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本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
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長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
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道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：電機システムカンパニー 環境システム事業部 電話（03）5435-7183

”クリーンエネルギー”太陽光発電

今，屋根や壁面にフィルム基板アモルファス
シリコン太陽電池が注目されています。

富士電機のパワーコンディショナは

安全性に配慮しながら小形・軽量

化と高効率を実現しています。
フィルム基板アモルファスシリコン太陽電池

富士電機は，フィルム状のため原料が少なくてすみ，大面

積化・量産化に適したアモルファスシリコン太陽電池の開

発を進めています。

また，パワーコンディショナを取りそろえ，各種太陽電池

に対応した一般住宅用や産業・公共用の系統連系システム，

山小屋や離島などの独立電源システムなどの開発にも積極

的に取り組んでいます。

富士電機の太陽光発電システム

住宅用パワーコンディショナ
PVHplus3.5

産業用パワーコンディショナ
PVIplus10
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「新エネルギーって実用になるの？」とい

う問いかけに出合うことがある。確かに太陽

光発電や風力発電は，設備のコスト面や気象

条件に左右されやすい点など普及への課題も

多い。しかし，エネルギー源の多様化や二酸

化炭素の削減などでは新エネルギーに期待す

るところが大きく，実用化のための開発およ

び課題克服にさらに拍車がかかってきている。

富士電機は，地球環境の保護に貢献できる

太陽光発電や燃料電池発電など新エネルギー

にかかわる技術開発に積極的に取り組んでい

る。

表紙写真は，環境適合性に優れた新しいコー

ジェネレーション（熱併給発電）システムと

して，エネルギー利用効率の向上を実現でき

る「りん酸形燃料電池発電装置」と，その導

入分野をイメージ的に表現したものである。

表紙写真



我が国のエネルギー消費は年々増加の傾向にある。特に

家庭部門でのエネルギー消費は，ほぼ一貫して増加してき

ている。冷蔵庫，エアコンディショナなどの家電製品の省

エネ化は，日進月歩で進んではいるが，それ以上に家庭内

での全エネルギー消費が増えている。人が豊かな生活を望

めば望む程，エネルギー消費量は増加する。

一般に，我が国のエネルギー利用効率は高い水準にある

と言われてはいるものの，石油に依存した現在のエネルギー

利用形態を，21世紀には大きく変えて行かなければならな

い。エネルギーの利用形態を変えるのは，数十年にも及ぶ

大事業である。我が国で代替エネルギー源開発を目標にサ

ンシャイン計画がスタートしたのは1974年（昭和49年），

すなわち26年前になる。開発の成果が実を結び，いま漸く

本格的な実用化が始まろうとしている。我が国の太陽電池，

燃料電池の積算供給量は，全体のエネルギー需給と比較す

れば，まだまだ少ないが，新ミレニアムに入っての10年間

がいよいよ大きく普及する年となろう。

21世紀のエネルギー源は，次第に多様化すると考えられ

る。21世紀のエネルギー源開発に際して，いくつか考慮す

べき点をまとめてみる。第 1は，地球温暖化ガスの削減が

可能となるエネルギー源の開発である。1997年京都にて開

催された気候変動枠組み条約の第 3回締約国会議（COP3）

で，温室効果ガスの削減目標が 6％という案が議決され，

これに向かっての新エネルギー源開発が焦眉の的となって

いる。

第2は，天然資源に乏しい我が国が自給可能なエネルギー

源をもつことである。これらの命題に対して，いま，燃料

電池，太陽光発電，風力，地熱など，考えられる新エネル

ギー源がすべて開発されつつある。これらの新エネルギー

源は，いずれ適材適所で用いられる。21世紀は，化石燃料，

原子力，水力に，太陽光発電，燃料電池などの新エネルギー

源を含めての，ベストミックス方式を考えて行かなければ

ならない。また，これらのエネルギー源が，組み合わせて

用いられることも十分考えられる。例えば遠隔地で太陽光

発電により水素を製造し，燃料電池で発電するなどの方式

である。

これまでの我が国のエネルギー供給体制は，電力会社に

よる集中発電によるものであった。21世紀はオンサイトで

の発電方式が大幅に取り入れられる世紀でもある。いま，

必要な場所で，必要とする規模の発電をする方式が社会に

受け入れられつつある。太陽電池住宅や燃料電池による発

電などは，この方向を目指したものである。住宅での自家

発電は，そこに住んでいる者のエネルギー問題に対する意

識をいっそう高揚させる。具体的には，太陽電池を設置し

た家での電力消費量が減少する（電気を使わなくなる）と

報告されている。

21世紀のエネルギーシステムを考える場合，決して忘れ

ることができないのは，アジア地域で我が国が果たすべき

役割である。アジアの中でも，とりわけ中国，南アジアは

元々石炭依存率が高い国々である。このままの状態で，エ

ネルギー消費が進めば，中国における一次エネルギー需給

は，2010年に石炭換算で20億トン以上と，我が国の 3倍程

に達すると予測されている。その大部分が石炭である。温

室効果ガス削減技術開発においては，我が国のイニシアティ

ブによりアジア諸国との連携を深めて行く必要がある。

新エネルギー普及の決め手は，一般国民の視覚に訴える

ことである。その代表例が太陽電池住宅であり，燃料電池

自動車である。筆者は最近，電車や新幹線に乗る際，窓か

ら太陽電池住宅が何軒見えるか数えるのが楽しみである。

東京から大阪まで新幹線の北側窓から家々を眺めていると，

およそ30軒の太陽電池住宅を眺めることができる。また，

東工大の大岡山キャンパスから田園都市線を使って横浜の

長津田キャンパスへ行く際にも 5軒ほどの太陽電池住宅が

見られる。成田から日暮里までの間でも 3軒程度見ること

ができる。嬉しいのは，これらの数が毎年増加しているこ

とである。いまでは，瞬きしている間に見落とすこともあ

るが，あと10年もしたら，いつ見ても太陽電池住宅が見え

る時代が到来するであろう。

燃料電池も状況は同様である。次に車を買い替えるとき

は，必ず燃料電池自動車と決めている。

新エネルギー特集に寄せて

小長井　誠（こながい　まこと）

東京工業大学工学部教授 工学博士
量子効果エレクトロニクス研究センター長
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まえがき

1999年の東京モーターショーで燃料電池車が脚光を浴び，

さらに家庭用燃料電池の開発が報道されるなど，近年，マ

スメディアに燃料電池が頻繁に取り上げられる。これは，

1997年12月に京都で開催された地球環境の保全に関する

「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP3）以降，

環境・省エネルギーに対する関心の高まりが背景にあり，

燃料電池によって，エネルギーの供給・利用の形態に大き

な変化が予想されるためと考えられる。

電力エネルギーについて，現在，主流となっている大容

量発電・遠距離送電による方式は，発電設備近隣に熱の需

要がある場合を除き，いわゆるモノジェネレーションであ

り，エネルギーの利用効率は高いとはいえない。多くの場

合，燃料の持つエネルギーの約半分は，利用されずに排熱

として大気あるいは海洋に放出されている
（1）

。

21世紀を目前にして，環境・エネルギー問題は，日本国

内だけではなく，地球規模での対応を必要としている。燃

料電池は，環境適合性に優れた新しいコージェネレーショ

ン（熱併給発電）システムであり，エネルギー利用効率の

向上を実現できる新エネルギーとして位置づけられている。

富士電機は，1960年代から燃料電池の開発に着手し，ア

ルカリ形をはじめ各種の電解質の燃料電池を開発している。

本稿では，現在，開発に注力しているりん酸形および固

体高分子形の燃料電池を中心に，開発の現状と展望などに

ついて述べる。

燃料電池の特徴と原理

２.１ 特　徴

燃料電池とは，電気化学的な発電原理を応用して水素な

どの持つ化学エネルギーを電気エネルギーに変換する発電

システムであり，下記のような特徴を有する。

排気がクリーンで低騒音である。

小容量でも発電効率が高く，部分負荷でも高い効率が

得られる。

排熱の有効利用で高い総合効率が期待できる。

多様な燃料が利用できる。

現在開発が進められている燃料電池は電解質の種類によ

り，通常 4種類に分類される。燃料電池の種類と特徴を表

１に示す。

２.２ 原　理

燃料電池の発電原理をりん酸形を例にすると，図１に示

すように水の電気分解の逆の反応を利用したもので，電解

質の両側に配置した燃料極および空気極にそれぞれ水素と

酸素とを供給することにより電力を発生するものである。

燃料電池の電圧は無負荷状態で最も高く，負荷の電流密

度を上げるに従って低下する。このとき電圧低下分は熱エ

ネルギーとして放出される。実際の使用電圧は，燃料電池

では 0.6 ～ 0.7V/単電池である。このとき熱電比は約１：１

となり，電池本体の発電効率は 50 ％となる。この電池本

体の効率は，電池面積の大きさにかかわらない。このため，

小容量機でも変換効率が高い。

実用的出力を得るためには，電池を多数積層して電池本

（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　燃料電池の種類と特徴 

種類 
項目 

りん酸形 
（PAFC） 

電　解　質 
りん酸 

（H3PO4） 

イオン 
　　伝導体 

H
＋ 

燃　　　料 
（反応ガス） 

H2

原　燃　料 

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油 

運 転 温 度 
（℃） 

170～ 
210

発 電 効 率  
（％） 

35～45

溶融炭酸塩形 
（MCFC） 

炭酸塩 
（Li2CO3， 
　 K2CO3） 

CO3
2－ 

H2，CO

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油， 
石炭ガス 

600～ 
700

45～60

固体電解質形 
（SOFC） 

ジルコニア 
（ZrO2） 

O
2－ 

H2，CO

天然ガス， 
LPG， 
メタノール， 
ナフサ， 
軽質油， 
石炭ガス 

900～ 
1,000

50～60

固体高分子形 
（PEFC） 

イオン交換膜 

H
＋ 

H2

天然ガス， 
LPG， 
メタノール 

常温～ 
100

45～60
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体が構成されている。

２.３ システム構成

水素を入手できる場合を除いて，燃料電池本体に供給す

る水素は，都市ガスなどの原燃料を改質して利用する。

燃料電池発電装置のシステム構成を図２に示す。燃料改

質器は，原燃料である天然ガスや液化石油ガス（LPG），

メタノールなどを水素に富んだガスに変換する装置であり，

改質反応により生じた一酸化炭素（CO）をシフト反応器

で，さらに水と反応させ水素を生成している。このように

生成した水素と空気（酸素）を燃料電池本体に供給するこ

とにより，直流電力を発生させる。この直流電力を逆変換

装置で交流電力に変えて出力する。そのほかに，燃料電池

の機器を制御する制御装置，燃料電池本体の冷却機器，反

応により生成した水を回収するための凝縮器などから構成

される。

燃料電池の開発状況

３.１ りん酸形燃料電池

３.１.１ 概　況

りん酸形は現在最も開発が進んでいるもので，商用段階

にさしかかっている。特に，50 ～ 500 kWクラスのオンサ

イト形は熱を利用するコージェネレーションシステムとし

て普及が期待されている。

りん酸形燃料電池の導入実績は，1998年 2 月末において

海外を含めて約 420 台が設置されており，このうち約 190

台が運転を継続している。国内では 160 台以上の導入実績

があり，81台が運転されている
（2）

。

これらのなかには，りん酸形の寿命の目標とされている

40,000 時間を超える累積運転時間が実証されたものがあり，

さらに連続運転時間も 1年間以上を達成した事例があり，

信頼性は実用機のレベルと判断される。

オンサイト用の国内メーカーは 3社であり，（株）東芝お

よび三菱電機（株）が 200kW機を，富士電機が 50kW，100

kW，500 kW機を開発している。それぞれのメーカーで

は商用機の開発がほぼ終わり，本格的な販売活動を行い，

フィールドへの導入を積極的に進めている。

３.１.２ 富士電機の開発状況

富士電機は，図３の開発計画に基づいてりん酸形燃料電

池の商用化に取り組んでいる。これまでに 50kW，100kW
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原燃料 
天然ガス， 
メタノール， 
LPG 
など 

制 御 装 置 

燃料 
改質器 

シフト 
反応器 

燃料電池 
本体 

逆変換 
装置 

排熱利用 

水素リッチ 
ガス 
 

空気 
改質反応 
  CH4 ＋ H2O       CO ＋ 3H2 
シフト反応 
CO  ＋ H2O       CO2 ＋ H2

直
流 

交
流 

図２　燃料電池発電装置のシステム構成
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図１　りん酸形燃料電池の発電原理
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図３　りん酸形燃料電池の開発計画
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のオンサイト形燃料電池を中心に90台を超える運転実績が

あり，累積運転時間は 150 万時間を超えている。耐久性の

指標とされる累積運転時間が 40,000 時間を超えるサイト

が 6サイトに達している。さらに，信頼性の指標とされる

無停止連続運転時間が 10,000 時間を超えるサイトが出現

している。特に，図３の開発計画に示す第一世代機の経験

を生かし開発した新形の燃料電池を1995年に採用してから，

順調に運転時間を延ばしている。なかでも，1997年に納入

した 100 kWの商品機プロト機，改良形 50 kW機，1998年

に納入した改良形 50 kW機は 90 ％以上の高稼動率で運転

されており，性能面で商用レベルに達している。

現在，従来機に比較してコストを半減した 100 kW第一

次商品機を1998年下半期から販売している。この 100 kW

燃料電池の仕様を表２に，また，外観を図４に示す。本装

置の形状は，屋外設置可能なパッケージ形である。したがっ

て，工場で組立完成後，設置場所に輸送するため，現地設

置にかかわる工期が短いという利点がある。本装置は，メ

ンテナンス性を配慮し，大形機器を前面に配置するレイア

ウトを採用している。

本装置は，100 kWという小容量においても発電効率

40 ％（LHV：Low Heat Value）が得られ，排熱も利用す

ると総合効率は 80 ％以上となる。さらに，図５に示すよ

うに，定格条件での効率が高いばかりでなく，部分負荷に

おいても高い効率が得られる点が特長である。

３.２ 固体高分子形燃料電池

３.２.１ 概　況

固体高分子膜を電解質として用いる固体高分子形燃料電

池は，最近，自動車用の燃料電池として脚光を浴びている。

その理由は，高い出力密度が期待される，動作温度が

100 ℃以下で常温から起動できる，構成材料の選択範囲が

広く量産化により大幅な価格低減が見込まれる，などの特

長があるためである。また，動作温度が低く，排熱の温度

も低いため熱供給は 60 ℃程度の温水に限られることから，

可搬形電源および家庭用などの比較的小規模の分散形電源

としても開発が進められている。

可搬形および分散形電源については，新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）の委託を受けて，（株）東芝

が都市ガスを燃料とする 30 kW級コージェネレーション

電源を，三洋電機（株）が 2kW級の家庭用のコージェネレー

ション電源を，三菱電機（株）はメタノールを燃料とする

10 kW級の可搬形電源の開発を行っている
（3）

。

また，松下電工（株）がブタンガスのカセットボンベを燃

料とするポータブル電源を開発しており，三洋電機（株）が

水素ボンベを用いた 1kW級可搬形電源を，さらにこのほ

かにも松下電器産業（株），三菱重工業（株），富士電機など

が開発を行っている。

自動車用電源については自動車メーカーを中心に，国内

ではトヨタ自動車（株），本田技研工業（株），日産自動車

（株），マツダ（株）などが，海外では Daimler Chrysler 社，

Ford 社などが固体高分子形燃料電池発電システムを搭載

した自動車の開発を行っている。1999年の東京モーター

ショーでは，国内外の自動車メーカーが競って燃料電池車

の展示を行っている。さらに，カナダの Ballard Power

Systems 社は自動車メーカーなどに電池本体を供給する

ほかに，バス用および定置用 250 kWを，Siemens 社は潜

209（5）
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図４　100 kW燃料電池の外観
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図５　100 kW機の効率の例

