） 

40％（LHV） 

80％（LHV） 

都市ガス13A，22m3/h（Normal） 

全自動運転，系統連系 

17％（90℃温水） 
23％（50℃温水） 

5 ppm以下（O27％換算） 

65 dB（A）（機側1 m） 

2.2 m（W）×3.8 m（L）×2.5 m（H） 

12 t
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水艦用およびバス用を開発している。

３.２.２ 富士電機の開発状況

固体高分子形燃料電池自体は，1960年代から衛星船「ジェ

ミニ」に搭載されるなどしていた。しかし，当時は，固体

高分子膜の耐久性が得られにくいという欠点があった。

富士電機はその後，固体高分子膜の性能が高められたこ

とから，1989年に固体高分子形燃料電池の開発に着手した。

これまでに富士電機は，水素ー空気形の 1～ 5kWを製

作し，電池本体の評価を行ってきた。さらに，電池本体の

信頼性向上について要素技術開発を進めてきた。1999年に

開発拠点をりん酸形燃料電池部門に統合し，都市ガス，メ

タノールなどを燃料とする改質ガスを用いる固体高分子形

燃料電池システムの開発に注力している。

燃料電池の今後と課題

ここまで述べてきたように，燃料電池は優れた環境性，

省エネルギー性，燃料の多様性などから将来にわたって発

展が期待される発電システムである。1994年の総合エネル

ギー対策推進閣僚会議において定められた「新エネルギー

導入大網」，さらには1998年の「長期エネルギー需給見通

し」で定置用燃料電池は2010年までに 220 万 kWの導入

目標が策定されている。燃料電池発電システム導入に対す

る具体的な政府の対応として，「新エネルギー利用等の促

進に関する特別措置法」による補助金（補助率：地方自治

体 1/2，民間 1/3）交付制度や「エネルギー需給構造改革

投資促進優遇税制」などの導入支援が定められている
（4）

。

４.１ りん酸形燃料電池の課題

りん酸形については，オンサイト用は技術的には各メー

カーともほぼ実用化のレベルに達し，商用化が開始されて

おり，前記目標達成に向け，今後も市場導入を先導してい

くものと期待される。しかしながら，他の新エネルギーと

同様に経済性だけの比較では，市場で十分な競争力を持つ

には至っていないのが実情である。他のコージェネレーショ

ンと競合するにはコストの低減という大きな課題があり，

今後ともコストダウンに向けた開発が必要である。特に，

燃料電池本体は発電装置の 40 ～ 50 ％のコストを占めてお

り，主要構成材料であるカーボン材のコストダウンが重要

なかぎを握っていると考えられる。

また，コストダウンのための開発のみならず，一層，普

及拡大のために，環境性，省エネルギー性などの燃料電池

の特徴を生かした分野への適用も試みられている。例えば，

未利用資源である生ごみ消化ガスを利用した燃料電池発電

システム，副生水素を利用した燃料電池発電システムなど

の事例がある。また，都市ガスと備蓄燃料の切換運転が可

能なマルチ燃料形燃料電池発電システム，高品位電源とし

て無停電電源装置対応形，防災拠点（ライフスポット）な

どへの適用も考えられている。

４.２ 固体高分子形燃料電池の課題

開発が加速されている固体高分子形燃料電池の課題は，

発電システムの完成，フィールドテストによる信頼性の検

証，コスト低減などがある。コストについては，自動車用

途の市場規模が大きいことから固体高分子形燃料電池のコ

ストが劇的に低減でき，その成果が家庭用燃料電池にも波

及するというシナリオが想定される
（5）

。このシナリオが成立

するためには，技術的に自動車用途の燃料電池発電システ

ムが完成すればよいだけではなく，同時に燃料の供給設備

も充実されなければならない。燃料供給設備をどのように

整備するかという課題も重要である。

あとがき

地球規模での環境問題やエネルギー資源問題の解決に貢

献できる燃料電池は，21世紀初頭からの普及が期待されて

いる。今後とも，本格的な市場形成に向けた導入支援や技

術開発支援が必要であり，国およびユーザー各位の一層の

ご理解とご支援をお願いする次第である。
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