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1．はじめに

燃料電池は、水の電気分解の逆反応を利用し、水

素（または可燃性ガス）と酸素（または空気）から、

電気を作り出す電池であり、通常のガスタービンを

回すことにより発電する火力発電に比べ、大幅に炭

酸ガスの排出量の削減が可能であり、そのうえ、燃

料電池以外の多くのエネルギー関連素子（熱電素子、

二次電池及び太陽電池など）と組み合わせることで、

高いエネルギー効率を有する新たな複合エネルギー

素子の設計が可能であることから、その開発動向に

大きな期待が集まっている。

特に、「現在の地球温暖化問題の解決」や「超長

期（50年後から 100年後）における地球の石油資

源完全枯渇問題への対応」1）をはかりつつ、持続可

能な社会形成を目指すためには、この燃料電池の研

究開発は、あらゆる技術的な困難を乗り越えても推

進すべき、緊急かつ重要な課題であるといわれてい

る。

こうした状況の中、燃料電池を構成する材料の研

究開発に関して、現在どのような点に注目が集まり

つつあるのかを整理する目的で、本章では、燃料電

池用材料の中でも、特に、固体電解質材料及び電極

材料の研究動向に的を絞り、最近の動向を調査し、

あわせてその内容に関し、平易な解説を行うことを

試みた。

2．燃料電池研究全体の研究動向

燃料電池は、図 1に示すように、大きく分けて 6

種類の異なるタイプが提案されており、それぞれの

性能に応じた用途開発が活発に進められている 2）。

高温用の酸化物形固体電解質燃料電池（Solid

Oxide Fuel Cell, SOFC）は、固体電解質も電極もすべ

て固体であり、かつ比較的高温での運転が可能であ

ることから、分散型電源としての開発が進められて

いる。その他、火力発電施設から排出される CO2を

有効に利用可能な溶融炭酸塩形燃料電池（Molten-

carbonate Fuel Cell, MCFC）、病院やホテルなど、24

時間の給湯設備を有する施設に有用なリン酸形燃料

電池（Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC）、フッ素系

のイオン交換樹脂膜を用いた高分子形燃料電池

（Polymeric-Electrolyte-Membrane Fuel Cell, PEMFC）

や携帯機器用に燃料としてメタノールを用い、固体

電解質には高分子膜を用いるダイレクトメタノール

形燃料電池（Direct-methanol Fuel Cell, DMFC）、電

解質に水酸化カリウムを用いるアルカリ形燃料電池

（Alkaline Fuel Cell, AFC）の他、最近では、酵素を

電極上に固定化し、ショ糖などの固形燃料から、酵

素反応を利用して水素を取りだし、発電を行うバイ

オ燃料電池（Biological Fuel Cell, BFC）例えば 3）などの、

これまでとは異なる燃料電池に関する研究開発も進

められている。

それぞれに、実用化のためには、多くの問題を抱

えているが、将来の燃料電池普及促進の観点から、

図 1に示した各種燃料電池がカバーできない運転温

度である 200℃から 500℃の温度範囲において、高

い性能と安定な発電を可能にする燃料電池の提案

が、現在強く求められている。

こうした要求は、現在開発中の燃料電池において

抱えている以下の問題解決への要請から生まれたも
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図 1 燃料電池の種類

