
 

 
 
 

「LPガス固体高分子形燃料電池システム開

中間評価報告書（案）概要 

 

 

 

目  次 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・

 

第１０回技術評価委員会 
 
資料 4-2-6 

 

発事業」 

（頁） 

 

  １ 

  ２ 

  ９ 

   １４ 



 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 
「LPガス固体高分子形燃料電池システム開発事業」（中間評価） 

分科会委員名簿 
 
 
 

氏名 所属、役職 

分科会長 伊東
いとう

 弘一
こういち

大阪府立大学 大学院工学研究科 教授 

五十嵐
い が ら し

 哲
あきら

工学院大学 工学部環境化学工学科 教授 

伊藤
いとう

 直次
なおつぐ 独立行政法人 産業技術総合研究所 物質プロセス

研究部門 触媒・膜反応システムグループリーダー 

小川
おがわ

 芳樹
よし き 財団法人 日本エネルギー経済研究所 第二研究部 

部長 

片岡
かたおか

 明博
あきひろ 東邦ガス株式会社 都市エネルギー技術開発部  

燃料電池・水素技術グループ 総括 

分
科
会
委
員 

竹平
たけひら

 勝臣
かつおみ

広島大学 大学院工学研究科 教授 

敬称略、五十音順 
 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構技術評価部 

1 



 

2 

概要 

作成日 平成 15 年 4 月 25 日 

施策（プログラム）名 固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラム 

事業(プロジェクト)名 LP ガス固体高分子形燃料電池システム開発

事業 

プロジェクト番号 E01032

事業担当推進部室・担当者 水素エネルギー技術開発室 井出本 

事業の概要  我が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（CO2）・地

域環境問題（NOx、PM等）の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギ

ー社会の実現等に資するため、固体高分子形燃料電池について、早期の実

用化・普及を目指す「固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログ

ラム」の一環として本プロジェクトを実施する。 

本事業は、家庭用分野におけるエネルギーの安定供給、流通合理化を図

るとともに省エネルギー、環境改善、低コスト化、発電需要の対応に資す

るため、高効率かつ小型化した LP ガス固体高分子形燃料電池システムを

開発し、LP ガスを燃料とする燃料電池システムの早期実用化を図ることを

目的とする。補助率 2／3以内、民間の負担 1／3 で事業を実施している。

LP ガスは、炭素数が 3であるプロパンを主成分とし、炭素数が 1である

メタンを主成分とする都市ガスに比較して、改質反応自体が難しい。特に、

家庭用で用いるためには小型・高効率化が必要であり、技術開発を必要と

する。さらに、LP ガスには硫黄分として、着臭剤成分と石油由来の硫黄分

が含まれ、燃料電池システムに適応させるためには、硫黄分を除くための

技術開発が必要である。また、LP ガスはボンベで供給されるため、ボンベ

消費率に依存して、ガスの成分が変動することが予想されるが、この詳細

検討と対策が必要である。 

本事業では、水蒸気改質法（2 方式）と、将来技術として、メンブラン

リアクターと触媒燃焼併発型改質法の、4つの方式を採用して、LP ガスを

原料とした改質技術の研究開発を推進する。なお、共通技術開発として、

脱硫剤の開発と LP ガス品質の影響に関する調査・検討を行う。これらを 4

研究室（＋1分室）の体制で実施する。 

水蒸気改質法における起動・停止運転方式燃料電池システムの開発（袖

ヶ浦研究室、門真分室）では、改質の要素技術開発の脱硫剤の開発（袖ヶ

浦研究室）において、LP ガスに含まれる硫黄分を調査し、着臭剤以外にも

石油由来の硫黄化合物を含有していることがわかった。これら硫黄分を除

くには、金属系脱硫剤とゼオライト系脱硫剤の組み合わせが有効であるこ

とを見出し、常温で 4,000 時間相当脱硫能力を有する脱硫剤を開発してい

るところである。改質触媒の開発として、S/C が 3.0、SV については加速

（3倍相当）の条件で、1,500h 運転試験を行い、4,500h 相当の耐久性を確

認した。触媒活性を測定することにより、触媒寿命を 21,000h 相当と予測

した。 

LP ガスの燃料電池への適応性評価研究（門真分室）として、燃料処理装

置の各反応部の反応条件を抽出するために別体型改質器を試作した。さら

に本装置の効率を評価し、容量 300L、改質効率 60％、AC 発電端効率 28％

という結果を得た。ここで得た知見を元に一体型の燃料処理装置を設計試

作し、改質効率が 67%を達成できる見通しを得た。 

水蒸気改質法における長期連続運転方式燃料電池システムの開発（横浜

研究室）では、改質の要素技術開発の改質触媒の開発として、S/C が 3.0

の条件で、1,800h まで耐久性試験を行い、改質性能を維持することを確認

した。 

LP ガスの燃料電池への適応性評価研究（横浜研究室）では、燃料電池本

体との適応性研究として、容量 370L、改質効率 65％、負荷率 100％の条件

で発電端効率 23％を達成した。 
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メンブランリアクターの開発（守山研究室）では、550℃と低い反応温

