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第２章 燃料電池等に係る技術調査 

２－１．燃料電池の取組状況 

 平成 21年度に引き続き、燃料電池の取組の現状と問題を把握するために、今年度は、自動

車メーカー以外を主体に調査対象として、横浜市の三菱重工業(株)原動機事業本部新エネル

ギー推進部を訪問し、同社における燃料電池の開発状況について、意見交換を行った。 

また、国分寺市の財団法人鉄道総合技術研究所を訪問して、同研究所が開発した燃料電池

鉄道車両に関する説明を受け、研究所構内の車両を見学するとともに意見交換を行った。さ

らに、北九州市で開催された、「第 2 回 FC EXPO セミナーin 福岡」では、燃料電池に関する

車両メーカーおよび日本の近隣国の取組状況について情報収集を行った。 

 

２－１－１．三菱重工業(株)の取組 

三菱重工業㈱では、他社や他機関で開発している固体高分子型燃料電池(PEFC)、同社で開

発中の固体酸化物型燃料電池(SOFC)、リチウムイオン電池と固体高分子膜水電解(SPWE)装置、

大学と共同で波力発電を開発中である。その概要を以下に示す。 

                   

2-1-1-1.固体高分子型燃料電池(PEFC) 

移動イオンにH+を使用し、動作温度が

60～100℃と低温で、45%程度の高効率が

得られる固体高分子型燃料電（polymer 

electrolyte fuel cell）は、比較的小出

力の用途に使用されている。電流密度を

上げるためにコンパクト化すると、抵抗

増により効率が低下する。 

出力1kW程度の家庭用のコジェネでは、

都市ガス13Aや灯油を改質して水素を発

生させて運転し、電力に加えて廃熱によ

る給湯を含めると、70～80%の効率が得ら

れている。 

出力8.5kW程度の業務用コジェネは、コ

ンビニやホテルで使用され、お湯を多く

使用するホテルでは廃熱有効利用のメリ

ットが大きい。10kWhのパッケージユニッ

トで、寸法は1,900mm×1,900mm×850mmで

ある。 

JAMSTECでは、自律型無人探査機(AUV)、

うらしまに2kWの燃料電池を2台搭載し、

推進、サイドスラスタ、ソナー、照明等

図 2-1 JAMSTECの AUVうらしま 

    （JAMSTECホームページ） 

図 2-2 次世代潜水艦用 AIP システム 

（防衛省技術研究本部ホームページ） 
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の電源を供給しており、300km以上の航行を可能としている。水素の他に酸素も搭載し、生成

水も内部に貯蔵する閉鎖式燃料電池システムを採用しており、揺れに対する対策もとってい

る。リチウム電池も搭載可能としており、この場合の航続距離は100kmとなる。 

防衛省技術研究本部では、燃料電池による次世代潜水艦用AIP（大気非依存型推進）システ

ムを開発している。水素に加えて、液体酸素タンクを持っている。 

このほか、NASAでは太陽電池と燃料電池を併用した自立型無人航空機を、また他社では、

燃料電池による架線レスの電車を開発している。 

 

2-1-1-2.固体酸化物型燃料電池(SOFC) 