表２　100 kWりん酸形燃料電池の標準仕様 

項　目 仕様値 

定格出力（送電端） 

出力電圧・周波数 

発電効率（送電端） 

総合効率 

原燃料，消費量 

運転方式，運転形態 

熱出力 

NO 

騒音特性 

代表寸法 

質　量 

x

100 kW 

200/220 V（50/60 Hz） 

40％（LHV） 

80％（LHV） 

都市ガス13A，22m3/h（Normal） 

全自動運転，系統連系 

17％（90℃温水） 
23％（50℃温水） 

5 ppm以下（O27％換算） 

65 dB（A）（機側1 m） 

2.2 m（W）×3.8 m（L）×2.5 m（H） 

12 t
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水艦用およびバス用を開発している。

３.２.２ 富士電機の開発状況

固体高分子形燃料電池自体は，1960年代から衛星船「ジェ

ミニ」に搭載されるなどしていた。しかし，当時は，固体

高分子膜の耐久性が得られにくいという欠点があった。

富士電機はその後，固体高分子膜の性能が高められたこ

とから，1989年に固体高分子形燃料電池の開発に着手した。

これまでに富士電機は，水素ー空気形の 1～ 5kWを製

作し，電池本体の評価を行ってきた。さらに，電池本体の

信頼性向上について要素技術開発を進めてきた。1999年に

開発拠点をりん酸形燃料電池部門に統合し，都市ガス，メ

タノールなどを燃料とする改質ガスを用いる固体高分子形

燃料電池システムの開発に注力している。

燃料電池の今後と課題

ここまで述べてきたように，燃料電池は優れた環境性，

省エネルギー性，燃料の多様性などから将来にわたって発

展が期待される発電システムである。1994年の総合エネル

ギー対策推進閣僚会議において定められた「新エネルギー

導入大網」，さらには1998年の「長期エネルギー需給見通

し」で定置用燃料電池は2010年までに 220 万 kWの導入

目標が策定されている。燃料電池発電システム導入に対す

る具体的な政府の対応として，「新エネルギー利用等の促

進に関する特別措置法」による補助金（補助率：地方自治

体 1/2，民間 1/3）交付制度や「エネルギー需給構造改革

投資促進優遇税制」などの導入支援が定められている
（4）

。

４.１ りん酸形燃料電池の課題

りん酸形については，オンサイト用は技術的には各メー

カーともほぼ実用化のレベルに達し，商用化が開始されて

おり，前記目標達成に向け，今後も市場導入を先導してい

くものと期待される。しかしながら，他の新エネルギーと

同様に経済性だけの比較では，市場で十分な競争力を持つ

には至っていないのが実情である。他のコージェネレーショ

ンと競合するにはコストの低減という大きな課題があり，

今後ともコストダウンに向けた開発が必要である。特に，

燃料電池本体は発電装置の 40 ～ 50 ％のコストを占めてお

り，主要構成材料であるカーボン材のコストダウンが重要

なかぎを握っていると考えられる。

また，コストダウンのための開発のみならず，一層，普

及拡大のために，環境性，省エネルギー性などの燃料電池

の特徴を生かした分野への適用も試みられている。例えば，

未利用資源である生ごみ消化ガスを利用した燃料電池発電

システム，副生水素を利用した燃料電池発電システムなど

の事例がある。また，都市ガスと備蓄燃料の切換運転が可

能なマルチ燃料形燃料電池発電システム，高品位電源とし

て無停電電源装置対応形，防災拠点（ライフスポット）な

どへの適用も考えられている。

４.２ 固体高分子形燃料電池の課題

開発が加速されている固体高分子形燃料電池の課題は，

発電システムの完成，フィールドテストによる信頼性の検

証，コスト低減などがある。コストについては，自動車用

途の市場規模が大きいことから固体高分子形燃料電池のコ

ストが劇的に低減でき，その成果が家庭用燃料電池にも波

及するというシナリオが想定される
（5）

。このシナリオが成立

するためには，技術的に自動車用途の燃料電池発電システ

ムが完成すればよいだけではなく，同時に燃料の供給設備

も充実されなければならない。燃料供給設備をどのように

整備するかという課題も重要である。

あとがき

地球規模での環境問題やエネルギー資源問題の解決に貢

献できる燃料電池は，21世紀初頭からの普及が期待されて

いる。今後とも，本格的な市場形成に向けた導入支援や技

術開発支援が必要であり，国およびユーザー各位の一層の

ご理解とご支援をお願いする次第である。
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まえがき

燃料電池は，環境適合性に優れ，総合エネルギー効率の

向上を実現できる新エネルギーとして位置づけられている。

りん酸を電解質とするりん酸形燃料電池は，数多くの運転

実績から商用レベルに到達してきている。本格的普及・拡

大のためには，燃料電池メーカーのコスト低減へ向けた開

発のほか，環境性，省エネルギー性，消化ガスや副生水素

の未利用エネルギーの利用など燃料電池の特長を生かした

用途拡大の取組みも重要である。

本稿では，ホテルでの省エネルギーを目的としたコージェ

ネレーションの適用例について紹介する。

りん酸形燃料電池のホテルへの適用事例

東邦ガス（株）およびワシントンホテル（株）のご協力を得

て，図１に示す「名古屋栄ワシントンホテルプラザ」（10

階建て，部屋数 308 室，愛知県名古屋市中区栄三丁目1-32）

の屋上に 100 kWりん酸形燃料電池発電装置 1台を1999年

２月に設置した。本装置は，新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）の1998年度フィールドテスト事業の対

象である。ワシントンホテル（株）は，従来から環境への関

心が深く，環境にやさしいホテルを意識されており，燃料

電池の持つクリーンで低騒音という環境適合性や電気・熱

の有効利用による省エネルギー性の高さを評価され，新築

ホテルに燃料電池の導入を決定された。

図２に燃料電池の設置状態を示す。燃料電池が設置され

た下の階は客室であるが，騒音については支障なく稼動し

ている。以下に本システムの概要と運転実績を述べる。

２.１ システムの概要

100 kW燃料電池により発電した電力は，商用系統に連

系し，ホテル内の一般電力負荷に使用している。排熱の利

用については，低温排熱（約 50 ℃）を温水ヒータの給水

予熱に，また高温排熱（約 90 ℃）を吸収冷温水機・暖房

用・貯湯槽の熱源に利用し，コージェネレーションシステ

ムを構成している。図３にホテル設備と本システムのフロー

図を示す。

なお，余剰電力が発生した場合は商用系統に逆潮流する

が，「電力系統連系技術要件ガイドライン」に従い単独運

燃料電池発電装置のホテルへの適用
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図１　名古屋栄ワシントンホテルプラザの外観

図２　燃料電池の設置状態



燃料電池発電装置のホテルへの適用

転防止のため富士電機製の系統連系保護リレーを採用して

いる。

２.２ 運転実績

1999年 3 月から運転を開始し，現在まで順調に稼動して

いる。

図４にホテル構内における電気の 1日の利用状況を示す。

電力需要は昼間と深夜においても 100 kW以上あり，燃料

電池の定格負荷連続運転は有効であることが分かる。

図５に燃料電池の排熱の 1日の利用状況の変化を示す。

朝方と深夜に給湯需要のピークがあり，この時間帯は低温

排熱についても有効に利用されていることが確認された。

一方，高温排熱については，給湯負荷としては貯湯槽に，

空調負荷としては吸収冷温水機に供給されるため，終日ほ

ぼ全量が有効に利用された。

1999年 4 月 1 日から 8月31日までの 5か月間の運転実績

から，燃料電池導入によるエネルギー投入量削減（一次エ

ネルギー換算）は 9.5 ％，二酸化炭素排出量削減は 12 ％

あり，省エネルギー性と環境保全性の効果が確認されてい

る
（1）

。

あとがき

一般に，コージェネレーション装置の高効率性を生かす

ためには，排熱利用ができるよう熱需要先の近くに装置を

設置する必要がある。この種の用途に燃料電池は適してお

り，本事例は，燃料電池が環境適合性・省エネルギー性に

優れていることを示している。運転データを提供いただい

た東邦ガス（株）殿およびワシントンホテル（株）殿のご協力

に謝意を表する。

今後とも燃料電池の一層の普及拡大のために，コスト低

減や高機能化をめざして開発を進めていく所存である。
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図４　ホテル構内における電気の1日の利用状況（例）
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図５　燃料電池の排熱の1日の利用状況（例）



東郷　芳孝

鹿島建設（株）技術研究所環境技術

研究部主管研究員。化学工学会会

員。

中島　憲之

燃料電池の設計，開発に従事。現

在，新事業推進室燃料電池部課長。

日本化学会会員。

黒田　健一

オンサイト用りん酸形燃料電池の

プラントエンジニアリングに従事。

現在，新事業推進室燃料電池部。

富士時報 Vol.73 No.4 2000

まえがき

りん酸形燃料電池発電装置は，良好な環境性と高い発電

効率からさまざまな分野での適用が検討されている。富士

電機は，現在までにりん酸形燃料電池発電装置の燃料とし

て都市ガスのほか，液化石油ガス（プロパン，ブタン）や

ナフサ，電解工場からの副生水素における適用技術を蓄積

してきた。燃料種別の国内納入実績を表１に示す。最近で

は，上記燃料のほかに，有機性廃棄物を嫌気処理して発生

したバイオガスへの適用も検討している。

りん酸形燃料電池は水素と酸素で発電を行うが，通常，

水素は入手困難であるため，パッケージ化された燃料電池

発電装置内には都市ガスなどの炭化水素を水素に改質する

ための燃料改質系装置が内蔵されている。したがって，燃

料改質系装置により水素に改質できる燃料ガスであれば，

基本的には発電に利用可能である。

富士電機は，鹿島建設（株）が新エネルギー・産業技術総

合開発機構（NEDO）から委託を受けた「固定床式高温メ

タン発酵とりん酸形燃料電池の組合せによる生ごみのエネ

ルギー資源化」プロジェクトに協力する機会を得た。本稿

では，りん酸形燃料電池を用いた生ごみ発電の特徴と実験

運転の概要について紹介する。

生ごみのバイオガス化とりん酸形燃料電池

による発電

バイオガスは，食品の製造工程などから出る有機性排水

を排水処理設備において，嫌気処理（メタン発酵処理）し

た際に発生するガスである。嫌気処理は，排水および廃棄

物に含まれる有機物を嫌気性細菌の作用により，メタンや

二酸化炭素に還元分解するものである。この処理方法の特

徴は，発生するガスがメタンであるため，回収して再利用

が可能，余剰汚泥が少ないことであり，最近では生ごみの

処理方法として注目されている。

生ごみの処理は，従来から焼却や埋立てなどが行われて

きたが，最近ではダイオキシンによる環境汚染や用地取得

難などの問題から，容易に行えない状況となっている。ま

た，生ごみの排出量は年間 2,000 万トンに達しており，今

後もさらに増加するものと予想される。生ごみのバイオガ

ス化は，生ごみの減容化が行え，また発生したバイオガス

をエネルギーとして利用できるため，画期的な生ごみ処理

方法であるといえる。

生ごみを発電に利用する手法としては，生ごみの燃焼熱

を利用する方法と，生ごみの嫌気処理によるバイオガスを

利用する方法がある。

生ごみの燃焼熱を利用する方法としては，ガスタービン

を用いたスーパーごみ発電があり，すでに実用化されてい

る。しかし，この方法ではダイオキシンや窒素酸化物，硫

黄酸化物の排出に注意を払う必要があり，また騒音や振動

が大きいことから設置場所が制約される。

一方，生ごみを嫌気処理して発生するバイオガスを利用

する方法では，バイオガスを発電用燃料として利用するた

め，さまざまな発電装置との組合せが考えられる。りん酸

形燃料電池発電装置は，既存のディーゼル発電装置やガス

エンジン発電装置などと比較して発電効率が高く，窒素酸

化物などの有害物質の排出がきわめて少なく，騒音，振動

が少ないという優れた特徴を有している。生ごみのバイオ

ガス化プラントにりん酸形燃料電池発電装置を組み合わせ

ることで，一貫した非燃焼方式を実現した，エネルギー回

収率の高い生ごみの再資源化システムを構築することがで

きる。例えば，スーパーマーケットから排出される生ごみ

１トンからは，生ごみの種類により異なるが，約 220m3，

125 万 kcal 相当のバイオガスが発生するため，燃料電池発

燃料電池発電装置の生ごみ再資源化システムへの適用
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表１　りん酸形燃料電池の国内納入実績（燃料種別） 

容　量 

単位：台 

燃　料 
50 kW

都市ガス 

液化石油ガス 

ナフサ 

副生水素 

バイオガス 

50 

7 

2 

 

1

100 kW

18 

1 

 

1

500 kW

3 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

 

ー 

ー 



燃料電池発電装置の生ごみ再資源化システムへの適用

電装置で利用すると 580 kWh（効率 40 ％）程度の電力が

得られることになり，この電力は，一般家庭で使用する２

か月分に相当する
（1）

。

バイオガスによるりん酸形燃料電池発電装置での適用事

例としては，現在までに比較的有機濃度が低く，濃度も安

定しているビール製造工場の廃水や下水汚泥によるものが

報告されているが，種々の有機物の混合体である生ごみに

おいて適用した例は報告されていない。

実証試験の概要

1999年 9 月から，世界で例のない生ごみバイオガスを用

いたりん酸形燃料電池発電装置による実証試験が，鹿島建

設（株）技術研究所で行われた。図１に，本プロジェクトの

システム概要を示す。

本システムは，鹿島建設（株）製高温メタン発酵式有機性

廃棄物処理システム（商品名：メタクレス）とガスホルダ，

ならびに富士電機製 50 kWりん酸形燃料電池発電装置か

ら構成されている。本システムの生ごみ処理能力は 200

kg/d であり，生成したバイオガスをガスホルダにいった

ん貯えた後，発電を行っている。

生ごみのバイオガス化プラントは，主に生ごみ分別機，

生ごみ粉砕機，およびバイオリアクタで構成されている。

収集された生ごみは，まず生ごみ分別機で金属片などの異

物が取り除かれた後，水を加えながら生ごみ粉砕機で微粉

砕して液体化される。その後，嫌気性微生物が収められて

いるバイオリアクタに投入され，嫌気性発酵によりメタン

と二酸化炭素が生成する。生成直後のバイオガスには，硫

化水素などが含まれているため，脱硫塔にて清浄化された

後，燃料電池へ供給される。このときバイオガスには，メ

タンのほか，二酸化炭素が 40 ％程度含まれているが，メ

タン濃度を任意に濃縮できるように，二酸化炭素を除去す

るための精製塔が設けられている。

りん酸形燃料電池発電装置は，都市ガス仕様の 50kW機

をベースに，バイオガスのメタン濃度に応じて制御定数を

任意に切り換える機能を装備している。りん酸形燃料電池

発電装置からは，交流 200Vの電力が出力されるが，限ら

れた期間での運転であるため，系統連系は行わず，模擬負

荷装置で全量消費している。

本実証試験では，濃縮したガスのほかにバイオリアクタ

出口濃度程度の非濃縮バイオガスについても発電を行った

が，問題なく発電できることが確認できた。今後，収集し

たデータを解析して，生ごみ発電としての燃料電池発電装

置の技術的知見を整理し，今後の技術開発につなげる予定

である。

あとがき

りん酸形燃料電池発電装置による生ごみ発電は，有害物

質を排出することなく，高効率で電気エネルギーを回収で

きることから，画期的な生ごみ処理方法として注目されて

いる。法的にも，ごみの分別を義務化する「容器包装リサ

イクル法」が2000年から本格的に施行されるほか，2000年

度の国会では，食品製造や外食業者に食品ごみの10～20 ％

を肥料や飼料に再加工することを義務化する「食品廃棄物

再商品化法案」が審議される予定である。生ごみ処理の分

野でも，りん酸形燃料電池発電装置の普及が進むものと期

待する。
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図１　生ごみバイオガス化と燃料電池発電のフロー図
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まえがき