度で水素生成反応を促進し、通常の水蒸気改質法の 750℃に相当する水素

濃度が得られることを確認し、リアクターの設計データを得ることが出来

た。 

触媒燃焼併発型改質システムの開発（堺研究室）では、耐久性向上を目

指した触媒開発を行い、起動・停止を伴う耐久性試験を実施し、運転時間

1,500 時間以上、起動停止 110 回以上の耐久性を確認し、試験を継続して

いる。 

今後、最終目標達成に向けて、更なる脱硫特性、改質効率、触媒の耐久

性の向上の技術開発を続ける予定である。 

 

１．事業の目的・政策的位置

付けについて        
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施

の効果（費用対効果）】【事業の背

景・目的・位置付け】 

 

【NEDO が関与する意義】 

 固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラムの中の一環と

して、本事業を実施している。 

燃料電池自動車及び定置用燃料電池の実用化・普及は、運輸部門、民生

部門における二酸化炭素排出抑制に寄与すること、NOx、SOx、PM 等の排出

量低減に寄与すること、燃料供給源の多様化によりエネルギー安全保障の

確保に資すること、分散型電源・非常用電源として利用できること、さら

には、我が国の産業競争力強化や新規産業・雇用創出も期待できることか

ら、我が国における実用化・普及が強く期待されている。燃料電池と水素

エネルギー利用技術は、現在の産業構造、エネルギー需給構造から我々の

生活様式、社会システムに至るまで、現状のシステムに対し革命的ともい

える根幹からの変更を迫る可能性のある技術である。 

 今後エネルギー消費量の増加が見込まれる家庭用分野において、エネル

ギーの安定供給、流通合理化及びCO2排出量の削減を図ることは大きな課題

である。この課題を解決する方策の一つとして固体高分子形燃料電池を導

入し、エネルギーの使用効率の向上を図ることが考えられているが、家庭

用分野に燃料電池を普及するためには経済性とともにシステムの小型化

が必要である。一方、我が国の総世帯数の過半数がLPガスを使用しており、

家庭用分野に燃料電池を導入する方策として、LPガス対応型の燃料電池シ

ステムの開発が望まれている。 

このため、本事業は、LP ガスを燃料とした固体高分子形燃料電池システ

ムの実用化・普及に資する技術開発を行うものである。 

 
【実施の効果（費用対効果）】 

 燃料電池の導入は、省エネルギー効果、環境負荷低減効果、エネルギー

供給の多様化、石油代替効果、また、定置用では分散型電源としての利用、

産業競争力強化と新規産業・雇用の創出に資すると期待される。 

燃料電池システム導入による経済効果は、「固体高分子形燃料電池／水

素エネルギー利用プログラム基本計画」（平成 14 年 2月 28 日）によれば、

自動車をはじめとして家電・重電、素材、化学、石油、ガス、電力等幅広

い産業が関連することから、その技術の確立は我が国産業全体への相当程

度の波及効果が見込まれ、市場規模は 2010 年約 1兆円、2020 年約 7 兆円、

雇用規模は、2010 年約 2万人、2020 年約 15 万人と推定されている。 

燃料電池（定置用、自動車用）の中長期的な導入目標として、2010 年に

は自動車：約 5万台、定置用：約 210 万 kW、また 2020 年までには自動車：

約 500 万台、定置用：約 1,000 万 kW が掲げられている。 

 
【事業の背景】 

燃料電池自動車及び定置用燃料電池の実用化・普及は、運輸部門、民生

部門における二酸化炭素排出抑制に寄与すること、NOx、SOx、PM 等の排出

量低減に寄与すること、燃料供給源の多様化によりエネルギー安全保障の
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確保に資すること、分散型電源・非常用電源として利用できること、さら

には、我が国の産業競争力強化や新規産業・雇用創出も期待できることか

ら、我が国における実用化・普及が強く望まれている。燃料電池と水素エ

ネルギー利用技術は、現在の産業構造、エネルギー需給構造から我々の生

活様式、社会システムに至るまで、現状のシステムに対し革命的ともいえ

る根幹からの変更を迫る可能性のある技術である。 

 今後エネルギー消費量の増加が見込まれる家庭用分野において、エネル

ギーの安定供給、流通合理化及びCO2排出量の削減を図ることは大きな課題

である。我が国の総世帯数の過半数がLPガスを使用しており、家庭用分野

に燃料電池を導入する方策として、LPガス対応型の燃料電池システムの開

発が望まれている。 

 
【事業の位置付け】 

 我が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（CO2）・地
域環境問題（NOx、PM等）の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギ

ー社会の実現等に資するため、固体高分子形燃料電池について、早期の実

用化・普及を目指す「固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログ

ラム」の一環として本プロジェクトを実施する。 

 今後エネルギー消費量の増加が見込まれる家庭用分野において、エネル

ギーの安定供給、流通合理化及びCO2排出量の削減を図ることは大きな課題

である。我が国の総世帯数の過半数がLPガスを使用しており、家庭用分野

に燃料電池を導入する方策として、LPガス対応型の燃料電池システムの開

発が望まれている。本事業は、補助率 2／3以内、民間の負担 1／3 で実施

している。 

 

【事業の目的】 

 本事業は、家庭用分野におけるエネルギーの安定供給、流通合理化を図

るとともに省エネルギー、環境改善、低コスト化、発電需要の対応、分散

型電源・非常用電源としての利用に資するため、高効率かつ小型化した LP

ガス固体高分子形燃料電池システムを開発し、LP ガスを燃料とする燃料電

池システムの早期実用化を図ることを目的とする。 

 

２．研究開発マネジメントに

ついて           

【事業の目標】 

 

最終目標 

 

注）達成目標は、次の条件を想定。 

１．1kW 級、6,000 時間／年運転 

２．脱硫：吸着脱硫方式、6,000 時間運転 

３．発電効率：電池効率＝60％（直流出力）、インバーター効率＝90％

４．燃料電池システム：現状技術＝360L 程度（1kW 級の天然ガス対応燃

料電池システム） 

 項  目 目 標 値 

脱 硫 能 力 0.1ppm 以下 

改 質 能 力 
改質温度＝700℃以下、S／C＝3.0

以下の条件で改質効率 75％以上 

発 電 効 率 40％以上（LHV） 

燃料電池システムの小型化 現状技術に対して 80％以下 

【事業の計画内容】  
本事業では、水蒸気改質法（2 方式）と、将来技術と位置付け、メンブ

ランリアクターと触媒燃焼併発型の改質方法の、計4つの方式を採用して、

LP ガスを原料とした改質技術の研究開発を推進する。なお、共通技術開発

として、脱硫剤の開発と LP ガス品質の影響に関する調査・検討を行う。



 

これらを 4研究室（＋1分室）の体制で実施する。 
LP ガスは、炭素数が 3であるプロパンを主成分とし、炭素数が 1である

メタンを主成分とする都市ガスに比較して、炭素析出が起こりやすく、改

質反応が難しい。特に、家庭用で用いるためには小型・高効率化が必要で

あり、技術開発を必要とする。さらに、LP ガスには硫黄分として、着臭剤

成分と石油由来の硫黄分が含まれ、燃料電池システムに適応させるために

は、硫黄分を除く技術開発が必要である。また、LP ガスはボンベで供給さ

れるため、ボンベ消費率に依存して、ガスの成分が変動することが予想さ

れるが、この詳細検討と対策が必要である。 

水蒸気改質法については、毎日起動・停止を繰り返す起動・停止運転方

式とベース電源として連続運転する長期連続運転方式の 2方式について、

開発する。起動・停止運転方式には、頻繁に行われる起動・停止による熱

衝撃や気相雰囲気の変化に耐える触媒が求められる。長期連続運転方式で

は、長時間にわたり連続して高温に晒され、起動・停止運転方式に比べ、

長い運転時間が必要とされ、劣化に耐える触媒が求められる。 

将来型技術として、メンブランリアクターの開発と触媒燃焼併発型改質

触媒の開発とそれを用いる燃料処理装置の開発を行っている。メンブラン

リアクターについては、水素生成反応の促進効果を活用して、改質反応温

度の大幅な低下、ボンベの自圧を利用した駆動動力の低減、CO シフト反応

工程の不要化、高濃度の水素生成による高い水素利用効率が期待できるこ

となどにより、高効率でのエネルギー利用が期待できるが、耐久性があり、

熱を有効利用できるメンブランリアクターの開発が求められる。一方、触

媒燃焼併発型改質システムについては、起動時間の大幅短縮が期待できる

が、起動・停止による熱衝撃や気相雰囲気の変化に耐える触媒開発が求め

られる。 

今後、最終目標達成に向けて、更なる脱硫特性、改質効率、触媒の耐久

性の向上の技術開発を続け、評価用燃料電池システムによる運転評価を行

う。 

主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  

 

(1)改質の要素技術開発 

(2)LP ガスの燃料電池へ

の適応性研究 

1)燃料電池本体との

適応性研究 

2)熱利用も含めたト

ータルシステムとし

ての適応性研究 

 

