
固体酸化物形燃料電池とは

近年，地球温暖化防止に向けてさ

まざまな対策が行われています．中で

も太陽光発電や風力発電は自然エネ

ルギーを使用するため，燃料を必要と

しないだけではなく，発電によるCO2
排出がないことで注目を集めています．

また，燃料電池も同様に注目されてい

ます．燃料電池は太陽電池や風力発

電とは異なり，水素ガスなどの燃料を

必要としますが天候に左右されません．

燃料電池は，燃料ガスの化学エネル

ギーを直接電気エネルギーに変換でき

るので，高い発電効率が得られ，火力

発電などに比べると少ない燃料で多く

の電力が得られることが特徴です．さ

らに，タービン等の設備を必要としな

いので，一般家庭や商業ビルなどに設

置して，その場で発電することが可能

です．

燃料電池には数種類ありますが，もっ

とも高い発電効率が得られると期待さ

れているのが，固体酸化物形燃料電池

（ SOFC: Solid Oxide Fuel Cell）

です．SOFCは600 ℃以上で運転する

ため，起動・停止に時間がかかります

が，燃料として水素ガスだけではなく，

都市ガスなどの炭化水素ガスや灯油，

および現在注目を集めているバイオガ

スも使用することができます．SOFC

は燃料として水素ガスを燃料とした場

合，CO2を排出しませんが，水素ガス

のインフラが不十分な状況下では使用

することが困難です．これに対して都

市ガスはインフラが整備されているの

で，簡単に使用することが可能です．

そのため，SOFCは現状のインフラ設

備で発電することが可能です．また，

停電時に都市ガスが停止した場合で

も，燃料を灯油やガスボンベに切替え

ることで発電を継続することも可能

です．

都市ガスを燃料とした場合，53％

（LHV＊1）以上の発電効率で発電する

と，商用の電力よりもCO2排出量を削

減することが可能です＊2．SOFCは理

論上では60％（LHV）以上の発電効

率が得られるといわれています．その

ため，商用電力を使用するよりもCO2
排出量の削減が期待できます．SOFC

はあまり起動停止を行わず，直流で運

転する機器に最適です．そのため，通

信ビル用の電源や24時間営業のコンビ

ニエンスストア，ファミリーレストラ

ン，または病院など多岐にわたって電

力使用によるCO2排出量の削減が期待

できます．

NTT環境エネルギー研究所では，電

力使用によるCO2排出量を削減するた

めにSOFC発電システムを開発してい

ます．SOFC発電システムは図１に示

すように，発電素子であるセル，数枚

のセルを接続したスタック，運転温度

を維持するためのモジュールと空気や

燃料のガス流量などを制御する制御部

で構成されています．

高い発電効率のSOFC発電システム

を開発するためには，高性能のセルと

電力需要に合わせた出力が得られるス

タック，および安定した運転状態を維

持するための発電モジュールを開発す

る必要があります．

高性能セルの開発

高性能セルを開発するには，高い耐

久性と電極性能を有する電極材料や，

高い酸素イオン伝導性を有する電解質

材料を開発する必要があります．これ

までに，電極や電解質材料の研究・開

発を行い，図１に示す円盤状のセルを

開発しています．

このセルの空気極材料にはLNF
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CO2排出量の削減に向けた
SOFC発電モジュールの開発

燃料電池の中でもっとも高い発電効率が期待できるSOFCを用いて，少な
いエネルギーで発電に必要な温度を維持できるモジュールを開発すること
で，商用電力を使用するよりもCO2排出量を削減できる見通しを得ました．
本稿では開発したモジュールを構成している発電素子，スタックの特性とモ
ジュールの発電特性を紹介します．
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燃料電池 CO2排出量削減 高効率

＊1 LHV（Lower Heating Value）：低位発熱量．
＊2 商用電力のCO2排出原単位を0.382 kg-

CO2/kWh（東京都環境局より引用），都市ガ
スのCO2排出原単位を0.229 kg-CO2/Nm3，都
市ガスの熱量を40.62 MJ/Nm3として試算．
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（LaNi0.6Fe0.4O3）を用いています．こ