りん酸形燃料電池の実用化には，安価で高信頼性の電池

を開発することが必要不可欠である。

富士電機では，過去の経験を土台に信頼性が高い電池を

開発するとともに，コストダウン開発にも注力した。その

結果，第一次商品機用の新形電池の開発を完了し，現在，

各フィールドで順調に運転を継続している。また，さらな

るコストダウンをめざした第二次商品機用電池も鋭意開発

中である。

本稿では，第一次商品機用新形電池の開発，検証を中心

に信頼性向上開発，コストダウン開発の状況について概説

する。

りん酸形燃料電池

りん酸形燃料電池は，以下の ～ で構成される。

発電単位であるセル

燃料極，電解質層，空気極で構成される。燃料極では燃

料中の水素が電子を放出して水素イオンになる。水素イオ

ンが電解質層を移動し，空気極で酸素と反応し，水が生成

される。

セミブロック

セルを複数積層し，発電時の発熱を除去するための冷却

板を上下に設置している。

スタック

セミブロックを複数積層し，上下の締付け構造，ガス供

給マニホールドなどからなる。

セルの信頼性向上，コストダウン開発

３.１ 新形セル構造とりん酸量マネジメント

セル内のりん酸は運転とともに飛散（蒸発）していくこ

とが知られており，セル内りん酸総量は発電とともに減少

していく。一方，セル内の各部分のりん酸量には適性量が

存在し，常に各部のりん酸量を適量に維持するためのセル

内のりん酸量マネジメント設計が最も重要である。

過去に経験したセルのトラブルは，このりん酸量マネジ

メントに問題があったためであることが分かり，その対策

として，セル構造そのものを大幅に変更した。

３.１.１ 新形セル構造

図１に単セル構造模式図を示す。新形セルの特徴は，基

材およびリブ付板にはっ水処理部がなく，基材，リブ付板

の物性を制御し，毛管力を最適に設定することによりセル

内各部りん酸量の最適配置を図っている点にある
（1）

。

本セル構造により，りん酸量マネジメントの問題は解決

し，実サイズセルで 33,000 時間以上問題なく運転を継続

している。

（3）

（2）

（1）

（3）（1）
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図１　単セル構造模式図



りん酸形燃料電池の開発

３.１.２ りん酸外部無補給化開発

従来は，運転とともに飛散していくりん酸を約 1年ごと

に外部から補給していた。しかし，信頼性向上，コストダ

ウンの見地から，製作時にあらかじめ必要なりん酸量をセ

ル内に蓄えておく，りん酸外部無補給化がりん酸形燃料電

池の実用化には不可欠となった。

運転条件とりん酸蒸発量との関係把握

小形セルを使用して，運転条件とりん酸飛散量との関係

を把握した。その結果，図２に示すように，セル温度が高

くなると指数関数的に気相りん酸濃度が上昇することが分

かり，その関係を定式化した
（2）

。また，りん酸飛散量はガ

ス流量に比例することも分かり，運転条件により，正確に

りん酸飛散量を推定できるようになった。

また，実サイズセルの出口でも気相りん酸濃度を測定し

た。その結果，セル出口部付近の温度と上記の小形セルで

得た気相りん酸濃度と温度との関係式により，実サイズセ

ルのりん酸飛散量が推定できることが分かった。

セル面内のりん酸移動

以上のように，セルからのりん酸飛散量はセル出口温度

で推定可能である。一方，りん酸はその気相濃度（蒸気圧）

が飽和するまで蒸発していくため，ガス入口付近の蒸発量

が多いと考えられ，運転とともにセル面内でりん酸量分布

に偏りが生じる可能性がある。そのため，セル面内でのり

ん酸蒸発速度と部材内のりん酸量こう配を駆動力とするり

ん酸移動速度との関係を把握する必要がある。

そのため，セル面内りん酸移動の主経路であるリブ付板

のりん酸移動速度をモデル実験で測定，定式化した。さら

に，その移動速度とりん酸蒸発速度とを組み合わせて，セ

ル面内りん酸量分布の経時変化をシミュレーションした
（3）

。

後述する第一次商品機用セル仕様の場合についての結果

を図３に示す。図３から，面内の最低りん酸量部位のりん

酸量は 60,000 時間運転後も運転可能量以上であることが

分かり，りん酸外部無補給化のめどがついた。

３.２ 第一次商品機用セル仕様

前節で述べた新形セル構造，りん酸外部無補給化開発の

成果を取り入れ，かつ，コストダウンを図った第一次商品

機用セルを開発した。

りん酸外部無補給化以外の本セルの特徴は，部材を有効

利用してコストダウンを図った長方形セルの採用，燃料ガ

ス流量変化に対する影響を小さくして信頼性を高めるため

の燃料リターンフローの採用である。

３.３ 第一次商品機セル評価状況

３.３.１ セル電圧

第一次商品機仕様のセルを30セル積層しているショート

スタックを評価中であり，その一部セルは約 10,000 時間

運転後に解体調査を実施している（３.３.２項参照）。

現在，オリジナルセルは約 17,000 時間運転を継続して

おり，図４に示すようにセル電圧は安定に推移している。

また，社内評価中の第一次商品機 1号機は，運転時間

14,000 時間を超え，全電圧測定区間で電圧は安定に推移し

ている。

３.３.２ ショートスタック一部セル解体調査結果

３.１節でのりん酸マネジメントの確認，および電極の劣

化状況を調査するために，10,770時間運転時に2セミブロッ

ク（12セル）を交換，解体調査を実施した。

図５にセル質量測定結果から求めた各セルのりん酸飛散

量を設計許容りん酸飛散量との比率（りん酸飛散率）で示

す。また，図中に最もりん酸飛散量が多いセルの計算りん

酸飛散量も合わせて示す。

セル解体調査結果では，最もりん酸飛散量が多いセルで

も，りん酸飛散量は設計許容りん酸飛散量の十数パーセン

トであり，その実測値と計算値はよく一致した。

また，同時に一部セルについては，セル面内のりん酸量

分布も測定しており，これについても３.１.２項で述べたセ

ル面内りん酸分布経時変化計算とよく一致した。

セル電圧に大きな影響を与える空気電極触媒層の白金粒

子径や空気電極触媒層のりん酸量も同時に調査しているが，

いずれも正常な値で問題は確認されなかった。

以上から，60,000 時間運転は可能であり，電圧低下につ

いてもめどがついたといえる。

（2）

（1）
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図２　気相りん酸濃度とセル温度との関係
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スタック構造部品の開発

４.１ 全　般

構造部品のコストダウンを行うには，部品数の低減と各

部品の簡素化を進めることが効果的である。第一次商品機

の開発にあたっては，各部品の機能の見直しを行い，部品

の統合・削除を行った。また，構造・部品・材料の開発・

開拓を行い，複合機能をもつ部品の開発を進めた。これに

より，セル以外の部品数は約 1/3，質量は約 3/4 に低減し

た。この結果を図６に示す。

さらに，信頼性向上としては，装置停止事故に発展する

可能性の大きい次の 2点について重点的に開発を行った。

りん酸ミストによる構造部品の腐食事故の防止

冷却管腐食による漏水事故，マニホールドの腐食による

ガスリーク事故を防ぐ。

スタック耐震性能

以下に，その例を述べる。

４.２ 冷却板

従来構造の燃料電池用冷却板の冷却管は，図７に示すよ

うにガスを給排するマニホールド内に露出している。この

ため，フッ素樹脂コーティングによる防食を行っていた。

しかしながら，作業ばらつき，作業中のきずの発生などに

より，コーティングで完全な防食性能を長期間にわたり維

持することは困難であった。また，従来の冷却管は，多数

の部品を溶接・ろう付けにより組み立てる構造であり，高

価であった。第一次商品機では，冷却管をりん酸雰囲気中

に露出させないモノチューブ形冷却板を開発した。この冷

却管は 1本のチューブの曲げ加工のみで完成し，低コスト

で製作が可能である。

燃料電池発電装置では沸騰冷却システムを採用しており，

入口と出口のヘッダ内の密度差によるスタック上下方向の

冷却水不等配を防止するため，各冷却管入口にオリフィス

を設置している。しかし，従来は沸騰冷却の挙動（圧力損

失，熱伝達率）が正確につかめていなかったため冷却水流

量を余剰に流していた。これではモノチューブ形冷却管の

場合，冷却水圧力損失の上昇による面内温度の上昇，補機

動力損の上昇が起こる。冷却管内の沸騰冷却の挙動の解析

を行い，冷却水量を従来形スタックの約 1/2 に低減して圧

力損失の上昇を防いだ。

４.３ マニホールド

前節で説明したモノチューブ形冷却板の採用によりマニ

ホールドの小形化が可能となった。しかし，マニホールド

（2）

（1）
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の小形化のためには，ノズル吹出し部の動圧の影響による

セルへのガス給排の不均等の発生を防止する必要があった。

このため，じゃま板を用いて動圧の影響を緩和する構造を

採用し，マニホールドの小形化を行った。じゃま板サイズ

の適正化は三次元シミュレーションを用い，効果は実スタッ

クのマニホールド内差圧分布実測，セル発電特性解析など

により確認を行った。

従来のマニホールドは大形であるため，内圧などによる

変形を防止する枠内の強めを必要としており，フッ素樹脂

コーティング以外の防食構造の採用が困難であった。フッ

素樹脂コーティングは前節でも述べたとおり信頼性・コス

ト面で問題がある。マニホールドを小形化することにより，

市販品のフッ素樹脂シートによる防食構造の採用を可能と

し，コストダウン・信頼性の向上を行った。この防食構造

は，フッ素樹脂シートを融着・成型なしに，折込み作業の

みで組み立てる構造であり，低コストで製作できる。

４.４ 燃料電池スタックの耐震性能

第一次商品機スタックは従来形スタックに比較し，スタッ

ク奥行寸法，締付スタッドピッチが狭い。このため，耐震

性能の低下が危惧（きぐ）された。

燃料電池スタックは多数のセル部材，冷却板部材を積層

し，締め付ける構造である。したがって，耐震性能は締付

け構造，締付け面圧により影響される。しかし，低強度の

電極，カーボン材を積層しているため，あまり強固に締付

けを行えず，十分な耐震性能の維持が困難である。

燃料電池スタックの曲げモデルの考察，三次元シミュレー

ションによる解析などを用い，締付け構造と耐震性能との

関係の把握を行い，締付け構造，締付け面圧およびスタッ

ク支持構造の最適化を行った。図８に今回の検討で確認し

た燃料電池スタックの解析結果の一例を示す。

あとがき

以上述べてきたように，第一次商品機に代表されるりん

酸形燃料電池は信頼性については実用レベルに到達したと

考えてよく，今後は運転実績を着実に伸ばしていきたい。

さらに，信頼性向上，コストダウンをめざした第二次商

品機用燃料電池を現在鋭意開発中で，その要素開発をほぼ

終了し，その新技術を適用したフルスタックを製作中であ

る。

信頼性が高く，コスト的にも完成されたりん酸形燃料電

池を一刻も早く市場に投入するため，今後は第二次商品機

用燃料電池の評価，改良を実施する所存である。
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燃料電池発電装置における改質装置は，燃料電池本体に

燃料である水素を安定に供給することが主な機能である。

水素の製造方法は，原燃料である炭化水素と水蒸気を触媒

の存在下，高温で反応させる水蒸気改質反応を利用してい

る。

都市ガスを原燃料としたときの改質装置の構成を図１に

示す。改質装置は，都市ガス中の硫黄成分を取り除く脱硫

器，水蒸気改質反応を行う改質器，改質ガス中の一酸化炭

素（CO）を低減させる CO変成器の三つの反応器および

反応ガスを各反応器の適切な反応温度に調整するための熱

交換器から構成されている。

改質装置の開発課題

オンサイト用燃料電池発電装置の市場導入を図るうえで，

現在最も重要な課題はコストダウンである。そのなかで改

質装置に要求されることは，各反応器，熱交換器および配

管を含む改質装置全体としての簡素化と小形化である。

その課題を解決するため，第一ステップとして機器数の

削減を目的として，従来外部に設置していた熱交換機能を

内蔵した新形の改質器（第一ステップ改質器）を開発した。

これに合わせて脱硫器，CO変成器および熱交換器を複合

化した新形の脱硫/CO変成器を開発した。そのシステム

フロー図を図２に示す。第二ステップとして，熱交換機能

を内蔵した改質器の小形化を目的としたコンパクト形改質

器（第二ステップ改質器）の開発を進めている。

改質器の開発

３.１ 改質器の基本構造

富士電機では，オンサイト用改質器の開発を開始した当

初からシングルバーナ，シングルチューブのシンプルな構

造を採用している。100 kW用改質器の基本仕様を表１，

第一ステップ改質器の外観を図３，断面図を図４に示す。

バーナ

改質器中央上部に配置された多重管式の下向き焚（だ）

きバーナで，起動時には都市ガスを燃焼し，定常運転時に

（1）
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工藤 飛良生（くどう　ひらお） 横山　尚伸（よこやま　ひさのぶ）

FCオフガス 
燃焼排ガス 

燃焼用空気 

CO変成器 
脱硫器 

改質器 

原燃料 

冷却水 

改質ガス 

プロセススチーム 
エゼクタ 

図２　改質装置のシステムフロー図

CO変成器 改質器 脱硫器 

都市ガス 
（CH4） 

燃料電池へ 

水添脱硫反応 
200～300℃ 
H2S＋ZnO 
　→ZnS＋H2O

改質反応 
500～700℃ 
CH4＋H2O 
　→3H2＋CO

CO変成反応 
200～300℃ 
CO＋H2O 
　→H2＋CO2

図１　改質装置の構成
表１　100 kW用改質器の基本仕様 

項　目 仕様値 

原　　　燃　　　料 

プ　　ロ　　セ　　ス 

水　素　発　生　量 

反　　応　　温　　度 

反　　応　　圧　　力 

スチーム/カーボン比 

都市ガス13A（または LPG） 

水蒸気改質法 

100 m3/h（Normal） 

700 ℃ 

常圧 

3.0
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は燃料電池本体からの低発熱量の燃料極オフガスを燃焼し

て，改質に必要な熱を発生させる。都市ガスと燃料極オフ

ガスとの単位体積あたりの発熱量は10倍もの差があり，こ

れを一つのバーナで安定に燃焼させることが開発のポイン

トとなる。そのため，燃料極オフガスと燃焼用空気の混合

速度を調整するために，バーナノズル部に設置してある旋

回羽根角度の最適化を図っている。また，改質器高さを低

く抑えるため，バーナを内部に落とし込んだ構造となって

いる。

触媒管

バーナで発生した熱が，輻射（ふくしゃ）および対流伝

熱により，触媒管壁から触媒層へ伝達される。この触媒を

充てんしている触媒管はシングルチューブ式の二重円筒構

造になっている。原燃料である都市ガスは水蒸気と混合さ

れた後，約 200 ℃で投入される。投入された燃料ガスは触

媒層上部から下部に向かって流れ，この間に加熱され，水

素主成分の改質ガスに改質される。最下端の触媒層出口で

は，約 700 ℃まで昇温される。

熱交換器機能の内蔵

従来の改質器では，改質器前段で燃料ガスを 500 ℃まで

予熱する必要があり，一方で，改質ガスを CO変成器の前

段で冷却する必要があるため，外部に熱交換器を設置して

いた。本改質器では，燃料ガスと改質ガスおよび燃焼排ガ

スの熱交換ゾーンを内部に設置することで，入口・出口ガ

スの取り合い温度を大幅に低減し，外部設置の熱交換器を

不要にした。また，本改質器と合わせて開発した複合形の

脱硫/CO変成器の断面図を図５に示す。脱硫器と CO変

成器を一体化したことで，配管などの部品点数が削減され

た。従来丸形の容器であった脱硫器および CO変成器を角

形に変更することで，発電装置搭載時のスペースを有効利

用することが可能となった。

３.２ 基本設計

改質器の設計にあたっては，触媒層内での化学反応およ

びバーナから触媒層への伝熱量を把握する必要がある。ま

た，運転時の触媒管表面温度は 900 ℃にも達し，非常に高

温のため伝熱量などを計測することは困難である。そのた

め，基本構造の設計を行う際に，基礎実験データおよび理

論式を基にシミュレーションを実施した。その後，試作器

を製作し，単体試験による性能を確認するとともに，測定

値とシミュレーション計算値を比較することで，シミュレー

ションの妥当性を確認した。シミュレーションにおける触

媒層内各部での水蒸気改質反応量は，以下の方法で計算し

ている。

＜水蒸気改質反応＞

（一次反応） …………

（二次反応） ……………（2）CO＋H2O　　　　CO2＋H2
K2

（1）CH4＋H2O　　　　CO＋3H2
K1

（3）

（2）
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図３　第一ステップ改質器の外観

触媒管 

触媒層 

断熱材 

燃料ガス 

改質ガス 

燃焼排ガス 

バーナ 

図４　第一ステップ改質器の断面図

改質ガス 

脱硫器 

CO変成器 

原燃料 

原燃料 改質ガス 

冷却水 

冷却水 

図５　複合形の脱硫/CO変成器の断面図
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K1，K2 ：化学平衡定数（温度パラメータの関数）

PCH4，PH2O，PH2，PCO2，PCO ：各成分の分圧

一次反応は，式 から計算される平衡計算値と改質触媒

の性能特性である反応速度との兼合いから各成分の生成量

を計算している。二次反応に関しては，平衡計算値を使用

している。また，触媒層内の各部の温度は，触媒管からの

伝熱量と水蒸気改質反応による反応熱量とのバランスから

計算される。

図６にシミュレーション実施例を示す。図６の横軸は，

触媒層入口からの距離を示しており，上段のグラフは触媒

層入口から触媒層出口までの改質ガスの温度変化を示して

いる。また，下段のグラフは，改質ガス中のメタン濃度を

示しており，入口部で 90 ％程度あったメタンが，温度上

昇とともに改質反応が進行することで水素に改質され，出

口部では 2％以下になる様子を示している。

３.３ 温度分布の均一化

本改質器のようなシングルチューブ式改質器においては，

触媒の粉化および容器変形の要因となる周方向温度を均一

化させることが，耐久性を向上させるうえで重要な課題と

なる。本改質器においては，従来軸方向のみに流れた燃焼

ガスに円周方向の流れを加えることで，燃焼ガスの等配性

を向上させ，周方向温度分布のばらつきが小さくなるよう

に工夫されている。

図７に第一ステップ改質器の温度分布を示す。触媒層入

口温度および触媒層出口温度ともに大きなばらつきもなく，

良好な結果が得られた。

３.４ 運転実績

第一ステップ改質器の 1号機は，社内運転評価用の第一

次商品機 1号機に搭載し約 10,000 時間の運転を行った。そ

の結果，経時的な性能低下も見られず良好な結果が得られ

た。現在までに，第一ステップ改質器を搭載した第一次商

品機は 3台出荷され，トラブルもなく順調に運転継続中で

ある。

３.５ 第二ステップ改質器の開発

熱交換機能を内蔵したままコンパクト化を図るためには，

触媒層へのヒートフラックスを向上させることが開発のポ

イントとなる。そのため第二ステップ改質器においては，

触媒管の温度分布を最適化するとともに，改質ガスおよび

燃焼ガスの流速を上げ伝熱性能を大幅に向上させることに

した。第一ステップ改質器と第二ステップ改質器の比較を

表２に，外形図を図８に示す。容積，質量ともに約 40 ％

減の小形化を達成した。また，試作機による単体試験を実

施した結果，良好な結果が得られた。

（1）

K1＝ ， 
PCO・PH2

3

PCH4・PH2O K2＝ PCO2・PH2

PCO・PH2O
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図６　改質器のシミュレーション実施例
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図７　第一ステップ改質器の温度分布

表２　改質器の比較 

項　目 第二ステップ改質器 

設置面積 

質　　量 

体　　積 

触 媒 量 

第一ステップ改質器 

100％ 

100％ 

100％ 

100％ 

58％ 

65％ 

58％ 

59％ 
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図９に第二ステップ改質器の試験結果を示す。改質率は，

各温度において計画値どおりの性能が得られることを確認

した。

第二ステップ改質器は，現在寿命評価を行うため社内評

価装置に搭載し運転中である。

あとがき

以上，燃料電池用コンパクト形改質器の開発状況につい

て紹介した。今後もさらなるコスト低減をめざした開発を

推進するとともに，燃料電池の用途拡大のため燃料の多様

化技術の確立に努めていきたい。

終わりに，本改質器の開発にあたり，ご指導・ご協力を

いただいた関係各位に心から謝意を表する次第である。
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図９　第二ステップ改質器の試験結果

〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3006178
中川　　亘
鶴岡　亨彦静電式アクチュエータ