2．燃料電池用材料

（1）燃料電池用固体電解質及び電極材料



のであると考えられる。

【現在の燃料電池開発が抱える問題点】

1．SOFCにおいては、動作温度が高温であるこ

とから、高い出力特性が期待できるものの、

電池内部での金属材料の使用が難しく、燃料

電池自体の設計が自由にできないという問題

がある。また、高温における運転を続けるな

かでの燃料電池材料の劣化、燃料電池性能の

低下、保守管理の難しさ、実用化に際して導

入コストの増大などの問題を抱えている。

2．PAFCは、実用化のためのフィールドテスト

も長期にわたり行われ、信頼性も確保されて

いるが、温水を多量に使用する施設での利用

においてのみ、省エネルギーの利点が現れ、

一般家庭などでの利用は難しい。

3．MCFCは、溶融炭酸塩を電解質に用いるとい

う原理上の制約があるために、保守が難しく、

実用上の大きな障害になっている。

4．PEMFC は、低い温度で発電することから、

取り扱いが容易であるが、出力の低さに問題

があり、家庭などでの利用のために必要な

1 kW以上の出力を確保するために、大きなシ

ステムが必要になり、集合住宅での利用など

には向かない。

5．DMFCは、燃料に純水素ではなく、メタノー

ルを用いることから、手軽に燃料を持ち歩け

るので、携帯機器向け燃料電池として有望で

あるが、出力が低いという点に大きな問題が

ある。

6．AFCは、動作温度が 100℃程度と低い割には、

高い出力を得られる燃料電池として期待され

ているが、運転温度を上げることが難しく、

高出力化には限界がある。

7．BFCは、固体燃料であるショ糖などを利用で

きるという点で注目すべき燃料電池であるが、

電極上に固定化された酵素の寿命が 1時間程

度と短く、動作温度も酵素の耐熱性により制

限されるために、高出力を期待することが難

しいなど、実用化には多くの克服すべき課題

がある。

こうした問題点を克服し、高い出力を使いやすい

温度である 200℃から 500℃程度において生み出す

燃料電池に関する研究開発が重要であるが、これま

での燃料電池研究開発にとって、まったくの未踏領

域ともいえる温度領域であることから、固体電解質

及び電極材料の有望な材料がなく、こうした「使い

やすい温度において高い性能を有する燃料電池用材

料の開発研究」への期待が高まっている。

2.1 固体電解質材料研究における特徴

そこで次に、燃料電池を構成する固体電解質材料

の研究動向を少し詳しく整理する。1998年以降燃

料電池用材料に関する国際誌上での発表件数は急速

に増えたが、こうした背景には、世界をとりまく環

境・エネルギー事情の変化のほかに、我々のごく身

の回りにおいても、燃料電池を活用しようという、

燃料電池普及促進を目的としたさまざまな試みがな

されていることも一因であると思われる。

燃料電池の普及促進の観点から、近年、新しい動

きが燃料電池研究の中に見られるようになってき

た。燃料電池研究は、80℃付近の温度で運転する

高分子形燃料電池と 700℃以上の温度で運転する酸

化物形燃料電池に関する研究開発が、今も主流では

あるが、2002年付近から、これまでの 100℃以下

または 700℃以上の温度における運転を前提とする

のではなく、100℃以上 200℃以下または 500℃以

上 700℃以下の温度においても高い性能を有する燃

料電池用材料に関する研究成果が、活発に論文誌上

に公表されるようになってきた。

100℃以下の温度において、ナフィオン膜のよう

な高分子材料中においては、図 2（a）に示すように

分子中の水分を介してプロトンの移動が起こること

から、高い導電性能が現れるといわれており、また

100℃以上 150℃程度までの温度においては、分子

内に存在する水分の多くが蒸発することから、導電

率の低下がおこるが、有機－無機ハイブリッド材料

などを用いることで、図 2（b）に示すような機構を

もとにプロトンの移動がおこり、固体電解質の性能

は保たれるといわれている。しかし、180℃または

200℃以上の温度になると、高分子膜の構造を維持

することすら難しい状態になり、導電率が急速に低

下することから、200℃以上の温度に対応するため

には、これまでにない新しい材料設計指針が必要で

あるといわれている。

一方、従来、700℃以上での運転を前提にしてい

た酸化物形燃料電池用固体電解質研究においても、
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大きな出力を求めるこれまでの研究開発に加えて、

