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【燃料電池・水素特集】  研究開発政策   
 
米国エネルギー省の燃料電池に関するポリシーと研究開発成果 

 
NEDO技術開発機構 燃料電池・水素技術開発部  

シニアプログラムマネージャー 
宮田 清藏 

1. はじめに 
 米国エネルギー省（Department of Energy：DOE）は NEDO技術開発機構（以
下 NEDO）と同様に、大学、国立研究所及び企業に研究開発資金を提供し、エネル
ギー関連の技術開発を行っている。しかし、NEDO と大きく異なる点は、政策立案
とその実行を同一組織内で行っているところである。また DOEは原子力、火力発電
などを含むのに対して、NEDO は太陽光発電などの新エネルギーに限定されている
一方、一般の産業技術の高度化を支援してイノベーション創出を目標にしている点

などが相違点である。 
 筆者は今年 2 月及び 6 月に米国カリフォルニア州モントレーで開催された燃料電
池に関するアシロマー会議及びニューヨークポリテクニック大学で開催された

IUMACRO’07 会議に出席した。両会議ともに DOE の研究者から DOE の燃料電池
に関するポリシーと成果が発表された。本稿ではそれらをまとめて報告する。 
 

2. 米国のエネルギー政策 
 
“20 in 10”ポリシー 
これは今年から 10年後の 2017年までに米国で使用されるガソリンを 20％削減す

る政策である。その内訳は、再生可能及び代替燃料の供給を増やし、2017年には 350
億ガロンとする。この値は 2012 年の目標の約 5 倍に相当し年間ガソリン使用量の
15％である。乗用車や軽トラックの性能を向上（例えば軽量化など）させて 85億ガ
ロンを削除する。これは 5％に相当し、トータルで 20%削減する。 
 
大統領の先進エネルギーイニシアティブ 
 これはエネルギー源を多様化する研究開発を促進する政策であり、DOEに対して
22％の予算増となっている。その内容は石炭研究イニシアティブ、ソーラーアメリ
カイニシアティブ、風力エネルギー、グローバル核エネルギーパートナーシップな

どが中心である。天然ガス需要の削減とエネルギーコストの低減をはかることを目

的としている。 
 もう一方では外国産石油依存からの脱却及び温暖化ガス排出や汚染物質の削減な

どの研究を加速する。その為にはセルロースからのエタノール生成と他のバイオ燃

料の生産法、プラグインハイブリット自動車を含むハイブリット電気自動車用バッ
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テリーの開発、燃料電池自動車などの研究を行う。 
 

3. 水素燃料イニシアティブ 
  5 年間で 12 億ドルを配分する。2008 年には 2007 年より増加させ、3.09 億ドル
（370億円。但し 120円／ドルとして）。今後 4年以内に燃料電池のコストを現在の
50％以下にする、などが内容である。2015 年を目標として、水素燃料コスト 2～3
ドル/gge、燃料電池コスト 30ドル/kW以下、走行距離 300マイル以上を可能とする
水素タンクの開発などである。（gge = gallon gasoline equivalent ） 
 
 これらの目標を達成するために以下のようなプロジェクトが実行されている。 
 

①水素製造及び輸送技術開発 
②水素貯蔵に関する R&Dの加速 
③燃料電池の耐久性の向上とコスト低減の R&D 
④燃料電池の応用拡大すなわち持ち運び容易なものや建物電源などへ 
⑤標準値や法規などの整備 

 
などである。これらに対して DOE予算としては 2006 年 2.32億ドル、2007年 2.74
億ドル、2008年予定として 3.09億ドルである。 
 この他に運輸省(Department of Transportation)で毎年 142万ドル程度が加わる。
更に国防省でも燃料電池の研究を行っているので、我国の予算よりかなり多額の研

究開発費が執行されていると思われる。 
 

4. 製造コスト 
 現在のコスト分析では 80kW の燃料電池が年間 50 万台製造されるとして、MEA
（膜・電極。白金触媒含まず）$1,200、白金触媒$2,876、スタック作製及びそのバ
ランス$1,105、加湿システム$467、クーリングシステム$383、エアシステム$1,055、
組立て及びテスト$979、その他$888 の計$9,412 と試算されている。従って kW 当