(3)総合調査研究 

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

(当初) 274 202 248   724 

【開発予算】 

特会 

（石油） (実績) 253 186    439 

経済省担当原課 資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー なし 

委託先 (財)エルピーガス振興センター 

【開発体制】 

共同研究先 なし 
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【情勢変化への対応】  
平成 13 年 11 月より「LP ガス固体高分子形燃料電池システム開発事業」

として本事業を開始し、5ヶ年計画で研究開発を進めている。平成 15 年 5

月において、約 1ヶ年半実施してきた研究開発について中間評価を行うこ

とになった。 

 本事業では LP ガス特有の性質を明らかにし、的確に技術開発課題を抽

出し、効率的に研究開発を推進している。研究推進委員会の意見も参考に、

脱硫能力、改質能力等の自主目標を検討し、事業を推進している。 

 

【今後の事業の方向性】 
 

中間評価の結果を踏まえ、LP ガス対応型の固体高分子形燃料電池の早期

実用化に向けて、最終目標を達成すべく、更なる脱硫特性、改質効率、触

媒の耐久性の向上の技術開発を続け、評価用燃料電池システムによる運転

評価を行う。 

 

３．研究開発成果 

 

(写真、図、表の使用可) 

 

(要素技術含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究開発の対象】 

最終目標の達成に向けて、水蒸気改質法では、毎日起動・停止を繰り返

す起動・停止運転方式とベース電源として連続して運転する長期連続運転

方式の 2通りの運転方式について研究開発を行っている。将来型技術とし

て、改質反応温度が低く、CO シフト反応器が不要となるメンブランリアク

ターの開発、および起動時間の大幅短縮を目指す触媒燃焼併発型改質シス

テムの研究開発を実施している。 

LP ガスは、都市ガスに比べ、LP ガスの主成分はプロパンで、炭素数が

大きく、燃料電池の燃料として適用される場合に除かなければならない硫

黄の種類、量ともに多く含んでおり、改質技術はより難しいと考えられて

いる。 

従って、LP ガスを燃料とする固体高分子形燃料電池システムの実用化に

は、LP ガス特有の課題に対応できる要素技術開発が必要となる。 

 
【研究開発の成果】 

１．事業全体の成果 

 脱硫剤の開発については、着実な成果が得られ、最終目標達成の見通し

が得られつつある。 

水蒸気改質法の起動・停止運転方式における触媒開発については、予測

値ではあるが、長期間の運転に耐え得る可能性がある触媒が得られるな

ど、最終目標達成に必要な触媒開発への見通しが得られている。また、燃

料電池への適応性研究を行ったところ、一体型改質システムについて、改

質効率 67％を達成できる見通しを得た。 

水蒸気改質法の長期連続運転方式における触媒開発については、S/C が

3.0 の条件で、1,800h まで耐久性試験を行い、改質性能を維持することを

確認したが、ボンベ供給による LP ガスの組成変動（特に硫黄濃度）のた

め、改質触媒が劣化する現象に遭遇したことから、優先して硫黄濃度の変

化に対応できる改質技術の確立を目指した技術開発を実施している。ま

た、燃料電池への適応性研究を行ったところ、評価用燃料電池システムと

して、改質効率 65％、送電端効率 23％という結果が得られている。 

メンブランリアクターの開発については、改質反応を促進する特長を生

かしたリアクターの設計データを得た。触媒燃焼併発型改質システムの開

発については、運転時間 1,500 時間以上、起動停止 110 回以上の耐久性を

確認した。 

 

２．研究開発項目毎の成果 
①起動・停止運転方式燃料電池システムの開発（袖ヶ浦研究室、門真分

室） 
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（１）改質の要素技術開発（袖ヶ浦研究室） 

１）脱硫剤の開発 

LP ガスに含まれる硫黄分を調査し、着臭剤以外にも石油由来の硫

黄化合物を含有していることがわかった。これら硫黄分を除くには、

金属系脱硫剤とゼオライト系脱硫剤の組み合わせが有効であること

がわかり、常温で 4,000 時間相当脱硫能力を有する脱硫剤を開発して

いるところである。これにより、脱硫剤の最終目標達成の見通しが得

られつつある。 

２）改質触媒の開発 

石油系のルテニウム－アルミナ系水蒸気改質触媒をベースに、改良

検討を実施し、市販触媒より優れた活性を有する触媒が得られた。 

 起動・停止運転方式の改質触媒については、S/C が 3.0、SV につい

ては加速（3 倍相当）の条件で、1,500h 運転試験を行い、4,500h 相

当の耐久性を確認した。触媒活性を測定することにより、触媒寿命を

21,000h 相当と予測した。これにより、最終目標達成に必要な改質触

媒の開発に見通しを得た。 

（２）LP ガスの燃料電池への適応性評価研究（門真分室） 

１）燃料電池本体との適応性研究 

別体型改質器を試作し、燃料処理装置の各反応部の反応条件を抽出

した。燃料電池システムを用いて、本改質装置の効率を評価し、燃料

電池システム容量 300L、改質効率 60％、AC 発電端効率 28％という結

果を得た。ここで得た知見を基に一体型の燃料処理装置を設計試作

し、改質効率が 67%を達成できる見通しを得た。 

 

