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環境性に優れたエネルギー利用方法として､ 水素・

燃料電池システムが注目されています｡ しかし､ 燃料

電池は家庭用の分散型電源や自動車用の駆動電源など

身近な用途として期待されるものの､ その実体につい

ては正確に把握されていないように思われます｡ それ

にはおそらく理由があり､ 燃料電池はエネルギーでは

ないのに新エネルギーの如く取り上げられたり､ 燃料

電池本体の環境性能ばかりが強調されて､ その燃料と

なる水素がどこからもたらされるのかあいまいのまま

であったり､ そもそも燃料電池という名前からしてよ

くわからなかったりと､ こうした事態の一つ一つが燃

料電池に対する理解に混乱を与えているものと思われ

ます｡ 本文がそのような燃料電池システムについて､

少しでも理解する一助となれば幸いです｡
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燃料電池は､ ｢電池｣ とありますが､ 電気を蓄える

装置ではありません｡ 燃料として水素を用いて発電を

行う装置です｡ ただし､ それは火力発電のような熱機

関による発電方式ではなく､ 触媒と電解質を用いて蓄

電池と同様に化学エネルギーを直接電気エネルギーに

変換する方式です｡ すなわち､ 燃料電池は燃料を供給

しながら電池 (化学電池) の原理に基づいて発電を行

う装置ということです｡ それが燃料電池という名前の

意味するところです｡

燃料電池の作動原理の模式図を���に示します｡ こ

こでは後述する固体高分子形燃料電池の作動原理につ

いて示しますが､ 他種の燃料電池ついても基本的な原

理は同じです｡ 燃料電池は､ 電解質を二つの電極で挟

んだ構造を基本単位としています｡ これをセル (燃料

電池は英語でfuel cellと言います) と呼び､ 実際の燃

料電池は､ ひとつのセルのみでは発電量が小さいので､

複数のセルを直列に接続した構造をしています｡ 燃料

極から水素､ 空気極から酸素 (空気) が入ります｡ 水

素は触媒の働きで､ 電子と水素イオンに分離します｡

両極間の電解質は､ イオンのみを通す性質を持ってい

るため､ 水素から分離した電子は電解質を通過できず､

電線を通して外部回路を流れます｡ この現象が燃料電

池における発電です｡ そして､ 空気極では､ 電解質中

を移動してきた水素イオンが導線を通して移動してき

た電子を受け取り､ さらに酸素と結合して水になりま

す｡ そして､ このときに熱が発生するため､ 電力とと

もに熱利用も可能となります｡

燃料電池は､ %��に示すとおり電解質の相違などに

よって大きく5つの種類に分けられます｡ アルカリ形

燃料電池(AFC)は､ 高効率で高性能ですが､ 二酸化炭

素を含まない高純度な水素を必要とし､ 現状では宇宙

開発など特別な用途にのみ利用されています｡ 固体高

分子形燃料電池(PEFC)は､ 作動温度が100℃以下と低

く､ また出力密度が大きいので小型化・軽量化が可能

で､ 電気自動車の駆動電源 (燃料電池自動車) や家庭

用分散型電源､ さらに携帯用の電気機器類の電源とし

て幅広い用途が期待されています｡ リン酸形燃料電池

(PAFC)は､ 最も早くから商用化された燃料電池で､

性能的にも4万時間を超える安定した実績を有します｡

発電規模としては､ 50～200kW級であり､ ホテルや工

場､ 病院などにおける導入が進められています｡ 固体
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酸化物形燃料電池(SOFC)は､ 作動温度が700～1000

℃と最も高く､ 燃料電池内部で燃料を改質できるとと

もに､ その排熱を利用してガスタービン発電と組み合

わせる等､ 高効率な発電システムの構築が可能です｡

発電規模も1kW～数十万kWまでと広い利用途が期待

されており､ 現在､ 数百kW級の業務用を対象とした

実証試験段階にあります｡ 溶融炭酸塩形燃料電池

(MCFC)は､ 火力発電所を代替するMW級の大規模発

電用として開発中です｡ SOFCと同様に､ 高い排熱温

度を利用した複合発電が可能です｡ さらに､ 発電に二

酸化炭素を必要とし､ 燃料極側の排ガスに二酸化炭素

が濃縮するため､ 二酸化炭素の回収方法としても期待

されます｡
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燃料電池は､ 表-1に示した通り約30％～65％という

高い発電効率を示します｡ ただし､ 30％程度の発電効

率というのは､ 現在の火力発電所の発電効率は約40％

ですから､ それほど高い値ではないといえるかもしれ

ません｡ しかし､ 火力発電所はMW級の大規模な発電

機です｡ もっと小規模で同出力の発電機と比較すれば､

その発電効率の差が明確に示されます｡ 例えば

1kW級のポータブルガス発電機の発電効率は十数％で

すが､ それに対して同規模の固体高分子形燃料電池の

発電効率は30％以上となるのです｡ さらに､ 燃料電池

は部分負荷効率が低下しないという特徴を持ちます｡

ガス発電機では定格出力以下の部分負荷運転において

発電効率は低下しますが､ 燃料電池はそうした発電効

率の低下がみられません｡ ���は別海の実験プラント

において得られた燃料電池の部分負荷効率と発電効率

の関係を示します4)｡ この場合､ 発電効率はインバー

タによる損失も含め約30％程度ですが､ 発電効率は如

何なる部分負荷率に対しても低下しないという特徴が

示されています｡ このことは燃料を無駄なく有効に利

用できるということであり､ 従来の熱機関による発電

方式にはない重要な特徴であります｡

家庭用など民生部門において燃料電池発電を利用す

る場合は､ その排熱も利用して総合効率を高めること
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ができます｡ すなわち､ 従来のガスエンジン等による