分散型小規模発電用燃料電池の開発が求められ、

500℃から 700℃といった温度で、高い性能を示す

固体電解質として、ランタンガレート系固体電解

質 4）、バリウムジルコネート系化合物 5）及びドープ

ドセリア系化合物 6）などを作製する試みが多く報告

されている。ランタンガレート系化合物やドープド

セリア系化合物中では、酸化物イオン（O2－）が材

料内を拡散し、バリウムジルコネート系化合物内は

プロトン（H＋）が材料内を拡散することで、イオ

ン伝導特性が現れ、燃料電池への応用ができるよう

になるが、500℃以下の温度での特性を必要とする

と、現状では、十分なイオン伝導性能が確保できな

いことから、適切な材料が見あたらない状態にあ

る。

そこで、200℃以上 300℃以下の温度において高

い導電率を有する材料の候補としては、固体リン酸

系化合物群（例えば、SiP2O7系や SnP2O7系 7）など）

に見られるプロトン伝導体特性に注目する研究が行

われている。こうした固体リン酸系化合物内のプロ

トン伝導機構については、いまだ不明な点も多いが、

図 2（b）に類似した伝導機構を考える場合もある。

今後の研究の進展が望まれる分野であると思われ

る。

また 500℃以下 400℃程度の温度においては、従

来ある物質の中に広がる本当の構造を詳細に検討

し、伝導の妨げとなっているナノ構造の解析を行い、

これを取り除くことで、材料が有する可能性を引き

出そうとする試みがなされている 8、9）。図 3には、

イットリウムドープセリア焼結体中にナノサイズで

広がるイオン伝導特性の妨げとなっている領域（マ

イクロドメイン領域とも呼ばれる）の観察結果を示

す。図 3（a）と図 3（b）にはそれぞれ、Y0.15Ce0.85O1.925

焼結体及び Y0.25Ce0.75O1.875焼結体から観察された高分

解能透過型電子顕微鏡（HRTEM）像を示すが 8）、

イットリウムドープセリアのなかでも、導電率の高

い Y0.15Ce0.85O1.925焼結体中では、マイクロドメインサ

イズは小さいものの（写真中点線で囲われた部分が

マイクロドメイン）、Y0.25Ce0.75O1.875焼結体中では、

マイクロドメインサイズが大きくなっていることが

分かる。マイクロドメイン内部は、マイクロドメイ

ン外部に比してイットリウムの濃度が高くなってお

り、ナノスケールにおけるイットリウムの偏在が酸

素欠陥の秩序化した領域であるマイクロドメインを

生み、こうした領域が 3次元的に広がっていること

が、500℃またはそれ以下という、酸化物イオン伝

導にとっては極めて低い温度における酸化物イオン

の拡散を妨げる大きな要因であると考えられてい

る。

こうしたマイクロドメインの発生とその大きさの

最小化を試みた結果の例を図 4に示す。図 4には、
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図 2 高分子形固体電解質中のプロトン拡散機構

図 3 イットリウムドープセリア固体電解質中のナノ構造；
a）Y0.15Ce0.25O1.925 焼結体、b）Y0.25Ce0.75O1.875 焼結体、白
点線で囲まれた領域：マイクロドメイン
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あわせて微細構造観察結果及びその微細構造のイ