たりのコストは$118となる。これを 4年以内に半額とする目標を立てている。 
 

5. 触媒 
 国立バークレイ研究所では白金とニッケルの合金 Pt3Ni が白金の触媒性能を大き
く上廻ることを発見した。それぞれの結晶面について活性度が測定されており(110)
面では Pt の 2.3 倍、Pt(110)面の活性度は他面と比較して最大である。(111)面では
Ptの同一面に対して実に 9.5倍もの活性を示している。しかし Niの溶出など長期耐
久性や一酸化炭素被毒性に関しては言及しなかった。 
 アルゴンヌ国立研究所の報告として、電圧を 1V以上まで増加させるサイクルテス
トでは白金が溶出し、また凝集して粒径が大きくなると共に表面積が減少すること



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1004,  2007.7.25 

3  

が示された。これに関しては NEDOプロジェクトでも詳細に検討され、また対策も
とられつつある。 
 ロスアラモス国立研究所の成果として H2Sガス 1ppmで陰極が被毒して出力が急
激に低下するが、一晩空気を流せば完全に回復するとのこと。これに関しても NEDO
プロジェクトで検討されている。 
 オークリッジ国立研究所の成果として、カーボン担持体上の白金触媒は MEA作成
中にかなりカーボン上から離れてアイオノマー上に移行してしまうことを電子顕微

鏡で示した。本件について我が国の電顕の専門家に聞いたところ、同様な現象は見

出していたがそれには触れずにカーボン上の白金だけに集中していたとのことであ

った。 
 

6. プロトン導電膜 
 自動車用技術目標を表 1に示す。この表にあげられている数値は極めて詳細で具
体的である。 

表１ 技術目標、自動車用イオン導電膜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
デュポンが新しい膜の開発を行っており、NafionNRE211の 10倍以上の耐久性を

有しているとのこと。プロトン導電性膜の開発についてアリゾナ州立大(ASU)、ケー
スウエスタンリザーブ大(CWRU)、クレムソン大、コロラドスクールオブマインズ
(CSM)、ペンシルバニア州立大、テネシー大(UT)、バージニアポリテクニック大、
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セントラルフロリダ大(UCF)等の他に、Fuel Cell Energy 社、GE グローバル研究
所、Giner 社などにフッ素系、炭化水素系、非水系、新水性物質の添加剤などの研
究を委託している。 
 例えばエンジニアリングプラスチックにスルフォン酸基を導入し、その割合を制

御してプロトン導電性と適当な強度を有する材料に改質した。またフォスフォタン

グステン酸を 15wt%導入した複合系膜も作製した。他の例としてテフロンをホスト
材料にしてヘテロポリ酸を加えてプロトン導電性材料とした（UCF、FSEC）。 
 低い EW値を有し克つ寸法安定性の良い膜 poly(perfluoro-sulfonic acid)の開発な
どが紹介された。(Giner社) 

 
 ポリフェニレンは硬くて溶媒もないポリマーであるが、これにシクロヘキサンユ

ニットを共重合するとフレキシブルで溶媒可溶となった。ここにスルフォン酸基を

導入してプロトン導電性を期待している(UT)。アロマティックハイドロカーボンポ
リマーに酸を側鎖として導入、ほぼナフィオン 117 と同様なプロトン導電性を示し
ている（GE グローバル研究所）。120℃で安定な高分子に低い EW 値を有し、高い

プロトン導電性を有するアイオノマーとの複合系材料。この膜は 400mA/cm2、120℃、
35%RH においてセル電圧が 450mV から 380mV へと変化する時間は 2000hr 以上
であった。高温低加湿でも安定性が良いことが示された。（Fuel Cell Energy社） 
 

7. DOEの支援研究テーマ 
以下に DOEで支援している主な研究テーマ及び研究場所を示す。 

 
 

