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【新エネルギー】 

燃料電池実用化技術最新動向（米国） 
 
米国を中心とした燃料電池実用化技術開発の最新動向について、NEDO技術開発機

構よりSRIコンサルティング・ビジネスインテリジェンスInc. (SRIC-BI)に依頼した調

査結果について紹介する。 
 

Ⅰ ポータブル燃料電池技術の最近の開発 
SRIC-BI Explorer Viewpoints /Fuel Cells 2005 年 3 月の  "Technologies for 

Portable Fuel Cells"は、ポータブル応用のための 1W 以下から 300－500W までの小

型燃料電池向けに開発中のいくつかのアプローチの概要を述べている。 
 
1W 以下から 300－500W の範囲の電力を提供できる様々なポータブル燃料電池

(FC)が実証されているが、最も商業化に近づいている技術は、高分子電解質形燃料電

池(PEMFC)技術のサブセットである直接メタノール(DM)型である。 
 
DMFC は比較的よく分かっており、開発者はメタノールの取り扱いに関する安全性

や規定面の制約の取り組みを前進させている。また、燃料補給インフラ確立に関連し

た詳細事項に取り組んでいる。しかしながら、何人かの科学者は、DMFC には固有の

制限があるため、他の技術を開発し続けると考えている。 
 
1．高分子電解質型燃料電池 

- PEMFCに直接燃料供給が可能な代替燃料 
研究者は、PEMFC で直接使用できるメタノール以外の燃料を研究している。研究

者が考慮している代替燃料は次のものを含んでいる：アルカリ溶液中のホウ化水素ナ

トリウム：Materials and Energy Research Institute (長野、日本)で開発中、ギ酸：

Renew Power Inc.(シャンペーン、イリノイ州)で開発中、エタノール：Technofil Srl (パ
ラビアゴ、イタリア)で開発中。これらのシステムはあまり良くは開発されておらず、

斬新な構成、電解質膜および触媒が必要である。 
 
- 炭化水素から水素を生成するマイクロ改質器 
マイクロ改質器における技術的な進歩は、高温細胞膜の技術的な進歩と組み合わせ

て、PEMFC が水素で動作することを可能にする。 
特に PEMFC で使用されるマイクロ改質器を開発している企業および組織は、カシ

オ(東京、日本)を含む、ハネウェル研究所(プリマス、ミネソタ州)、リーハイ大学(ベ
スレヘム、ペンシルバニア州) 、マイクロテクニク・マインツ研究所(マインツ、ドイ

ツ)、モトローラ研究所(テンピ、アリゾナ州)およびウルトラセル社(リバモア、カリフ
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ォルニア州)である。これらの組織の多くは、メタノールのような酸素含有燃料を改質

する。 
 
インテリジェントエネルギー社は、メゾフエル社(アルバカーキ、ニューメキシコ州)

の獲得を通じて、携帯機器で使用する水素生成のために小さな改質器を持っている。

この改質器は現在大きすぎるので、携帯用電子機器に組み入れることはできない。 
 
他の組織は、固体電解質型燃料電池(SOFC)で使用する都市ガスからの水素を生成す

るためにマイクロ改質器を開発している。開発の多くは PEMFC で使用される様々な

炭化水素の改質に適用可能である。この分野を開発する組織には、アルテックステク

ノロジーズ社(サニーヴェール、カリフォルニア州)、パシフィックノースウェスト研

究所 (リッチランド、ワシントン州)、 SOFCo-EFS LLC (ソルトレークシティー、ユ

タ州)、 およびエール大学(ニューヘブン、コネチカット州)を含む。 
 

これらの改質器試作品のいくつかはコインほどの大きさほどでかなり小さい。マイ

クロ改質器には多くの可能性があるが、多くの技術的課題を解決する必要がある。こ

のシステムは複雑で、DMFC システムほどはよく分かっていない。しかし、時間をか

けることにより、好ましい性能を生み出す可能性がある。 
 
- その他の化学燃料 
ミレニアムセル社(イートンタウン、ニュージャージー州)は、ホウ化水素ナトリウ

ムから水素を生成する特許プロセスを開発した。不燃性で無毒で非爆発性なので、こ

の燃料がメタノールを越えるいくつかの長所を持つと同社は主張する。同社は、2004
年 9 月カリフォルニア州サンフランシスコのインテルデベロッパフォーラムにおいて、

