
特　集　論　文 灯油を用いた10kW級PEFCのフィー
ルド検証

近年，社会的な環境問題及びエネルギーセキュリテ

ｲ等に対する関心の高まりから，新エネルギーとして

の燃料電池システムの普及が期待されている．特に地

球温暖化ガスの一つである二酸化炭素（CO2）の排出

量低減の観点から，燃料電池を使用した高効率な分散

電源の普及促進が求められている．このような背景の

もと，経済産業省にて関連法規の改定案が作成され，

今年3月には電気事業法が改定された．出力10 kW未

満の固体高分子形燃料電池は一般用電気工作物に位置

付けられた．これを機に2005年度から“定置用燃料

電池大規模実証事業”が実施されており，先陣をきっ

て都市ガス及びLPガスを燃料とする１kW級家庭用

システムの市場導入が開始され，灯油を燃料とした燃

料電池についても2006年度からの参入が期待されて

いる．本報では，灯油を燃料とする燃料電池システム

の特徴について紹介する．

各種燃料のうち灯油は，①原燃料の供給施設とし

てインフラが全国に整備されている既存のガソリンス

タンド等を利用できる．②常温常圧で液体であり輸

送，貯蔵に便利である．③ エネルギー密度が高く，

また安価に入手できるなどの特徴を有している．加え

て，液体燃料のシステムの特徴として，燃料自体を導

入先で貯蔵できる点が挙げられる．仮に災害時に系統

電力が停電した場合においても，900 L貯蔵の灯油で

8.5 kWhの電力が約15日間確保できるため，ライフラ

インとしても貢献することが期待される．図１は，発

電効率36 ％（LHV基準）における各種燃料の発電燃

料単価を表したものである．

灯油の場合，１kWhの電気を発生させるために必

要な燃料価格は14.2円であり，他燃料に比べて安価で

あることがわかる．このように灯油仕様燃料電池は，

ランニングコストパフォーマンスに優れ，高い経済メ

リットが期待できる．

燃料電池は，灯油等の燃料を改質して得られる水素

と空気中の酸素とを電気化学的に反応させて直接発
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1．は　じ　め　に

3．燃料電池導入によるCO2低減効果と経済メ
リット

2．灯油燃料の特徴

Field Test of 10kW Class PEFC System that
Uses Kerosene

固体高分子形燃料電池（PEFC）は，次世代の低公害・高効率分散電源として早期の実用化，普及促進
が期待されている．当社は，新日本石油（株）と共同で灯油を燃料とする10 kW級業務用固体高分子形燃
料電池システムを開発中であり，このたび広島市西区の広島ダイヤモンドホテルに設置し，フィールド実
証試験を開始した．両社は今回のフィールド実証試験を通して着実に歩みを進め，2006年度以降，小売店・
飲食店などの中小規模商業施設等への幅広い導入を目指す．
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図１　各種燃料の発電燃料単価　　灯油燃料が他に比べて
圧倒的に安価である．



