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【水素・燃料電池特集】 
 

英国の燃料電池開発・展開の進め方(概要) 
 
なぜ燃料電池か? 

燃料電池は次のことを可能とする技術である、 

－ 世界の低カーボン経済に大きく寄与する、 
－ 都市大気の質および都市住民の健康を改善する、 
－ 世界経済の持続的成長を可能とする 21世紀産業界の基礎を形成する、 
－ 燃料のより広い選択を可能にしてエネルギー安全保障を向上させる、 
－ 従来の技術に対して高い効率により燃料枯渇の緩和に寄与する 

(特にコージェネレーションモード)、 
－ 将来の水素経済に不可欠な中間要素であり最終構成要素を提供する。 

 
これらの問題は英国で高い優先順位を持っており、継続中の全国的討論ではどのよ

うにこれらの問題にアドレスすることができるかについて議論している。新しく革新

的な技術としての燃料電池は、この討論の流れを変え、扱いにくい複雑な問題に魅力

的な解決策を提供している。 
 
英国への利益 

CO2 排出の削減 

気候変化が起っていることは、現在広く認識されている。また、これは一般に大気中の

温室効果ガス濃度の増加に起因している。その最も顕著なものは二酸化炭素(CO2)である。 
 
燃料電池の分散発電や輸送への広範囲の導入が、CO2 排出量を削減し、生活の質を

改善する大きな可能性を持っているという明瞭な合意がある。より早く利益を獲得す

るために燃料電池の大規模使用を促進させる方策のコストは、最終的な利益と釣り合

わせることができる。これらの利益は、より迅速な英国の参加と合意、早期の燃料電

池の大規模展開および CO2排出量削減取り組みの加速を含んでいる。 
 
英国燃料電池社会は、世界規模の排出に影響を与える手段が英国の政策ではるかに

高い優先順位を持っているべきであると信じており、燃料電池はこの側面を持ってい

る。英国で燃料電池の使用を促進することは、技術とそれによる利益を改良し実証す

ることにより、燃料電池の国際導入をもたらす効果がある。このように、英国の技術

および経験は、CO2排出量を世界的に削減する梃子になるであろう。 
 

都市大気質の改善 
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英国は、都市大気の質を改善するという大きな問題に直面している。高い人口密度

と高い汚染源の集中の組合せは、健康への不均衡な影響を引起し、その影響に対して

高額な医療費という結果をもたらしている。 
 
他の先進諸国のように、英国の自動車排気ガスは他のどのような形の人間活動よりも

多くの大気汚染を引き起こしている。全窒素酸化物のほとんど半分、一酸化炭素の 3分
の 2、全炭化水素排出の約半分そして都市のほとんどの粒子状排出物は自動車により占
められている。英国政府は地方自治体に対し大気質目標を設定した。しかしながら、市

街地の混雑に伴い継続しているこの問題は解決が困難であることを意味している。 
 
燃料電池は使用する場所では無公害になりえるので、自動車への燃料電池の導入は

この問題の軽減をもたらす。自動車への燃料電池技術導入という大きな役割を演じる

ことによって、特に市街地では、英国はこれらがもたらす利益である都市大気の品質

改善と健康サービスへの負荷の軽減が提供できる。 
 

持続可能性と競争経済 

英国は持続可能な経済開発に対して大きく関与している。これらの関与は、英国が

その環境と社会的重大性を持って経済成長を継続することへのバランスを必要とする。

燃料電池は持続的成長の促進に非常に魅力的な技術であり、環境と成長の両分野にプ

ラスの影響をもたらすことができる。 
 
燃料電池と水素ビジネスは、既に英国で 800 以上の職場を支えている。また商業規模

予測は、2011 年に£250 億の世界市場規模となる。英国には燃料電池と水素経済に集中
したかなり大きい産業を構築する機会があり、価値連鎖のすべての局面をカバーできる。 
 