固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel 

Cell）は、高温の排出ガスを利用した複合発

電システムにて、70%を超える高効率発電が可

能で、天然ガスから石炭ガス化ガスに至るま

で多種燃料の使用が可能、電解質が固体であ

り、耐久性に優れ、長寿命が期待できるなど、

多くの優れた特長を有している。これらの優

位性 により、SOFC は中小規模の分散電源用

コージェネレーション機から、事業用火力の

大規模集中電源用代替機まで、将来幅広い発

電システム用途への適用が期待できる。 

三菱重工業㈱では、(独)新エネルギー・産

業技術総合開発機構(以下 NEDO)の委託を受け

て 2004 年度から開発を進めてきた SOFC とマ

イクロガスタービン（MGT）を組み合わせた出

力 200kW 級の複合発電システムで、最大出力

で世界最大級の 229kW、発電効率でクラス最

高の 52.1％を達成した。また、国内最長の

3,000 時間運転を達成し、信頼性と耐久性を

実証した。 

SOFC は、900℃程度の高温で作動するセラ

ミックス製の燃料電池であり、都市ガスを改

質して取り出す水素および一酸化炭素を空気

中の酸素と反応させ直接電力を発生するが、

今回の複合発電システムは、この SOFCから排出

される未反応燃料をガスタービンに投入して発電することで、従来の発電システムを大きく

上回る高効率発電を実現する画期的なシステムである。大きさは、直径 3m、長さは 15m強で、

内部は 40kW のサブモジュール×5=200kW の構成となっている。 

都市ガス等から改質により水素を取り出す際に、一酸化炭素が発生する。固体高分子型燃

図 2-4 SOFC-MGT 複合発電システム 

（三菱重工業ホームページ） 

図 2-3 NASA の自立型無人航空機 Helios 

（NASA ホームページ） 
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料電池(PEFC)では、白金被毒が生じるため一酸化炭素は使用できないが、SOFC では有効活用

できる。 

自動車用途には、頻繁に起動、停止を行うことと温度条件から PEFC が使用される。京セラ

の実績では、SOFC は起動に 20～30分を要している。日産自動車が SOFC の開発を進めており、

小型の場合は短時間で起動が可能になるかもしれない。SOFC の 1kW 級ではで京セラ・トヨタ

自動車・大阪ガスが、10kW 級では三菱マテリアル・関西電力が先行しており、大型では三菱

重工の他、ロールスロイスやシーメンスが開発を進めている。舶用はバルチラが開発中であ

る。 

 

2-1-1-3. リチウムイオン電池 

 三菱重工業㈱では、2009 年 8月よりリチウムイオン電池に参入して、長崎造船所で生産し

ている。フォークリフト等、産業用車両では鉛蓄電池の市場が広い。自動車用はコスト競争

が厳しいので、鉛蓄電池に代わる産業車両用途や、太陽光発電、風力発電との連携やディー

ゼル発電のバックアップとして、家庭や業務用蓄電用途に展開している。 

 移動体用中型電池は、3.7V、185Wh（50Ah）で 1.5kg。定置用大型電池は 3.7V、350Wh（97Ah）

で 2.8kg。サンプル段階ではエネルギー密度 130Wh/kg で他社の 50～109 Wh/kg を引き離して

いる。年間 66MWh 生産する実証工場が、2010 年秋に稼働を開始する。 

 商品化には、リチウム電池に加えてインバータやパワートレインなどのシステム開発が必

要となる。ディーゼルエンジンとバッテリーを電源とする誘導モータのハイブリッドフォー

クリフトでは、40%の燃費向上を達成している。 

 電動漁船をリチウム電池で運航する場合の試算の条件として、出力 50kW×稼働時間

5h=250kWhと仮定した場合、システムのエネルギー密度を、電池単体の半分とすると 65kWh/kg、

重量は 3.8t に達する。電池の比重を 2、容積は隙間を含めて 2 倍必要と仮定すると 3.8m3と

なる。年間 1,000 隻建造するとして、電池のみのコストが 2,500 万円、インバータが 5 万円

/kW と推定される。 

 

2-1-1-4. 固体高分子膜水電解装置 

 三菱重工業㈱では、NEDO の水素安全利用等基盤技術開発事業で、固体高分子膜水電解

（SPWE：Solid Polymer Water Electrolysis）技術の低コスト化の研究を実施している。太

陽光や風力エネルギー等を電気に変換し、常温（80℃）で作動する SPWE装置にて水を電気分

解することで、純度 99.99%の水素を発生させ、有機ハイドライド（適切な触媒反応を介して

水素を可逆的に放出する有機化合物）により、水素を液体状態で貯蔵する。 

 

2-1-1-5. 波力発電 

 海洋の波力のエネルギー密度は、太陽光の 20～30 倍、風力の 5倍で、中部地方の海岸では

11.5kW/mともいわれている。過去に我が国で試験した空気室タービンによる波力発電装置は

効率が 0.1～0.39 と低いため、実用化には至らなかった。 

 最近では英国の PWP 社が、海上に浮かべた円筒の連結面に作用する曲げを油圧ピストンで
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取り出す方式の波力発電装置を、ポルトガル沖で運用している。また、米国の OPT 社は大き