電するものであり，同時に発生する熱を利用すること

によりコージェネレーション（電熱併給）システムと

して利用される．これによって小規模でも高い発電効

率（35～40 ％程度）と，発電に伴って発生する熱を

給湯や暖房用に利用することで，高い総合効率（80 ％

以上）が得られる．図２は，業務用店舗を対象に燃料

電池導入前後におけるCO2排出量の比較を１ケ月当

たりで行った一例である．なお，本項での効率は

HHV基準で比較した．今回調査した店舗は24時間営

業であり，１時間の平均消費電力量は15 kWh，給湯

需要は10.7 kWhであった．また１ケ月の平均営業日

数は25日であった．CO2排出量比較の前提条件とし

て，燃料電池導入前のCO2発生源として，系統電源は

火力発電所とし，給湯は LP ガスを燃料とした

給湯器（熱効率78 ％HHV基準）を対象として行っ

た．なお厨房等で使用する調理用LPガス使用量は燃

料電池導入前後で変化しないため，今回の比較では対

象外とした．一方燃料電池は，定格時の送電端出力

8.5 kWとし，発電効率は33.6 ％（HHV基準），排熱

回収効率は42 ％（HHV基準）で比較した．その結果，

燃料電池を導入することで，一次エネルギー（燃料）

消費量は32.8［MWh／月］から25.9［MWh／月］に，

またCO2排出量は8.0［ton／月］から6.2［ton／月］

となり，両者とも導入前の79 ％まで低減可能となる

ことがわかった．このように燃料電池は，環境負荷を

低減できるシステムであるが，利用者にとっても経済

メリットがないと普及に繋がらない．そこで次に導入

ユーザーの経済メリットについて述べる．図３は，前

記店舗の燃料電池導入前後の１年間における光熱費の

比較を表したものである．光熱費の計算には厨房用燃

料及び水道代は燃料電池導入前後で変化しないもの

として含んでいない．なお，LPガス，灯油価格は図

１に示した価格を，電気料金は2010年の導入を想定

し，東京電力の電灯料金で18.74円／kWhを用いた(1)．

また燃料電池システムのメンテナンスコストは，２円

／kWhを用いた．前記の前提で試算した結果，年間お

よそ110万円の経済メリットが得られることがわかった．

灯油燃料の場合，発電燃料単価は安価である一方，

都市ガスなどに比べると炭素数が多く，長期安定した

水素製造が困難とされてきたが，新日本石油（株）の改

質及び触媒技術と，当社のシステム化技術の融合によ

り課題を克服してきた．特に主要な機器である改質器

では，灯油と水素の混焼バーナーの改良によって改質

管への熱供給均一化を図るとともに，改質ガス流路の

シミュレーションによる最適化によって熱回収の大幅

な向上を達成し，改質プロセス効率を大きく向上させ

た．また電池スタックの膜・電極接合体（Membrane

electrode assembly：以下MEAと略す）は，当社が

独自で開発した高耐久化レシピによって３万時間以上
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4．業務用燃料電池システムの開発の現状
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図２　燃料電池導入前後のCO2排出量比較　　燃料電池導入により一次エネルギー及びCO2排出量とも
に導入前の79 ％まで低減される．
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図３　燃料電池導入前後の光熱費比較
燃料電池導入により年間約110万円のユーザーメ
リットが得られる．



の耐久性の目処を得ている．さらに，主要部材には商

品化に耐える低コスト品を採用していることも特徴で

ある．この度，改良機を商用ホテルに設置し，フィー

ルド実証試験を開始した．ホテルは24時間電力需要

があるほか，給湯需要も多いことから，電気と熱を供

給できる業務用燃料電池の有望なターゲットとして

見込まれる．これまで固体高分子形燃料電池をホテル

に設置した例はなく，今回が国内初となる．本試験

機は2004年度の東京都内コンビニエンスストアでの

フィールド試験に続くものであり，総合効率は既に商

品機の目標を上回る83 ％を達成している．表１に，

商品機の目標仕様を示す．

固体高分子形燃料電池においては，固体電解質であ

る高分子膜の耐久性向上が課題であり，実用上４万時

間以上の耐久性を確保するためには高分子膜の劣化抑

制がポイントとなる．高分子膜を劣化させる要因と

しては，起動・停止に伴う開回路電圧（Open Circuit

Voltage：以下OCVと略す）保持や低加湿条件下に

おいて触媒層で副生する過酸化水素に起因するヒドロ

キシラジカルが高分子膜と反応し化学分解しているも

のと推定している．そこで当社では，触媒層で副生す

る過酸化水素及びヒドロキシラジカルを捕捉安定化す

る方法として，図４に示すように高分子膜と触媒層の

境界に，ラジカル捕捉剤とイオン伝導性高分子電解質

混合物質からなるラジカル捕捉層を形成し，高分子膜

の劣化を抑制する技術を研究開発中である．以下その

評価手法及び現状について報告する．なお，本研究は

平成15年度から（独）新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）の委託を受けて実施中のものである．