過去の経験は、産業界の参加者は一団となる傾向があり、顧客や供給業者の近くに

いることを好み、経験を積んだ労働力やインフラに頼るということを明らかに示して

いる。魅力的な国際ハブとしての英国を立ち上げる利益は、結果として生じる雇用や

強い技術基盤という大きな利益を得る燃料電池供給プロセスのすべての部門の重要企

業に国内投資を働きかけることである。先端材料のような関連分野へスピン・オフ展

開する大きな可能性が結果として生じる。 
 
燃料電池開発と展開で先導的立場をとることによって、英国は国内投資の早期の流

れを促進できる。燃料電池への長期的な関与ならびに支援を示すことは、英国に投資

することを考慮している企業のリスクを減らす。このような支援は、英国の長期見通

しが無い他の産業を助成するよりも、好ましい投資を意味するであろう。 
 
英国内では、多くの分野が燃料電池への大きな熱意を示し、そのイニシアチブは国
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内投資に有望な枠組みを提供する。しかしながら、国の支援と調整なしでは、これら

のイニシアチブはその可能性の実現に苦労するであろう。 
 

燃料の大きな柔軟性を可能にしてエネルギー安全保障に寄与 

自国内のエネルギー供給が減少するとともに、英国は実質的にエネルギー輸入国に

なっている。このことは、調整の失敗、政情不安定、矛盾および価格変動によるエネ

ルギー供給問題に対して英国を潜在的に脆弱にする。 
 
現在、英国の一次エネルギー需要の 39%を占めるガス供給は減少している。また、

2010年ごろの石油に当てはまる様に、ガス供給は 2006年ごろまでに純輸入国になる。
英国は使用している石油のおよそ半分を既に輸入している。 

 
種々の供給源、供給業者および供給経路を持つことによるエネルギー多様性によっ

て高いセキュリティが維持でき、既存の供給がより長く続くことを可能にする。 
 
燃料電池は広範囲の成長する燃料分野において進行するので、エネルギー安全保障

の問題に優れた貢献をもたらす。英国への燃料電池の導入なしでは、自国のエネルギ

ー供給減少による影響は著しく大きくなりえる。 
 
英国のエネルギー・インフラの多くは次の 20年に更新する必要がある。送電ネット

ワークに供給する従来の集中型電力運用から、再生可能エネルギー源(しばしば英国の
周辺地域や海上)やより小規模な分散発電に適したシステムへの変更を可能にするた
めに、実質的な投資が必要である。英国がガスの純輸入国になるとともに、新たなガ

ス輸送インフラも必要である。これらの変化が生じると、信頼性の高いまた良い品質

のエネルギーの必要性が増加する。 
 
信頼できるエネルギー・インフラと供給ネットワークを維持することの失敗の結果

が、アメリカとカナダの大部分での最近の停電として北アメリカで示された。生じた

全コストの大きさは、数億ドルになると推測されている。ロンドンの最近の電力事故

は、さらにこの問題を目立たせる存在となった。 
 

水素経済 

燃料電池は、水素をエネルギーに変換する重要な手段として広く注目され、水素経済

のためのあらゆる願望の実現における明白な潜在的役割を持つ。「水素経済」の概念は、

水素が将来のクリーンエネルギーシステムに主要なエネルギー媒介としての役割を演

じるという一連の構想をカバーする。化石燃料からバイオマス基盤燃料(例えば廃棄物埋
め立てガス)を経て再生可能資源に及ぶ燃料で燃料電池を展開する能力は、主に再生可能
エネルギー源に基いた水素経済への遷移局面をすべて支援することを意味する。 

< 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/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.971,  2006. 1. 25 

33 

 
ロードマップの目標と視野 

このロードマップ(進め方)は、2003年に "Fuel Cells UK"によって発表された「英
国のための燃料電池の展望」が基になっている。この展望は、燃料電池の開発と展開

において主要な役割を果たす際の英国への利益を明確化し、英国がその役割を引受け

るための経路について定義した。この展望から出現する主要な提案の 1 つは以下のと
おりであった: 

