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【水素・燃料電池特集】 

エネルギー科学技術の指標と基準 －燃料電池（EU） 
－ 欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より － 

 
燃 料 電 池 

技 術 

研究開発の必要性は、一方ではその燃料電池形式の技術的特殊性によって決まり、他

方では、応用指向の要件によって導かれる。各々の燃料電池形式は特別な特性を持って

おり、異なる応用や燃料に適応している。以下では、最も明白な応用分野の関連から最

も有望な燃料電池形式だけを分析する。したがって、この報告書において与えられた目

標値はこの応用分野に関係している。 

 
例えば、PEMFC は定置応用あるいは携帯応用にも適しているが、その目標値は純

粋な水素を使用した旅客輸送に限定されている。MCFCと SOFCは天然ガス使用の定
置応用関連で、DMFC はメタノールを燃料とする携帯応用分野で、また AFC は純粋
水素を使用する小規模な応用分野の関連から分析された(例えばバックアップ電源、補
助電源あるいはフォークリフト車両)。 

 
PAFC 技術への興味は、現在製造者側とユーザー側の両方において下がっているの

で、PAFC 燃料電池形式は調査しなかった。この状況変化の主な理由は、今後の研究
開発活動を進めても、商業化のために必要なコスト削減および技術的改良の可能性が

低いためである。(元 PAFC製作企業の UTC[米国]およびドイツ・ニュールンベルクの
PAFC実証プロジェクトのプロジェクト・コーディネーター[1997-2003]による)。 

 
表 1 は、種々の燃料電池技術の形式を示す。現在、全ての形式が、様々な実証プロ

ジェクトでテストされており、実証に沿ってさらなる研究開発が実施されている。同

時に、MCFC や SOFC の定置用と同様に、最近、DMFC や PEMFC を持つ携帯機器
が試作品としてニッチ/高級品市場に参入している。AFC装置は、航空宇宙および潜水
艦応用にしばらく使用されてきた。現在の研究取り組みは、日常応用のための安価で

丈夫な燃料電池として、この技術の価格を現実的にもたらすことを目標としている。 
 
表 1 種々の燃料電池形式 

MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) :           溶融炭酸塩形燃料電池 
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) :                固体酸化物形燃料電池 
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell): 固体高分子形燃料電池 
DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) :             直接メタノール燃料電池 
AFC (Alkaline Fuel Cell)  :                    アルカリ形燃料電池 
PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) :             リン酸形燃料電池 
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技術的・社会経済的ボトルネック 

－ 燃料電池技術用の最大のボトルネックは高コストである。すべての燃料電池形式
は、市場導入のために必要な目標原価からは現在ほど遠い。現在のところ燃料電池は、

ニッチ応用や高級品目的にのみ魅力的である。4C(コンピューター、ビデオコーダー、
携帯電話、コードレス・ツール)のような初期市場および他の携帯応用は、燃料電池の
特別な利点のために、より高いコストを受け入れる。 

 
輸送セクターは燃料電池にとり高い障壁の市場である。そして燃料電池はやがてこ

の市場に参入するだろう。しかしながら、市場が受け入れる燃料電池コストは、原油

価格の変化にとりわけ大きく依存する。種々の応用分野への市場受け入れ燃料電池の

コストと推定市場導入時期は図 1を参照のこと。 
 
燃料電池のコストは、2 つの主要な方法で低下する。第 1 の方法は、大量生産によ

る。経済性の規模は燃料電池コストを約 40～70%低減する可能性を持っている。第 2
の方法は、電池への技術的改良による。この付加的コスト削減の可能性は、約 20～50%
であると推測されている。全体的なコスト削減は、したがって 60～90%以上になる。 
 