②長期連続運転方式燃料電池システムの開発（横浜研究室） 

（１）改質の要素技術開発 

１）改質触媒の開発 

石油系燃料の改質触媒のルテニウム－アルミナ系をベースに、高表

面積の担体の採用、金属の高分散化、第 3物質の添加や触媒調製条件

を中心に改良検討を実施した。 

長期連続運転方式の改質触媒については、S/C が 3.0 の条件で、

1,800h まで耐久性試験を行い、改質性能を維持することを確認した。

評価用燃料電池システムにおける 14 年度の運転試験の結果、ボンベ

供給による LP ガスの組成変動（特に硫黄濃度）のため、改質触媒が

劣化する現象に遭遇したことを踏まえ、現在、硫黄濃度の変化に対応

できる改質技術の確立を目指した技術開発を実施している。 

（２）LP ガスの燃料電池への適応性評価研究 

１）燃料電池本体との適応性研究 

LP ガスを燃料とする燃料電池システムを設計・試作し、課題抽出

のための運転評価を実施した。容量 370L、改質効率 65％、負荷率 100％

の条件で発電端効率 23％を達成した。ボンベから LP ガスを供給する

ことにより、改質触媒が LP ガスの組成変動（特に硫黄濃度）に伴う

劣化現象に遭遇し、燃料電池システムの運転が不能となった。この結

果から、ボンベの LP ガスを用いる場合の大きな課題として、この硫

黄問題に対応できる改質技術の確立に向けた検討を実施することと

した。 

 

③メンブランリアクターの開発（守山研究室） 

触媒層の厚さが異なる複数のメンブランリアクターを試作し、改質温

度、GHSV、S/C 等の条件を変えて検討した結果、550℃と低い反応温度で

水素生成反応を促進し、通常の水蒸気改質法の 750℃に相当する水素濃

度が得られることを確認し、リアクターの設計データを得ることが出来

た。これらの結果をもとに、燃料処理装置の検討を行う予定となってい

る。 
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④触媒燃焼併発型改質システムの開発（堺研究室） 

改質反応条件について検討し、適切な反応条件を見出した。また、こ

の検討結果から、プロセスフローダイヤグラムを作成した。 

耐久性向上を目指した触媒開発を行い、起動・停止を伴う耐久性試験

を実施し、運転時間 1,500 時間以上、起動停止 110 回以上の耐久性を確

認し、試験を継続している。この試験結果から、触媒の初期劣化が若干

あったため、従来の触媒調製法を見直し、高温焼成等を検討する予定で

ある。 

また、本方式の特徴である起動時間について、改質部のみではあるが、

10 分以内という結果が得られた。今後は、CO 処理工程と組み合わせ、

燃料処理装置の運転試験を行う予定である。 

 

⑤ＬＰガス品質の影響に関する調査・検討（袖ヶ浦研究室） 

燃料電池システムの燃料として市販 LP ガスボンベを使用する場合に

生じる LP ガスの品質面の課題を抽出するために、調査・検討を行って

いる。 

これまでの調査では、市販の LP ガスは製造元での品質面で大差が無

く、ばらつきが少ないことが分かった。また、LP ガスには着臭剤以外の

COS 等の石油由来の硫黄分が入っていることがわかった。ボンベ中の LP

ガスの消費量が 80％を超えるあたりから、急激にブタン成分や硫黄分の

濃度が高くなることを確認した。 

これらの結果から、LP ガスに含まれる硫黄分（着臭剤、石油由来）に

ついて、組成変動に対応できる脱硫剤や改質触媒の開発の検討が必要と

なることを確認した。 

 

⑥総合調査研究（エルピーガス振興センター本部） 

  LP ガス等を燃料とする燃料電池システムに関する国内外の技術動向

に関する調査研究の一環として、学会やシンポジウムへの参加や特許の

調査を行った。 

LP ガス仕様に限らず、都市ガスなど、幅広く改質器や燃料電池システ

ムの技術動向を入手し、これらについて、研究推進委員会などで発表を

行い、技術調査情報の共有と活用を図った。 

 

 

 

特許申請 4 件 

論文 0 件 

口頭発表 2 件 
 

４．実用化、事業化の見通

し 

 

 固体高分子形燃料電池／水素利用エネルギー利用プログラムにおける

定置用燃料電池の 2010 年約 2.1 百万 kW、2020 年約 10 百万 kW の導入目標

に対して、LP ガス対応型の固体高分子形燃料電池の実用化は、LP ガスを

利用している家庭への導入に資すると期待されている。 

実施時期 平成 15 年度 中間評価実施予定 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 平成 18 年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