 
「次の重要な段階は、展望を実現するためのロードマップを定義することである。

すなわち、政府と産業界を含むすべての利害関係者のための進むべき道とマイルスト

ーンを明確にすることである」 
 
このロードマップの目的は、英国内の燃料電池技術の商業化を加速し、英国がその

プロセスから最大の利益を引き出すことを確実にすることである。これは、産業界だ

けでなく研究社会、国、地域および地方の政府および社会全体に当てはまる。 
 
先に言及されたように、燃料電池と水素経済の間には明瞭で密接なつながりがある。

どのような形態の水素経済でも、燃料電池が重要な役割を持つならば、CO2 削減のよ

うな政策目標の実施により大きく成功するであろう。また、いくつかのタイプの燃料

電池は燃料として水素を必要とする。 
 
英国において最近完成した「英国の水素エネルギーの戦略フレーム・ワーク」は、

英国が最大の利益のために水素経済活動にどのように参画するかを決定するために探

求された。このフレーム・ワークの研究は、相補性を確認する著者間の緊密な交流に

より、このロードマップの初期の研究と平行して行われた。 
 
このロードマップの視野は、燃料電池システムおよび差し迫った技術(例えばプラントバ
ランスや電力調節など)に加うるに、利用する場所での燃料貯蔵と供給に限定されている。 

 
このロードマップの開発は、広範囲の協議プロセスを含んでいる。英国の燃料電池

社会によってこの研究に付与された重要性は、ほとんど 500 時間からなる関係した広
範囲の利害関係者からの実質的な意見に反映されている。 

 
このロードマップは、英国がこの機会への対応を最適化するために支援する方法を

明らかにしている。 
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取り組むべき課題 

このロードマップは、英国が下に示す機会に対する対応を最適化し、直面する問題

を克服するのを支援する行動の包括的な枠組みを提供している。 

- 英国で燃料電池の重要な市場を設立する、 

- 英国に競争力のある燃料電池産業の成長を促進する。 

 

このロードマップは、英国燃料電池社会の見解と願望を反映するために準備されて

おり、政府、産業界および研究者を含む広範囲の利害関係者の考え方および活動を知

らせるように意図されている。 

 

英国が、これらの機会に対応し、燃料電池の開発および展開を最適にする将来の成

功には、以下に述べる多くの課題に取り組むことを必要とする。 
 

規制と政策 
1. 市場吸引力の欠如 
2. 燃料電池システムがもたらす利益の充分な説明を確実にする 
3. 明確な密着した政策の不足 
4. 研究開発と商業化の間の資金不足(あるいは「死の谷」)の克服 
5. 分散発電の導入を可能にする規制枠組みの適合 
6. 英国の燃料電池自動車(FCV)の展開を促進 
7. 市場基盤メカニズムへの不十分なアクセス 
8. 市況の発展と調和した政策の展開を保証 
9. 欧州レベルでの機会を実現することを確かにする 
10. 潜在的な国際パートナーの英国の強さの認識不足 
11. 規定と基準の枠組み開発 
12. 燃料電池と関連施設の計画同意手続きの適合 
13. 実証段階を越えて民間投資を促進する大規模燃料電池プロジェクトの非リスク化 
14. 輸入品対国産技術をめぐる不安定 
 

市場開発 
1. 分散発電への障害の削除 
2. 明白な経済的で少量の安値感を持つ初期応用の不足 
3. 国際供給プロセスでの英国の位置の最適化 
4. 英国の燃料電池供給プロセス企業の設立奨励の不足 
5. 長期的投資家の信頼度を作り出す 
6. 市場推進派の不足 
7. 信頼できる手頃な燃料電池の入手しやすさの加速 
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8. 認識された財政危機の最小限化 
9. 燃料電池価値体系に重要な他の産業との重複化を展開(例えば材料開発) 
10. 政策に影響を及ぼすまとまった産業界の声の不足 
11. 国際燃料電池自動車供給プロセスの英国の位置の最適化 
12. 電力ネットワークおよびインフラへの分散発電システムの統合 
 