－ 現在の燃料電池の寿命が、MCFC、平面設計 SOFC、DMFCおよび AFCの燃料

電池形式導入へのボトルネックと思われる。現在の寿命は、同種の従来システムより

かなり短い。寿命のこの制限の主な理由は、電池の劣化と腐食のプロセスである。 
 
寿命は、直接に電池の出力密度と関連している。現在利用可能な材料によるプラン

トの技術的に実現可能な最も高い出力密度では、寿命はより低くなる。したがって目

標は、新しい廉価で効率的な材料およびそれぞれの特定の応用分野に対応した最適設

計を見つけることである。乗用車用の PEMFCおよび管状設計 SOFCの寿命は、既に
十分に長い。 

 
－ DMFC の効率は他の燃料電池形式と比較しとても低く、ボトルネックと見なさ

れる。対照的に、MCFC、SOFC、PEMFCおよび AFC方式の効率は充分であると考
えられる。現在のプラントは、通常最高効率を目指して設計されていない(55～60%の
電気効率を達成することは技術的に実現可能である)。 

 
目標はむしろ、それぞれの特定の応用分野のために効率、コスト、寿命および寸法

の間の最適の条件を見つけることである。しかしながら、すべての燃料電池形式は、

圧縮機や送風機、その他の付随的な部品のよりよい集積化および適用法によって、一

層のコスト低減および効率向上の可能性を持っている。それらは通常は燃料電池の必

要条件向けに特別に設計されていない。 
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－ 僅かのパブリック・アクセプタンスと同様に、共通コードや基準の欠如も、燃料

電池および水素技術の両方の主要な社会経済的なボトルネックであると確認されてい

る。コードと基準の欠如のための指標は、少ないか欠如している分野にちがいない。

EU の実証プロジェクトの合計数は、間接的にパブリック・アクセプタンスのレベル

を反映している。 
 

注) SOFCについては、2つの異なる概念が存在する。平面設計と円筒設計で各々異なる特性および研究

力点が置かれている。したがって、この報告書の中では別々に考慮している。 

 

 

図１ 種々の応用分野への市場受け入れ燃料電池のコストと推定市場導入時期 
 

 
 
主要ボトルネックの評価パラメーター 

表 2 は、燃料電池導入の主要なボトルネックを説明する定量的パラメーターの概観
を示す。最先端の状況と目標値が与えられている。効率は、MCFC、SOFC、PEMFC
および AFCの主要なボトルネックを示していないが、比較のために効率もリストして
いる。寿命については同じことが言えるが、管状設計 SOFCのボトルネックではない。 
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表 2 主要ボトルネック評価用定量パラメーター 
 

パラメーター 単 位 2004 目 標 目標年度 

MCFC 溶融炭酸塩形燃料電池 (定置) 出典[1,2,3] 

投資コスト(250kWシステム) eu/kW 8,500 1,500 2007 

寿命(運転) h 21,560 40,000 2009 

効率(システム) % 47 50 2007 

SOFC 固体酸化物形燃料電池 (平面設計、定置) 出典[4] 

投資コスト(システム) eu/kW 16,000-20,000 1,500 2015 

寿命(運転) h 2,000-5,000 40,000 2015 

効率(システム) % 40-45 50 2010 

SOFC 固体酸化物形燃料電池(管状設計、定置) 出典[5] 

投資コスト(100kWシステム) eu/kW 10,000 1,500 2015 

寿命(運転) h 20,000-70,000 40,000-80,000 2015 

効率(システム) % 45 45-55 2015 

PEMFC 固体高分子形燃料電池(モバイル、乗用車) 出典[6] 

投資コスト(システム) eu/kW 2,000 200 2010 

寿命(運転) h >8000 >8000 - 

効率(システム) % 45 45 - 

DMFC 直接メタノール燃料電池 (ポータブル) 出典[4,7,8] 

投資コスト eu/kW 10,000-100,000 3,000-5,000 2007 

寿命(運転) h 1,000-5,000 <1,000 2007 

効率(システム) % 20-30 30-35 2007 

AFC アルカリ形燃料電池 (小規模応用) 出典[9] 

投資コスト(システム) eu/kW 11,000-15,000 <1,000 - 

寿命(運転) h 2000 - - 

効率(システム) % 60 60 - 
 
[1] MTU 2004a   [4] FZ-Julich 2004      [7] Motorola Laboratories 2002 
[2] MTU 2004b   [5] Siemens Westinghaus  [8] SRA 2005 
[3] Michelin 2004  [6] Ned-Stack 2005     [9] Asrtis Energi Inc 2005 
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今後の改善に対する重要な指標の解析 