PEMFC 電力ノート型コンピュータに燃料供給するために、この燃料搭載システムを

使用したプロトタイプ・システムを展示した。同社の燃料搭載システムは、プロトネ

ックステクノロジー社(サウスブロー、マサチューセッツ州)が軍事応用のために開発

している PEMFC により動力供給した携帯機器の中で使用されている。 
 
- 代替電池構成 
燃料電池開発者は、さらに PEMFC の経済性を変える可能性がある PEMFC の斬新

な構成を開発している。例えば、マイクロセル社(ローリー、ノースカロライナ州)は、

500～1000 ミクロンの寸法の単一ファイバーによる単一電池(陽極とカソード電極触

媒、電解質および集電器)を作るための部品を成型する技術を開発中である。 
 
いくつかの組織(ST マイクロエレクトロニクス社(ジュネーブ、スイス))は、マイク

ロチャンネル内部に燃料電池を置いたシリコンデバイスを開発している。CMR フエ

ルセル社(ハーストン、英国)は、燃料と酸化剤の混合物が全多孔性陽極－電解質－陰
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極アセンブリを通して流れる、いわゆるコンパクトな混合反応物質燃料電池を提案し

ている。同社は、競合製品より、10 分の１小型で、強力で、80%以上安価な燃料電池

を作ることができると主張している。 
 
これらの燃料電池システムは、設計により、水素の直接使用や他の液体燃料も使用

可能である。これらのシステムのどれも、市場に参入した DMFC 設計と同程度には

開発されていないし、将来の競争の源としても現れていないと考えられる。 
 
2. アルカリ型燃料電池 
メディステクノロジーズ社(ニューヨーク、ニューヨーク州)は、ポータブルアプリ

ケーションで使用されるアルカリ型燃料電池を開発している企業の例である。アルコ

ールと組み合わせたホウ化水素アルカリ性溶液に基づく特許の燃料でこの電池は燃料

供給される。同社は陽極から白金の使用を取り除いたので、この燃料電池の製造は従

来の DMFC よりそれほど高価でなくなる、と同社は主張している。さらに、この電

池設計は電解膜劣化に関連した問題を回避する。しかし、何人かの産業専門家は同社

の電解質は周期的に交換する必要があると報道している。 
 
DMFC のように、この電池は商業化前段階の製造に入り始めている。同社は、2004

年には、プロトタイプ燃料電池電源パックと燃料カートリッジを、米国国防総省のた

めに開発している携帯情報端末に関してテストするため、ゼネラル・ダイナミックス

C4 システムへ出荷した。このアプローチは、近いうちに DMFC の商業ベースの一つ

として現れるであろう。 
 
3. 固体電解質型燃料電池 
米軍は、携帯機器に動力供給するよりよい方法の開発、および、JP-8、ディーゼル

あるいは NATOF-76 のような兵站支援燃料での燃料供給に強い興味を持っている。手

のひらサイズ固体電解質型燃料電池(SOFC)に取り組んでいる組織は、アダプティブマ

テリアルズ社(アナーバー、ミシガン州)、アルバータ・リサーチ協議会(エドモントン、

カナダ)、ITN エネルギーシステムズ社所有のアセントパワーシステムズ社(リトルト

ン、コロラド州)およびリリパティアンシステムズ社(ウォーバーン、マサチューセッ

ツ州)を含む。 
 
米軍がこれらのシステムの主な潜在市場の 1 つであるが、アルバータ・リサーチ協

議会およびリリパティアンシステムズ社は消費者アプリケーションを考えているよう

に見える。これらのシステムは、まだ開発中で広範囲の商業利用は 5 年以内には恐ら

く起こらない。 
 
フランクリンフエルセル社(モールヴァン、ペンシルバニア州)は、直接固体電解質
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型燃料電池を開発している企業の例である。同社は、ガソリン、ディーゼルおよび天