教育、訓練および認識 
1. 産業の発展を促進する高度な技能の不足 
2. 設置や維持の有資格専門家を育てるメカニズムの不足 
3. 燃料電池の利益に関して政治家を教育する必要性 
4. 政策立案者間の意識の欠如 
5. 公共教育での燃料電池関連の不足 
6. 潜在的調達者と他の重要な利害関係者の間の意識の不足(例えば計画者と設計者) 
7. 情報に基づく計画手順の不足 
8. 一般大衆の意識と信頼の不足 
9. 製品の性能確認 
 

技術開発 －産業界 
1. 具体的な技術問題の解決(下記の 1-10を参照) 
2. すべての燃料電池タイプの製作能力の最適化 
3. すべての燃料電池タイプの導入容易度の最適化 
 

技術開発 －研究界 
1. 購入可能なスタック価格レベルの達成 
2. 受け入れ可能なスタックの耐久性/性能レベルの達成 
3. 燃料電池システムの重要な個所の重量と容積の削減を達成 
4. 燃料の柔軟性を可能とする燃料電池システムの開発(改質オプションを含む) 
5. PEMスタックの高温度運転の達成 
6. 適温 SOFCおよび高温 SOFCのための材料開発 
7. 水素貯蔵能力を、自動車の航続距離を受け入れ可能なレベルまで拡張し、ポータブルパワー
入手可能性を向上させるレベルにまで増加 
8. 再生可能エネルギーの断続性を扱うために可逆的な燃料電池の開発 
9. 有効で手頃なプラントバランスの開発 
10. 燃料電池と水素研究活動の間の結合を保証 
 

これらの問題を克服するために必要とされる戦略と行動は、政府、産業界および研

究界を含む広範囲の利害関係者からの情報を必要とし、また2023年以降までにわたる。 
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提 言 

英国の燃料電池関係者は、上にリストされた難問の多くを包含し、早期の行動が重

要であると考えられる特に重要な 5 件の方策を示した。これらは、各段階の進展と明
白にリンクし、次段階に密接に関係している。それらは以下のとおりである、 

 

ハイ・レベルの政治的取り組みの実現 

このことが、潜在的な政策的利益の十分な実現を確実にすることを支援する。産業

界と"Fuel Cells UK"による行動は、強い政治的関与を促すために必要である。 
 

研究開発の支援 

政策目標を実行し、かつ産業の成長を支援するために、英国の研究開発能力と努力がそ

の可能性を実現するには、1年当たり£1000万－2000万規模の資金提供が必要である。 
 

政府との燃料電池調整グループの構築 

燃料電池調整グループの役割は、関連する政策およびイニシアチブを調和させて結

合することであり、それにより、英国の燃料電池開発と展開支援の合理的で効率的な

アプローチが促進するであろう。 

 

燃料電池の有効な英国の展開の促進 

燃料電池応用の初期の試用および中期の実証は、技術の最適化を支援することがで

き、供給プロセスの開発を促進し、意識と理解を改善し、非常に大きな尺度では価格

を下げ大量市場の始動を支援する。次には、これは燃料電池がもたらす政策利益の実

行を加速するのを支援する。 
 
公共予約購買契約の導入 
公共部門の調達者による予約契約は、市場が政策ニーズを満たす革新的な解決をも

たらす強力なメカニズムを提供する。このような関与は、さらに、生産拡大の資金を

引き受ける供給業者とその投資家に長期的信頼をもたらす。 
 
このロードマップは、英国の燃料電池の可能性を実現させるために、広範囲の利害

関係者が実施する必要のある行動を明らかにする際の始点を提供している。 
 
早期の進展は、上に述べられた 5 つの重要な提案を横断して、またロードマップで

示された一連の具体的な行動に関して必要であり、これはカーボンの削減、汚染の低

下、エネルギー安全保障および産業振興の成功を最適にすることを確実に支援する。 

以上 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

 
（ 出典：The Fuel Cells UK Industry Association：The UK Fuel Cell Development and Deployment 