の材料は，その耐久性と電極性能で世

界中から高い評価を得ています．電解

質材料にはアルミナ・スカンジア安定

化ジルコニア（SASZ: Al2O3doped-

Sc2O3Stabil izedZrO2）を使用して

います．この材料は，SOFCの代表的

な電解質材料であるYSZ（Y2O3Sta-

bilizedZrO2）に比べておよそ３倍の

酸素イオン導電性を有します．また，

燃料極には金属Niと電解質材料の

SASZの混合物であるNi-SASZサー

メットを使用しています．開発したセ

ルは，運転温度が800 ℃において1.6

W/cm2と世界最高レベルの出力性能

を実現しています．

高出力スタックの開発

セル１枚から得られる出力は数十W

程度です．そのため，電力需要に合わ

せた出力を得るために，図１に示すよ

うに複数枚のセルを直列や並列で接続

します．このセル積層体のことをス

タックと呼んでいます．

スタックでは，供給した燃料が発電

に使用される前に燃焼しないように，

供給した空気と燃料とを完全に分離す

る必要があります．また同時に各セル

を電気的に接続する必要があります．

このガスの供給と分離，および電気的

接続のためにインターコネクタと呼ば

れる部材を使用します．

高い発電効率を得るためには，セル

とインターコネクタとを低抵抗で接続

するだけでなく，供給した燃料やガス

を効率良く電極で利用する必要があり

ます．

これらの課題に対して試行錯誤を繰

り返し，図２に示す１セル当りのス

タックユニット（単セルユニット）を

開発しています．

この単セルユニットは，空気や燃料

を電極の中心部分から供給する構造で

あり，電極面に対してガスを均一に供

給できると考えています．

また，未使用燃料ガスも含んだ排気

ガスを回収できる構造の採用により，

将来的には発電に使用されなかった燃

料ガスを回収して再利用することが可

能と考えています．さらに，排気ガス

中に含まれているCO2を回収すること

によりCO2排出量をゼロにすることも

可能であると考えています．

単セルユニットの発電出力と発電効

率の挙動を図３に示します．１万時間

以上の運転において，60％（LHV）

程度の発電効率を維持することに成功

しています．

また，この単セルユニットを40段直

列に接続したスタックの発電出力と発

電効率を図４に示します．投入した燃

料のうち発電に使用された燃料を示す

燃料利用率が85％のときに発電効率

63.9％（LHV）で1.5 kW以上のス

タック発電出力を実現しています．こ

れらの結果から，開発したスタックを

用いることで，商用電力よりも少ない

CO2排出量で，電力を安定して供給

できると考えています．

運転温度を維持するモジュールの

開発

スタックの運転温度を維持するため

図２　開発したSOFCスタックの 
　　　単セルユニット 
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図１　SOFC発電システムの構成 
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に電力などを使用すると，スタックか

ら高い発電効率で得られた電力が消費

されてしまいます．高い発電効率を得

るためには，少ないエネルギーで運転

温度を維持する必要があります．

SOFCは運転温度が高温であるた

め，運転時に都市ガスを水蒸気改質し

て水素を発生することができます．し

かし，都市ガスの水蒸気改質は吸熱反

応であり，改質に必要な水蒸気を発生

する気化熱も必要になります．

スタックは発電中にジュール熱や反

応熱などにより発熱します．また，未

使用燃料を燃焼することでも熱を発生

することができます．少ないエネルギー

で運転温度を維持するためには，発生

した熱を効率良く利用する必要があり，

発生した熱を断熱材で閉じ込めるだけ

ではなく，排ガス熱量を低温部へ効率

良く熱交換する方法や，供給ガス流量

などの運転条件を最適化する必要があ

ります．

このように，熱交換器などの機器の

性能だけではなく，配置やガス流量な

どの運転条件はSOFCシステムの発電

特性を大きく左右します．

そこで，NTT環境エネルギー研究所

は，熱交換器に関して豊富な経験と技

術を有する住友精密工業株式会社，

および燃料電池の実証経験が豊富な東

邦ガス株式会社と共同でモジュールを

開発しました．

図５に示すように，開発したモジュー

ルは，SOFCスタック，未使用燃料を

燃焼する燃焼器，改質器，水蒸発器，

および熱交換器で構成されています．

また，放熱によるロスを少なくするた

めに，外周部を断熱材で覆っています．

開発したモジュールの外観を図６に，

発電出力，運転温度，および発電効

率の挙動を図７に示します．数百時間

にわたり800 ℃の運転温度を維持でき

ることを確認しています．さらに，燃

料利用率を75％で運転したところ，

56％（LHV）の発電効率で３kW以

上のDC発電出力が得られることを実

証しています．これは図４に示すスタッ

クの発電効率と同等であり，スタック

の性能を劣化することなく発電ができ

るモジュールを開発することに成功し

ています．

高効率SOFC発電システムの

実現に向けて

スタックの性能を劣化せず発電でき

るモジュールを開発することで，商用

電力を使用するよりも少ないCO2排出

量で発電が可能なSOFC発電システム
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図４　40セルスタックの発電出力と発電効率 
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図５　共同開発したモジュール部の構成の概略図 
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図３　開発した単セルユニットの時間当りの発電出力と発電効率 
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への大きな見通しを得ています．

しかし，SOFC発電システムを開発

するにはモジュールにガスを供給するブ

ロアーやポンプなどの補器類が必要に

なります．また，交流で給電する場合

には直流からの変換ロスが生じます．

そのため，補器類の消費電力を下げる

だけでなく，現状よりも高い発電効率

が得られるモジュールを開発する必要

があります．

より高い発電効率が得られるモジュー

ルを開発する方法として，より高い燃

料利用率で運転する方法や，排気ガス

の熱量を利用する方法などがあります．

図８に示すように，開発したモジュー

ルの排ガス熱量は，供給した熱量の約

４割を有しています．例えば，より高

性能な熱交換器を利用して，排ガスの

熱量をモジュール内部に還元すること

で，より少ないエネルギーで運転温度

を維持することが可能になると考えて

います．また，排気ガスの熱を利用し

て複合発電することで，より高い発電

効率が得られると考えています．

今後の予定

今後は，高効率SOFC発電システム

の実現に向けて取り組むとともに，耐

久性の向上や低コスト化に取り組み，

早期実用化を目指します．

また，将来的には排ガス熱量の有効

利用や未使用燃料ガスの再利用，排

ガス中のCO2の回収を実現し，CO2を

排出しない高効率SOFC発電システム

を実現したいと考えています．

NTTグループだけでなく社会全体の

CO2排出量を削減できるSOFC発電シ

ステムの実現に向けて，全力で取り組

んでいきます．
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高効率SOFC発電システムの開発，低コス
ト化，耐久性の向上を行い，早期実用化を
目指します．そして，急務であるCO2排出
量の削減を，1日でも早く実現していきます．
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図７　開発したモジュールの発電出力，運転温度，および発電効率 
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