3005613
出野　　裕
杉山　修一プラズマ放射光の照射装置

3006195 笹川　清明
三木　広志レベル変換回路

3006211 桑原今朝信ホトトランジスタ受光回路

3006223 大内　茂人電動機の制御装置

3006234

久保山公道
津田喜一郎
冨永　　博
西　　正博

自動販売機

3006235

財津　靖史
大戸時喜雄
平岡　睦久
星川　　寛

液体中の微粒子測定装置

3006246 川上　和昭油タンク

3006257 大路　正孝
鉄谷　裕司電力変換装置の保護装置

3006258 伊藤　政芳転位導体ヘリカルコイル

前田政一郎
中山　伸一
岩本　昌三

3006282 自動販売機の冷却装置

堀木　正道3006284 自動販売機の点灯制御装置

西口　智春3006295 蒸気タービンのグランドシール部蓋

斎藤　　明
渡辺　恒夫3006315 スイッチング電源回路

3006318
高嶋　幹夫
高野　幸雄電子写真感光体の製造方法

3006326 町田　八郎蒸気タービンのグランド蒸気の大気
放出装置

3006329
天野　雅世
黒田　昌美
古庄　　昇

電子写真用感光体

3006395 霜田　和彦油圧モータで開閉される弁を備えた
蒸気利用装置

3006585
小林　孝敏
沖田　宗一
丸山　力宏

半導体装置

3007005 藤川　泰孝ビニールハウスの巻取装置

3007186 丸山　智弘
郡浜　英一

無線通信方法

3008427 佐藤喜代志
伊藤　誠二

火力発電設備の所内単独運転移行装
置

3008523 松枝　弘宣可変速駆動装置

3008639 杉本　大輔バックドア付きリーチイン形冷蔵シ
ョーケース

3008675 柳澤　丈志半導体チップの組立治具

3008693 加藤　佳史
小嶋　裕之タービンの圧力バランス管

3008924 寺沢　徳保パワー素子のドライブ回路

3009104 上柳　勝道半導体センサおよび半導体センサ用
パッケージ



大内　　崇

変圧器の製造技術を経て，燃料電

池の設計開発に従事。現在，新事

業推進室燃料電池部副参与。

長谷川 雅一

火力発電プラントおよび熱交換器

の設計を経て，燃料電池の設計開

発に従事。現在，新事業推進室燃

料電池部主務。

竹田　治正

燃料電池の設計開発に従事。現在，

新事業推進室燃料電池部。
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まえがき

富士電機は，りん酸形燃料電池の商品化をめざして開発

を進めており，2000年 1 月末までにオンサイト用として総

計91台の 50 kW，100 kW，500 kW機を製作・納入し，う

ち16台は現在も運転を継続している。

累積運転時間の総計は 150 万時間を超えており，13台が

30,000 時間を超え，40,000 時間に到達したサイトが 6台と

なっている。また，最長連続運転時間は 10,000 時間を超え

ている。これらの運転実績は，第一世代機での貴重な運転

経験を生かして，ユーザーとともに装置の改良を進め，信

頼性およびメンテナンス性の向上を図ってきた成果であり，

りん酸形燃料電池発電装置の耐久性・信頼性については，

ほぼ商用機のレベルに達してきていると評価できる。

富士電機は，1992年から，実用に耐えうる信頼性とメン

テナンス性の大幅な向上を目的として第二世代機を開発し，

現在は市場導入可能な価格までのコストダウンをめざした

商品機の開発を進めている。

本稿では，富士電機が注力している 100 kW級りん酸形

燃料電池商品機の開発状況について報告する。

オンサイト機の開発計画

燃料電池が市場に普及していくためには，一層のコスト

ダウンを行う必要がある。富士電機では，オンサイト用燃

料電池については，100 kW機に注力し，装置全体を自主

技術で開発することを基本として，設計・製造から保守ま

でを含めたトータルコストの低減に取り組んでいる。

２.１ 新形100 kW機の開発経過

100 kW機および 50 kW機を中心とする第一世代機での

貴重な運転経験を生かして，発電装置としての信頼性とメ

ンテナンス性の向上をめざして 100 kW第二世代試作機を

開発し，1995年 3 月から富士電機・千葉工場内に設置して

約 16,000 時間の運転評価を行った。

この 100 kW第二世代試作機をベースとして，システム

の簡素化と装置のコンパクト化を図り，商品機プロト機お

よび第一次商品機の開発を進めてきた。

図１に新形 100 kW機の外形寸法比較を，表１に第二世

代機の納入実績と運転状況を示す。

100 kW商品機プロト機を1997年に，続いて従来機のコ

ストを半減した 100 kW第一次商品機を1998年に納入し，

実サイトでの運転を開始しており，高稼動率で順調に運転

オンサイト用りん酸形燃料電池発電装置の開発
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大内　　崇（おおうち　たかし） 長谷川 雅一（はせがわ　まさかず） 竹田　治正（たけだ　はるまさ）
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図１　新形100 kW機の外形寸法比較
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継続中であり，高信頼性が実証されつつある。

第一次商品機は，信頼性を向上させながらコストダウン

を図り，量産効果に頼ることなく，60万円/kW程度まで

コスト低減を行った。さらに，第二次商品機は，第一次商

品機の 2/3 のコストを目標としている。

２.２ 改良形50 kW機の開発経過

50 kW級燃料電池発電装置においても高信頼性を図った

改良を行い，100 kW第二世代試作機のシステムを反映し

た改良形 50 kW機の開発を行っている。

改良形 50 kW機の累積運転時間は 26,000 時間（2000年

１月末現在）に達し，90 ％以上の高稼動率で順調に運転

中であり，信頼性，耐久性は実用レベルにあると判断でき

る。

第二次商品機の開発状況

３.１ 第二次商品機の開発

現在，富士電機は低コスト化，耐久性の向上，高機能化

を目標とする第二次商品機の開発に注力している。

図２に 100 kW第二次商品機の外観を，図３に 100 kW

第二次商品機の内部を示す。

第二次商品機 1号機は，1999年11月に富士電機・千葉工

場内に設置し，調整試験を開始した。2001年以降の出荷を

めざして，実証運転を行っている。

また，機器の耐久性向上によりオーバホール周期の延長

化を図り，ランニングコストの低減もめざしている。

排熱利用用途を拡大するため，富士電機・千葉工場内に

10冷凍トンの温水焚（だき）冷温水機を設置して，今後，

第二次商品機との組合せ運転を行う予定である。

高機能化オプションとしては，排熱の品位を高めるため

水蒸気分離器から直接蒸気を取り出し利用するシステムや，

供給燃料を二重化し電源の信頼度を高める燃料切換システ

ムの開発を行い，燃料電池の適用用途拡大を図っていく計

画である。

燃料切換システムでは，常用で都市ガス，非常時にバッ

クアップ燃料〔液化石油ガス（LPG）〕へ，発電を継続し

た状態で切り換えて運転することが可能となる。

３.２ 第二次商品機の特徴

３.２.１ 燃料電池本体

燃料電池本体の信頼性向上については，60,000 時間りん

富士時報 Vol.73 No.4 2000

224（20）

表１　第二世代機の納入実績と運転状況 

呼　称 納入先 運転開始 原燃料 累積運転時間 熱利用 

ー 

塗装前処理 
洗浄水加温 

融雪 

冷暖房，給湯 

冷暖房，給湯 

冷暖房 

冷暖房 

ー 

改良形50 kW機 

改良形50 kW機 

100 kW商品機プロト機 

改良形50 kW機 

100 kW第一次商品機 

100 kW第一次商品機 

100 kW第一次商品機 

100 kW第一次商品機 

関西電力（株）経由 
三国ハイツ 

中部電力（株） 
神城変電所 

東邦ガス（株）経由 
トヨタ自動車（株）本社工場 

東京ガス（株）経由 
TGS赤羽ビル 

大阪ガス（株） 
酉島製造所 

東邦ガス（株）経由 
名古屋栄・ワシントンホテルプラザ 

大阪ガス（株）経由 
COOP姫路白浜店 

東京ガス（株）経由 
慶応大学湘南藤沢キャンパス 

1996年11月 

1996年11月 

1997年8月 

1998年7月 

1998年11月 

1999年3月 

1999年3月 

2000年3月予定 

都市ガス 

LPG

都市ガス 

都市ガス 

都市ガス 

都市ガス 

都市ガス 

都市ガス 

26,200 h

26,200 h

17,700 h

12,800 h

6,800 h

7,400 h

7,500 h

ー 

（2000年1月20日現在）

図２　100 kW第二次商品機の外観 図３　100 kW第二次商品機の内部
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酸無補給，および冷却管の耐腐食性の向上を図り，発電装

置の安定運転，サイズ，効率，コストの面から最適なセル

サイズを決定し新シリーズの燃料電池本体を開発している。

３.２.２ 改質系機器

改質系機器は，燃料ガスを予熱するための熱交換機能を

内蔵し，コンパクト化を進めた熱交換機能内蔵形改質器，

ならびに脱硫器，一酸化炭素（CO）変成器を一体化し，

熱交換機能を内蔵した複合形脱硫/CO変成器など，信頼

性向上とコスト低減をめざした新シリーズの改質系機器を

開発している。発電装置内のスペースを有効に活用するた

めに，複合形脱硫/CO変成器は直方体形とし，コンパク

ト化，コスト低減を図った。

３.２.３ 補　機（BOP：Balance of Plant）

装置内の補機については，コスト低減と信頼性確保のた

め，従来の運転実績から最適な機器の選定，部品点数の削

減を行っている。熱交換器，水蒸気分離器，エゼクタにつ

いては自主開発し，大幅なコンパクト化，コスト低減を図

るとともに，機器の最適配置によりコンパクトさを犠牲に

することなくメンテナンス性の向上を図っている。

図４に 100 kW第二次商品機の機器配置を示す。

装置正面側には燃料電池本体や改質系機器などの主要機

器を配置している。屋内設置の場合でも手動リフタを用い

て，正面側サービスエリアに搬出可能な構成になっている。

装置背面側には，定期的にメンテナンスが必要な機器を集

中的に配置し，機器へのアクセスが容易な配置とした。ま

た，低騒音化を図る目的で，換気ファンの容量最適化を図っ

た。さらに，気温の日変動や季節変動に応じて，換気ファ

ンの回転数を制御して換気風量を最適化し，夜間騒音値の

目標を 55 dB（A）とする低騒音化オプションの開発を進

めている。

装置の架台，パネルは軽量化，構造簡素化を図った。シ

ステムの簡素化も合わせて行うことにより，第二次商品機

は，第一次商品機と比較して 2,000 kg 程度軽量化されてい

る。

３.２.４ インバータ

富士電機製の IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

素子を使用したインバータスタックの最適設計を行い，ま

た空冷式から水冷式とすることで，小形化，低騒音化が図

られている。さらには防じん性を向上させる目的で，盤内

冷却方式を見直し，ヒートパイプを利用してインバータ盤

の一部分を密閉盤化とすることにより，耐環境性の改善を

図っている。

今後，インバータ制御装置のDDC（Direct Digital Control）

化することにより，さらにコンパクト化，低コスト化を図っ

ていく計画である。

３.２.５ 制御装置（プラント制御用）

装置の制御は，富士電機製のプログラマブルコントロー

ラを使用し，構造の簡素化によるコスト低減を図った。ま

た，インバータ盤と同様に，盤内冷却方式を見直し，ヒー

トパイプを利用して一部分を密閉盤化して，耐環境性の改

善を図っている。

また，予防保全やメンテナンス対応のために，電話回線

を利用したデータの遠隔監視も可能となっている。

３.３ 第二次商品機の耐久性の向上

発電装置の主要機器については，交換周期を現状の

40,000 時間から 60,000 時間へ延長することを目標として

いる。さらに，ポンプやブロワ，バルブなどの補機類は，

これまでの第二世代機での補機・磨耗部品の寿命把握の結

果，部品交換周期を 2年から 3年へ延長化可能とのめどを

得ている。第二次商品機では，機器交換周期の延長化によ

り，メンテナンス費用の大幅な削減を図っている。

熱利用技術

発電に伴い発生する熱を有効利用するため，熱利用シス

テムの開発をあわせて進めている。温水焚冷温水機や排熱

投入形ガス吸収冷温水機と組み合わせ，電池排熱を冷凍機

の熱源として利用することが有効である。熱利用システム

を含めた発電装置のトータルコストダウンを図っている。

４.１ 温水利用システム

発電装置から排出される 85 ～ 95 ℃の温水を直接，温水

焚冷温水機に供給して空調用途に使用するコージェネレー

ションシステムを，富士電機・千葉工場内に設置して，シ

ステムの簡素化，省エネルギー運転方法検証のため，運転

評価を行っている。図５に温水利用システムのフローを示

す。
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図４　100 kW第二次商品機の機器配置
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夏季や冬季などには，発電装置からの高温排水を利用し

て温水焚冷温水機を運転して試験場の空調を行い，排熱の

有効利用を図っている。

４.２ 排熱処理設備

春季や秋季，夜間など熱負荷が少ない場合には，燃料電

池からの余剰排熱を冷却する必要がある。第一世代機では，

クーリングタワーなどの水冷式冷却器を主に設置してきた。

第二次商品機では，メンテナンスフリーとなる密閉・空

冷式冷却器を専用冷却器とする方針であり，現在，富士電

機・千葉工場内に密閉・空冷式冷却器を設置して，運転評

価を継続している。

図６に排熱処理設備の社内設置状況を示す。

今後，密閉・空冷式冷却器の性能把握を行い，小形化，

およびコストダウンを図っていく予定である。

密閉・空冷式冷却器ユニットの下部スペースには，冷却

水ポンプやバルブなどを収納可能である。現地工事の工期

短縮化が可能であり，建設コストの低減も期待できる。

４.３ 蒸気利用システム

第二次商品機は，燃料電池の余剰排熱を回収する方法と

して，発電装置内の水蒸気分離器から直接，160 ℃の蒸気

を外部へ取り出し，蒸気ヘッダなどへ供給することが可能

である。

一方，蒸気取出しを行った場合には，外部からの戻り水

は電導率が上昇する可能性があり，その場合には，水質低

下に対する対策が必要となるため，電気脱イオン装置によ

り連続的に水質を維持する方法が有効と考え，現在，発電

装置に電気脱イオン装置を併設して運転評価を行っている。

あとがき

オンサイト用りん酸形燃料電池発電装置は，性能および

信頼性の面では商用化のレベルに達したと考えられる。し

かしながら本格的な普及のためには，さらなる低コスト化

が必要である。

一方，りん酸形燃料電池は，工場からの副生水素や生ご

みからのバイオガスなどを活用することが可能であり，二

酸化炭素の削減や廃棄物の再資源化の手段となりうる。ま

た，環境への関心が高まりつつある今日，燃料電池を含む

新エネルギーの利用促進の法律施行もあり，燃料電池の導

入意欲が高まりつつある。

今後も富士電機は，燃料電池のさらなる信頼性向上とコ

スト低減，高機能化による適用用途の拡大を推進し，オン

サイト用燃料電池発電装置市場の形成を図り事業化を進め

ていく所存である。

これまでの関係機関およびユーザー各位のご指導・ご協

力に感謝するとともに，今後ともなお一層のご理解とご支

援をお願いする次第である。
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図５　温水利用システムのフロー

図６　排熱処理設備の社内設置状況
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まえがき

りん酸形燃料電池の特徴の一つに，多様な燃料に対する

適応性がある。この特徴を生かすことで，都市ガス供給が

遮断された際に液化石油ガス（LPG：Liquefied Petroleum

Gas）をバックアップ燃料に用いて連続的に発電を継続さ

せる燃料供給二重化システム，汚泥や生ごみなどから発生

するバイオガスを利用した発電において，バイオガス不足

時に都市ガスに切り換えて運転を継続する運転安定化シス

テムへの応用が考えられる。

これらのシステムを実現するためには，複数の燃料を，

装置の運転ならびに装置内機器に影響を与えることなく切

り換える「燃料切換技術」の確立が重要である。

本稿では，燃料電池発電装置における燃料切換時の各部

の挙動を動的モデルにより解析し，その結果をもとに都市

ガスー LPG間の燃料切換システムを実証したので報告す

る。

燃料切換システム

２.１ システム構成

都市ガスー LPG燃料切換システムの構成を図１に示す。

LPGの供給ライン（LPGボンベから LPG用流量調節弁ま

で）と都市ガスの元圧低下検出器が追加されている以外，

通常の燃料電池発電装置と同様の構成となっている。

システムを構成する機器は，原燃料および改質用水蒸気

の流量制御バルブ，脱硫器，エゼクタ，改質器，一酸化炭

素（CO）変成器，燃料電池本体である。

原燃料ガス流量と改質用水蒸気流量は電池電流値からプ

ログラマブルコントローラ（PLC：Programmable Logic

Controller）で設定流量を演算し，制御される。

改質ガス系統は原燃料ガス（都市ガスまたは LPG）を

脱硫し，水蒸気と混合して改質器・CO変成器にて水素リッ

チなガスに改質し燃料電池本体に供給する。燃料電池本体

にて約 80 ％の水素が消費されたオフガスは，改質器バー

ナにより燃焼させて改質反応の熱源とする。

都市ガスから LPGへの燃料切換動作は，都市ガスの元

圧低下信号の検知により，都市ガス遮断弁の閉動作および

LPG遮断弁の開動作により行い，都市ガスへの復帰は，発

電装置に設けた切換ボタンによって行うこととした。

２.２ 燃料切換時のポイント

燃料切換時は次の項目が制御上のポイントとなる。

良好な改質ガス組成を得るため，改質器入口のスチー

ム/カーボン比（1mol あたりの燃料中のカーボン数に

対する改質用水蒸気のmol 数比。以下，S/Cと略す）を

（1）
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図１　都市ガスー LPG燃料切換システムの構成
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おおむね 3.0 以上に保つ。