メージ図もあわせて記載した 9）。マイクロドメイン

は、焼結中におこるドーパントの偏在により発生す

るとの考えから、通電焼結法を用いた急速加熱焼結

を行い、焼結中におこる可能性のある異常粒成長を

抑制することを通して、ドーパントカチオンの偏析

を最小化し、マイクロドメインサイズの最小化とイ

オン伝導度の最大化をはかったところ、図 4に示す

ように、マイクロドメインサイズの減少により、導

電率の向上を確認し、くわえて酸素分圧 1気圧から

10 ― 20気圧までの領域における導電率の安定性も確

認されていることから、こうした導電率の向上は、

イオン伝導度の向上によるものと考えられている。

こうした、通常の X線による分析手法の検出限界

以下に埋もれたナノ構造が物性に与える影響を詳細

に解析し、その影響を最小化する手法の検討をとお

して、既存の材料性能を 100％引き出そうとする取

り組みを行うことも、今後の材料研究に求められる

研究手法の一例であると考えられる。

以上述べたように、これまでの研究成果の空白領

域であった 200℃以上 500℃以下の温度において高

い性能を示す固体電解質の提案ができれば、家庭内

において、燃料電池を「使いやすい温度」で利用す

ることが可能になり、燃料電池の普及促進が大きく

進展するものと期待される。

2.2 電極材料研究における特徴

固体電解質材料研究同様、燃料電池の研究におい

て重要な位置をしめる電極材料研究においては、ア

ノード材料、カソード材料ともに、2000年頃から

その報告数が急速な増加を示している。こうした電

極材料研究における重要な課題として、白金の使用

量の大幅な削減や非白金系電極活物質の開発など

があげられる。一般に、固体高分子形燃料電池

（PEMFC）においては、図 5に示すように、導電性

カーボン上に、白金を 20％程度担持した電極を用

いている。しかし、稀少資源である白金を多量に利

用することは、燃料電池の普及促進を進める上では

大きな障害である。そこで、白金の使用量の大幅な

低下（現状の 1/10から 1/100程度）を可能にする

方法の提案が求められている。また、白金にかわる

電極活物質候補としての固体超強酸形のジルコニア

電極の可能性に関する検討 10）もなされており、今

後の研究動向が大変注目される。一方、ダイレクト

メタノール形燃料電池（DMFC）においては、ア

ノード上においておこるメタノールの酸化反応の副

生成物である一酸化炭素が、白金電極を被毒し、そ

の電極特性を低下させることが問題になっているの

で、こうした一酸化炭素に対する耐性が高く、かつ

耐酸性にすぐれた電極の探索が重要である。これら

電極開発の中でも、特に、DMFC用のアノード研

図 4 Dy0.2Ce0.8O1.9 焼結体の微細構造観察結果、及び導電率の焼結体内平均粒径依存性
△：常圧焼結体に関するデータ、○：通電焼結体に関するデータ
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究は活発であり、一酸化炭素による白金の被毒を防