ボトルネック解消のためどの指標が寄与するか知ることが研究開発の取り組みを調整す

るために必要である。これらの指標を表 3～8にリストし、可能であれば、さらに改善させ
るための重要な指標を与える。ボトルネック要因に対応して、基準と指標を割り当てた。 

 
表 3は、さらに研究が技術要素によってどこでなさなればならないかを示す。リストは

全ての改良手段および指標を含んでいるものではなく、最も重要で最も有望なものだけを

リストした。情報は、主として技術プロバイダーあるいは研究所とのインタビューに基づ

いている。また、現在の研究およびウェブサイトからの情報も含まれている。 
 
表 3 今後の改善に向けた重要な指標 －MCFC、産業応用 
 

技術要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標 コメント 

システム 投資コスト 連続生産(MTU 2004b) コスト低減達成は主として

自動大量生産 
 

システム 投資コスト スタック設計および燃料調整の

簡易化(材料と寸法の低減) 

(Michelin 2004) 

現在のプラントは同等の

CHPより 5倍大きい; スペ
ース問題により可能なユー

ザ ー 数 が 減 少 (Michelin 
2004) 
 

システム 投資コスト 他の燃料 /燃料の自由度増加への
適合性、例えば残留物の熱ガス化

からの合成ガス(MTU 2004b) 

 

 

システム 寿命 温度の低減化および面積関連出

力密度の増加 
 2004 目標 目標

年度

動 作 温

度[℃] 
650  620-630 2007

面 積 関

連 出 力

密度 [W/
セル] 

700  800 2007

 

動作温度の低減は現在の寿

命をかなり増加、一方、低

い温度は反応の減少により

低効率になる重要な開発目

標は低温で予定電力を得る

ために電池セルの電気化学

反応の活性化 
 
 
 

スタック 寿命 バイポーラプレート腐食と炭酸

塩枯渇/劣化の低減、機械的安定
度と触媒活性の増加および触媒

毒素対策(MTU 2004a/b) 
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表 4 今後の改善に向けた重要な指標 －SOFC、平面設計、定置応用 
 

技術要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標 コメント 

スタック 投資コスト 低温で高伝導性の新しい電解質

材料の開発および電極厚さの低

減 
 2004 目標 目標

年度

温度[℃] 800 600-700 2010
陽 極 厚 
[μm] 

10  5-10 2015

カ ソ ー

ド厚  [μ
m] 

50  25 2015

(FZ Julich 2004/2005) 

高温はプラント設計と材料

に関して制限を意味するの

で、SOFC の温度低下が望
ましい。しかしながら、低

い温度は現在用いられてい

る電解質の伝導性を低下さ

せる  (Siemens Westinghaus 
2004) 
最近、平面設計の SOFCで
950～800°C の運転温度の
低下が、ドイツ・ユーリッ

ヒ研究所の科学者によって

達成された。しかしながら、

一層の低下がいまだ実現可

能で望ましい  (FZ Julich 
2004a/b) 
さらにシステム特性を改善

し、かつ運転温度を低下さ

せる可能な 1 つの方法は、
より薄い電解質膜の使用に

よる。 
システム 投資コスト 部品およびシステム設計の最適

化(FZ Julich 2004b)  

システム開発に基礎研究が

必要、これまで研究はシス

テムコンポーネントに限定 
(FZ Julich 2004b) 

システム 寿命 熱サイクル数の増加および始

動・停止時間の低減(大規模定置
応用、250kW) 

 2004 目標 目 標

年度 
熱サイクル

数*[回] 
50  50  

始動・停止

時間[h] 
6-8 3-4 <2010

* 顕 著 な 劣 化 な し で (FZ-Julich 

2005) 

高温燃料電池の始動と停止

時間は、小規模および大規

模システムで各々1 時間か
ら 10 時間の範囲にある(遅
い加熱と冷却運転は、脆い

部品のクラッキングを回避

するために必要 );この要求
は多くの応用において問題

となる。 
同じ理由で、室温と運転温

度の間の熱サイクル数は、

燃料電池の寿命から、燃料

電池形式および応用に依存

して、典型的に 20-100回に
制限される。出力が必要で

ない場合でさえ燃料電池を

運転温度に維持しなければ

ならないという事実によ

り、ある応用にとり再びボ

トルネックとなる。 
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寿命/信頼性 陽極の酸化還元反応の安定性の