電池本体の健全性を保つため，水素利用率（電池に供

給される水素のうち電池で消費する水素の割合）がおお

むね 80 ％を超過しないように改質器出口の水素量を一

定量に保つ。

ここで，都市ガス，LPG，バイオガスについて，S/C ＝

3.0 を維持するために必要な水蒸気流量の比と，1mol の水

素を発生させるのに必要なガス量の比を図２に示す。

燃料切換は，異種燃料の異なる流量への切換と改質用水

蒸気流量の増減を，発電を安定に継続しつつ，上記 ，

の条件を満たしたうえで行う必要があるが，実機の試験の

みでは，ガス分析の時間遅れなどの計測上の制約が多く，

詳細な検討は不可能である。また，試験条件によっては，

燃料電池本体に過剰な負担をかける恐れもあるため，燃料

切換のモデルを構築し，シミュレーションによる検討が重

要になる。

シミュレーションモデル

３.１ 解析上の仮定

燃料切換システムをモデル化するにあたり，次の仮定を

行っている。

エゼクタは，高圧のガスをノズルから噴出させ，その

噴流のまわりの低圧ガスを吸引する装置である。燃料電

池発電装置では，改質用水蒸気を駆動ガスとして，原燃

料ガスを吸引している。エゼクタには可動部がなく，そ

の応答は他の機器に比べてかなり速いので，エゼクタの

動特性は無視する。

ガス系は多数の機器とこれらの機器を結合する配管か

ら構成されている。システムとしてモデルを構築するた

めに，機器と配管を分割された容器として考える。

改質器の温度変化応答時間は，切換時間に比べて長い

ので，反応中の温度は一定であるとする。

水蒸気分離器圧力および改質ガス系統の各機器（脱硫

器入口から排気出口まで）の温度も一定として処理する。

容器内のガスは理想気体とする。

３.２ 動特性シミュレーションの手法

シミュレーションは，燃料切換システムを組み込んだ燃

料電池発電装置の構成機器を，独立した入出力を持つブロッ

クとしてモデル化して行った。PLCで行う制御も，実機

と同じロジックをブロック化して構成している。

これらのモデル化された機器をブロック線図の形で結合

し，プロセス単位のモデル化を行うことにより，各部のガ

ス組成，圧力，バルブ挙動などを動的にシミュレーション

することを可能とした。

図３にモデルの一部を示す。これらのモデル構築，解析

に用いたソフトウェアは汎用解析プログラムMATLAB/

SIMULINK
〈注〉

である。

シミュレーション結果

４.１ エゼクタ吸引力の影響

都市ガスから LPGへ燃料を切り換える場合は，S/C ＝

3.0 以上を保つために改質用水蒸気流量を増加させる必要

がある。しかし，急激に水蒸気流量を増加させると原燃料

ガス流量がオーバシュートしてしまい，S/C の低下が問題

となる。

これは，水蒸気流量の急増に伴い，エゼクタ吸引部の圧

力が急激に低下，これにより，吸引される脱硫器内部圧力

とエゼクタ吸引部の圧力格差が拡大し，両者の圧力がバラ

ンスするまでの間，脱硫器内部の原燃料ガスがエゼクタに

流出するためである。

逆に水蒸気流量を急激に減少させた場合，原燃料ガス流

量はアンダシュートする。

そこで，改質用水蒸気流量の増加速度と原燃料ガス流量

の関係をシミュレーションし，明確にした。

図４に，水蒸気流量を各変化速度で 15％増加させたケー

スについて，原燃料ガス流量の過渡変化をシミュレーショ

〈注〉MATLAB/SIMULINK：米国The Math Works, Inc. の登録

商標（5）
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図２　同一水素量発生時に必要な改質水蒸気と原燃料の比

（都市ガスを1.0 とした場合）

図３　シミュレーションモデルの一部
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ンした結果を示す（水蒸気流量を増加させる前の，原燃料

ガス流量を 1.0 としている）。

水蒸気流量の増加速度を緩やかにすることにより，吸引

される原燃料ガス流量が著しく過剰となる現象は防止可能

である。また，両者の関係を把握することにより，燃料切

換時の水蒸気流量増加速度の最適化を図ることが可能になっ

た。

４.２ 脱硫器によるガス置換遅れの影響

改質器の手前には，一定の容積を有する脱硫器があるの

で，燃料切換時のガスの組成変化は改質器入口部に遅れて

到達する。このため，おのおののガスにおける通常発電時

に必要な流量（以下，通常流量と略す。都市ガス 1.0 のと

き，LPGは約 0.5 である）で単純な切換を行ってしまうと，

電池の水素利用率に大きく影響してしまう。

図５は，都市ガスから LPGに単純に切り換えた場合の

発生水素量を示すイメージ図である。図のように，燃料切

換直後から，LPGの流量に通常流量を適用すると，脱硫

器に残存する都市ガス主体のガスが LPGの通常流量で改

質器に供給されるため，発生水素量の大幅な低下を招いて

しまう。

この現象を改善するためには，切換直後から切換完了ま

での LPGの流量変化を，改質器で発生する水素量に過不

足のないように調節する必要があるが，改質器で発生する

水素量を計測しフィードバックする制御は，ガス分析計の

遅れなどから現実的ではない。

このため，燃料切換時の脱硫器内におけるガス組成の変

化についてシミュレーションを実施し，適切な LPG流量

の変化パターンをあらかじめ PLCに入力する必要がある。

シミュレーションは，PLCで実行可能な流量パターン

を複数実行し，前記２.２節の ， の条件に最も適したも

のを選定する形で進め，以下を基本とする流量変化パター

ンを得た（燃料Aから燃料Bに切り換えるとき）。

切換直後の燃料 Bの初期流量は切換前の燃料 Aと同

流量とする。

の後，発電装置の状態が考慮された遅れを持たせた

流量変化で，燃料Bの通常流量に到達させる。ここで，

発電装置の状態とは，脱硫器の容積および発電出力に応

じた原燃料ガス流量のことである。

図６に都市ガスから LPGに切り換えたシミュレーショ

ン結果を示す。

改質器入口におけるメタン（CH4：都市ガスの代表成分），

プロパン（C3H8：LPG の代表成分）の各流量比（切換前

のメタン流量を 1.0 とした）と水素利用率変化について，

単純切換時（破線）と，適切な切換パターンを用いた切換

時（実線）を比較したものである。

単純切換時には，水素利用率が 90 ％に達するのに対し，

適切切換時の水素利用率は 80 ％前後でほぼ安定している。

これは，適切切換時の改質器入口におけるガス流量が十

分保たれているためである。

なお，図６では，燃料切換前にプロパン成分が表れてい

るが，シミュレーションで用いた都市ガスの成分に，プロ

パンが含有されているためである。

実機による実証試験

シミュレーション結果を基に，社内試験で運転している

100 kW機に燃料切換システムを追加し，実機による「都

市ガスから LPG」「LPGから都市ガス」への切換試験を実

施した。

いずれの切換も燃料電池発電装置の運転状態に影響を及

（1）（2）

（1）

（2）（1）
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図４　水蒸気流量増加時の原燃料ガス流量変化

（水蒸気流量を各変化速度で15％増加させた結果）
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図５　単純切換時の発生水素量変化イメージ図
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ぼすことなく，一定出力を継続しつつ，燃料切換を実施す

ることに成功した。

図７に実機による都市ガスから LPGへの切換結果を示

す。燃料電池の電圧・電流値に変動を発生させることなく

一定出力を維持した切換を実施することができた。

あとがき

燃料切換は燃料電池発電装置の適用範囲を広げるうえで

重要な技術である。今後さらにシミュレーションを推進し，

より安定した燃料切換方式を検討するとともに，消化ガス

など，切換可能となる燃料の種類を増やしていく所存であ

る。
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まえがき

固体高分子形燃料電池（PEFC：Polymer Electrolyte

Fuel Cell）は，電解質にイオン交換膜を使用する燃料電

池である。

PEFCの開発の歴史はゼネラルエレクトリック社におけ

る開発と1965年「ジェミニ」衛星船への搭載にさかのぼり，

シーメンス社における潜水艦用PEFCの開発とあわせ，宇

宙用や軍事用といった特殊用途への適用を中心に開発が進

められてきた。その後，PEFCの欠点であった電極触媒層

における白金使用量が大幅に低減されたことや，出力密度

の大幅な向上が図られたことから，自動車用動力源や家庭

用などの定置形電源としての実用化に向けて精力的に開発

が進められている。特に，自動車用では国内外の主要な自

動車メーカーが2004年ごろまでに燃料電池を動力源とする

自動車を開発し販売することを発表するなど開発は過熱し

ている。

富士電機では1989年に PEFC の開発に着手し，小形の

定置用電源をターゲットに開発を進めている。本稿では

PEFCの構成・特徴，富士電機における開発状況について

述べる。

PEFCの構成と特徴

２.１ PEFCの構成

PEFCの構成を図１に示す。PEFCには空気と，水素を

主成分とする燃料ガスが供給され，空気中の酸素と燃料ガ

ス中の水素の電気化学反応により電気を発生する。

電解質となるイオン交換膜は一般に数十～ 100μmの厚

さのパーフルオロスルホン酸高分子の膜で，高い水素イオ

ン導電性を持つ。

イオン交換膜は空気極および燃料極により挟持され，図

２に示す膜・電極接合体（MEA：Membrane Electrode As-

sembly）を形成する。空気極・燃料極の各電極は，電気

化学反応を生じる触媒層と集電体の役割を持つ拡散層とか

ら構成される。触媒層は，白金を主成分とする金属成分を

カーボンブラックに担持した触媒，イオン交換膜を溶解し

た電解質溶液，および結着剤としてのフッ素樹脂を混合し

て製作される。高い出力を得るには膜・電極接合体の最適

化が重要である。

膜・電極接合体は反応ガスの流通路を備えたセパレータ

で挟持され，電池の基本ユニットとなる単セルを構成する。

セパレータは反応ガスに対する高い気密性と電子導電性が

要求され，カーボン材や金属板が用いられる。セパレータ

の一方（図１では空気極側）の裏面（反応ガス流通路の逆

側）には，電気化学反応により発生した熱を除去し，電池

温度を一定に制御するために冷却水を流すことが多い。

電池内ではイオン交換膜を湿潤状態に保ちつつ，他方で

は水がガス流通を阻害せぬように水を管理することが重要

な開発ポイントとなっている。イオン交換膜の乾燥を防ぐ

固体高分子形燃料電池の開発
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ために，あらかじめ加湿した湿潤な反応ガスを供給するこ

とが多い。単セルを多数積層して燃料電池スタックを形成

し，所定の出力を得る。

２.２ PEFCの特徴

PEFCには静かでクリーン，小容量でも高効率といった

長所がある。燃料電池のうちで現在最も開発が進んでいる

りん酸形燃料電池（PAFC： Phosphoric Acid Fuel Cell）

と電池スタックの特徴を比較すると表１のとおりで，主な

ポイントは下記のとおりである。

（長所） ™運転温度が 80 ℃程度と低い。

→室温からの起動が可能である。

→電極劣化が少ない。

→樹脂材料を広く使用できる。

™イオン交換膜を用いる。

→出力が高く高効率，高出力密度である。

→許容差圧が大きく制御が容易である。

（短所） ™運転温度が 80 ℃程度と低い。

→一酸化炭素による触媒被毒が大きい。

→生成水がガス流通を阻害することがある。

™イオン交換膜を用いる。

→湿潤状態に保つ必要がある。

以上，電池スタックの特徴を述べてきたが，発電装置と

しては運転温度が低いために排熱温度が低く，その利用が

限られる，改質器から燃料ガスを供給する際には改質反応

に必要な水蒸気を得るために効率が下がる，といった欠点

もある。

富士電機におけるPEFCの開発経緯

富士電機における PEFCの開発経緯を図３に示す。

開発に着手したのは1989年である。当初は電力事業用な

どの大容量機の開発を主眼とし，電極面積 600 cm2 にて最

大で 5kWのスタックを，また電極面積については最大で

2,000 cm2 の 1 kWスタックを開発した。これらはいずれも

燃料ガスに純水素を用いて運転試験を行い，良好な結果を

収めた
（1）

。

その後，電池の小形化や長時間連続運転に対する信頼性

の向上などの基礎的検討に注力した。

今後は各家庭にて発電と給湯を行う家庭用 PEFC発電

システムなどを念頭に天然ガスや液化石油ガス（LPG）な

どを燃料とする PEFCシステムの開発に努め，システム

としての評価を行う計画である。

開発状況

４.１ 無加湿PEFCの開発

前述のとおり PEFCの開発において，電池内の水管理

は最も重要な技術課題である。セルスタックにはイオン交

換膜の乾燥を防ぐためにあらかじめ加湿した反応ガスを供

給することが多いが，加湿装置が必要となり，装置が複

雑・大形になりコストも高くなる。また，電池内の水が多

くなるとガス流通路の閉そくによる電池性能の低下を生じ

ることもある。そこで，電池反応によって発生する水によ

りイオン交換膜から蒸発する分の水分を補い，反応ガスの

加湿部を要しない無加湿 PEFCの開発に取り組んだ。

ガス流路などのセル構造を最適化した結果
（2）

，加湿をして

いない水素と空気を直接電池に供給しても安定な運転が可

能となり，しかも加湿した水素・空気を用いた場合と比べ

ても遜色（そんしょく）のない出力特性が得られるように

なった。図４に電極面積 50 cm2 の単セルを用いて行った

連続セル特性試験の結果を示す。約 4,000 時間運転を行い，

安定したセル特性を得た。
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表１　PAFCと PEFCの比較 

分　類 
項　目 

電　　解　　質 

運　転　温　度 

運 転 開 始 温 度 

出力密度（H2-Air） 

許　容　差　圧 

停 止 時 の 保 温 

CO 許 容 濃 度 

りん酸形燃料電池 
（PAFC） 

りん酸（液体） 

190 ℃程度 

130 ℃程度 

0.15～0.2 W/cm2 

3 kPa 程度 

必要 

1％以下 

固体高分子形燃料電池 
（PEFC） 

イオン交換膜（固体） 

80 ℃程度 

室温 

0.2～0.5 W/cm2 

50 kPa 以上 

不要 

0.01％以下 

単セル 電池本体要素開発 

水素ー空気スタック 
600cm2×6セル 

水素ー酸素ユニット 
250cm2×50セル 

水素ー空気スタック 
2,000cm2×2セル 

水素ー空気スタック 
600cm2×30セル 

水素ー空気 
スタック 

100cm2×45セル 

改質ガスー 
空気システム 

改質系機器開発 
（PAFCでの開発も含む） 

1989 
（H.1)年 

1990 
（H.2)

1991 
（H.3)

1992 
（H.4)

1993 
（H.5)

1994 
（H.6)

1995 
（H.7)

1996 
（H.8)

1997 
（H.9)

1998 
（H.10)

1999 
（H.11)

  2000 
（H.12)

1kW

高信頼化セル 1kW

4kW

1kW

数kW

CO除去技術 

都市ガス，プロパン，メタノール改質技術 

5kW

図３　富士電機におけるPEFCの開発経緯
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４.２ 水素ー空気PEFCスタックの開発

前述の単セル試験の結果を踏まえ，電極面積 100 cm2 の

単セルを10セル積層した10セルスタック（図５）を製作し

試験した。図６に加湿なしで，水素および空気を反応ガス

として供給したときの出力特性を示す。負荷電流 40Aに

おいて 260Wの出力が得られた。また，平均の単セル電

圧も電極面積 50 cm2 の単セル試験の結果と同等で，セル

間のガス等配性を含め，再現性よくセルが製作されている

ことが確認できた。現在は，加湿なしで水素と空気を反応

ガスとして運転する 1kWスタックの製作を進めている。

主な仕様を表２に示す。

また，家庭用などの PEFC発電システムとしては，燃

料として天然ガスやLPGなどを用いる必要があり，スタッ

クに供給される燃料ガスはこれらのガスを改質器で処理し

た改質ガスとなるため，改質ガス対応 PEFCの要素技術

開発を実施している。

４.３ 発電システムの開発

家庭用 PEFC発電システムの開発を念頭に，システム

の検討，燃料改質機器の開発，改質ガス中の一酸化炭素

（CO）の濃度を 10 ppmレベルまで下げる CO除去器の開

発などを，PAFC開発で培った技術を生かして進めてい

る。

今後の開発

2000年度は水素ー空気 1kWスタックの運転結果をもと

に現在開発中の PEFC 用改質器および改質ガス対応

PEFCスタックを組み合わせ，制御機器，インバータも含

むAC出力 1kW程度の，天然ガスを燃料とした PEFCシ

ステムを開発する。発電システムとしての評価テストを行

い課題を抽出し，PEFCシステムの改良設計を進めるとと

もにコスト低減の見極め，適用用途の検討を行う。

PEFC発電システムの実用化に向けては，発電システム

としての信頼性の向上，メンテナンスの簡易化そしてコス

ト低減が重要な課題である。コスト低減に向けては PEFC

スタックのセパレータ板，イオン交換膜，触媒といった材

料コストの低減は大きな課題である。

あとがき

これまでに水素ー空気形無加湿 PEFCの基本特性評価

を終え，これからは発電システムとしての開発・評価に注

力していく。実用化に向けては解決すべき課題も多いが，

信頼性確保を第一にしながら開発を加速していく所存であ

る。関係各位のご支援とご協力をお願いしたい。
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図４　50 cm2 単セルの連続試験結果（水素ー空気）
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図６　100 cm2 × 10セルスタックの出力特性（水素ー空気）