ぐために提案されている白金ルテニウム合金電極と

ナノカーボン物質を組み合わせることで、高出力化

を目指す研究などが見受けられる 2）。

ただし、燃料電池の普及を促進するために、電極

材料には、環境低負荷性、耐酸性、耐久性、低価格、

再生の容易性（白金などを使用する場合）と高い電

極活性を併せ持つことが望まれる。なかでも、石油

資源同様に、その枯渇が心配される材料をなるべく

つかわず、高い性能を求める取り組みが今後いっそ

う求められると考えられる。

加えて、先の固体電解質の項目でも触れたように、

燃料電池用材料研究には、これまで検討されてこな

かった温度領域でも、安心して利用できる高性能電

極材料に関する研究・開発が求められている。

アノード材料及びカソード材料ともに、固体電解

質との組み合わせ、固体電解質との相性が、燃料電

池を作製する場合には、非常に重要になる。こうし

た観点から、電極材料も固体電解質材料同様、

200℃以上 500℃以下の温度で利用可能な、優れた

電極材料研究が望まれるが、こうした研究は、未だ

緒についたばかりであり、今後の研究成果を待つ必

要がある。

そこで、最近の研究成果のなかから、環境低負荷

でありかつ、高い特性を有するアノード材料の一例

を以下に示す。さきにも触れたように、DMFC用

のアノード材料としては、白金ルテニウム合金ア

ノードを利用することが一般的であるが、ルテニウ

ム金属は、白金よりも地球における資源埋蔵量が少

なく（白金の埋蔵量： 3.6万トン、ルテニウムの埋

蔵量： 0.14万トン）13）、耐酸性に乏しいことから、

地球環境にやさしく、特性の高い電極の開発が望ま

れている。

図 6には、白金ルテニウムに代わる可能性のある

アノード材料として検討がなされている白金セリア

系アノード材料の電子顕微鏡写真と元素分析結果を

示す。この図から、セリアは平均粒径 40 nm程度

の球状粒子であり、この球状セリア上に、7 nm程

度の大きさの白金微粒子が分散していることが分か

る。本電極の特徴は、白金の表面積で規格化した電

極特性（図 7及び図 8）にみることができる。図 7

図 5 高分子形燃料電池用電極材料の透過型電子顕微鏡観察像

図 6 白金セリア複合アノード材料の電子顕微鏡像と元素分析（EDS）結果



及び 8には、白金セリアアノード中のセリア粒子の

比表面積（表面活性）が、規格化された電流密度

（図 7（A）、図 7（B））に与える影響と、同じくセリ

ア粒子の表面活性が、メタノール酸化開始電位に与

える影響（図 8（A）、図 8（B））をそれぞれ示して

ある 12）。これらの図は、セリア表面の活性向上が、

アノード特性そのものを向上させていることを示唆

している。そこで比表面 51 m2/gの CeO2を用いて

作製した PtCeO2と市販の白金ルテニウム（ジョン

ソン・マーシー社製、HiSPEC7000）との性能比較

を行った結果を示す（図 9）。この図から、白金セ

リアアノードは、市販の白金ルテニウムを上回る高

い特性を示すことが分かった。

こうした新しい白金セラミックス複合アノード材

料では、稀少金属の一つであるルテニウムをまった

く用いず資源豊富なセリア（埋蔵量：4500万トン）13）

を用いており、通常の合金アノードに比して、耐酸

性にすぐれ、白金のリサイクルも容易であり、かつ

性能が高いことから、白金の使用量を減らすことが

可能であると期待される。

さらに、セリア表面から発生する活性な酸素が、

白金表面の一酸化炭素被毒の影響を最小化している

と予想されるうえ、セリア表面の活性は、高温ほど

高まることから、現在の 80-100℃での電極への応

用に加えて、200℃以上の温度において多様な燃料

を用いる燃料電池用アノード材料としても、その可

能性が期待される。

固体電解質の項目でも述べたように、200℃以上

500℃以下の温度領域で利用可能な電極材料の研究

は、これから始まる研究課題でもあり、今後の研究
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図 7 白金セリア複合アノード上の電流密度に与えるセリア粒
子の比表面積の影響、白金の表面積は一酸化炭素スト
リッピング法を用いて算出し、電流密度を白金の表面積
で規格化した。

図 8 白金セリア複合アノード上のメタノール酸化開始電位に
与えるセリア粒子の比表面積の影響、白金の表面積は一
酸化炭素ストリッピング法を用いて算出し、電流密度を
白金の表面積で規格化した。

図 9 市販の白金ルテニウム合金電極特性と白金セリア複合電
極特性の比較、（A）:サイクリックボルタモグラムの比較、
（B）：メタノール酸化開始電位の比較



動向が、大いに注目される分野である。

3．今後の研究動向

以上述べたように、まずは身の回りの多くの場面

で、燃料電池を利用できるようにする必要があるこ

とから、当面は利用する側にとって、高い出力と安

定した性能が期待できる 200℃以上 500℃以下の温

度での燃料電池利用を可能にする材料研究が主流に

なると思われる。こうした研究開発の成果が、燃料

電池社会の到来を現実のものとし、一家に一台以上

の燃料電池を利用するような時代がくるものと期待

される。

しかし、超長期においては、石油資源が完全枯渇

を迎えるために、さらに燃料電池を有効に利用する

必要が生じると思われる。こうした超長期における

未来社会では、熱や電気のように保存することが難

しいエネルギーに代わり、水素や水素含有化合物を

エネルギー媒体とし、再生可能なエネルギーを有効

に利用する、新たな高性能燃料電池システムの開発

が求められると予想されることから、新しい燃料電

池システムの構築に資する材料研究の発展にも大い

に期待したい。

4．まとめ

本節では、燃料電池用材料研究の現状と今後の展

望について簡単に紹介した。燃料電池の研究開発に

は、多くの異分野の研究開発者の協力が必要であり、

材料研究の役割も大きいものと思われる。材料研究

において重要な点の一つとして、材料中のナノ構造、

界面構造や表面構造をできるだけ正確に理解し、そ

のうえで、その構造の特徴を最大限にいかし、特性

と安定性を最大化するための方法を開発することが

あげられる。今後の材料研究が、こうした基礎的材

料研究手法を取り入れ、多くのイノベーションを可

能にすることを期待する。
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