Roadmap,  
http://www.fuelcellsuk.org/_sharedtemplates/Roadmap-Fuel_Cells_UK-final.pdf ） 

< 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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（添付資料） 

商業的潜在性 

英国貿易産業省(DTI：Department of Trade and Industry)とカーボントラスト
(Carbon Trust)のための最近の報告書は、商業化の進行に伴うその後の顕著な成長に
より、世界的な燃料電池市場の潜在力が 2011 年までに 250 億ドル以上になると推測
している。この技術的評価の内訳は以下のとおりである: 

 
  

応              用 
価値 2011

年 $B 

価 値

2011年 

£B 

 
推進装置 3 1.6 

モバイル用 
補助電源装置(APU：Auxiliary Power Unit) 0.9 0.5 
分散発電(DG：Distributed generation)/コージェネ
レーション(CHP：Combined heat and power) 

6 3.2 

住宅用/小規模コージェネレーション 3 1.6 

 
定  置  用 

遠隔地電力 2.5 1.3 
ポータブル用 移動用電池の置換 11 5.8 

 合  計    26.4 14.0 

 
 
先導的燃料電池技術の主な特長 

 

技    術 電解質 電力規模 概要、運転温度、応用 技術の現状 

第 1世代燃料電池 －熟成 
 

アルカリ形

燃 料 電 池

(AFC ：

Alkaline 
fuel cell) 

ア ル カ

リ溶液、

通 常 
KOH 

数 W から数

10kW 
水酸化カリウム (KOH)溶液電解
質により評価、主要な問題は CO2

による電解質の汚染の可能性 
運転温度：90-100 ℃ 
応用：軍事、宇宙 
 

熟成技術、高価だがニッチ応用で

使用、わずかのメーカーが現在活

動中、技術はいまだ応用を探求し

ている 

リン酸燃料

電 池

(PAFC ：

Phosphoric 
acid  fuel 
cell) 

リン酸 200kW-11MW 低い運転温度は炭化水素燃料の

内部改質を妨げる。したがって分

離した改質器が必要。 (あらゆる
低温燃料電池に該当) 
運転温度：175-200 ℃ 
応用：定置/分散電源 

200kW システムが提案された、

しかし特殊環境以外で、他の発電

形式との商業的競争力なし 
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第２代燃料電池 －現在開発中 
(i.e. 概念、試作、初期的製造または早期採用) 

プロトン交

換膜燃料電

池

(PEMFC：
Proton 
exchange 
membrane 
fuel cell) 

固 体 高

分子 
数 W から数

100kW 
従来の PEMFC は水素固体高分
子燃料電池を導入。バラード社、

シーメンスおよびバブコック社

は 200kW システムを発表してい

るが、一般に、数ワットから 25kW
程度で運転。(75kWの車両エンジ
ンおよび 250kW のバス・エンジ

ンを除いて) 
運転温度：60-85 ℃ 
応用：輸送、定置/分散 

電気出力は 1-2kW に制限されて

いるが、現在利用可能な"商用"の
製品、大数の企業が、市場へスタ

ックの出荷が近いが、発電装置や

システム製品の提案は無い。 

マイクロ直

接メタノー

ル燃料電池

( μ

DMFC ：

Micro 
direct 
methanol 
fuel cell) 

固 体 高

分子 
<50W 従来の電池と直接競合する低電

力 PEMFC装置。メタノール燃料
は液体として PEMFC 装置に供
給。 
運転温度：60-100 ℃ 
応用：電話からコンピューターま

でのモバイル電子機器 

先端製品の試行、初期の商業化を

予定。 

直接メタノ

ール燃料電

池

(DMFC ：

Direct 
methanol 
fuel cell) 