図５　100 cm2 × 10セルスタック

表２　水素ー空気1 kWスタックの仕様 

燃 料 ガ ス 

酸化剤ガス 

加　　　湿 

セ　ル　数 

電 極 面 積 

出　　　力 

水　素 

空　気 

な　し 

45セル 

100 cm2 

1.2 kW



久保田 康幹

りん酸形燃料電池発電装置のシス

テム開発，水素発生装置の開発に

従事。現在，新事業推進室燃料電

池部課長。化学工学会会員。

西垣　英雄

事業用りん酸形燃料電池発電プラ

ントの開発，水素発生装置の開発

に従事。現在，新事業推進室燃料

電池部副参与。

富士時報 Vol.73 No.4 2000

まえがき

水素は化学工業，金属工業，ガラス工業，半導体製造な

どに使用されており，特にボンベやカードルで供給されて

いる水素は年間約 2億 m3 の需要がある。この水素は，物

流コストの上昇や残量管理などの課題から，水素発生装置

を設置して直接供給するオンサイト供給が増加する傾向に

ある。都市ガスを燃料としてオンサイトで供給する水素発

生装置は，200m3/h 以上の規模のものはすでに実用化さ

れているが，それ以下のものは装置のコストが割高になる

こともあり普及が遅れていた。そこで，都市ガスやプロパ

ンガスを原料とした 100m3/h（Normal）の安価なオンサ

イト形水素発生装置「HG-100」を開発した。本装置の概

要と実証試験結果について報告する。

開発の背景と経緯

本装置の開発にあたっては，開発のスピードアップを図

るため，大阪ガス（株）と共同で実施した。富士電機が保有

する都市ガスの改質技術ならびに大阪ガス（株）の改質触媒

技術と改質ガスから水素を精製する圧力スウィング吸着

（PSA：Pressure Swing Adsorption）技術を組み合わせる

ことによって，100m3/h（Normal）の能力を持つコンパ

クトで安価なオンサイト形水素発生装置を開発することが

可能となった。

開発は1998年 4 月から開始し，1999年 1 月には実証試験

機を大阪ガス（株）酉島製造所に設置して実証試験を開始し

た。実証試験は1999年12月まで行い，途中，プロパンガス

での運転も行い，装置の特性や運転条件などのデータを得

て，商品機への反映を完了している。

装置の概要

開発した水素発生装置の基本仕様を表１に示す。また，

システム構成を図１に，プロセスフローを図２に示す。本

装置は，原料である都市ガスまたはプロパンガスを水素リッ

チなガス（改質ガス）に改質する改質ユニット，改質ガス

を昇圧する改質ガス圧縮機，改質ガス中の水素以外の成分

を吸着除去するPSAユニットおよび制御装置（改質ユニッ

トに内蔵）で構成されている。

この水素発生装置「HG-100」の特長は次のとおりであ

る。

原料の受入れが容易である。

高純度（99.999 ％以上）の製品水素が得られる。

運転が容易である（自動運転）。

ユニット化により据付け調整期間が短い。（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　水素発生装置の基本仕様 

水素発生量 

製品水素純度 

CH4 

CO 

CO2 

O2 

N2

不
純
物
濃
度 

露点（大気圧下） 

製品水素圧力 

燃　料 

燃料圧力 

純　水 

冷却水 

電力（動力用） 

窒素純度 

窒素圧力 

プラント設置エリア（標準） 

気体の体積（m3）は標準状態（0℃，101.325 kPa）の体積を示す。 

燃料（都市ガス） 

純　水 

冷却水 

電　力 

計装用空気 

原
単
位
（
設
計
値
） 

100 m3/h 

99.999％以上 

－70 ℃以下 

0.6～0.8 MPa（G） 

都市ガス（13A）または プロパンガス 

2 kPa（G） 

0.2 MPa（G） 

0.2 MPa（G） 

99.9％以上 

0.5 MPa（G）以上 

10.5 m×5.0 m

AC200 V，三相，50 Hz または 
AC220 V，三相，60 Hz

1 ppm以下 

1 ppm以下 

1 ppm以下 

1 ppm以下 

9 ppm以下 

35 m3/h 

100 kg/h 

7,000 kg/h 

75 kWh 

20 m3/h
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高圧ガス保安法の適用を受けない。

待機運転モード（改質ユニットを運転して，水素を発

生しない状態）を標準装備している。

制御盤，電気盤が不要（改質ユニットに内蔵）である。

外置きのボイラが不要（改質ユニットに内蔵）である。

遠隔監視，遠隔操作が可能（オプション）である。

次に各ユニットの特徴を述べる。

３.１ 改質ユニット

改質ユニットは都市ガスやプロパンガスから水蒸気改質

により水素リッチな改質ガスを発生させるユニットである。

一般的には，改質器の運転圧力は加圧条件〔0.7 ～ 0.9MPa

（G）〕で行っているが，本装置は富士電機で開発した常圧

付近〔0.1MPa（G）以下〕で運転する改質器を採用してい

る。この改質器は熱交換機能を内蔵しているため，従来技

術ではできなかった小形化と低コスト化を実現している。

また，改質系の熱効率を上げるために，改質に必要な水

蒸気を系内で発生させるプロセスを採用している。すなわ

ち，改質器の燃焼排ガスと水蒸気発生用の水とを熱交換す

る熱交換器を設置するとともに，不足する熱は電気ヒータ

によって賄う方式である。これによって，外部にボイラを

設置しなくてよく，コンパクト化が図られている。

一方，改質ユニットで発生した改質ガスは約 20 ％の水

分を含んでいるため，そのままでは圧縮機に送ることはで

きない。そこで，改質ガスを冷却して余剰の水分を除去す

る熱交換器を設置している。

改質系の触媒の寿命は，これまでの燃料電池の運転実績

を考慮して 40,000 時間（5年）で設計している。

３.２ 改質ガス圧縮機

改質ガス圧縮機は，常圧の改質ガスを PSAユニットの

運転圧力まで昇圧するためのものであるが，加圧の改質方

式の圧縮機よりも大形になるため，圧縮機のタイプとして

揺動式（オイルフリーウイングコンプレッサ）を採用して

いる。この圧縮機の特徴は他の方式と比較してコンパクト

であり，また圧縮比も高くでき，締切り運転も可能なこと

である。特に，締切り運転からのスタートが可能であるこ

とは，低圧改質の改質系にほとんど圧力変動の影響を与え

ることなくスムーズな立上げが可能となり，さらに，吸入

側タンクも小さくすることが可能となった。

３.３ PSAユニット

PSAユニットは，改質ガス中の水素以外の成分を吸着

材を用いたPSAにより分離精製するユニットである。PSA

の原理は，吸着材に対する各成分の吸着量の差を利用して

水素以外の成分を吸着除去し，一定時間吸着後に吸着材の

圧力に対する吸着量の差を利用して加圧状態から減圧状態

にすることにより，吸着材に吸着している成分を脱着させ

て吸着材を再生するものである。吸着材に対する成分の吸

着量は圧力が高いほど大きい。試作機に採用した吸着塔は

３塔式を採用し，オフガスタンク，オフガスの組成を均一

にするためのオフガス循環ブロワ，自動切換弁などで構成

されている。各吸着塔は自動切換弁をシーケンス制御で切

り換えることにより，表２に示すように，吸着工程，均圧

出工程，減圧工程，洗浄工程，均圧入工程，昇圧工程の順

に行い，連続的に水素を精製する。吸着工程は圧力 0.8

MPa（G）で運転し，吸着材に水素以外の成分を吸着させ

製品水素の純度は 99.999 ％以上となる。均圧出工程では

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）
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ヒータ 

改質ユニット 

改質器 

改質ガス 
圧縮機 

PSA
オフガス 
タンク 

オフガス 
循環ブロワ 

PSAユニット 気水分離器 

CO変成器 

製品水素 

冷却水 

図２　水素発生装置のプロセスフロー図
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図１　水素発生装置のシステム構成
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吸着工程終了後，吸着塔内に存在する水素を回収するため

に洗浄工程を終了している別の塔と接続してそれぞれの吸

着塔を 0.4MPa（G）で均圧にする。減圧工程では吸着塔

に残っているガスを系外にパージし，吸着材に吸着してい

る水分，二酸化炭素，メタン，一酸化炭素を系外に放出す

る。洗浄工程では減圧後も吸着材に吸着している成分を脱

着するために製品水素を一部洗浄用に吸着塔に通す。減圧

工程，洗浄工程のガスの流れは吸着工程とは逆の方向で行

う。洗浄後の吸着塔は均圧入工程で圧力を 0.4MPa（G）

まで上昇させた後，昇圧工程で製品水素を導入し圧力を

0.8MPa（G）まで上昇させ，再び吸着工程に戻る。

オフガスタンクおよびオフガス循環ブロワは，吸着塔か

ら排気されたガスの組成が各工程ごとに異なるため，この

ガス組成を均一にして改質器のバーナ燃料とするために設

置している。吸着材の改良の結果，PSAユニットの水素

回収率は 71 ％以上を実現し，これによって，改質ユニッ

トに戻すオフガスの最適化が可能となり，原燃料消費量の

少ない水素発生装置とすることができた。

各ユニットは工場で組み立てて出荷されるので，設置場

所の条件によってユニットの自由なレイアウトができる。

また，据付け工事や調整試験も短縮でき，各ユニットが現

地に到着してからの標準の据付け工事期間は約 7日と考え

ており，試運転調整期間が約 3日であることから，２週間

での立上げが可能である。

実証試験結果

本装置の試作機を大阪ガス（株）酉島製造所に設置して実

証試験を行った。図３に試作機の外観を示す。

表３に都市ガス燃料の場合の実験結果を示す。この結果，

当初の設計仕様どおりの性能が得られることを確認した。

しかし，改質ガス中のメタン濃度から計算される改質率か

ら触媒寿命を考慮し，製品水素濃度 99.999 ％以上を確保

するため商品機では PSAを 4塔化することとしている。

また，プロパンガスを燃料にした場合の運転も行い，90

m3/h（Normal）の水素が得られることを確認しているが，

これも水素回収率を上げることによって 100m3/h（Nor-

mal）の水素が得られる見通しがついている。

この実証試験を通して，各機器の特性，制御システムの

妥当性と安定性，改質系や PSAの運転パラメータの影響

などについてのデータを取得し，商品機へ反映している。

あとがき

以上，オンサイト形水素発生装置「HG-100」の概略に

ついて述べた。本装置で発生する水素はボンベやカードル

で販売している水素と比較して十分対抗できるコストと考

えている。今後も装置の改良を図り，普及に努力していく

考えである。
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図３　水素発生装置（試作機）の外観

表３　実証試験結果（都市ガス原料） 

発生水素量 

m3/h 

100

原料流量 

都市ガス 

m3/h 

35

（a）原単位 

純水 

kg/h 

100

消費電力量 

kWh 

75

原単位 

原料ガス 

m3/m3－H2 

0.35

電力量 

kWh/m3－H2 

0.75

H2 

CH4 

CO 

CO2

vol.％ 

vol.％ 

vol.％ 

vol.％ 

（b）改質ガス組成 

77.1 

2.7 

0.4 

19.8

H2 

CH4 

CO 

CO2

vol.％ 

vol.ppm 

vol.ppm 

vol.ppm

（c）製品水素組成 

99.999％以上 

検出されず（1vol.ppm以下） 

検出されず（1vol.ppm以下） 

検出されず（1vol.ppm以下） 

 

気体の体積（m3）は標準状態（0℃，101.325 kPa）の体積を示す。 

その他の運転データ 
　吸着塔圧力　：0.8 MPa（G） 
　製品水素圧力：0.6 MPa（G） 
　冷起動時間　：3時間52分 
　暖起動時間　：1時間16分（装置停止完了後すぐの起動） 
　通常停止時間：1時間15分（定格負荷から） 
　非常停止時間：32分 
　部分負荷　　：70％，40％を確認 
　負荷変化速度：1％/min を確認 
　負荷遮断　　：定格から待機への瞬時移行を確認 

表２　PSA吸着塔切換工程（3塔式：試作機） 

区　分 

吸着塔A 

吸着塔B 

吸着塔C

工　程 

吸　着 

均圧入 

均圧出 

均圧出 

 

均圧入 

昇　圧 

減圧 洗浄 昇　圧 

減圧 

 吸　着 

洗浄 均圧入 

均圧出 

昇　圧 

減圧 

吸　着 

洗浄 
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まえがき

燃料電池用の改質器は，燃料電池本体に燃料である水素

ガスを供給するための主要機器である。富士電機の改質器

は，従来，原燃料であるメタノールや天然ガスなどを水と

反応させて水素ガスに改質する水蒸気改質方式を採用して

いたが，この方式では，改質反応に必要な熱量を与えるた

めに加熱部が必要であり，構造が複雑で大形になっていた。

一方，燃料電池発電装置は，近年，固体高分子形燃料電

池（PEFC）の性能向上に伴い，小形の定置式・可搬式の

発電装置として開発されるようになり，装置のコンパクト

化のために改質システムも小形化が要求されている。その

ため富士電機では，発熱反応である部分酸化改質を従来の

水蒸気改質と併用して，加熱部を不要としたコンパクトな

メタノール改質システムを開発中である。

本稿では，部分酸化併用改質方式の特徴や改質触媒の性

能について述べるとともに，改質器，蒸発器，燃焼器で構

成される，水素発生量 60m3/h（Normal）の改質システム

の仕様と試験結果について説明する。

部分酸化併用改質方式の特徴

２.１ 反応式と用語の定義

前述のとおり，水蒸気改質反応が外から熱を与えなけれ

ばならない吸熱反応であるのに対して，部分酸化反応は発

熱反応である。両者の化学反応は簡易的に下式のように表

すことができる。

水蒸気改質反応（吸熱反応）

CH3OH＋H2O＝3H2＋CO2 ΔH298＝ 49 kJ/mol ……

部分酸化反応（発熱反応）

CH3OH＋ O2＝2H2＋CO2 ΔH298＝－193 kJ/mol…

部分酸化併用改質とは，両反応の割合を原燃料中への酸

素（空気）供給量を変えることで制御して，改質触媒層を

所定の温度に保ちながら反応を継続させる方式である。

ここで，これからの説明のために以下の用語を定義する。

™部分酸化率（％）：式 ， の反応において式 の部

分酸化反応に寄与したメタノールの比率を示し，下式で

求める。

部分酸化率（％）＝

酸素量（kmol/h）×2/メタノール量（kmol/h）×100…

（供給された酸素はすべて部分酸化反応で消費されるも

のとする。）

™水素発生率（mol/mol）：供給したメタノール 1mol か

ら発生する水素のモル数を示す。この値が大きいほうが，

効率の高い優れた改質器といえる。

™スチーム/カーボン比（S/C）：供給する水/メタノール

のモル比を示し，下式で求める。

S/C＝供給水（kmol/h）/供給メタノール（kmol/h）…

２.２ 特　長

部分酸化併用改質方式を用いた改質器は，水蒸気改質方

式の改質器に必要な触媒加熱構造および加熱媒体を不要と

することができるため，構造が簡単で小形化できる。また，

触媒層の内部で発熱するために，昇温速度が速く，起動時

間が短縮できるという特長がある。

両者の概念比較を図１に示す。

一方，式 ， から分かるように，量論的にメタノール

１mol から発生する水素のモル数は水蒸気改質方式の方が

多い。したがって，熱の有効利用を図ってできる限り部分

酸化率を下げた状態で改質反応に必要な温度を保ちながら

運転を継続することが効率の向上につながる。

（2）（1）

（4）

（3）

（2）（2）（1）

（2）
2
1

（2）

（1）

（1）
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触媒層 原燃料 
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媒体 
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空気 
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熱 

（b）部分酸化併用改質方式 （a）水蒸気改質方式 

図１　水蒸気改質方式と部分酸化併用改質方式の概念比較
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２.３ システムフロー

部分酸化併用改質方式を用いた改質システムの基本的な

システムフロー図を図２に示す。

原燃料であるメタノールと水は蒸発器で気化させた後に

改質器へ供給する。改質器から出た改質ガスは燃料電池へ

供給し，燃料電池から出る燃料オフガスを燃焼器へ戻して，

空気オフガスとともに燃焼させ，その燃焼排ガスを蒸発器

の加熱源として利用する。なお，部分酸化用の空気は蒸発

後の原燃料に混入する。

また，起動時にはメタノールと空気を燃焼器へ供給して

燃焼させ，蒸発器を加熱した後に原燃料を供給する。

部分酸化併用改質触媒

部分酸化併用改質では，入口側に耐熱性に優れメタノー

ル分解性能の高い触媒を，出口側にメタノールを分解する

際に副生され燃料電池にとって有害な一酸化炭素（CO）

を二酸化炭素（CO2）に変える性能の高い触媒を適用する

ことが必要となる。富士電機は，このような性能を持つ触

媒を開発するために，銅ー亜鉛系触媒を基本に，その割合

と添加物の種類と量を変えたものを試作し，φ21 × L180

（mm）の単管にて水素発生率や改質ガス中の CO濃度な

どの基本性能を比較評価した。また，実際の改質器におけ

る空間速度や線速度を模擬するために，スケールアップ単

管と称する大形の単管〔φ43 × L360（mm）〕を用いて，

単管試験で良好な性能を得た触媒についてさらに詳細な性

能や温度分布を評価するとともに，長時間の運転試験を行っ

て経時的な性能変化を把握した。

図３は，比較的良好な性能を示す触媒をスケールアップ

単管に充てんして部分酸化併用改質を行った場合の触媒層

の温度分布を示したものである。触媒層の温度分布は，入

口側が部分酸化反応によって高温になり，下流に行くに従っ

て水蒸気改質反応と CO変成反応の複合反応で温度がなだ

らかに低下していく。また，部分酸化率の異なる三つのデー

タから分かるように，部分酸化率を上げればそれだけ触媒

層の温度は高くなる。

図４は，このときに得られた結果として，部分酸化率を

横軸に，水素発生率と改質ガス中の CO濃度を縦軸に示し

たものである。前述のように水素発生率は量論的には部分

酸化率が低い方が高くなるが，実際には図４に示すとおり

部分酸化率が高い方が高くなる。これはメタノール分解の

反応速度が温度に大きく依存しており，部分酸化率が低い

条件では温度が低いためにメタノールの分解率が低くなっ

ていることが原因と考えられる。一方，燃料電池にとって

有害な改質ガス中の CO濃度は，平衡論に従い触媒層の温

度が高ければそれだけ高くなる。これらのことから，部分

酸化併用改質触媒に要求される重要な性能は，低温域での

メタノール分解の反応活性が高いことであるといえる。ま

た，改質システムとしては，部分酸化率を最適化すること

が重要であるといえる。

図５は，比較的良好な性能を示す触媒をスケールアップ

単管に充てんして 1日に約 1回の起動・停止を行いながら

1,000 時間の運転を行ったときの改質ガス組成と触媒層温

度の経時変化を示したものである。

運転の間，水素濃度は 63 ％前後，CO濃度は 1％前後

と安定している一方で，部分酸化率が一定であるにもかか

わらず触媒層の温度が徐々に上昇している。この温度上昇

は，経時的な触媒活性の低下によって吸熱反応である水蒸

気改質反応が徐々に起こり難くなっていることによると思

われるが，この温度上昇は触媒の劣化をさらに促進する原

因となることから，長時間の運転においても，活性低下が

少なく温度上昇の少ない触媒を開発することが今後の課題
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図２　メタノール部分酸化併用改質のシステムフロー図
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図４　部分酸化率と水素発生率，CO濃度の関係
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と考えている。