改善と温度変動へガスケット材

料を採用 (FZ Julich 2004b) 

酸素や燃料ガス供給が保守

作業または障害により停止

されると、燃料電池はかな

り破損され寿命が低下す

る。陽極のニッケルは酸化

し、ガスケットは温度変動

により機能しなくなる (熱
サイクル)、これは、平面設
計 SOFCの主要なボトルネ
ッ ク で あ る  (FZ Julich 
2004b) 

システム 

寿命 界面で反応しない材料の開発  
(FZ Julich 2004b) 

 

 

表 5 今後の改善に向けた重要な指標 －SOFC、管状設計、定置応用 
 
技術要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標       コメント 
システム 投資コスト プラント最適設計法の開発(プラ

ントのバランス)  
(Siemens Westinghaus 2004) 

送風機や圧縮機のような周
辺構成要素は総原価にかな
り寄与し、またエネルギーを
消費する。これらの部品は、
既に商用であるのでそのコ
ストは下がらない。したがっ
て、目標は小型化し少ない部
品点数となる最適設計の開
発である 
 (Siemens Westinghaus 
2004) 

投資コスト 低温で高伝導性を持つ新しい電
解質材料の開発 
 

 2004 目標 目 標

年度 
温度[℃] 900- 

1000 
800 2015

(Siemens Westinghaus 2004) 

高温はプラント設計と材料
に関して制限を意味するの
で、SOFC の温度低下が望
ましい。しかしながら、低
い温度は、現在用いられて
いる電解質の伝導性を低下
させる (Siemens 
 Westinghaus 2004) 

システム 

投資コスト セル形状(平坦コンパクト管)の改
善はより高い出力密度を約束 
 (High power density cells: 
 HDP-cells) 

 2004 目標 目 標

年度 
出 力 密 度

[mW/cm2] 
200  400 2015

(Siemens Westinghaus 2004) 

 

 
応用に依存し、熱サイクル数が SOFC のボトルネック(円筒設計)定置産業応用については、大きな劣化な
しで 100回の熱サイクルが現在可能であり、これは、十分であると考えられる。しかしながら、他の応用
については(例えば内蔵電源)、この問題を改善する必要がある。 
始動と停止時間はプラント規模に強く依存する。定置産業応用に関する大きなプラントについては、始動
と停止時間は 12～24時間であり、この応用分野では十分である。小規模応用(例えば内蔵電源)については、
始動と停止時間はより短いが、これまでどおりボトルネックである (Siemens Westinghaus 2005). 
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表 6 今後の改善に向けた重要な指標 －PEMFC、輸送応用 
 

技術要素 ボトルネック要因 改善への重要指標 コメント 

GDL 
ガス拡散層 
(gas 
diffusion 
layer) 

投資コスト GDLコストおよび厚さの低減 
 2004 目標 目 標

年度 
GDL コ ス ト

[eu/m2] 
200  <5 2010

GDL厚[μm] 500  250 2008

(NedStack 2005) 

ガス拡散層 (GDL： gas 
diffusion layer)は、現在
MEA とバイポーラプレ
ートの次にスタックの

最も高価な部分である。

メ ン ブ レ

ン 
投資コスト メンブレンコストおよび厚さの低減

 2004 目

標 
目 標

年度 
メンブレンコス

ト[eu/m2] 
200-25
0  

?  

メ ン ブ レ ン 厚

[μm] 
25  12 2006

(NedStack 2005) 

 

バ イポー

ラ プレー

ト 

投資コスト バイポーラプレート価格の低減 
 2004 目

標 
目 標

年度 
バイポーラプレ

ー ト 価 格

[eu/m2] 

200  <5 2010

(NedStack 2005) 

 

MEA 
膜・電極 
一体構造 
(membrane- 
electrode 
assembly) 

投資コスト 触媒活性の増加と MEA 白金量の低
減  

 2004 目標 目 標

年度 
総白金量の活性

部分[%] 
25-40 95 2010

白 金 量

[mg/cm2] 
0.45 0.225 2008

(NedStack 2005) 