分散型コージェネレーションシステムが燃料電池にお

いても可能です｡ ���に現在､ 普及が推進されている

都市ガス改質型の家庭用燃料電池システム5) の概念図

を示します｡ 都市ガスを改質した水素を用いて1kW級

の固体高分子形燃料電池により電力と熱 (給湯) を供

給します｡ その総合効率は80％となります｡ そしてこ

の場合､ 従来の電力・熱供給システムは燃料電池の停

止時や急な需要に対応するバックアップとして利用し

ます｡ このようなシステムにおいて､ 燃料電池を優先

的に利用することにより､ 1家庭において年間約1.5t

の温室効果ガスの削減が期待できるという結果が示さ

れています6)｡ ただし､ これだけでは従来のガスコー

ジェネレーションとその機能はほとんど変わらないよ

うに思われます｡ しかし､ 燃料電池は騒音・振動がほ

とんどないこと､ 排気からNO�やSO�など有害物質が

排出されないことなどの特徴をも有しています｡ すな

わち､ 住宅密集地や病院など､ 特に環境が重視される

場所における電源として適しています｡ このことに関

連して､ 燃料電池システムの普及による健康増進への

利点を調査した報告もなされています7)｡ 例えば､ 現

状の自動車のほとんどが燃料電池自動車となれば､ 街

中の空気はさらに浄化されるものと思われます｡ ただ

し､ 燃料電池自動車を含め電気自動車は音が小さすぎ

て逆に危険を察知できないのでは､ という懸念もある

ようです｡

また､ 燃料となる水素は､ 多様な原料や方法により

製造可能です (���)｡ 現在､ 市販されている水素は､

ソーダ電解工場等から生じる副生水素がほとんどであ

り､ 普及が推進されている家庭用燃料電池システムは､

都市 (天然ガス) を主原料として水素製造を行います｡

また､ 将来的には､ 風力・太陽光発電による水電解や､

バイオマス等を原料とする水素製造が期待されます｡

残念ながら水素はこの地上において水素分子の状態

(1次エネルギー) ではほとんど存在しません｡ しかし､

それは化合物の形で身近に多量に存在しています｡ そ

の主要な物質は､ 水であり､ バイオマスです｡ これら

を原料として効率よく水素を製造し､ 利用する技術が

確立されれば､ 水素は再生可能なエネルギー資源とし

て永続的に活用できることになります｡
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近年､ 世界各国で各種燃料電池の開発および普及が

活発に推進されています｡ 中でも電気自動車の駆動電

源や家庭用コージェネレーション等に適用可能な固体

高分子形燃料電池(PEFC)は､ 最も市場性の高い燃料

電池として注目され､ 日本はその技術開発で世界をリー

ドしてきました｡ NEDO (独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構) の ｢定置型燃料電池大規模実

証事業｣ 10)において､ 2008年までの家庭用燃料電池シ

ステム (1kW級PEFC) の累積導入台数は3300台以上

に達しています｡ そこでの耐久性についても4万時間

の実績を達成したことも踏まえ､ 2009年5月からエネ

ファームの名称 (業界統一名称) で家庭用燃料電池シ

ステムの一般発売が開始されました6)｡ 同時に国から

その購入費用の一部を支援する補助金制度も開始され

ています｡ 今後は家庭用燃料電池システムの量産販売

を目指し､ その価格を2015年までに50～70万円台に低

減することを目標としています｡ また､ ｢水素・燃料

電池実証プロジェクト(JHFC)｣ 11)において､ 首都圏

を中心に水素ステーションの実証試験および燃料電池

自動車の走行試験等が行われてきました｡ 現在､ 燃料

電池自動車についてもリースという形でありますが､

市場投入が図られているところです｡

しかし､ 一方でこうした燃料電池の本格的な普及を

実現するためには､ さらなる耐久性の向上とコストダ

ウンが必要とされているところです｡ 今後これまで以
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以上の技術的なブレイクスルーを図るためには､ 課題

となる現象の基礎的なメカニズムの解明に立ち返る必

要があるとして､ 現在､ NEDOの ｢固体高分子形燃料

電池実用化戦略的技術開発｣ 12)において､ 企業や大学

等の研究チームにより､ 各要素技術の基礎的な研究開

発が取り行われているところです｡

以上のように燃料電池システムの現状は､ その実用

化・商用化が促進されると同時に､ さらなる技術革新

を目指して基礎的な研究が重点的に進められている状

況です｡ 各要素技術開発の研究成果が即時に実機に活

かされ､ 更新されていくことで､ 普及が加速するもの

と期待されます｡

また､ NEDOにより燃料電池・水素技術の研究開発・

普及のためのロードマップが作成されています2)｡

���にその一例として､ 前述した家庭用燃料電池シス

テムのロードマップを示します｡ 本格普及期は2020～

30年頃で､ そこに至るまでの段階的な数値目標が掲げ

られています｡ 発電効率と作動温度は技術的な限界ま

で引き上げられるとして､ 耐久性とシステム価格はま

だまだ大幅な技術革新が求められています｡ こうした

ロードマップのシナリオがすべてではありませんが､

燃料電池システムのほか水素製造技術や水素貯蔵技術

も含めて､ 水素エネルギー技術の今後の展開と方向性

について参照できると思います｡

ただし､ ロードマップは目標に向かって全体の技術

開発と普及活動の歩調を合わせることがねらいであり､

段階的な普及計画を示したものではありません｡ すな

わち2020年から本格普及期とされていますが､ その実

現がすでに見込まれているということを意味するもの

ではありません｡ ロードマップに記されたシナリオの

実現は､ これから十数年間の未来にのみに託されたも

のです｡ そのことについて誤解がないように理解して

いただきたいと思います｡

(文責：大久保天)
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