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【燃料電池・水素／蓄電池】PEFC FCV 
 

燃料電池の商業化動向（欧米、中国） 
 

 
本稿では、表題に関して米国ストラテジック・ビジネス・インサイト社(SBI: Strategic 

Business Insights, Inc.)のレポートを翻訳して紹介する。 
 

 
商業化動向 
 燃料電池(Fuel Cell: FC)テクノロジーは完全な商業化には到達していないが、燃料電池

業界が目標にしているのは、少量生産での初期市場への参入である。これらの市場では、

バッテリーベース、あるいはエンジンベースの製品が競合しており、高効率、エネルギー

消費軽減、低ノイズ、低発熱性(low heat signature)で、排気ガスが出ないこと、搭載スペ

ースや重量が少ないこと、走行距離がより長いこと等を含む、FC技術特性が有利となる。

初期市場には、資材運搬車（フォークリフト等）、バックアップ用、UPS（uninterruptible 
power system: 無停電電源装置）、定置式発電、移動式発電、海上輸送、車両補助電源装

置、自家用車（バスを含む）、スクーター、車いす等も含まれる。 
 
技術タイプごとに製造、販売された燃料電池ユニットの割合は、近年かなり安定してい

る。市場全体では、 も柔軟性のある燃料電池技術のひとつである PEFC(固体高分子形燃

料電池)が主流となっている。より大きな定置式発電用途としては、溶融炭酸塩形燃料電池

(molten carbonate fuel cells: MCFC) は現在でも主流だが、リン酸型燃料電池 
(phosphoric-acid fuel cell: PAFC) 製品もすでに商品化され、研究開発努力の結果、固体

酸化物燃料電池（solid oxide fuel cells: SOFC)の潜在的可能性も高まりつつある。 
 
商業化された FC 製品 
米国燃料電池評議会(US Fuel Cell Council注1)は、主に北米とヨーロッパに本社を持つメ

ーカーによる、購入可能な商業燃料電池リストを作成した。2009 年 10 月のリストには、

15 メーカーによる、40 種以上の燃料電池が記載されている。定置式および輸送車用燃料

電池メーカーとして以下のメーカーが含まれている。 
 
・Ballard Power Systems社注2（カナダ、Burnaby）は、輸送用と資材運搬用PEFCを 3
種と、コジェネレーションおよびバックアップ電源用PEFC製品 2 種を提供している。 
 

                                                 
注1 http://usfcc.com/resources/outreachproducts.html 
注2 http://www.ballard.com 
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・ClearEdge Power社注3 (オレゴン州、Hillsboro) は、家庭用・商業用定置式小型

CHP(combined heat and power: 熱電併給）PEFC製品を提供している。 
 
・FuelCell Energy社注4 (コネチカット州、Danbury) は、定置式発電用MCFC製品 3 種を

提供している。 
 
・Horizon Fuel Cell Technologies社注5（シンガポール）は、移動式／定置式発電用PEFC
製品を提供している。 
 
・Hydrogenics社注6 (カナダ、Mississauga) は、定置式PEFC製品 4 種と移動式PEFC製

品 2 種を提供している。 
 
・IdaTech社注7 (オレゴン州、Bend)は、非常電源用PEFC製品 6 種を提供している。それ

らは、水素を直接燃料にするか、あるいは、IdaTech 社の燃料改質製品を使用し、メタノ

ールと水性液体燃料（water liquid fuel）からオンサイトで水素を発生させることにより

燃料にするかのどちらかの方法が可能である。 
 
・Nuvera社注8 (マサチューセッツ州、Billerica／イタリア、ミラノ) は、産業車両と輸送

用途PEFCを 3 種と、大型産業用途／定置用途PEFC製品を 1 種提供している。 
 
・Plug Power社注9 (ニューヨーク州、Latham) は、資材運搬機器用PEFC製品を 3 シリー

ズとリモート主要電源PEFCを提供している。 
 
・ReliOn社注10 (ワシントン州、Spokane) は、取替え可能なカートリッジをベースにした

バックアップ電源用に、PEFC製品を 3 シリーズ提供している。 
 
・UTC Power社注11 （コネチカット州、South Windsor）は、定置式PAFC製品ラインと、

バックアップ電源用途と輸送（車とバス）用途のPEFC製品ラインを提供している。 
 
 