 



 

「LPガス固体高分子形燃料電池システム開発事業」 
（中間評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
本事業は、エネルギー供給インフラを整備しにくい地域に対して利便性が高く既

存供給システムが完備している LPガスを、将来のエネルギー供給で重要な役割を
担うポテンシャルを有する燃料電池へ適応するための技術開発を担っており、地球

環境の保全・省エネルギー化に貢献できるなど、政策的・技術開発的意義が大きい。 
研究成果は、キーテクノロジーである改質技術の開発が順調に進んでおり、総じ

て中間目標に到達していると判断できる。 
中間評価の段階のまま今後も計画が進むとすれば、個別の要素技術の開発目標は

達成できるだろう。しかしながら、総合調査研究を踏まえて、コスト面を反映しつ

つ、実用化を目指すシステムの検討を行っていただきたい。 
水素・固体高分子形燃料電池に関するプロジェクトは、脱硫剤、改質触媒、CO
除去装置、メンブラン材料を含めて、経産省、NEDO、文科省の多くのプロジェク
トにより進行中なので、可能な限り情報交換を行って知識を共有化し、有用な方策

を取り入れて技術開発を加速することにより、我が国発信の技術を速やかに完成さ

せることを望む。 

 
２）今後への提言 
本事業は、次年度以降の研究開発を続行すべきである。 
ただし、PEFCの技術開発は日進月歩であり、開発目標や内容は適宜見直す必要
がある。LPガス燃料改質についての技術開発を中心に行い、より効率的な研究費
の配分を行うべきである。 
今後は、さらに５つの研究室の開発研究を有機的、相乗的に効果を持つように研

究推進委員会でより連携を図っていくべきである。LPガスの燃料電池と市場で競
合することになるオプションに対して、経済特性、環境特性などの強みを持ち実用

化、普及できる技術につながる開発が具体的に進んでいることを確認しながら、研

究開発を進める必要がある。 
なお、個々のテーマについては、基盤的な研究課題が設定され、実用化を目指し

ながらも基礎的な検討を行いえる体制がとられているので、この体制を活かしつつ、

将来の真の実用に繋がる革新的技術開発を目指して、息の長い研究をも平行して進

めて欲しい。 
 
２．各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
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固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラムの一環として、多量に消

費されている LPガス燃料のエネルギー変換効率を向上させ、将来の地球環境の保
全・省エネルギー化を図っていく上で重要な研究開発プロジェクトである。また、

規模が小さく利用形態も特異な特性があり開発の難しい家庭用燃料電池を開発す

るという点で、NEDO 事業としての妥当性も高い。メンブランリアクターや触媒
燃焼併発型改質装置のように基礎技術の開発が重要な位置付けを持つ部分は、知的

基盤としての公共性も高い。 
ただし、事業目的の妥当性を示すには、総合的な視点から効率と環境特性が他の

競合オプションに比べて優位であることを示す必要がある。早期の実用化、普及を

目指すならば、実運用形態、現状価格に見合った全体システムの経済性が、需要家

にメリットのあることを示す必要がある。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
事業の体制は、個別の要素技術を５つの研究室で独立して並行的に実施しており、

相互に競合して切磋琢磨しつつ進展するよう設定されている点で評価できる。 
しかし、触媒開発およびシステム化技術という共通する研究要素を有する本プロ

ジェクトにおいては、個々の開発テーマの独立性や競合性と同時に、相互の情報交

換あるいは基盤知識の共有も円滑な進展には重要なので、情報交換のための方策を

より一層考えて欲しい。 
LPガス改質による家庭用 PEFCシステムの構築は、先にエネルギー的、経済的
な検討がなされた上で行われるべきである。しかしながら、現状では技術開発に重

きを置き過ぎていると判断される。 
目標は概ね妥当と評価されたが、一部に技術的ハードルが高すぎるものと低すぎ

るものが混在している。発電効率の目標は、都市ガス改質 PEFCでも効率 40%LHV
の段階にはないので疑問である。また、目標を決定する際の根拠、理由を事業原簿

で明記するよう求めたい。 
 
３）研究開発成果について 
一部に達成度の遅れが目立つテーマが見受けられるが、要素技術は概ね目標をク

リアしており、達成度は 80%程度と評価できる。 
脱硫剤の開発、LPガス改質触媒の開発など、技術開発面で意義のある成果が得
られており、LPガス固有の市場創造につながる新規的技術としても認められる。 
しかし、LPガスでの PEFCシステムとしての省エネ面、コスト面、普及導入試
算面での検討が不十分である。研究計画の最終年までに、PEFCシステムとしての
実用化、普及を見通すことが、意義のある成果として必要である。 
全体として、研究内容の割に特許出願が少なかった。また、成果発表も２件と少