なブイを海に多く並べ、波によって上下するブイで油圧ピストンを駆動する方式の発電装置

を開発し、東京都が輸入して大島沖で試験する計画がある。 

 三菱重工業㈱では大学と共同で、ジャイロ式波力発電システムの開発を NEDO に提案しよう

としている。波による浮体の揺動運動とジンバルの回転数が同期することによりジャイロモ

ーメントが発生してジンバルが連続的回転して発電機を駆動する仕組みで、従来の方式比べ、

エネルギー変換が一度で、波による浮体の揺れが直接発電機に伝わるシンプルなシステムで

0.43～0.77 と空気室タービンの 2倍以上の高効率が期待できる。 

沖合に設置した波力発電装置を充電ステーションとして、電力の自給自足をはかることを

目指している。 

 

２－１－２．(財) 鉄道総合技術研究所の取組 

 鉄道総合技術研究所では、車両制御技術研究部の担当室長より燃料電池鉄道車両に関する

概略説明を受け、研究所構内に留置中の車両を見学した後、船舶への応用も含め意見交換を

行った。 

 

2-1-2-1. 鉄道総合技術研究所における燃料電池車両とその研究開発の経緯 

鉄道総研では、浮上式鉄道（リニアモーターカー）の研究開発を行っているが、浮上する

ため非接触集電となる。浮上走行用の超電導電磁石に液体ヘリウム（沸点4.2°K）を用いる

ため、冷凍機の消費電力が大きく、車内電源の確保のためにガスタービン＋バッテリーの搭

載や燃料電池を使用する研究を行ってきた。燃料電池車両は、この技術を在来線の車両に応

用したもので、非電化区間を走行するディーゼルカーの代替と位置づけ、騒音や排ガスを無

くし、エネルギー変換効率の向上を目指している。 

1995年に1kWの燃料電池から始め、2001

～2003年に30kWの燃料電池システムの試

作と電動台車駆動試験を実施した。2004～

2006年に100kW級（120kW）の燃料電池シス

テム及び35MPaの高圧水素タンクシステム

を試作し、これを1両の車両に搭載して構

内走行試験を実施、2007～2008年度にリチ

ウムイオンバッテリーシステム（600V）と

バッテリーチョッパ装置（600Vを一般の電

車のシステムが使える1500Vにする）を試

作して燃料電池とハイブリッド化し、2両

編成の構内走行試験を実施した。現在、燃

料電池の出力100%まで使用することを目

指して試験を継続している。 

 
図 2-5 100kW 級燃料電池システム 

（Railway Research Review.Vol.67,No7 より） 
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2-1-2-2. 燃料電池 

鉄道車両の 1日あたりの稼働時間は 16時間と見込まれ、夜間 8時間の留置中は燃料電池を

停止することを想定し、燃料電池は常温で動作して、起動時間が短い固体高分子型を採用し

ている。 

100kW級燃料電池システムの補機類を含めた長さ、幅、高さは 1.65m×1.25m×1.5mである。

現在は車両の床下は走行関係の機器を搭載しており、スペースに余裕がないため燃料電池シ

ステムは車内に設置している。開放幅

1.3m のドアから搬入するため、幅を抑え

た。将来、床下に搭載するには高さを抑

制する必要がある。 

燃料電池のスタックは、米国ヌーベラ

社製を採用している。採用理由は、比較

した他の 2社は内部がブラックボックス

だったこと、ヌーベラ社は鉄道総研の要

求を入れて作り込んだことによる。加湿

不要のスタックで、発生した水は再利用

している。 

燃料電池の効率を 50%とすると、エネ

ルギーの半分は熱となる。数 kW の小型

の燃料電池では問題とならないが、30kW

級になると水の発生と冷却の問題が生

じる。100kW 級では、車両の側窓に設置

したラジエターによる清水冷却を採用

している。スタック内の水の分圧は空気

極側が高く、水素極側に水が入ると水素

が供給できなくなり出力が低下する。パ

ージして水を排出するが、同時に水素ま

で排出されると効率が低下するため、水

素を一旦ためておいてリサイクルする

方式を採用している。 

燃料電池システムは、8 個のスタック

を直列として電圧は 900V となるが、電

流 250Aを出力すると電圧は 600Vに低下

し、出力 150kW となる。このとき、コン

プレッサ、ポンプ、ラジエターファン等

の補機類の駆動に 30kW を要するため、

外部出力は 120kW となる。重量 1.6t の

うち、燃料電池本体は 600kg である。周

図 2-6 燃料電池車 

図 2-7 窓のラジエターと床下の水素タンク 

図 2-8 燃料電池と関連機器の車載状況 

（鉄道総研報告 Vol.23,No11 より） 
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辺機器を含め、軽量化の余地はある。 