                                                 
注3 http://www.clearedgepower.com 
注4 http://www.fuelcellenergy.com 
注5 http://www.horizonfuelcell.com 
注6 http://www.hydrogenics.com 
注7 http://www.idatech.com 
注8 http://www.nuvera.com 
注9 http://www.plugpower.com 
注10 http://www.relion-inc.com 
注11 http://www.utcpower.com 
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FCV の商業化 
燃料電池の開発者と自動車会社は、FCV を市場に出すためにさまざまな戦略を導入して

きた。業界リーダーの中で、トヨタ、ホンダ、現代自動車など、ほとんどの自動車メーカ

ーはFCV開発計画を持っている。GM社はFC開発に自らすでに10億ドル費やしており、

GM 社が倒産から脱却し、前進するための投資優先順位をすでに内部で討議しており、突

然その努力を打ち切ることはしないだろう。 
 
「Fuel Cell 2000 注12」は、世界中の自動車メーカーによる総合データベースを維持して

いる。2009 年 10 月号では、自動車メーカー28 社による、約 100 種のFCVを特集してい

る。PEFC搭載の車の多くは、自動車メーカー、あるいは、Ballard社やUTC Power社の

ようなサプライヤーによって製造されたものである。 
 

Fuel Cell Today誌注13の 2009 年 軽量自動車注14 調査（Light Duty Vehicle Survey）に

よれば、燃料電池軽量自動車の出荷は、2009 年に 180 台を記録した。世界の累計数とし

ては、2009 年で 1,000 台に到達した。自動車メーカーは非常に少数ではあるが、市場への

導入を続けている。新しい自動車の出荷としては、2009 年の北米オート・ショーでダイム

ラー社によって紹介された「BlueZERO F-Cell」が含まれている。ホンダは南カルフォル

ニアの顧客向けに「FCX Clarity」の出荷をすでに開始している。3 年以内、もしくは 2011
年前後に、200 台を軌道に乗せる予定である。 

いくつかの国では、サプライ・チェーン開発と FCV の製造を促進するための詳細計画

がある。 
 
・ドイツは も整った水素ステーション・インフラ計画を持っている国のひとつであり、

国家が水素発生のために、ソーラー発電や風力発電への FCV 適用を促進している。 
 
・日本は 2018 年までに、FCV の大量生産に向けてのロードマップを作成。 
 
・韓国は日本と同じ路線の計画を持つ。エネルギー技術と政策開発に特化した政府支援の

研究機関である韓国科学技術院（Korea Institute of Energy Research: KIER)は、2006 年

から 2015 年の期間で長期戦略的エネルギー技術ロードマップ(energy technology 
roadmap: ETRM)を定めた。2008 年の韓国における燃料電池への取り組み

は、www.keia.org/Publications/Other/LeeFINAL.pdf で参照できる。    
 
・カナダの燃料電池の商業化ロードマップの 新版（2008 年 12 月）

は、http://www.h2fcc.ca/files/IC_FC_PDF_final.pdf で参照でき、カナダ産業省の追加議

                                                 
注12 http://fuelcells.org/info/charts/carchart.pdf 
注13 http://www.fuelcelltoday.com 
注14 軽量車、小型車。日本で言う軽自動車ではなく、一般の乗用車クラス 
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論は、 http://www.ic.gc.ca/eic/site/hfc-hpc.nsf/eng/mc00002.htmlで参照できる。 
 
・カリフォルニア燃料電池パートナーシップ(California Fuel Cell Partnership)は、カリ

フォルニア州内の 26 ヵ所に水素ステーション（そのうち 6 ヵ所は公営）の設置と 250 台

の燃料電池自動車を導入した。2014 年までに 46 ヵ所の水素ステーションと 4,300 台の燃

料電池自動車、そして 2017 年までには 50,000 台の燃料電池自動車を見込んでいる。 
 

GM 社は、車用燃料電池の支援を続けている。GM 社は 2009 年 4 月にプレス・リリー

スにおいて、上海汽車工業総公司(Shanghai Automotive Industry Corporation: SAIC)は
シボレー「Equinox FC」のような GM 社と同じ FC システムを用いた SAIC ブランドの