部分酸化併用改質システム

実際の燃料電池発電装置への適用評価のために，改質器，

蒸発器，燃焼器からなる水素発生量 60m3/h（Normal）

（燃料電池出力 80 kW相当）の部分酸化併用改質システム

を試作した。以下にこの改質システムの仕様と特徴および

試験結果について述べる。

４.１ 仕様と特徴

表１に改質システムの基本仕様を示す。また，図６には

改質システムの外観を示す。

改質システムとしての外観上の特徴は，構成機器を機能

的にレイアウトできるように，改質器，蒸発器，燃焼器そ

れぞれの高さを低く抑えたことである。なお，水蒸気改質

システムとの大きさの比較は，両者の構成機器がそれぞれ

異なることから厳密にはできないが，出力あたりの容積で

約 1/5，質量で約 1/2.5 と大幅な小形軽量化を実現してい

る。

それぞれの機器の特徴は次のとおりである。

４.１.１ 蒸発器

蒸発器は，原燃料であるメタノールと水を脈動のない安

定したガスとして改質器へと供給するために，原燃料液を

上から供給して下から蒸発したガスを取り出す方式を採用

している。また，熱交換器のタイプとしては小形軽量化を

図るためにプレートフィン式を採用している。

なお，負荷変化に対するレスポンスを良くするために，

内部の液室部分を極力小さくしたり，未気化の原燃料を下

流側に流出させることを防止するためにスーパーヒート部

を設けるなどの構造的な工夫を施している。

４.１.２ 改質器

改質器の外観を図７に示す。

蒸発器では原燃料を完全に気化させようとする一方で，

改質器においては，ある程度の未気化の原燃料が供給され

た場合にも運転が可能となるような構造を採用している

（本構造を概念的に表したものを図８に示す）。

具体的には，未気化の原燃料が重力によって偏流するこ

とを防止するために，上下にマニホールド（空間）を持っ

た隔壁構造を採用し，触媒層の改質ガスの流れを上下流に

して，原燃料を入口側マニホールドに設けた分配管から下

に向けて供給している。
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表１　部分酸化併用改質システムの基本仕様 

項　目 仕　様 

原　　　燃　　　料 

原 燃 料 供 給 量 

改 　 質 　 方 　 式 

スチーム/カーボン比 

運 　 転 　 温 　 度 

運 　 転 　 圧 　 力 

メタノール 

36.7 kg/h 

部分酸化併用改質 

1.15 

350 ℃ 

150 kPa（G） 

図６　部分酸化併用改質システムの外観
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また，前述のスケールアップ単管試験によって，触媒層

入口でのガスの流速を抑えることでメタノール分解反応に

かかわる触媒層の範囲が広くなって改質性能が向上するこ

とや，出口側の触媒量を減らして流速を速くしても出口ガ

ス中の CO濃度はほとんど変わらないことが分かったので，

入口側の流速が出口側よりも遅くなるように隔壁を不等間

隔に配置している。

４.１.３ 燃焼器

燃焼器は，原燃料を蒸発気化させるための蒸発器に熱を

与えるために，起動時のメタノール燃焼と改質運転時のオ

フガス燃焼を行うものであり，以下の機能が必要となる。

低温での着火が可能なこと。

メタノール燃焼からオフガス燃焼への切換が容易なこ

と。

酸素濃度の低い空気オフガスでの燃焼が可能なこと。

以上の条件を満たすために，触媒燃焼方式を採用してい

る。また燃焼触媒の上流側には，起動時にメタノールを燃

焼触媒に噴射するノズルと，燃料オフガスと空気オフガス

を混合するためのミキサを設けて一体化している。

４.２ 試験結果

改質システムの試験は，各機器を図２のとおりに接続し

て行った。なお，燃料電池は試験装置上でこれを模擬した。

すなわち，改質ガスはそのまま排出し，燃焼器には所定の

流量およびガス組成を持った模擬オフガスを供給した。

表２に改質システムの試験結果を示す。

このなかで水素発生率，改質ガス CO濃度は，いずれも

開発当初の目標値である「2.33mol/mol 以上」「1dry ％以

下」を満足した。

また負荷応答性については，原燃料や部分酸化用空気お

よび上述の模擬オフガスを一定の変化スピードで増減させ

たときの状態を評価した。この改質システムにおいては，

変化スピードを 100 ％/min としても，改質器の温度，圧

力に過度のオーバシュートや脈動がないことを確認してい

る。

あとがき

部分酸化併用改質方式の触媒および実機レベルのシステ

ムの評価を行い，この方式が従来の水蒸気改質方式に比べ

て非常に小形化できる可能性があることを確認した。

今後は，固体高分子形燃料電池への適用のために，改質

ガス中の CO濃度を ppmレベルに落とすための CO除去

器の開発および改質触媒の寿命向上を図っていく予定であ

る。

（3）

（2）

（1）
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図７　部分酸化併用改質器の外観

原燃料入口 

触媒層 改質ガス出口 

隔壁 ガスの流れ マニホールド 

分配管 

図８　改質器の構造概念図

表２　部分酸化併用改質システムの試験結果 

項　目 結　果 

100％/min の負荷変化速度に対応可 

メタノール供給量 

水 素 発 生 量 

水 素 発 生 率 

改質ガスCO濃度 

改　質　効　率 

負 荷 応 答 性 

36.7 kg/h 

60.2 m3/h（Normal） 

2.34 mol/mol 

0.77％（dry） 

78％〔発生水素 LHV/ 
（原燃料 LHV＋オフガス LHV）〕 
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まえがき

富士電機は1987年からの第一世代機を皮切りに 50 kW，

100 kWを中心に90台を超えるオンサイト形燃料電池発電

装置の運転を行い，さまざまな技術的な知見，経験を蓄積

してきた。それらを反映させ，1995年から新形電池，制御

性の向上などを盛り込んだ第二世代機の運転評価を進め，

1997年には低コスト化と高信頼性化を図った第一次商品機

の評価を開始し商品化を推進している。また，さらなるコ

スト低減，高機能化のための技術開発を進めている。

本稿では，着実に向上しつつある信頼性の現状をサイト

の運転状況を参考に報告するとともに，サイトの信頼性向

上をサポートする富士電機の予防保全技術について紹介す

る。

サイト運転の現状

運転時間の実績を表１に示す。延べ運転時間は91台合計

で 150 万時間を超えている。第一世代機では累積運転時間

が 30,000 時間以上のサイトは13台あり，そのうち 40,000

時間以上のものが 6台を数える。40,000 時間以上の運転は

商品化のための信頼性の指標の一つとされていたものであ

り，こうした目標をクリアすることは重要な意味を持つ。

また，無停止連続運転時間については最長 10,059 時間の

サイトがあり，これは現時点で世界記録となっている。第

二世代機以降の機種は1996年から出荷しているため，累積

運転時間は第一世代機ほどではないが，26,000 時間を筆頭

に順調に運転を継続している。第一次商品機は1997年から

社内評価を開始した 1台に，1998年から出荷した 3台を加

えると延べ運転時間の合計は 36,000 時間を超える。これら

も順調に運転を継続している。

信頼性の指標の一つである稼動率の変遷を図１に示す。

稼動率は「運転時間/運転可能時間（暦日から定期点検，顧
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図１　燃料電池発電装置の稼動率の変遷

表１　燃料電池発電装置の運転時間実績 

世代 
容量 
（kW） 

台数 
（台） 

延べ運転時間 
（h） 

最長累積 
運転時間 
（h） 

20,000h 
未満 
（台） 

第一世代機  

第二世代機  

第一次商品機 

合　計 

50 

100 

500 

50 

100 

100

1,097,558 

279,657 

52,454 

65,603 

55,675 

36,688 

1,587,635

44,867 

42,156 

22,445 

26,368 

21,273 

14,588

44 　 

11 　 

  2 　 

1（1） 

2（1） 

4（4） 

64（6）　 

63 

15 

  3 

  3 

  3 

  4 

91

（　）内は現在運転中の台数 

（社内設置3台を含む）（2000年1月末現在）

20,000～ 
30,000h未満 

（台） 

9（1） 

1（1） 

1（1） 

2（2） 

1（1） 

0　 

14（6）　 

5（1） 

2　 

0　 

0　 

0　 

0　 

7（1）　 

30,000～ 
40,000h未満 

（台） 

4（3） 

2　 

0　 

0　 

0　 

0　 

6（3）　 

40,000h以上 
（台） 
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客都合停止などの計画停止期間を除いた時間）」で表され

る。第一世代機の稼動率は1997年下期において 70 ％台で

あったが，1998年以降は 85 ％以上に向上している。稼動

率が向上していることは故障停止回数が減少していること

に加え故障停止に対して的確な対応が行われ，停止期間を

最短化していることを示している。これには後述するプラ

ント監視システムの導入（1997年度から導入を開始し，1998

年以降全サイトに設置）および保守技術の向上によるとこ

ろが大きい。第二世代機は 90 ％以上の稼動率，第一次商

品機は 100 ％の稼動率と高い値を示している（いずれも社

内評価機を除いた値）。

以上，代表的なデータを提示し，富士電機の燃料電池発

電装置の信頼性が向上している様子を示した。信頼性の点

でほぼ商用化レベルに到達してきたと考えている。

予防保全技術

信頼性の向上は製品への品質の作り込みのほかに，予防

保全によってもサポートされる。富士電機の予防保全業務

は大きく分けてデータ監視，保守点検の 2項目がある。前

者は突発的な不具合を運転データの上から予知し対処する

ものであり，後者は経時的に変化する部品，構成材を清掃

や交換などにより，円滑な運転を確保するために行われる

ものである。ここでは，信頼性向上に大きく貢献している

プラント監視システムによる予防保全技術について述べる。

３.１ プラント監視システム

各サイトに設置された燃料電池発電装置の運転状態を監

視するため，サイトごとに電話回線や携帯電話機を通して

データを伝送し，それを解析し故障予知を行うシステムを

導入している。

従来はサイトごとにデータを手入力などで記録し，解析

していた。そのため，タイムリーなデータ監視ができず後

手に回ることが多く，予防保全は難しい状況であった。故

障の場合は現地にて状況やデータを確認していたため，対

処に時間を要していた。それらを解決するために本システ

ムを考案し，データ収集から監視グラフ作成，監視状況サ

イト一覧表などの作成まで，多くのデータ（200 種）の遠

隔監視がすべて自動処理で可能となった。

３.２ システム構成

本システムの概略図を図２に示す。

３.２.１ 発信側（発電装置側）システム構成

燃料電池発電装置は制御装置として汎用プログラマブル

コントローラ（PLC）「MICREX-F」を使用している。こ

のMICREX-F のシリアルインタフェース通信機能を利用

し，モデムを通じて外部とデータ通信を行うことでデータ

伝送機能を確立している。データは温度，圧力，電圧，制

御指令値など多岐にわたり，これを通常（継続）データ

（10分間隔で約 2日分記録）と異常データ（故障解析用に

５秒間隔データなどを記録，故障発生で保持）の 2種類の

データを指定時間間隔で更新することによりMICREX-F

内部メモリにデータを蓄積している。

また，データ伝送機能には装置に故障および警報が発生

した場合，複数個のパーソナルコンピュータ（パソコン），

ポケットベルなどに故障番号を自動発信する機能も持たせ

ている。

３.２.２ 受信側システム構成

燃料電池運転状況受信装置（以下，受信装置と略す）は

事務所（千葉地区）から電話回線を使用し 1日 1回夜中に

データ要求信号をMICREX-F に送り，１日分のデータを

まとめて受信する。電話回線のないサイトは携帯電話機で

対応している。受信装置で受信されたデータは受信装置内

に保存され，このデータを早朝に燃料電池部門ネットワー

ク上に構成されたORACLE
〈注1〉

データベースに自動処理で追

加し，伝送データのデータベースを構築している。

このデータベースを使用してExcel
〈注2〉

シートにデータ監視

用グラフ（約30グラフ/1 サイト）を自動作成してデータ

監視ができるようにしている。長期的な挙動と短期間での

挙動が把握できる時間軸の異なる 2種類のグラフ（それぞ

れ月報，日報と略す）を毎朝自動起動で処理することによ

り，多様な現象をいつも最新データで監視できるようになっ

ている。一部のデータではトレンドを自動で解析し，異常

の有無を診断できるようになり故障予知がある程度可能と

なった。

３.３ システム導入の効果

プラント監視システムの導入により，異常を検知した場

合，故障停止発生前に処置することがある程度可能となっ

た。具体例を図３，図４に示す。図３は燃料流量制御弁動

作異常の突変現象を検出して，燃料流量制御にかかわる日

報グラフを解析したものである。それにより流量算出用温

度センサの異常を発見し，温度センサの交換を行い，故障

停止を未然に防止した事例である。図４は徐々に変化する

バルブ開度の異常検出のグラフの例である。開度変化のト

レンドが回帰分析され，算出された変化予測値を基にアラー

ムが発せられた。その後このアラームを受け，補給水系の

フィルタを交換し，正常な運転に復帰した例である。

また，故障停止発生時は停止直前のデータが 5秒間隔で

保存されているため，データを解析することにより故障原

因を特定することが可能となり，現地修復時間を大幅に短

縮できるようになった。さらに，イントラネット上で部門

内全員が容易に現地状況を把握でき，発電装置の挙動解析

や制御の最適化など，設計や開発に迅速かつ的確に反映で

きるようになった。

このプラント監視システムは1997年から順次サイトに採

用され，現在では稼動中の全サイトに適用されている。本

システムの導入は前述したように故障停止回数の低減，稼

動率の向上に大きく貢献している。今後はプラント状態を

〈注1〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注2〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名
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自動で診断するツールなどをより充実させて予防保全技術

レベルを向上させ，保守性の合理化にも反映させていく。

３.４ プラント監視システムの応用の可能性

プラント監視システムは公衆回線を利用したリモート計

測システムとして標準化されていること，新たにWWW

（World Wide Web）サーバ機能を追加することにより，外

部に対して稼動状況や日報データのサービスを提供できる

システムの構築が図れること，納入から毎日の監視・診断

の運用に必要な一括した保守サービスを可能にしたことな

どから，今後燃料電池にとどまらず，燃料電池以外のプラ

ントの保守サービスにも本システムの活用が期待できる。

さらに，電話回線を通して，遠隔で操作できる機能を持た

せて，現地出張することなく対処できるようにすることで

応用範囲はさらに広がると考えられる。

あとがき

燃料電池の商品化のためには低コスト化と高信頼性が不

可欠である。富士電機はこれまで培った豊富な経験と技術

的な知見から，より安価で信頼性の高い製品を開発し，商

品化を推進している。そのために，保守性の面からは予防

保全技術の一層の充実を図っていく所存である。
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発信側（現地） 

受信側（事務所） 

燃料電池発電装置 
データ伝送機能 

電話回線 

MICREX-F

RS-232C

自動処理でORACLEデータベース構築 

日報，月報など自動更新 

燃料電池部門サーバ 

LAN

LAN

ORACLEデータベース活用 

データ一元管理 

部門内全員が全サイトの 
運転状態を把握 

ORACLE 
データ 
ベース 

電話回線がないサイトは 
携帯電話機を使用 

モデム 運転状況監視データ 
温度，圧力，流量， 
電圧など200データ 

＊データ伝送機能を装置内に内蔵 

通常（継続）データ 
　200データを10分間隔で約2日分記録 
異常データ 
　故障解析用に5秒間隔でデータなどを記録， 
　故障発生で保持する 

ポケットベルなど 
　異常発生時に故障ナンバーを自動発信 

燃料電池運転状況データ受信装置（パソコン） 
　毎日夜中に各サイトごとの1日分データをまとめて自動収集（保存） 
　故障発生有無の検出と異常発生時の警報表示 
　異常発生時の異常データを収集 

運転状況監視支援システム（パソコン） 
　毎朝，自動処理で部門サーバ内の監視用グラフ・表の更新を行う。 
　運転状態監視用日報・月報グラフ更新 
（Excelグラフ30グラフ/サイト） 
　運転状況監視一覧表更新 
（Excel表） 
　プレアラーム検出（異常兆候の検出） 
（Excel表に検出） 
 