運転開始時に電源が必要となるため、制

御盤には燃料電池起動専用のバッテリーを

搭載している。 

 

2-1-2-3. 燃料電池車両 

 燃料電池車へ置換えの対象としているデ

ィーゼルカーは、出力 220PS のディーゼル

機関を 1 台搭載している。2 両編成で出力

440PS≒320kW である。燃料電池車は、2 両

編成で 1時間定格出力 95kWのモータを 2台

搭載している。鉄道車両の場合、加速に要

する時間は短いため、95kW のモータで

150kW の出力が可能なため、ディーゼルカ

ーと同等の性能を発揮できる。 

高圧水素タンクは自動車用（圧力 35MPa）

を 4 台床下に設置している。合計の容積は

720L、水素貯蔵量 18kg。耐用期間は、鉄道

車両用として認定された水素タンクがなか

ったため、自動車用に認定されたタンクを

特認を受けて使用している。始めは耐用年

数 3 年間として交換し、その後は実績をみ

て自動車用と同じ 15年（検査間隔は 3年）

としている。 

主回路は、600～900V の燃料電池と 600V

のバッテリーを、それぞれチョッパで

1,500Vに昇圧することで、一般的な電車の

制御系がそのまま使えるようにしている。

リチウムイオンバッテリーは、1 モジュー

ル 8セル構成で 42モジュール 336 セル（直

列 168セルを 2組並列）で容量 60Ah（30Ah

×2）、充放電可能電力 360kW としている。

重量は、1.2t である。 

鉄道総研構内試験線における走行試験で

は、燃料電池とバッテリーをハイブリッド

制御することで、燃料電池の出力は概ね一

定とし、停車中は燃料電池でバッテリーを

充電、加速時は燃料電池出力にバッテリー

図 2-9 高圧水素タンク 

（鉄道総合技術研究所企画室：燃料電池バッテリー 

ハイブリッド車両の開発 2010.4より） 

 

図 2-10 リチウムイオンバッテリー 
（鉄道総合技術研究所企画室：燃料電池バッテリー 

ハイブリッド車両の開発 2010.4より） 

 

図 2-11 燃料電池バッテリーハイブリッド制御 

（Railway Research Review.Vol.67,No7 より）
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からの放電量を加え、最高速度で燃料電池出力約 70kW＋バッテリー出力約 300kW となってい

る。惰性走行時は燃料電池でバッテリーを充電、回生ブレーキによる減速時はモータが発電

する電力をバッテリーに充電することで回収し、燃料電池の出力を絞る。停止前に空気ブレ

ーキに切り替わると、再び燃料電池でバッテリーに充電する。 

 バッテリーは回生電力の受け入

れのため、充電率 75%以下に抑え

ている。            

 車両の空調を使用することで水素

使用量が大幅に増加するが、水素 1kg

あたりの 1 両の走行距離からみて、

航続距離は 87～130km で既存車両の

350～400km には届かない。走行で消

費した水素エネルギーに対する加速

＋補機に要したエネルギーと定義す

る車両エネルギー効率は 60%を超え、

走行で消費した水素エネルギーに対

する燃料電池から外部に供給したエ

ネルギーと定義する燃料電池エネル

ギー変換効率も 50%を超えている。加

速エネルギーにたいする回生エネル

ギーと定義する回生効率も 40%と高

い値でエネルギーの回収が出来てい

ることを示している。 

 

2-1-2-4. 今後の展開方向 

 燃料電池システムは、床下搭載が

可能な 300kW 級を目指し、高圧水素

システムはタンクの大容量化に加え

て液体水素など他の貯蔵システムを

検討する。リチウムイオンバッテリ

ーや充放電チョッパ装置は、床下や

屋根上への搭載を目指している。 

 次期燃料電池車の模型では、機器

は全て床下に搭載しているが、燃料電池スタックの寸法は現状の技術から求めたものではな

く将来の技術開発に期待している。また、水素発生装置（改質器）を搭載していることから、

液体燃料を搭載し、それから水素を取り出しながら供給することを想定しているものと思わ

れる。 

 完成度の高い燃料電池自動車に比べると、サイズや重量での対応課題がある中、走行試験

図 2-12 走行試験結果 
（Railway Research Review.Vol.67,No7 より）

 