FC 車の設計と製造の予定があると述べた。SAIC の車は、2010 年の上海万博に間に合う

よう、準備が整えられている。しかし、GM 社が意図しているのは、ハイブリッド電気自

動車 (EV) を先に量産して、次にプラグイン EV 、そして、走行距離の長い

(extended-range)EV、その後、オール電池(all-battery)EV と続き、 後に燃料電池 EV を

量産することを、公開プレゼンテーション等で明らかにしている。 
 
大量の EV に対応するため、各国が電力網整備のために努力し、自動車のサプライ・チ

ェーンが効率の良い電池を開発しているが、車内のコンポーネントとサブシステムがオー

ル電気自動車に適応するまで EV はゆっくり進化していくだろう。GM 社は世界中の消費

者の要求に合わせた未来型 EV の設計する上で、多くの問題および、今後 25 年で継続的

に進化していくと思われるエネルギー・インフラに合わせた複合体を設計するという基本

的な現実に直面している。 
 
2009 年にトヨタの取締役副社長(executive vice president)は、トヨタ自動車は 2015 年

までに新しい FC 車の生産が可能であることを期待すると述べた。このことは FC 車の大

量生産に向かうか、または、ハイブリッド EV と EV の普及を促進し続けるか、日本政府

と産業界の意向に沿って、2015 年までに決定することになっている。 
 

大型定置式 FC の商業化 
大型定置式FCとは、10kW以上電力を生産するFCを指し、このセクター内では、多くの

団体や企業が 200kWから 250kWの範囲でシステムを製造している。近年、MCFCが動作

条件、低質水素使用時の性能、技術コストの点で も有利だと証明されるだろうという仮

説にもかかわらず、FCテクノロジーの幅広い分野においては現在でも競争が激しい。

MCFCは現在、数 100kWの発電域のコジェネレーション（co-generation: 熱電併給）、ト

リジェネレーション(tri-generation注15)モードで稼働している。大容量SOFCの商業化は今

後、数年内に見込まれている。 

                                                 
注15 熱源から生産される熱、電気に加え、発生する二酸化炭素も温室栽培などで有効活用するエネルギー供給

システムを意味する造語 
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産業としては、このセクターにおける燃料電池の商業化利用の可能性をいくつか提供し

ている。多くの産業での製造プロセスで発生する廃棄物・副産物、他の FC 用の化学エネ

ルギー資源を水素へ変換することが可能である。たとえば、塩の電解により、塩素と水酸

化ナトリウムを生産する工場など、工場の廃棄コストの削減になる。また予備の電源を供

給することにより、工場の稼働コストをさらに軽減させる。 
 
・Ansaldo Fuel Cells社、FuelCell Energy社 (POSCO社とのパートナーシップも含める)、
GenCell 社、CFC Solutions 社 (FuelCell Energy 社から電池スタックを購入している) は、

MCFC ユニットを大量に販売している。特に産業バイオガス（食料や飲料の製造プロセス

中に発生する）、下水、その他原材料が低品質水素の原因になっているところでは販売数が

多い。米国において、1 キロワット(kW)あたり 1,000 ドルの税額控除と 1,000 ドル/kW の

利益に減価償却を適用後、3,000 ドル/kW の MCFC は、1,000 ドル/kW のガスタービンと

比べても遜色がなくなりはじめている。 
 
・塩素アルカリ工場のような比較的純度の高い水素が使用できる場所では、PEFC は有利

な技術である。過去において、複数のオブザーバーにより、PEFC は費用がかかり過ぎる

と考えられていたのにもかかわらず、いくつかの開発会社(Electrocell 社、Hydrogenics
社、NedStack 社、Nuvera 社等)は製品を提供している。同じように、産業アナリストは、

