
これからの通信設備の電源

通信サービスの提供のため，NTTグ

ループでは日本の発電量の約１％の電

力（年間89億kWh）を使用しており，

その削減は環境エネルギーの観点から

重要な課題となっています．また，

2011年３月11日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う東日本大震災で

は，NTTの通信設備も大きな被害を

受け，その被害総額は1 000億円を超

える規模となりました（1）．このような

地震，水害などのさまざまな災害発生

において，情報通信サービスの果たす

役割はさらに大きくなり，いかなる場

合でもサービスの提供を継続していく

ことが必要となります．その課題の１

つが，通信設備の電源確保です．

多くの通信設備は，商用電力を受

電して稼動しており，停電に備えて鉛

蓄電池によるバックアップを確保して

います．しかし，今回の震災ではその

バックアップ可能時間を超える停電が

発生しており，大規模災害発生時の

事業継続において，商用電力への依存

度低減やバックアップ時間の長時間化

が必要となっています．

そのため，通信設備電源に対して，

図１に示すような３つの方策を考えて

います．１番目は，停電等に対応する

ためのバックアップの長時間化です．

２番目は，電力不足等に対応するた

め電力使用量の平準化であり，ピーク
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通信設備の停電耐力を向上させる
蓄電池および燃料電池の開発

図１　通信設備の停電耐力向上に向けた取り組み 
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東日本大震災での長時間の商用電力の供給停止により，通信サービスを継
続するために必要な電力供給の重要性が改めて問われています．本稿では，
いかなる場合においても通信サービスの提供を継続する電源の考え方と，そ
のための蓄エネルギー，創エネルギーを実現する高エネルギー密度蓄電池と
高効率燃料電池の開発について紹介します．
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カットまたはピークシフトの実現になり

ます．３番目は，使用する電力の一定

量を自家発電によってまかなうことで

商用電力への依存を低減することです．

そこで，NTT環境エネルギー研究所で

は，蓄電池および燃料電池の技術開

発を進めています．

高エネルギー密度蓄電池の開発

■蓄電池の動向と研究開発

長時間停電等に対応するため，バッ

クアップ時間の長時間化，例えば，

バックアップを３時間から24時間にす

るには，８倍の蓄電容量が必要になり

ます．現在，通信設備の電源バック

アップとして，主に鉛蓄電池が使用さ

れていますが，８倍の蓄電池容量の鉛

蓄電池の設置場所を確保できないこと

も多いと考えられます．現在の鉛蓄電

池の設置場所を活かして，バックアッ

プ時間を８倍に増やすには，８倍のエ

ネルギー密度の電池があれば良いこと

になります．

現在，代表的な高エネルギー密度電

池は，1991年に商用化され，ノート

PC，携帯電話，スマートフォン，そ

して今ではEV（電気自動車）でも採

用され始めたリチウムイオン電池

（LIB: Lithium-Ion Battery）です．

例えば現行のEVでは，１回の充電で

の走行可能距離が100～200 km程度

となっています．その走行可能距離を

延長するために，電池の高エネルギー

密度化が進められており，１回の充電

で500 kmの走行を可能とするための

ポストLIBの開発が進められています．

同様に，通信設備のバックアップ時間

を24時間に延長する場合も，EVと同

様に高エネルギー密度のポストLIBが

必要になると考えています．

現在，ポストLIBとして，空気中の

酸素を用いる空気電池に着目していま

す（2）．各空気電池系およびLIBの限界

エネルギー密度を算出した結果を図２

に示します．ここで，限界エネルギー

密度とは，電池内に，電池反応に直

接かかわる正極活物質と負極活物質だ

けが占めた場合を仮定して計算したエ

ネルギー密度です．実際の電池では，

電池反応に直接かかわらない部材であ

る電解液やセパレータ，集電体などが

使用されています．そのため，実際の

電池では，限界エネルギー密度で利用

できることはなく，その値の25～50％

程度が実効的に利用可能な容量に

なっています．

図２に示すとおり，各空気電池は，

LIBよりも高い限界エネルギー密度を

有することが分かります．これは空気

電池の正極活物質である酸素が，外気

から取り込まれるため，究極的には電

池内には負極活物質が100％充填さ

れる構造となるからです．特にリチウ

ム空気電池は，もっとも限界エネル

ギー密度が高く，現状のLIBの10倍以

上，LIBの限界エネルギー密度と比較

しても2.5倍の大きさが期待できます．

■リチウム空気電池の開発

リチウム空気電池の動作について簡

単に説明します．図３に示すように，

放電時には，空気極とも呼ばれる正極

で酸素を外気から取り込みます．同時

に負極では，リチウム含有負極からリ

チウムイオンが電解液に溶出します．

電解液中のリチウムイオンは正極で酸

素と反応し，リチウム酸化物が生成

されます．充電の場合はこの逆の反応

となります．この動きを化学反応式で

表すと，以下のようになります．

正極反応：(x/2 )O 2＋L i ＋＋e－

LiOx
図２　各電池の限界エネルギー密度 
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負極反応：Li Li＋＋e－