5．1 OCV劣化加速試験

各種ラジカル捕捉層を形成したMEAの耐久性評

価は，ミニセルを用いてセル温度85 ℃，相対湿度

13 ％と高温・低加湿運転条件下において，水素及び

空気を供給したOCV状態で保持し，高分子膜の膜破

れ発生までの時間（空気極出口側での水素漏れ濃度が

２％以上となる時間とした）を計測して比較評価し

た．図５に，OCV劣化加速試験結果を示した．ラジ

カル捕捉剤として各種金属酸化物，合成ゼオライト，

酸化チタン等を用いたラジカル捕捉層形成MEAは，

標準MEAに比べて約２～４倍耐久性が向上すること

を確認した．更に希土類元素添加ラジカル捕捉層形成

MEAは，膜破れまでの累積保持時間が約1 200時間

であり，標準MEAの約15倍と大幅に耐久性向上が可

能であることを確認した．

5．2 ラジカル捕捉層形成MEAの単セルDSS耐久

性評価

希土類元素添加ラジカル捕捉層形成MEAについ

て，高耐久性を実証するため，標準MEAと共に毎日

の起動・停止（Daily Start and Stop：以下DSSと略す）

及び発電を伴うDSS劣化加速評価手法を用いて，実

用単セルにて耐久性を評価した．各MEAの発電電圧

の変化とOCVの変化を図６に示した．なお，本DSS

劣化加速評価手法は，これまでの実機フィールド試験

との比較において実運転条件に比べて約10倍の加速

試験と推定される．標準MEAは，累積発電時間324
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5．高分子膜劣化対策の現状(2)
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図４　ラジカル捕捉層形成による高分子膜劣化防
止対策　　カソード側のみにラジカル捕捉層を
形成したMEAの断面模式図．

1600�

1400�

1200�

1000�

800�

600�

400�

200�

0

水
素
ク
ロ
ス
リ
ー
ク
量
2
％
到
達
時
間
（
h）
�

標準�
MEA

酸化�
ニオブ�

酸化�
チタン�

合成�
ゼオ�
ライト�

活性炭�

希土類�
元素�

各種ラジカル捕捉層添加剤�

図５　OCV劣化加速試験結果　　各種ラジカル捕捉層
添加剤による膜破れまでの発生時間の比較．

　形　　式�

設置場所�

燃　　料�

出　　力�

発電効率�

総合効率�

パッケージ型（インバータ内蔵）�

屋外／屋内仕様�

灯   油�

8.5 kW（AC送電端）�

36％以上（LHV基準）�

76％以上（LHV基準）�

表１　商品機の目標仕様



時間，発停回数16回で膜破れが発生し，実運転条件

下での耐久時間は約3 200時間程度であると推定され

た．一方，希土類元素添加ラジカル捕捉層形成MEA

は，累積発電時間3 200時間，発停回数147回まで経

過した現時点においても膜破れが発生することなく発

電運転継続可能な状態で推移している．またOCVの

低下もないことから，高分子電解質の分解，薄膜化も

進行していないと考えられ，実運転条件下において約

３万時間の見通しが得られた段階である．今後は更に

本試験を継続して４万時間耐久実現の可能性を見極め

ていくと同時に，本MEAを使用した実セルスタック

での耐久検証を実施していく予定である．

従来，実用化が困難とされてきた灯油燃料であるが，

ここ数年で大幅な進歩を遂げ，都市ガス燃料に対して

も遜色のない実用性能を実現してきている．今後の課

題は，商品化に向けた低コスト化や効率向上とともに，

耐久性・信頼性の検証である．両社はフィールド実証

試験を通して各種運転データを取得し，経済性，耐久

性などの性能向上を図りつつ商品化に向けた最終段階

の検証を進めていく．
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6．ま　　と　　め
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図６　希土類元素添加ラジカル捕捉層MEAの実単セルで
のDSS劣化加速試験結果　　標準MEAに対して，
希土類元素添加ラジカル捕捉層MEAの耐久性が著しく
向上している．
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