MCFC 技術が支持され、従来の PAFC 技術は追い抜かれるだろうと予測しているが、

HydroGen 社と UTC Power 社は PAFC ユニットの販売に成功している。SOFC も大型定

置式用に幅広い水素の原料の使用が可能である。Bharat Heavy Electrical 社、GE 社、三

菱重工、新日本製鉄、Rolls Royce Fuel Cells 社、Siemens Power 社、Versa Power 社等

が商業向け用途を追求している企業の例である。 
 

・PAFC は従来の商業 FC 技術のうちのひとつである。それらの製品には、元々

Westinghouse 社と United Technologies 社 (UTC)によって開発された製品も含まれてい

る。水素原料として天然ガスを使用することにより、UTC Power 社は 400-kW PAFC シ

ステムを 100 万ドル(2,500 ドル/kW)で提供できると発表した。このシステムにより、

1kW/hour あたり 0.12 ドルのコストで電気を生産する予定である。 
 
Westinghouse 社の技術ライセンスを得た HydroGen 社は、オハイオ州、Ashtabula の

ASHTA Chemical 社の塩素アルカリ施設内に 400-kW PAFC の発電所を開設した。

HydroGen LLC は塩素、産業ガス、アンモニアをエネルギー資源として受け入れる PAFC
システムを設計した。FC BOP 設備の製造に興味を持っていた Samsung（サムスン）社

は、HydroGen 社が倒産する前に、HydroGen 社のシステムをアジアや中東で販売するこ

とに関心を持っていた。  
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・韓国の大手製鋼会社の子会社である POSCO Power 社は、MCFC による電力を 大で

38.2MW（メガワット）まで FuelCell Energy 社に発注していた。POSCO Power 社は韓

国 大の独立系電力会社であり、1.8GW（ギガワット）の生産能力を持つ。製鉄の管理シ

ステムと発電、鉄道の設備を供給している POSCON 社は、MCFC 用 BOP 部品を製造し

ている。POSCO E&C は、KEPCO 社と POSCOPower 社を含むカスタマー向け総合シス

テムの設計、組み立て、設置を行っている。 
 
POSCON社注16 は、2010 年までにFCモジュールで 100MWの生産能力が期待できる、

1 億 3,000 万ドルのFCプラントの建設を開始している。2012 年までに、POSCO社はFC
による年間総利益が 4 億ドル以上になることを見込んでおり、POSCON社と共にFCビジ

ネスを成長させようとしている。FCビジネスはPOSCO社の支援を受け、鉄鋼ビジネスと

同じぐらい重要であるとしている。 
 
POSCO 社は、大規模定置式発電所、遠隔地や島への分散型発電、コジェネレーション

発電を含む、すべての市場を調査している。POSCO 社は元の燃料はメタンだと述べてい

るが、天然ガスも下水処理プラントのバイオガス同様の原料になる予定である。POSCO
は MCFC に関して、FuelCell Energy 社と 10 年契約を結んでいるが、POSCO Power 社

と FuelCell Energy 社は自社で SOFC の長期研究プログラムを持っている。 
 

小型定置式 FC の商業化 
小型定置式 FC（1～10kW の電力）のビジネスチャンスの主力には以下のようなものが

ある： 
 
・家庭、商業、産業ユーザー向けのバックアップ電力 
・商業、産業ユーザー向けの高品質電力 
・家庭、商業、産業ユーザー向けの遠隔地での発電 
・家庭、商業、産業ユーザー向けのグリッドに依存しない電力 
・軍事的応用 
 
何百種類もの小型システム（より低温、あるいはより高温対応の PEFC、水素または天

然ガスを燃料とした SOFC 等）は存在し、現在では特に、ドイツ、日本、デンマークなど

の一般家庭で使われている。それに加えて、2009 年から 2014 年の期間に何万もの家庭用

ユニットが提供され、近い将来、完全に商業化するという計画がある。他の開発には以下

のものが含まれる。 
 
・Ceres Power Holding公開有限株式会社(public limited company: plc)は、天然ガスのパ

イプラインを使って、メタンやプロパンを熱資源とする 1 キロワットのCHP SOFCユニッ

                                                 
注16 POSCON 社は韓国 大の製鉄会社 POSCO 社の子会社 
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トを開発している。 近、この会社は英国ガスの天然ガス供給によって熱資源を得ている