固 体 高

分子 ;ア
ル カ リ

に な り

える。 

50-150W 運転温度：60-100 ℃ 
応用：大型携帯用機器 

初期の概念実証製品 

直接メタノ

ール燃料電

池 

固 体 高

分子 
500W-2kW 運転温度：60-100 ℃ 

応用：大型携帯用機器 
初期の研究開発努力は実現可能

性を確認 

溶融炭酸塩

形燃料電池

(MCFC ：

Molten 
carbonate 
fuel cell) 

溶 融 炭

酸 塩 材

料 

25kW-2MW 陽極で石炭を派生した燃料ガス

を含む炭化水素燃料を直接改良

することがある。また、外部改質

器は必ずしも必要ではない。しか

しながら、硫黄耐性の問題はその

まま 
可能な応用分野は、発電、CHP、
船推進を含む。非常に小さな

MCFCシステムは、システム内で
の CO2 再循環の必要性により複

雑 

日本、米国およびヨーロッパの開

発計画は、5-20kWの範囲の多く
の小さな試作ユニットを製作。米

国で 2MWまた日本で 1MWのプ
ラントが実証された。250kW シ

ステムを実証。しかし、今後の研

究開発が必要。 

固体電解質

形燃料電池

－管状設計

(SOFC ：

固 体 酸

化 物 材

料 

100W-10MW 管状・平面 SOFCは、同様の材料
を使用するが、組立て技術の点で

異なる。天然ガスが一般に適した

燃料である。 

実証のために 250kWの SOFCシ
ステムを納入。 
コストは高いまま。 
 

< 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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Solid oxide 
fuel cell) 
 
固体電解質

形燃料電池 
－平面設計 

固 体 酸

化 物 材

料 

100W-10MW 

運転温度：600-1,000 ℃ 
応用：集中化定置および分散発

電、CHP、APU、船舶推進、列
車。 

 
 
 
 

高温プロト

ン交換膜燃

料電池 

固 体 高

分子 
PEMFC と同

様 
容易な熱管理、有用な熱出力、燃

料中の不純物により寛容。 
運転温度：120 160 ℃ 
 

研究開発段階 

第３代燃料電池 －研究開発概念のみ 
 

直 接 H2S 
SOFC 

固 体 酸

化物 
数 100kW以上 燃料として H2S を使用、陽極の

熱が水素と硫黄を分離。 
概念実証済み、商業化への資金調

達に着手。(市場への 2-5年) 

酸 性 溶 液

DMFC 
酸 性 溶

液 
1kW-5kW PEM DMFC装置よりも良い技術

性能と主張、しかし液体電解質が

欠点。Kordesh技術ならば、その
流通は AFC(第 1世代)と同じ、広
範囲露出は無理、また DMFC 固
有の問題を取り扱う。 

初期研究開発作業、2003 年プロ
トタイプ開発への理論的評価、初

期製造段階から 2-3年。 

マ イ ク ロ

SOFC 
(μSOFC) 

固 体 酸

化物 
<10W ・集積回路産業の MEMS 技術を

使用してシリコンチップ上の統

合μSOFC およびマイクロ改質

器、 
・非常に高いエネルギー密度が理

論上可能、 
・次世代ポータブルエレクトロニ

クスのバッテリー置換市場を目

標。 

初期研究開発作業、理論的評価、

2003 年のプロトタイプ製作へ向
かう、初期製造段階は遠い。 

マ イ ク ロ

PEMFC(μ
PEMFC) 

固 体 高

分子 
現 在 は 、

<100W 
超小型 PEMFC システム構築に
微細加工技術を使用、従って高エ

ネルギー密度が可能。 
 

初期研究開発段階 

高温プロト

ン交換膜燃

料電池 

固 体 高

分子 
PEMFC と同

様 
容易な熱管理、有用な熱出力、燃

料中の不純物により寛容。  
運転温度：120－160℃ 

 

 