○ 燃料電池膜におけるプロトン輸送のコンピューターシミュレーション（ユタ大） 
○ 新しいプロトン導電性フルオロポリマー（Clemson大） 
○ 水素製造用 3種合金の高速アブイニシオ計算法（カーネギーメロン大） 
○ ゾルゲル法によるポリベンズイミダソール膜の作成（RPI） 
○ 水蒸気中の電気分解用ナノコンポジット電極の開発（U.Penn） 
○ アイオノマー中のイオン伝導性理論、モデリング及びそのシミュレーション

（CWRU） 
○ 電極及び電解質界面におけるプロトン移動の計算、理論及び実験的な検討(UT) 
○ 中間温度域（＜299℃）の燃料電池のためのポリマーで機能化されたゼオライト
プロトン導電性膜（Cal Tech） 

○ 次世代燃料電池用プロトン交換膜（UNC） 
○ PEM膜耐久性向上のための新しい金属間触媒（コーネル大） 
○ 燃料電池及び電解膜用 OH- 伝導システムの基礎（LANL） 
○ 複雑な分子環境における電荷移動輸送及び反応性に関する研究（PNNL） 
○ ポリ沸化ビニリデンとスルフォン化ポリエレクトロライトとの半相互浸入ネッ

膜及びイオン導電性 
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トワーク（SemiIPN）（Arkema） 
○ スルフォン基や水素イオン放出可能性原子団などを有するフッ素系及び非フッ

素系ポリマー膜（3M） 
○ 電解質高分子中に限界まで加えられたイミダソール及びイミダゾリウムカチオ

ン（LBNL） 
 

水輸送 

 
○ PEM燃料電池中における水輸送の先進モデル（CFD） 
○ 数回-40℃環境にあった PEMFC スタックの発電性能のデモンストレーション
（Nuvera） 

○ 膜中の触媒、ガス拡散及びマイクロポーラス層が水漏れ、乾燥又は凍結、解氷さ

れた時の過渡的モデル（LANL） 
 

触 媒 
 
○ 耐久性・低価格・高性能正極（3M） 
○ 設計された空孔を有するエアロゲルカーボン上の 3元合金の設計（UFCFC） 
○ 超低量貴金属を有するナノ触媒及び非貴金属／ヘテロアトミクポリマーナノ複

合体（LANL） 
○ 非白金カソード触媒（ANL） 
○ 耐久性及び高性能カソード坦体－グラファイト化カーボン及びカーボン表面を

タングステンカーバイドで被ふくした坦体－セルハードウェア（PNNL） 
○ 2000hr以上の耐久性のある PEM用シール材（UTCFC） 
○ 表面を窒化された鉄クロム合金セパレーター（ORNL） 
 

8. おわりに 
 DOE と NEDO 技術開発機構両者とも、ほぼ同様な研究開発テーマについて支援
している。しかし、NEDOではプロジェクトリーダー(PL)がいくつかの大学や企業
を取りまとめて共同研究を行っているが、米国の場合それぞれの機関が単独で研究

開発をしている。従って研究手法が少し相違している。予算は 1 件当たり 100 万～
900 万＄位と米国の方が大きいようである。一般的に言えば我が国のように垂直連
携的な集団で研究開発を行った方が良いと思う。いかにお互いに補完的になり自由

に意見が述べられるかなどの雰囲気を創成する PL の腕次第といえよう。NEDO で
は家庭用燃料電池システムの大規模実証試験を行っており、今年中には累積で約

2200台が稼働する。この点の実務経験では米国より格段に進んでいると感じた。 
 また最近、非白金触媒でも我国では有望な材料が見つかっており、この点も進ん

でいる。しかし本稿では触れなかった新しいアイディアによる分析法なども他の研
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究者から提案されており、全面的に我国の方が進展しているともいえない。お互い

に良い意味で刺激し合い実用的な製品を生み出すべく我々もより一層努力したいと

考えている。 
 今年 11月には日米のワークショップがお台場で開催される。是非読者の皆様には
参加して頂きたい。 
 

（経歴） 
 高分子学会副会長 
 繊維学会長 
 東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科長 
 東京農工大学長等を経て 
 2005年 5月より現職 

 


