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まえがき

固体高分子形燃料電池（PEFC：Polymer Electrolyte

Fuel Cell）は，電解質にイオン交換膜を使用する燃料電

池である。

PEFCの開発の歴史はゼネラルエレクトリック社におけ

る開発と1965年「ジェミニ」衛星船への搭載にさかのぼり，

シーメンス社における潜水艦用PEFCの開発とあわせ，宇

宙用や軍事用といった特殊用途への適用を中心に開発が進

められてきた。その後，PEFCの欠点であった電極触媒層

における白金使用量が大幅に低減されたことや，出力密度

の大幅な向上が図られたことから，自動車用動力源や家庭

用などの定置形電源としての実用化に向けて精力的に開発

が進められている。特に，自動車用では国内外の主要な自

動車メーカーが2004年ごろまでに燃料電池を動力源とする

自動車を開発し販売することを発表するなど開発は過熱し

ている。

富士電機では1989年に PEFC の開発に着手し，小形の

定置用電源をターゲットに開発を進めている。本稿では

PEFCの構成・特徴，富士電機における開発状況について

述べる。

PEFCの構成と特徴

２.１ PEFCの構成

PEFCの構成を図１に示す。PEFCには空気と，水素を

主成分とする燃料ガスが供給され，空気中の酸素と燃料ガ

ス中の水素の電気化学反応により電気を発生する。

電解質となるイオン交換膜は一般に数十～ 100μmの厚

さのパーフルオロスルホン酸高分子の膜で，高い水素イオ

ン導電性を持つ。

イオン交換膜は空気極および燃料極により挟持され，図

２に示す膜・電極接合体（MEA：Membrane Electrode As-

sembly）を形成する。空気極・燃料極の各電極は，電気

化学反応を生じる触媒層と集電体の役割を持つ拡散層とか

ら構成される。触媒層は，白金を主成分とする金属成分を

カーボンブラックに担持した触媒，イオン交換膜を溶解し

た電解質溶液，および結着剤としてのフッ素樹脂を混合し

て製作される。高い出力を得るには膜・電極接合体の最適

化が重要である。

膜・電極接合体は反応ガスの流通路を備えたセパレータ

で挟持され，電池の基本ユニットとなる単セルを構成する。

セパレータは反応ガスに対する高い気密性と電子導電性が

要求され，カーボン材や金属板が用いられる。セパレータ

の一方（図１では空気極側）の裏面（反応ガス流通路の逆

側）には，電気化学反応により発生した熱を除去し，電池

温度を一定に制御するために冷却水を流すことが多い。

電池内ではイオン交換膜を湿潤状態に保ちつつ，他方で

は水がガス流通を阻害せぬように水を管理することが重要

な開発ポイントとなっている。イオン交換膜の乾燥を防ぐ
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図２　膜・電極接合体（MEA）の構成
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図１　PEFCの構成
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ために，あらかじめ加湿した湿潤な反応ガスを供給するこ