表 2-1 走行試験結果のまとめ 
（Railway Research Review.Vol.67,No7 より）
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で一定の成果が上がっており、燃料電池システムやバッテリー等の重量や容積のコンパクト

化を図れば、実用化に結びつくと思われる。 

 なお、鉄道総研が別途開発してい

る、架線・バッテリーハイブリッド

トラムは、電化区間での運用を主体

に、自車にバッテリーを搭載して回

生失効を防止するとともに、短距離

の非電化区間にも直通運転すると

いうコンセプトで、燃料電池車と棲

み分けを図っている。 

 

2-1-2-5. 漁船への適用 

 鉄道車両では、回生効率が 40%と

高いことも含め、エネルギーあたり

の走行距離も実用化に近いと思わ

れる。一方、回生ブレーキの使えな

い漁船で、 

バッテリーを併用する場合は、停泊

中や一本釣等の操業中の推進モータの停止あるいは低負荷時に燃料電池からバッテリーに充

電しておき、航走時には燃料電池とバッテリーの両方から電力を供給することになると思わ

れる。回生電力を受け入れる余力を残す必要はないため、バッテリーはフル充電で使用可能

となる。 

 

２－１－３．その他国内と近隣国の取組 

 水素に関して最先端地を自負する福岡県において、北九州市小倉の西日本総合展示場・新 

館での“第２回 FC EXPOセミナー in 福岡”として、経済産業省資源エネルギー庁とリード エ 

グジビション ジャパン㈱の主催による燃料電池関係会社の講演があり、技術の進捗状況と課 

題等について情報収集を行った。 

 

2-1-3-1.水素エネルギーシステムの普及に向けて  

国内における水素エネルギーシステムの普及に向けて、JX日鉱日石エネルギー㈱では、経

済産業省の燃料電池自動車（FCV）と水素ステーションの普及に向けたシナリオのロードマッ

プで、2015年の FCV 普及開始に向けた自動車・水素インフラの関係における課題として、技

術開発と規制見直しを通してコストダウンや戦略的なインフラ構築の考えについて紹介され

た。その内容は、図 2-14 の燃料電池自動車(FCV)台数と水素ステーション設置数の年数経過

を示すロードマップにある、技術実証・社会実証のフェーズ２から普及初期段階のフェーズ

３へ移行する 2015 年を目途に、水素ステーション設置と燃料電池自動車（FCV）の普及に向

け、水素ステーションのインフラ先行的設置が記されている。1ヶ所設置＊注１に数億円以上を

図 2-13 次期燃料電池車の模型（床下機器の配置） 
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要すことから、先にＦＣＶが普及していることが望ましいとの考えがあり、水素を扱うステ

ーション整備に関し、一貫操業体制の構築と総合研究体制の対応のもとに、供給インフラの

整備コストを大幅に下げることが必要とのことである。 

 また、燃料電池自動車(バス等の大型車を含む)についての技術・社会実証や、大規模生産

された水素の輸送から貯蔵・充填等に関する実証等を行い、日米欧、関連地域、民間企業と

も協力・連携し、供給インフラを含めた実証的取組を強化するとのことである。 

（＊注 1）現状、商業ベースで１基当たり約 10億円（70MPa）～約 6億円（35MPa）程度にあり、貯蔵水素量 

は、約 5,000～10,000リットルである。） 

      図 2-14 燃料電池自動車（FCV）と水素ステーションのロードマップ 

      （ 経済産業省の燃料電池実用化推進協議会(FCCJ)資料より） 

 

 この中で、燃料電池自動車の普及と水素供給インフラ整備実施の意義として、まず第 1

に CO２排出量の削減が上がっており、車両起因の CO２排出量が 1/2 以下となり、CO２地中貯

蓄（CCS）や再生可能エネルギーとの組合せで、ＪＨＦＣ(水素・燃料電池実証プロジェク

ト)の検討結果では、約 80％削減されるとなっている。 

 第２に、エネルギー輸入の削減で、車両の消費エネルギーは、ガソリンとディーゼル車

の総量の 1/2以下となり、5,000万ｋℓ/年の輸入削減で、原油価格 100 ドル/バレルで、経

済価値は 3兆円になるとの試算になっている。 

 第３に、国際競争力の強化であり、世界に先駆けたＦＣＶ普及を進めることで、すでに

トップランナーであるわが国の自動車関連産業の国際競争力を更に強化する狙いがある。 

 第４に、新たな産業・雇用の創出、地方の活性化であり、ＦＣＶ製造（ものづくり）・水

素供給(インフラ整備)に関連した水素関連の地域構築を通じた地方の活性化にあるとのこ

とであった。 

陸上部門における、水素インフラを含めたシナリオが、ロードマップをもとに着々と進
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行しているなか、水素供給コストについて、技術開発と規制見直しでコストダウンを図ろ

うとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

2-1-3-2. トヨタの燃料電池自動車の開発と挑戦 

トヨタ自動車は、原油価格動向と環境制約の両面から脱石油とゼロエミッションへの対応

が必須として、電気及び燃料電池自動車の開発を行って来ており、実用航続距離約 150km以

上の場合には燃料電池自動車システ

ムが優位になると考えている。ただ、  

車両サイズと移動距離の相関関係か  

ら、電気自動車(EV)領域とプラグイン

ハイブリッド車(PHV)の領域及び燃料 

電池自動車(FCHV)の領域が棲み分け

られて存続するとしている。それぞれ

に課題があり、ＥＶでは、航続距離と

充電時間、充電設備、コスト、バッテ

リー耐久性であり、ＰＨＶでは、コス

トとバッテリー耐久性となっており、

ＦＣＨＶでは、水素インフラ整備とコ

図 2-16 ＦＣシステム部品構成 

※現在、加湿器の廃止・ラジエター小型化を実施済。 

（第 2回 FC EXPO セミナーin 福岡 講演テキスト集より） 

   図 2-15 水素供給と燃料電池自動車普及形態 

  （第 2回 FC EXPOセミナーin福岡 講演テキスト集より） 
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スト及びスタックの耐久性が挙げられている。燃料電池車普及の３条件として、まず第１に

地球温暖化、資源枯渇、エネルギーセキュリティー等に対応して、エネルギー源多様化の社

会ニーズを、第２に、技術課題の解決、コスト低減、航続距離、新たな商品魅力として車の

商品力向上を、第３に水素製造、運搬、供給技術、CO２固定化技術、規格・基準制定とした社

会基盤(インフラ)整備としている。 

このため、燃料電池自動車の重要課題解決のため、水素タンク圧力の高圧化(35MPa⇒70MPa)

や各種効率向上で航続距離を大幅にアップ（実用走行モードで約 300km⇒500km）しており、

カナダでの低温始動と走行性能では、現状のガソリン車と比べてもほぼ同等と確認されるま

でになっている。また、燃料電池本体であるスタックの耐久性は、着実に向上しつつあると

のことで、化学的务化となるクロスリーク＊注２は、最大出力性能は半減するものの 25年相当

を確保しているとのことである。コストの問題については、現状開発品の燃料電池自動車は、

部品の簡素化、性能の向上分をコスト低減に振り向けた高性能化、量産流動部品を使用した

専用部品化、材料単価低減や使用量低減、材料費低減を図り、トヨタの現行車種である

FCHV-adv の 1/10 近くを目標としている。普及に向けては、尐量生産から大量生産への量産

効果からさらに 1/2 以下を目指すとしている。その根拠となる設計、材料、生産技術への取

組姿勢が強く、自社製造の高圧水素タンク本体においても炭素繊維を使用した高速フィラメ

ントワインディング技術によって生産性向上を図るとともに低コスト化に努めている。 

 関連した内容で、現在の燃料電池自動車の車両効率としている低位発熱量（LHV:水分子の

潜熱を含まない燃焼時の発熱量）や耐久性、作動温度およびスタックの製造原価について NEDO

が技術開発ロードマップを作製しているのでその内容を図 2-17に示すとともに、スタックの

耐久性、製造原価、小型化および航続距離の目標値の推移変化を図 2-18に示す。 

（※注２）燃料電池の务化要因のひとつに水素と酸素が電解質膜を透過する際に電解質膜を分解することで燃料電 

池スタックの耐久性が低下する問題がある。この際の透過のことを指し、スタック内で有効に反応しない 

かたちで水素が排出してしまうと発電されないことになる。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-17 燃料電池自動車の技術開発ロードマップ 