然ガスのような様々な炭化水素燃料でその燃料電池が直接作動でき、3～50kW 範囲の

アプリケーションに非常に良く適合する、と主張する。これらのシステムは、簡便な

キャリッジとしては大きすぎるが、電力が必要な場所へ移動させるには便利である。 
 
- 生物燃料電池 
ほとんどの研究者は、生物燃料電池が商用開発には何年もかかると信じている。セ

ントルイス大学(セントルイス、ミズーリー州)の研究者は、酵素生物燃料電池の作動

期間を大幅に改善する方法を発見した。エィカーミン社(セントルイス、ミズーリー州)
は、この技術を商業化するために 2003 年に設立された。 

 
パワーザイム社(サミット、ニュージャージー州)のような他の少数の企業もまたこ

の分野を開発している。どの企業もまだ市場製品を持っていない。生物燃料電池はこ

れまで低電力で限られた寿命のみしか達成することが出来ていない。 
 
この技術は、完全に新しいアプリケーションを可能にする、非常に小さいというポ

テンシャルを持っており、また、環境上好ましいエタノールのような燃料で動作する。

これらのシステムはまだ開発中で、5 年以内では広範囲の商業用途には恐らくならな

いであろう。 
 
- メタル空気燃料電池 
この装置は、燃料電池またはバッテリーとして分類できる。この技術はかなり良く

開発されており、少数の企業が商品導入を試みた。初期の開発企業の多くは商用市場

に進出することには成功しておらず、ビジネスを去ったり、軍事応用に専念すること

になった。 
 
Ⅱ 定置型燃料電池技術の最近の開発 
2004 年に観察された 1 つの傾向は、特に高温燃料電池を使用する大規模システム

で、無料の、十分には活用されていない、あるいはローカルな燃料を使用できるシス

テム利用の増加である。最近の実証は、廃水処理プラントからの嫌気性消化ガス、炭

層メタンガス、石炭ガスあるいは副産物水素のような、代替燃料資源の利用が増加し

た。 
 
フエルセル・エナジー社(ダンベリー、コネチカット州)は、様々な型破りの燃料資

源で作動する溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)を実証した企業の例である。 
 
SRIC-BI が注視が好ましいと信じる未来技術は直接炭素燃料電池(DCFC)である。

このトピックは、2004 年 7 月の SRIC-BI ビューポイントで取り上げた。直接炭素燃
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料電池の炭素の完全な電気化学的酸化に基づいた全反応は次のとおりである： 
C + O2 → CO2 
この反応は、電池設計および電解質に応じて変わるメカニズムに沿って進行する。

研究者が実験している電解質は、固体状態、溶解炭酸塩および水酸化ナトリウムなど

を含んでいる。 
 
電解質に依存して、酸素、炭酸塩あるいは水酸化物イオンは酸化還元反応に参加す

る。次のメカニズムによれば、他にとられる反応メカニズムは部分的電気化学的酸化

である： 
C + 1/2 O2 → CO 
この反応は、電気へ熱の直接発電を可能とする。熱が外部ソースから来る限り、そ

れは効率を 100%以上に増加させる場合がある。 
 
ほとんどの研究は完全酸化に基づいた電池を強調するが、デルフト工科大学(デルフ

ト、オランダ)の Kas Hemmes は、C を CO と電気への変換を駆動するために太陽熱

を使用することを提案している。その後、その CO は固体電解質型燃料電池での使用、

熱供給のための燃焼、あるいは水と反応させて水素と CO2 を形成するための利用を

見つけることができる。 
 
DCFC はあらゆる燃料電池の中で最も高い理論的な効率を持つ点が魅力的である。

また、石炭、亜炭、天然ガス、石油、石油コークスおよびバイオマスを含む様々な炭

化水素からの炭素が燃料供給できる。世界中の多くの地域で、国内的に利用可能で、

安価で、輸送や格納が容易なので、石炭は特に魅力的な燃料である。 
 
DCFC を開発している組織は、HCE、LLC(オークトン、ヴァージニア州)、ローレ

ンス・リバモア国立研究所(リヴァーモア、カリフォルニア州)、SARA 社(サイプレス、

カリフォルニア州)、SRI インターナショナル社(メンローパーク、カリフォルニア州)
およびデルフト工科大学(デルフト、オランダ)を含む。 

 
これまでに開発された DCFC システムは実用的運転ではなかった。しかし何人かの

DCFC 開発者は最近の開発が、次の 10 年以内に商業ベースにのったシステムをもた

らすと主張している。カルテックパワー社(ウェストバラ、マサチューセッツ州)は、

DCFC で達成できるものに似た利益をもたらす技術を開発している。その電池は本質

的に化学的に再充電可能なバッテリーである。 
 
Ⅲ 自動車用燃料電池の最近の開発 
燃料電池開発者は、スクーターからボートへの機関まで、様々なニッチ輸送応用で

使用されるシステム設計を継続している。可能性ある 1 つの応用先はフォークリフト
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トラックである。 
 
自動車の分野では、様々な前線で進展が続いている。燃料電池自体における進歩に

加えて、燃料供給インフラと貯蔵の問題にますます注意が払われている。自動車を支

援するための燃料補給所設置のように、世界の至る所で様々な燃料供給システムが実

証されている。車両メーカーがオンボード改質器を組み込まない車両設計に集中した

時に、水素貯蔵の研究はより重要になった。 
 
米国エネルギー省(DOE)は、2004 年 8 月の初めに、オンボード燃料改質器の研究活

動のレビューを実施した後に、燃料電池車のためのオンボード燃料改質器研究開発の

中止決定を発表した。 
米国エネルギー省スペンサー・エーブラハム長官は、2004 年 4 月に、DOE が水素

貯蔵研究に 1 億 5000 万ドルを承認し、水素貯蔵研究に関する 3 つの COE（研究開発

拠点）を設立したと発表。各々の COE は、一つの主導的な国立研究所、およびいく

つかの大学と産業パートナーを含んでいる。ロスアラモス国立研究所(ロスアラモス、

ニューメキシコ州)およびパシフィックノースウエスト国立研究所(リッチランド、ワ

シントン州)は、化学貯蔵装置に注目する COE を率いており、サンディア国立研究所

(アルバカーキ、ニューメキシコ州)は金属水素化物貯蔵装置に注目する COE を、また

全米再生可能エネルギーセンター(ゴールデン、コロラド州)は炭素貯蔵装置に注目す

る COE である。 
以上 
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