家庭での初期テストを完了した。「壁取り付け型」ユニット（幅は 600 ミリ以下）はキッ

チンに収まる小型サイズであり、既存の湯沸かし器と統合でき、ほとんどの家庭に必要な

電気とお湯を十分に供給することが可能である。Ceres 社はこのテストの成功によって、

英国ガスより 200 万ポンドのマイルストーン・ペイメント注17の資格を得た。 
 
・ClearEdge Power社 (オレゴン州、Hillsboro)は、家庭用または小企業向けのCE5 モデ

ル 5-kW PAFC mCHPシステムを販売するため、カリフォルニア州内に複数の新しいオフ

ィスを展開している。ClearEdge社は自社のシステムにより、天然ガスの転換効率を 80%
まで上げることが可能だと述べている。そのシステムは、フルパワー稼働時に 5kWの電気

（1 日に 120kWh）、英熱量注18 にして 1 時間あたり 20,000BTU (華氏 150° F) と同量の

電力を発生させる。 
 
システム一式を揃えると、金額にして 2 万 7,000 ドルを超える。しかし、購入コストは、

政府の払戻しシステムにより相殺され、購入金額の半額ほどになる。この企業は、例えば

パームスプリングやポルトラ・バレー地域などで、高温の暖房やエアコンの必要性があり、

スイミングプールやスパがある（4,000 平方フィート以上の）大邸宅の持ち主達をターゲ

ットにしている。ClearEdge 社の FC はプロパン、バイオガス、非常時にはその他類似燃

料でも稼働させることが可能である。 
 

2009 年の米国経済刺激策(U.S. economic stimulus plan)のもと、数々の奨励金が小型定

置式 FCA 分野に恩恵をもたらした。Plug Power 社(ニューヨーク州、Latham) は経済刺

激策より 270 万ドルを投入して、バックアップ電力として 大 275kW の熱量に相当する

自社製品 GenCore FC を設置する予定である。 
 
このプロジェクトの目的は、FC が在来品に比べ、より広範囲な地域における信頼性の高

い稼働力を持つと実証することである。ReliOn 社(ワシントン州、Spokane)も、この経済

刺激策により、奨励金を受賞した。総額 860 万ドルで、山間部や砂漠地帯など遠隔地 25
ヵ所の通信センターでも、AT&T Mobility 社のネットワークである中央カリフォルニアと

北カリフォルニアのネットワークを通じて都会の拠点と同様に、72 時間バックアップ電力

を供給できる FC を 180 台配備した。 
 
このテストシステムに関する設置情報、燃料輸送、作業データは、米国エネルギー省

(DOE)と共有される予定である。Sprint Nextel 社は緊急時の電話番号 911（警察、救急車・

消防署）のような通信システムのバックアップ用に一般的に使われている電池、発電機、

                                                 
注17 開発の進捗に伴って発生する、新規化合物発明企業への支払金。

http://www.chikennavi.net/word/milestone.htm 
注18 British thermal unit: BTU  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E7%86%B1%E9%87%8F 
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ディーゼル燃料システムに対して、このトータル・ライフサイクル・コストと効率性の評

価基準を設定するため、730 万ドルを受け取る予定である。 
 

Sprint Nextel 社はすでに 250 個の燃料電池をネットワーク内に導入しており、水素キ

ャニスター(hydrogen canister)によるバックアップ電力は約 15 時間ほどである。Jadoo 
Power 社 (カリフォルニア州、Folsom)は、環境へのインパクトと、ディーゼル発電機と

電池バックアップ電力システムを使用する代わりに 1kW の SOFC システムを 5 台使用し

た場合のコスト試験を行うために 180 万ドルを受け取る予定である。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 髙村 祐子） 
 
出典：Strategic Business Insights Explorer Program 
“Fuel Cell R&D Trends” 
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