とが多い。単セルを多数積層して燃料電池スタックを形成

し，所定の出力を得る。

２.２ PEFCの特徴

PEFCには静かでクリーン，小容量でも高効率といった

長所がある。燃料電池のうちで現在最も開発が進んでいる

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

と電池スタックの特徴を比較すると表１のとおりで，主な

ポイントは下記のとおりである。

（長所） ™運転温度が 80 ℃程度と低い。

→室温からの起動が可能である。

→電極劣化が少ない。

→樹脂材料を広く使用できる。

™イオン交換膜を用いる。

→出力が高く高効率，高出力密度である。

→許容差圧が大きく制御が容易である。

（短所） ™運転温度が 80 ℃程度と低い。

→一酸化炭素による触媒被毒が大きい。

→生成水がガス流通を阻害することがある。

™イオン交換膜を用いる。

→湿潤状態に保つ必要がある。

以上，電池スタックの特徴を述べてきたが，発電装置と

しては運転温度が低いために排熱温度が低く，その利用が

限られる，改質器から燃料ガスを供給する際には改質反応

に必要な水蒸気を得るために効率が下がる，といった欠点

もある。

富士電機におけるPEFCの開発経緯

富士電機における PEFCの開発経緯を図３に示す。

開発に着手したのは1989年である。当初は電力事業用な

どの大容量機の開発を主眼とし，電極面積 600 cm2 にて最

大で 5kWのスタックを，また電極面積については最大で

2,000 cm2 の 1 kWスタックを開発した。これらはいずれも

燃料ガスに純水素を用いて運転試験を行い，良好な結果を

収めた
（1）

。

その後，電池の小形化や長時間連続運転に対する信頼性

の向上などの基礎的検討に注力した。

今後は各家庭にて発電と給湯を行う家庭用 PEFC発電

システムなどを念頭に天然ガスや液化石油ガス（LPG）な

どを燃料とする PEFCシステムの開発に努め，システム

としての評価を行う計画である。

開発状況

４.１ 無加湿PEFCの開発

前述のとおり PEFCの開発において，電池内の水管理

は最も重要な技術課題である。セルスタックにはイオン交

換膜の乾燥を防ぐためにあらかじめ加湿した反応ガスを供

給することが多いが，加湿装置が必要となり，装置が複

雑・大形になりコストも高くなる。また，電池内の水が多

くなるとガス流通路の閉そくによる電池性能の低下を生じ

ることもある。そこで，電池反応によって発生する水によ

りイオン交換膜から蒸発する分の水分を補い，反応ガスの

加湿部を要しない無加湿 PEFCの開発に取り組んだ。

ガス流路などのセル構造を最適化した結果
（2）

，加湿をして

いない水素と空気を直接電池に供給しても安定な運転が可

能となり，しかも加湿した水素・空気を用いた場合と比べ

ても遜色（そんしょく）のない出力特性が得られるように

なった。図４に電極面積 50 cm2 の単セルを用いて行った

連続セル特性試験の結果を示す。約 4,000 時間運転を行い，

安定したセル特性を得た。
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表１　PAFCと PEFCの比較 

分　類 
項　目 

電　　解　　質 

運　転　温　度 

運 転 開 始 温 度 

出力密度（H2-Air） 

許　容　差　圧 

停 止 時 の 保 温 

CO 許 容 濃 度 

りん酸形燃料電池 
（PAFC） 

りん酸（液体） 

190 ℃程度 

130 ℃程度 

0.15～0.2 W/cm2 

3 kPa 程度 

必要 

1％以下 

固体高分子形燃料電池 
（PEFC） 

イオン交換膜（固体） 

80 ℃程度 

室温 

0.2～0.5 W/cm2 

50 kPa 以上 

不要 

0.01％以下 

単セル 電池本体要素開発 

水素ー空気スタック 
600cm2×6セル 

水素ー酸素ユニット 
250cm2×50セル 

水素ー空気スタック 
2,000cm2×2セル 

水素ー空気スタック 
600cm2×30セル 

水素ー空気 
スタック 

100cm2×45セル 

改質ガスー 
空気システム 

改質系機器開発 
（PAFCでの開発も含む） 

1989 
（H.1)年 

1990 
（H.2)

1991 
（H.3)

1992 
（H.4)

1993 
（H.5)

1994 
（H.6)

1995 
（H.7)

1996 
（H.8)

1997 
（H.9)

1998 
（H.10)

1999 
（H.11)

  2000 
（H.12)

1kW

高信頼化セル 1kW

4kW

1kW

数kW

CO除去技術 

都市ガス，プロパン，メタノール改質技術 

5kW

図３　富士電機におけるPEFCの開発経緯
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４.２ 水素ー空気PEFCスタックの開発

前述の単セル試験の結果を踏まえ，電極面積 100 cm2 の

単セルを10セル積層した10セルスタック（図５）を製作し

試験した。図６に加湿なしで，水素および空気を反応ガス

として供給したときの出力特性を示す。負荷電流 40Aに

おいて 260Wの出力が得られた。また，平均の単セル電

圧も電極面積 50 cm2 の単セル試験の結果と同等で，セル

間のガス等配性を含め，再現性よくセルが製作されている

ことが確認できた。現在は，加湿なしで水素と空気を反応

ガスとして運転する 1kWスタックの製作を進めている。

主な仕様を表２に示す。

また，家庭用などの PEFC発電システムとしては，燃

料として天然ガスやLPGなどを用いる必要があり，スタッ

クに供給される燃料ガスはこれらのガスを改質器で処理し

た改質ガスとなるため，改質ガス対応 PEFCの要素技術

開発を実施している。

４.３ 発電システムの開発

家庭用 PEFC発電システムの開発を念頭に，システム

の検討，燃料改質機器の開発，改質ガス中の一酸化炭素

（CO）の濃度を 10 ppmレベルまで下げる CO除去器の開

発などを，PAFC開発で培った技術を生かして進めてい

る。

今後の開発

2000年度は水素ー空気 1kWスタックの運転結果をもと

に現在開発中の PEFC 用改質器および改質ガス対応

PEFCスタックを組み合わせ，制御機器，インバータも含

むAC出力 1kW程度の，天然ガスを燃料とした PEFCシ

ステムを開発する。発電システムとしての評価テストを行

い課題を抽出し，PEFCシステムの改良設計を進めるとと

もにコスト低減の見極め，適用用途の検討を行う。

PEFC発電システムの実用化に向けては，発電システム

としての信頼性の向上，メンテナンスの簡易化そしてコス

ト低減が重要な課題である。コスト低減に向けては PEFC

スタックのセパレータ板，イオン交換膜，触媒といった材

料コストの低減は大きな課題である。

あとがき

これまでに水素ー空気形無加湿 PEFCの基本特性評価

を終え，これからは発電システムとしての開発・評価に注

力していく。実用化に向けては解決すべき課題も多いが，

信頼性確保を第一にしながら開発を加速していく所存であ

る。関係各位のご支援とご協力をお願いしたい。
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図４　50 cm2 単セルの連続試験結果（水素ー空気）
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図６　100 cm2 × 10セルスタックの出力特性（水素ー空気）

図５　100 cm2 × 10セルスタック

表２　水素ー空気1 kWスタックの仕様 

燃 料 ガ ス 

酸化剤ガス 

加　　　湿 

セ　ル　数 

電 極 面 積 

出　　　力 

水　素 

空　気 

な　し 

45セル 

100 cm2 

1.2 kW
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