なく、知的財産権などに関わり公表の困難な部分もあろうが、普及促進のためには

開発状況をもっと宣伝すべきである。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
燃料電池の開発研究は、各種の化石資源を水素源として行われているが、いずれ

も真の意味での実用化にはまだ時間がかかると思われる。本システムについても、

当分は補助金や優遇税制施策などの政策的な後押しを利用して、普及を図ることに

なるだろう。 
本プロジェクトでは、どのような問題点を、どのように解決すれば、どれほどの

規模での導入が可能であり、コスト的見通しや、省エネ効果や経済的効果がどれく

らいあるという具体的データに即した将来性の説明が不充分である。総合調査研究

によりしっかりとした位置付けを行い、研究計画の最終年に向けて開発計画を進め

る必要がある。 
なお、効率が低くても可搬性に富む特徴から、例えば災害用、救急用、僻地用な

どの特殊な用途への導入・普及を図り、それにより技術力を高めていくことが考え

られる。さらに、高濃度硫黄含有ガスからの水素製造技術としての開発効果も期待

できる。 
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個別テーマに関する評価

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

起動・停止

運転方式燃

料電池シス

テムの開発 

袖ヶ浦研究室における LP ガスの品質調査および脱硫剤・
改質触媒の開発、および門真研究室による水素製造システム

の開発は、ともに中間目標に到達していると判断される。特

に、改質触媒に重大な影響を及ぼす LPガス中の硫黄成分の
除去法は、基本的手法を開発しており、今後の改良によって

実用性能まで高められるレベルにある。 
改質については、Ru 触媒の使用量の目標値を示すべきで
ある。 
このプロジェクトでの実施を求めるものではないが、硫黄

分を含まない着臭剤の工夫や、着臭剤の添加時に原料由来の

硫黄化合物の集中的脱硫など、もっと幅広い視点からの検討

も必要である。 

脱硫剤は、残された課題をクリアできれば実用化に供す

るレベルにある。 
改質触媒は、加速試験による推定値では最終目標に達し

ている。Ru使用量の低減あるいは回収・再生の見通しが
得られれば、コストの削減が可能となり、実用化の見通し

が得られるだろう。 
要素技術として実用化できても、燃料電池システムとし

て組み上げた時には、個別の要素技術を連携する上で、い

ろいろな問題が出てくる可能性がある。実用化を目指すな

ら、そこまで踏み込んだ見通しを持つべきである。 

中間評価結果をベースにして燃料電池システムの

検証に入れる段階にあるのか、入れるとすればどの

ような課題をクリアする必要があるかを明らかにし

て、後半の研究スケジュールを詳細に組み、実用化

の目標に耐え得る LP ガス固体高分子形燃料電池シ
ステムの開発に取り組む必要がある。 
脱硫剤１年、改質触媒５年という数値目標は、メ

ンテナンスの面から見ても妥当かどうか、開発の方

向性を明確にするためにも、何らかの根拠を示す必

要がある。 
今後は、DSS運転におけるパージガスの影響の検
討、ボンベ切り替えタイミングの適正化の検討など

に取り組んで欲しい。 

長期連続運

転方式燃料

電池システ

ムの開発 

LP ガス中の硫黄成分に対する耐久性に着目して触媒の改
良が図られ、耐硫黄改質触媒の開発が進展している。改質触

媒およびシステム開発について、中間目標をほぼ達成してい

ると判断される。 
プロジェクトの途中にて、ボンベの残量が少なくなった時

に硫黄成分が最大 0.1ppmになる可能性が見出されたことか
ら、改質触媒の目標を 0.1ppm硫黄成分へと変更したことは
評価できる。ただし、５年間で燃料電池システムの開発まで

目指すならば、耐硫黄改質触媒の開発テンポを加速化する必

要がある。 
なお、Ru 触媒の使用量の低減あるいは耐硫黄性の付与な
どの結果については、改良手段の絞り込みのためにも、さら

なる検討が求められる。 

Ru触媒での貴金属 Ruの使用量の低減化、回収・再生
法の確立、さらには安価で高性能なプレリフォーミング触

媒の開発などにより、実用化の可能性が開かれる。高濃度

硫黄のための対策の完成は、実用化の鍵と言える。 
今後は、長期連続運転方式の燃料電池システムが力を発

揮できる需要分野のポテンシャルが大きいのか、省エネル

ギーで効力を発揮するためにその需要分野は熱需要が大

きいのか、実用化のための条件を幅広い視点で分析する必

要がある。 
実用化の見通しを得るには、誰がコストを負担するかの

検討も必要である。 

長期連続運転の燃料電池システムは、耐硫黄改質

触媒だけではなく、脱硫剤の長寿命化と交換、燃料

電池システム本体の連続運転に対する耐久性など他

にも課題が考えられるので、全体を睨んだ後半の開

発計画をしっかりと組む必要がある。 
LPガスボンベ消費量による高濃度硫黄の問題の
解決手段は、経済的観点も含めて検討されるである。 
プレリフォーミング触媒の役割については、硫黄