全電池反応：(x/2)O2＋Li LiOx
リチウム空気電池を構成する要素の

うち，負極にはリチウムそのものを使

うことができ，また電解液やセパレー

タについては，LIB技術の適用が可能

だと考えられます．そのため，二次電

池として実現するための重要な要素は，

空気極とそれに付随する技術の開発

です．

空気極の開発として，各種のカーボ

ン材料を用いて，その放電特性を比較

検討しました．それぞれのカーボン材

料の比表面積とカーボンの重量当りの

容量の関係を図４に示します．この結

果，カーボンブラックおよびグラファイ

ト系と活性炭系のカーボンの種類各々

において，比表面積が大きいものほど

放電容量が大きくなる傾向を示しまし

た．中でもK6がもっとも大容量を示す

ことが分かりました．

K6は容量が大きい特徴を有します

が，図５に示すように，充放電サイク

ルを行うと３回程度で容量がほとんど

なくなることが分かりました．これは

カーボン上に析出したリチウム化合物

が充電で分解されずに残っているため

と考えられます．

そこで，この充放電サイクルにおけ

る容量保持性向上のために，各種触媒

を添加することで，放電生成物の分解

を促進する方法について検討しました．

その結果，酸化物であるL S FM

（La0.6Sr0.4Fe0.6Mn0.4O3）をカーボン

に添加し空気極としました．その結

果，初期容量から比べると20％程度
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図４　各カーボンの比表面積と放電容量 
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図５　LSFM 触媒添加による充放電サイクル特性 
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図３　リチウム空気電池の 
　　　作動原理（放電時） 
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の容量低下はありますが，サイクルを

繰り返しても，容量を維持できました．

今後，さらなる大容量化，良好な

充放電サイクル特性を目指して，引き

続きリチウム空気電池の研究開発を推

進し，早期の実用化を目指します．

高効率燃料電池の開発

■燃料電池の動向と研究開発

水素と酸素から水ができると同時に

電気を取り出せることで知られる燃料

電池は，クリーンで高効率な発電機で

す．2009年には，家庭用燃料電池

コージェネレーションシステムがエネ

ファームの名称で発売されました．当

初は固体高分子形と呼ばれる燃料電

池のみでしたが，その後，発電効率の

高い固体酸化物形燃料電池（SOFC:

Solid Oxide Fuel Cell）のタイプも

発売され，普及が進んでいます．

SOFCは，動作温度が700～1 000 ℃

で，燃料電池の中でもっとも発電効率

が高く，通信設備のような熱需要のな

い通信設備に電力を安定供給するのに

もっとも適した燃料電池です．NTT環

境エネルギー研究所では，この点に着

眼して，SOFCの研究開発を行ってい

ます（3）～（5）．図６に示すとおり，NTT

環境エネルギー研究所では燃料電池の

発電の心臓部であるセル・スタックの

研究開発を中心に行い，実用化を目

指して低コスト化，長寿命化，小型化

等の課題に取り組んでいます．

■SOFCセル・スタックの開発

セルは高出力密度化が可能な円形

平板型であり，燃料極で構造を支える

燃料極支持型を採用しています（図６）．

空気極には，LNF（LaNi0.6Fe0.4O3）

を，電解質には，スカンジア・アルミ

ナ安定化ジルコニアというオリジナル

の材料を用いており，内部抵抗が少な

いため出力特性に優れ，劣化の少ない

セルを実現しています（3）．

スタックは，複数の耐熱合金製のセ

パレータと上記のセルを用い，独自の

流路構造を形成した単セルユニットか

ら構成されます．これを１つの単位と

して，必要数重ねることによって，所

望の出力を得ることができます．図６

にあるスタックでは，40ユニットを重

ねることにより，約1.5 kWの出力で，

60％を超える発電効率を実現していま

す（4），（5）．

現在はスタックの体積当りの出力密

度の向上を目指して小型化の検討を

行っています．小型化したスタックの

外観を図７に示します．出力当りの体

積は，図６のものよりも30％強削減で

き，性能も確保しています．小型化し

た単セルユニット12段からなるスタッ

図６　SOFC の開発領域 
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クの発電特性を図８に示します．設置

時の下から番号付け（横軸）した各セ

ルユニットに対して，発電電流ごとの

各単セルユニットの電圧（縦軸）と，

燃料利用率（UF）を変えたときの発

電電圧です．図から各単セルユニット

の電圧のばらつきは少なく，さらにUF

を85％に向上させても安定した発電特

性が得られていることが分かります．

また，長期連続発電の試験も行ってお

り，発電が安定したのちには，1 000

時間当りの劣化率が0.2～0.25％程度

と，4～5年の連続使用が見通せる良

好な寿命特性が得られています．

今後とも，SOFCの早期の実用化に

向けて，研究開発に集中して取り組ん

でいきます．
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通信設備のバックアップの長時間化，ま
た電源の安定供給，商用依存低減の実現に
向けて，高エネルギー密度蓄電池と高効率
燃料電池の早期実現を目指します．
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図８　スタックにおける各セルの発電特性 
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図７　小型化したスタック外観 
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