現在の燃料電池では白金

の半分以上は不活性状態

である。したがって重要

な目標は触媒活性を増加

させることである。この

ことは、より高い出力密

度と総白金量の削減をも

たらす。しかしながら、

白金は再回収し再使用さ

れるので、主要な研究ト

ピックとして白金の削減

は見られていない。 

スタック 投資コスト システム電力密度の改善 
 2004 目標 目 標

年度 
システム電力密

度[kW/m2] 
8  10-12 2007

(NedStack 2005) 

高システム電力密度は最

適化されたシステム設計

と使用する材料の削減に

よって達成される。システ

ム電力密度は高温化・高圧

力化で増加できる。しかし

ながら、温度と圧力の増加

は、現在使用中の材料をよ

り早く劣化させ、寿命低下

をもたらす。したがって、

温度、圧力、出力密度、寸

法および寿命の間の最適

条件を見つけなければな

らないし、新しい素材を開

発しなければならない。 
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加 工プロ

セス 
投資コスト 特にバイポーラプレートとメンブレ

ン の廉価な大量製造工程の開発  
(Proton Motor 2004, US DOE 2003) 

 

PEMFC はまた住宅向き定置応用に適している。この点に関しては、天然ガス改質器統合とシステム安

定性の改良が主要な研究トピックである。 

 

 

表 7 今後の改善に向けた重要な指標 －DMFC、携帯応用 
 

技術要素 ボトルネック要

因 

改善への重要な指標 コメント 

MEA 投資コスト MEA白金量の低減 
 2004 目標 目標

年度

白 金 量

[mg/cm2/セ
ル] 

8  2 2010

(FZ Julich 2004b) 

 
 
 
 
 

MEA 寿命 安定したメンブレンおよび安定

で腐食フリー触媒の開発 
 2004 目標 目標

年度

出力密度の

劣 化

[%/1000h] 

>10  2-10 2007

(FZ-Julich, 2004b) 

 
 
 
 
 
 

MEA 効率 少ないメタノールや水の拡散を

持つ新しいメンブレン材料の開

発および高プロトン伝導度の維

持、例えば複合メンブレン 
 2004 目標 目標

年度

メ タ ノ ー

ル・クロスオ

ーバ[%] 

10-30 <5 2010

(FZ-Julich 2004b) 

DMFC 改善のためには、低
いメタノール透過が可能な

新しいメンブレンについて

の研究が最も重要な課題で

ある。現在使用されているメ

ンブレンは、最適プロトン伝

導度を維持するために水を

吸収する必要がある。メタノ

ールと水は化学的に非常に

類似しているので、DMFC
のメンブレンはまたメタノ

ールも吸収する。メタノール

はメンブレンを浸透し、燃料

電池電圧を低下をもたらし

陰極の触媒を停止させ、最大

可能アンペア数を減少させ

る。更に、燃料ロスを引起し、

排気ガスの高価な処理が必

要となる。その結果、メタノ

ールが増加しまた触媒が焼

ける。 (FZ-Julich 2004a) 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート971号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/971/
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システム 効率 比容積および重量の低減、例えば、

システムへ周辺構成要素のよりよ

い統合および最適設計法の開発 
 2004 目標 目標

年度

シ ス テ

ム 電 力

容 積 密

度[W/l] 

10-100 100-200 2007

シ ス テ

ム 電 力

重 量 密

度

[W/kg] 

10-100 100-200 2007

(FZ Julich 2004b) 

 

システム 効率 排水処理の改善、閉水域回路の開

発 (FZ Julich 2004b) 

自己持続システム運転は閉

水域回路が必要、陰極側の水

を陽極側に導く必要がある、

これまで未達成。更に、陰極

側の水は酸素移動を阻止し

効率の低下に導く。 

 

 

表 8 今後の改善に向けた重要な指標 －AFC、小規模応用 
 

技術要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標 コメント 

システム 投資コスト 連続生産 (MTU 2004b) コスト低減は主として自動

大量生産で達成材料コスト

は 既 に 非 常 に 低 い (300 
eu/kW) 

 
以上 

 
( 出典： EUROPEAN COMMISSION: Energy Scientific and Technological Indicators 
and References, http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirbd_en.pdf 、
pp11-19 
この報告書の完全版は以下で利用可能である：  

http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf ) 