除去のみを目的とするのか、他の目的をも考えるの

か、それによって Ru 系改質触媒の必要性や設計が
変わってくるので、考え方を明確にした上で研究を

進めるべきである。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

メンブラン

リアクター

の開発 

PEFCの発電原料として純水素を利用すれば高い効率が得
られるので、純水素を省エネルギーで取り出す方法として研

究開発の意義は高い。①LP ガスの自圧を用いたメンブラン
リアクターの利用、②ピンホールを許容した極薄メンブラン

による COシフトの不要化には独創性が認められる。 
改質温度、水素引き抜きなど個別要素技術に関して設定し

た中間目標値をクリアしたものの、ガス漏れ量は多くなる傾

向を示しており、メンブランリアクターの耐久性を改善する

必要がある。 
運転状況を模擬した過酷な条件で耐久性のある薄膜作成

技術の成否が重要な鍵であり、その意味で耐久性についての

目標はクリアするに至っていないようである。しかし、金属

系薄膜作成技術は未だに発展途上にあり、技術改良の余地が

残されている。それに向かって尽力を期待する。 
メンブランリアクターの耐久時間の目標を、実用化で要求

される水準まで高めて、後半の研究開発プロジェクトを進め

る必要がある。 
 

実用化できれば、補機損失の低減、純水素の供給による

効率向上、シンプルでコンパクトな水素供給装置の設計な

どメリットは大きい。現状では運転試験中にピンホールの

増加が観測されており、実用化にはまだ技術的課題が残さ

れているが、世界的に見ても日本が最も進んでいる技術分

野なので期待したい。 
 長期連続運転に適しているとすれば、メンブランリアク

ターが実用化に必要な耐久時間を達成できるかどうかの

見通しを持つ必要がある。 
さらに、メンブランリアクターの価格低減化が望めるか

も明確にすべきである。 

メンブランリアクターの耐久性に関して、実用化

に耐える開発目標を設定して、後半の研究開発に取

り組む必要がある。開発においては、メンブランの

厚みがミクロンレベルになると極めて慎重に扱う必

要があり、昇温の仕方や前処理、後処理などのノウ

ハウの蓄積も望まれる。 
コストの低減化を考えると、安価で高性能なセラ

ミックスなどの無機膜の開発も期待したい。 
後半の研究計画では、実用化を考慮して一体化し

た燃料電池システムの開発目標も設定する必要があ

る。 

 
 
触媒燃焼併

発型改質シ

ステムの開

発 
 
 

本システムは、内熱式の反応方式を用いることにより、短

時間起動が可能となると同時に、全体として省エネルギーに

なり得る点で有利である。新規な設計概念に基づいた触媒開

発を行い、短時間起動、改質器反応温度、改質触媒の耐久性、

改質プロセス効率などの、個別要素技術に関して設定した開

発目標をクリアしている。 
燃料電池への供給を考慮して、純酸素でなく空気を使用し

た場合も同等な発電性能を発揮できることを確認している

点は、積極的な開発姿勢として評価できる。 
後半の研究計画では、触媒の耐久性を実用化の要求水準に

高めるなど、より厳しい開発目標を設定する必要がある。ま

た、LPガス改質系での CO変成器での CO転化率の確認や、
内熱型の装置の利点を活かすシステム設計の検討も必要で

ある。 

COシフト反応あるいは CO除去反応には、他の方式と
同様にまだ課題が残されているが、空気を用いても十分な

水素濃度が得られる点で注目すべきシステムと言える。酸

化的改質なので、起動性が良く、また繰り返し試験にも耐

えており、長期信頼性が得られれば実用化の可能性はあ

る。大幅な短時間起動の可能性が見出されたことは実用化

にとって大きな意味を持つので、CO除去プロセスを組み
込んだシステムでの短時間起動の結果に期待したい。 
課題として貴金属触媒のコストが挙げられるので、触媒

コストに対する見解を示して欲しい。 
実用化の見通しは、PEFC の運用方法と密接に関わっ
てくるので、温度保持時間での燃料消費量に与える影響と

装置構成についての検討が必要と思われる。 

耐久性の実証試験を継続してデータを蓄積してい

くことにより、触媒燃焼併発型改質システムの耐久

性を早期に見極めることを望む。 
実用化を考慮すると、後半の研究計画では一体化

した燃料電池システムの具体的な開発目標を設定す

る必要がある。 
本方式あるいは本触媒をメンブランリアクターと

組み合わせること、他の開発テーマによる触媒を本

方式に適応することなども検討する価値がある。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.5 C B A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 1.7 C C B B B B 

３．研究開発成果について 1.8 C C B B B A 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.5 C C C B B B 
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
  
＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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