 （NEDO 技術開発ロードマップ 2008 より） 
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2-1-3-3. ＴＯＴＯ㈱の取組 

 便器等の衛生陶器メーカーで有名なＴＯＴＯ㈱における家庭用の固体酸化物型燃料電池

(SOFC)の取組みについて述べる。 

ＴＯＴＯ㈱においては、燃料電池に取組むきっかけとなったセラミックの焼結技術を利用

したマイクロチューブ型の家庭用燃料電池システムを独自に開発して、現在、実証研究を行

なっている。 

 開発中の燃料電池システムの特徴は、比較的、運転温度が高温(700～1000℃)で高い発電効

率 50～60％の固体酸化物燃料電池であるが、700Ｗクラスの家庭電源用（定置型）として開

発中である。燃料電池は、運転温度が室温から 100℃までの固体高分子型(PEFC)の取組みが

多い中で、固体酸化物型（SOFC）であることが特筆される。 

 図 2-19にＴＯＴＯ㈱の家庭用燃料電池とその仕様について記す。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-3-4. 韓国や台湾の取組 

韓国では、韓国電力公社電力研究院（KEPRI）とサムスン、ポスコパワー等が燃料電池の開

発に取り組んでいる。 

韓国においては、定置用燃料電池として家庭用向けの１kWクラスの燃料電池の開発が進ん

でいる。韓国政府が 80～90％の政府補助を実施しており、開発時点から中東および東南アジ

アへの輸出を考え、将来ビジョンが明確である。このため韓国では、1kW の設置価格は 450

万円（日本は 340 万円）であるが、政府支援により、ユニット価格は日本より安価となって

いる。日本の一戸建て住宅向けと異なり、韓国の需要は、アパートやマンション住宅向けが

多いため、屋内、ベランダ等への設置を主体としている。韓国の人口は、日本の約 40％であ

ることから、需要と量産効果を考慮し、当初から海外市場をターゲットとしている。なお、

300kWの定置用燃料電池や 3,000kWクラスのプラント計画も進行している。 

図 2-19 TOTO㈱の実証研究の家庭用燃料電池(SOFC) 

図 2-18 燃料電池スタックの目標値推移 

（NEDO 技術開発ロードマップ 2008 より） 
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 台湾では、燃料電池 LEV(小型電動移動体)の普及に向けて取組んでいる。台湾国内では、 

スクータのほとんどが２サイクルガソリンエンジンを利用しており、環境面から、燃料電池 

を搭載した LEV(Light Electric Vehicle)で CO２削減を図ろうとしている。燃料電池に必要な 

水素ボンベは、給油所で交換する方式を考えている。 

 

２－１－４．水素ステーションについて 

 現在、国内の実証試験用の水素ステーションは 14 基存在する。その所在場所は、関東圏が

最も多く９基、中部圏に１基、関西圏に２基、北九州圏に２基である。 

 この水素ステーションは、経済産業省が実施する水素・燃料電池実証プロジェクト(JHFC)

の下で、脱硫ガソリン、ナフサ、メタノール、都市ガス等の炭化水素原料から改質して製造

されたもの、製鉄用原料炭からコークスを製造する際に発生する副生水素を生成分離したも

の、アルカリ水電解して製造されたものなど、異なる方式で製造された水素を供給して実証

試験が行われている。現在は、主要幹線道路や国道沿線に設置されている。北九州地区と福

岡地区は、水素の活用に積極的に取り組んでおり、2015 年までに半径５ｋｍの範囲で 10 ヶ

所、古賀市、宗像市で各 1ヶ所、計 12ヶ所の水素ステーションを国道沿線に配置する計画を

進めており、水素燃料電池自動車の普及を見込んだ計画が進んでいる。 

 自動車業界も自動車の需要が多い、首都圏、中京圏、関西圏、北九州圏の４大都市圏を中

心に水素インフラ整備の集中配置を要望している。 

 漁船市場についても水素燃料電池を利用した次世代型漁船の普及を検討する中で、水素ス

テーションの配置について、ロードマップを作成する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-20 国内の実証試験用の水素ステーション設置場所 

  （水素・燃料電池実証プロジェクト(JHFC)資料より） 

図 2-21 北九州/福岡地区の 

     水素ステーション 

     配置計画案 

第 2 回 FC EXPO in 福岡 

      セミナー資料より 