データ活用 
　異常解析，トラブル 
　シューティング 
　設計，開発支援 
　データなど 

図２　プラント監視システムの概略図
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図３　データ監視の例（1）燃料流量制御不具合
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図４　データ監視の例（2）水蒸気分離器水位制御不具合
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まえがき

新エネルギーは，再生可能（自然）エネルギー，リサイ

クル形エネルギー，従来形エネルギーの新利用形の三つに

分類されている。具体的には，自然エネルギーは太陽光発

電，風力発電など，リサイクル形エネルギーは廃棄物発電

など，従来形エネルギーの新利用形は燃料電池などである。

このなかでも資源制約がなく無尽蔵な自然エネルギー，特

に太陽エネルギーの利用が注目されている。

1997年12月に京都で開催された，「気候変動枠組み条約

第 3回締約国会議」（COP3）では，地球温暖化防止に関

する京都議定書が採択された。この議定書では2010年ごろ

の先進国の二酸化炭素（CO2）排出量を1990年比で平均

5.2 ％削減するというもので，日本も 6％の削減目標を提

示した。この目標値を達成するには，省エネルギーの推進

はもちろん，環境への負荷を軽減できる新エネルギーの導

入が不可欠である。そのなかでも，太陽エネルギーを直接

電気に変換できる太陽光発電が期待されている。

太陽の光エネルギーは，快晴時地表に到達するもので約

１kW/m2 であり，エネルギー密度が低く，また天候にも

左右される。しかし，エネルギー全体からみれば，太陽光

で発電する分，火力発電所などの燃料を軽減でき，CO2

の削減に貢献できる。また，化石燃料が乏しい日本では，

エネルギーセキュリティ面でも有益である。

現在使用されている太陽電池の大部分は，シリコンの結

晶系であり，12 ～ 15 ％程度の効率を得ている。これに対

し，富士電機はアモルファスシリコン太陽電池の開発を進

めている。結晶系に比較して効率は低いが，エネルギーペ

イバックタイムが短く
（1）

，低価格化も狙え，将来の太陽電池

の主流と目されている。

太陽電池が発電する電力は直流であるため，一般に使用

されている交流に変換する必要がある。このためインバー

タが必要となる。太陽光発電の分野では，このインバータ

をパワーコンディショナと呼んでおり，富士電機ではパワー

コンディショナのシリーズ化を完了している。また，天候

に左右される欠点を補うため，風力発電やマイクロ水力発

電と太陽光発電を組み合わせたハイブリッドシステムに関

してもシステム開発を行っている。

市場・技術動向

２.１ 国の導入促進施策

国の総合エネルギー調査会需給部会により，長期エネル

ギー需給見直しが行われ，2010年に向けて CO2 排出量の

削減目標を踏まえ，石油代替エネルギーの供給目標が閣議

決定された。太陽光発電は，2010年の目標が 500 万 kW

で，1996年比約90倍の増加で，他の新エネルギーから見て

非常に高い目標値となっている。

現在，太陽光発電システムの価格は，（財）新エネルギー

財団が公表している平均設置価格 1 kWあたり約94万円

（一般住宅設置，1999年11月）である。しかしこの価格は，

一般家庭の電気料金と比較すると相当割高となっている。

このような状況下，太陽光発電の導入促進を目的に，各

種の支援策が国，地方公共団体で行われている。特に通商

産業省では，表１に示す導入促進のための補助金制度
（2）

を

設けている。

このような導入促進のための施策が実施されているが，

日本国内で今までに設置された太陽電池容量は，十数万

kWと言われている。2010年の目標値 500 万 kWには程遠

く，今後の施策強化による加速的拡大が期待されている。

２.２ 生産量の推移
（3）

図１に世界における太陽電池生産量の推移を示す。1999

年では総生産量 197.7MWであり，日本は 80MWと世界

第 1位で 40 ％を占める。日本の対前年比の伸び率は 63 ％

と急な伸長を示している。世界の種類別生産量の推移は図

２に示すように，1997年まで単結晶が主であったが，多結

晶が単結晶を抜き1999年では全体の 45 ％を占めた。多結

晶の対前年比の伸び率は 32 ％と大きい。日本での種類別

生産量推移は，図３に示すように多結晶が多く，1999年で

は全体の約 2/3 を占める。これによりシリコン材料の欠乏

の問題が顕在化しつつあり，ソーラーグレード（太陽電池

太陽光発電システムの現状と展望

244（40）

蟹江　範雄（かにえ　のりお） 藤田　　満（ふじた　みちる）



太陽光発電システムの現状と展望

用）の安価な材料製造法を開発中である。アモルファスシ

リコンは1999年には全世界で 24MW生産されている。電

卓，時計用などの民生向けが主流であるが，最近電力用へ

の適用が始まりつつある。

太陽光発電システムの価格のうち，電池本体の価格は61

万円/kWである
（4）

。産業分野向けシステムの価格は設置架

台を含めて，1997年では 130 万円/kWであり，そのうち

電池本体の価格は約58万円/kWである
（5）

。太陽電池の価格

はこの10年で約 1/4 に大きく低減してきている
（6）

。

２.３ 建物への適用

最近の屋根に搭載されている太陽電池モジュールは，意

匠性を配慮し，また施工費を低減することを目的にして，

金属などのかわらに接着剤で張り付けたものや，防水シー

トの上に直接施工するモジュールの商品化が行われている。

これらの多くは建築基準法第38条に基づく建設大臣防災認

定を取得して，建築部材として扱われている。これにより，

太陽電池を屋根材として直接利用できるため，かわらなど

の費用が軽減でき，また保護材であるガラスの耐候性によ

りメンテナンス費用も低減できる。

また，南・西面のガラス窓の遮光と採光機能を持たせた

太陽電池をガラスでサンドイッチしたシースルー形も商品

化されている。垂直面が発電面になるが日本は散乱光が多

く意匠性も問題なく，今後公共施設や大型事務所などガラ

ス窓を多く有する建物に適用される可能性がある。

富士電機の取組み

３.１ アモルファスシリコン太陽電池

太陽電池の種類は材料で分類すると，シリコン系と化合

物系に大別できる。シリコン系は結晶シリコン系とアモル

ファスシリコン系に分けられる。結晶シリコン系はさらに
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表１　通商産業省資源エネルギー庁の導入促進のための主要補助制度（1999年度） 

補助者 

通商産業省 
資源エネルギー庁 

（窓口） 

新エネルギー・ 
産業技術総合 
開発機構 
（NEDO） 

（財）新エネル 
　ギー財団 
　（NEF） 

補助制度名 

産業等太陽光発電 
フィールドテスト 
事業 

概　要 適用対象者 対象設備および補助内容 

産業など施設への太陽光発電システムの導入を進め 
るため，標準化を強力に推進しコスト低減を促すと 
ともに，建材一体形太陽電池などに求められる技術 
を実証する。 

地方公共団体 
民間企業 

10 kW以上の太陽光発電 
システム 
事業経費の1/2

新エネルギー 
事業者支援事業 

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」 
に基づき認定を受けた計画に従って，太陽光発電導 
入事業を行う事業者に対し，事業費の一部の補助， 
事業にかかわる債務の保証を行う。 

認定された 
太陽光発電導 
入事業を行う 
事業者 

100 kW以上の太陽光発電 
設備 
事業費補助1/3を上限 
債務保証保証比率  90％ 

地域新エネルギー 
導入促進事業 
地域新エネルギー 
普及啓発促進事業 

地域において先進性などの認められる太陽光発電の 
大規模・集中導入などを行おうとする地方公共団体 
に対し，導入事業費および普及啓発費（広報費）を 
補助し取組みを支援する。 

地方公共団体 

�設計費，設備費，工事費など 
�普及啓発に必要な経費 
導入促進事業：1/2以内 
普及啓発事業：定額 

住宅用太陽光発電 
導入基盤整備事業 

自らその居住する住宅に太陽光発電システムを設置 
しようとする者に対し，その運転データの提供を条 
件に設置費の助成を行う。 

個人 
10 kW未満の太陽光発電設備 
設備費の概略1/3補助 
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太陽光発電システムの現状と展望

単結晶・多結晶に細分される。化合物系はガリウムヒ素，

カドミウムテルル，銅インジウムセレンなどがある。構造

で分類すると，材料の塊を機械加工により板状にして製作

する単結晶・多結晶シリコンなどのバルク系と気相成長や

化学反応で薄膜を生成するアモルファスシリコンや化合物

系の薄膜系に分類される。現在の電力用の主流は前述のご

とく単結晶・多結晶の結晶シリコン系である。一方，アモ

ルファスシリコンの特長としては次の点が挙げられる。図

４に示すように結晶シリコン系と比べ光の波長に関する感

度特性が短波長側にあり，太陽光スペクトルの強度が強い

特性と合致する
（7）

。また，図５に示すように短波長側での光

吸収係数が単結晶シリコンに比べ 2けた高いため薄膜で構

成でき必要な原料が少なくてすむ。さらに気相成長法によ

り製膜できるため，大面積化・自動製膜運転および軽量基

板上への製造が可能である。

富士電機はこれらの特長から，量産化が図られ低価格化

が見込めるアモルファスシリコン太陽電池の開発を進めて

いる。具体的には，フィルム基板を採用することで基板を

ロールで扱うことができ，またこれに穴をあけ，表面と裏

面を電気的に接続することでセルの直列接続を可能とし集

電効率を上げている。図６にアモルファスシリコン太陽電

池をロールに巻き取った状態の写真を示す。

製膜方法として，低温プロセス（基板温度 300 ℃以下），

大面積が可能などの特長をもつプラズマ CVD（Chemical

Vapor Deposition）を採用している。製造プロセスの概念

図を図７に示す。複数の製膜反応室でおのおのの製膜が終

了すると，フィルム基板のロールを巻き取り次の層の製膜

を行うことにより，多層膜を形成する方式をプロセスの基

本とした。これにより連続製膜ならびに自動運転が可能で

ある。

また，基板に穴をあけ基板の表面側と裏面側の電極を使っ

て直列接続を行う独自の集積形直列接続構造の考案により，

40 cm× 80 cmでインバータに直結できる 200V の電圧が

実現できる。これにより計画時に直列接続するセル枚数か

らの設置総数の制約がなくなり，配線作業が軽減でき，セ

ルに部分影がかかった場合に発電量が低下することの不具

合を低減できる。

また，発電効率を向上するため pin 接合のアモルファス

シリコンセルを複数重ねした構造について開発した。図８

に断面構造図を示す。この構造により i 層の厚みを薄くで

きキャリヤの再結合を減少できる。また，i 層のバンド

ギャップをおのおののセルで変えることにより広い波長領

域の光を発電に有効に利用できる。

現在，発電効率は安定化後 8％以上が得られている。ア
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図６　ロールに巻かれたアモルファスシリコン太陽電池の外観

n層 i層 …層 p層 

送りロール RF電極 

プラズマCVD

透明電極膜 

スパッタリング 

真空容器 可動接地電極 フィルム基板 

製膜反応室 巻取りロール 

図７　製造プロセスの概念図



太陽光発電システムの現状と展望

モルファスシリコン膜中にはシリコンの未結合手が存在し，

そのため太陽光のような強い光を照射すると発電効率が低

下する「光劣化」と呼ばれる現象が存在する。200 時間ぐ

らいの光照射を行うと，光劣化は止まり安定化する。光劣

化の抑制やセル構造の改良によるさらなる発電効率の向上，

ならびに製膜時間の短縮，フィールドでの実証確認などに

ついて開発中である。

３.２ パワーコンディショナ

太陽光発電用パワーコンディショナは，直流ー交流変換

を行うインバータ部と，商用電源と並列運転を行うための

系統連系保護装置部から構成されている。インバータ部は，

直流ー交流変換機能のほかに，太陽光発電用に，自動運転，

最大電力追従，異状時の解列などの機能が付属されている。

富士電機は，これらの機能を一括コンパクト集約したパワー

コンディショナをシリーズ化している。一般家庭向けに単

相出力の容量 3.5 kW機と 5.5 kW機，産業分野向けに三相

出力の容量 10 ～ 100 kW機である。

技術的には，いずれのタイプも絶縁変圧器を使用しない

非絶縁方式とし小形・軽量化を実現し，直流地絡検出機能

を搭載し安全性を確保している。また，一般家庭向けは自

然冷却方式でメンテナンスフリーを実現し，騒音にも配慮

している。産業分野向けのものは，ラックマウントタイプ

とし，装置容量の増設が 10 kW単位で容易に行えるよう

にした。また，シリアル通信機能を備え運転シーケンスの

一括管理を行っている。

３.３ システム

これまで太陽光発電システムは，電力系統と連系し余剰

電力を系統に逆潮流する方式（系統連系システム）や発電

時に蓄電池に充電し必要時に蓄電池から電力を取り出す方

式（独立電源システム）が主に行われてきた。系統連系シ

ステムは一般住宅の屋根などに設置され，分散形電源とし

て位置づけられる。独立電源システムは山小屋や離島など

配電系統がない場所の電力供給として使われている。しか

し，発電量は気象に左右されるため不安定である。そこで，

独立電源システムでは不安定な自然エネルギー同士を組み

合わせたハイブリッド方式とすることで互いの発電特性を

補完させ，より安定な発電が可能となる。

富士電機は，天候が良いときは太陽光が降り注ぎ，天候

が悪いときは風が吹くことが多いことから，太陽光発電と

風力発電を組み合わせたハイブリッドシステムを納入した。

また，熱帯地域の雨季と乾季に着目し，太陽光発電とマイ

クロ水力発電のハイブリッドシステムを国の委託研究で実

証中である。図９にシステム構成の概要を示す。

将来展望

現在，太陽光発電が加速的に拡大しない理由は，電気料

金に比較して，補助金を加味しても価格が高いためといわ

れている。一般家庭用の電気代をベースに考えても約 3倍

高い状況である。結晶系の太陽電池は，高効率化，ソーラー

グレードのシリコン材料の開発も進められ毎年コストは下

がっているが，目標とする価格には追いついていない。

それに対し，アモルファスシリコン太陽電池などの薄膜

太陽電池は大規模な生産が可能なため安価に生産できる可

能性を持っている。さらなる効率向上が進み安価なモジュー

ル化技術により事業化も進み，導入促進に大きな役割を果

たすと考えられる。

現在，建材一体形，屋根ふき材形太陽電池が市場に出回

り始めた。建材としての太陽電池の地位も築かれつつあり，

太陽電池の施工費用の軽減に役立つとともに，太陽電池設

置スペースの確保もでき，導入促進を行える商品形態と思

われる。

また，太陽光発電の環境への貢献を数値化（金額換算）

することにより，電気料金のみとの競争ではなく環境貢献

度相当額を補てんできる社会システムの構築ができれば，

急速な拡大が期待できる。
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太陽光発電システムの現状と展望

あとがき

太陽光発電システムの概要と，富士電機の現状について

述べた。おのおのの詳細については，本特集号の別稿を参

照いただきたい。

エネルギー問題は環境問題とリンクする重要な課題で，

長期的視野で取り組む必要がある。太陽光発電のみですべ

て解決できるものではないが，有効な発電の一つである。

そのなかで低価格化の可能性を有するアモルファスシリコ

ン太陽電池を早急に開発し，環境改善に微力ながら貢献で

きれば幸いである。
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まえがき

原料ガスとしてシラン（SiH4）を用い，プラズマ CVD

（Chemical Vapor Deposition ：化学気相成長法）により

膜たい積を行うと，水素化アモルファスシリコン（a-Si:H）

と呼ばれる非結晶の薄膜が形成される。一般に非結晶材料

は電子欠陥が多く，電子素子への応用は不可能とされてい

た。しかし，この方法でたい積された膜には水素が多数取

り込まれる（そのため，水素化と呼ばれる）。アモルファ

スシリコン（a-Si）の主要な欠陥はシリコンの未結合手

（ダングリングボンド）であるが，水素がこれらを終端し，

欠陥密度を 1015 ～ 1016cm－3 まで押し下げ，その結果，p

形，n形に制御可能な良質の半導体膜が実現される。

この a-Si:H を適用した太陽電池の研究は，当時 RCA

（ Radio Corporation of America） に いた Carlson と

Wronski により始められ，1976年に最初の論文が報告さ

れた
（1）

。プラズマ CVDで形成される a-Si 太陽電池は，低温

プロセスによる形成，大面積化が可能，光吸収係数が大き

く必要とされる膜厚は 1μm以下などの特長があるため，

低価格太陽電池としての期待が持てた。そのため，当時の

変換効率は 2～ 3％と低いものであったが，この報告は大

きな関心を集め，多くの機関が研究開発に参画した。

富士電機もその可能性に着目し，1978年に研究開発を開

始した。1980年には a-Si 太陽電池としては世界で初めて

の商品となる電卓用太陽電池の開発に成功し，それらを世

に送り出した。また，1980年から通商産業省工業技術院

「サンシャイン計画」のもとで研究を受託し，電力用 a-Si

太陽電池の開発に注力してきた。その結果，1993年までの

ガラス基板を用いた a-Si 太陽電池の開発においては，世

界に先駆けて大面積太陽電池（30 cm× 40 cm）で変換効

率
〈注〉

9 ％を達成した。この成果は，当時 5％程度が一般的で

あった実用的なサイズの a-Si 太陽電池モジュールの性能

〈注〉a-Si 太陽電池は，光照射により初期に特性が低下し，その後安

定化する性質がある。そのため本稿で記す変換効率は，すべて

光照射後の安定値を示す。

を一気に引き上げたものであり，a-Si 太陽電池の電力用

途への適用見通しを確固たるものにしたという点で，大き

な注目を集めた
（2）

。

しかし，a-Si 太陽電池を商品化しようとすると，こう

した性能向上に加え，低価格モジュールを高い生産性で製

造できる量産技術の開発が重要となる。将来に向けた低コ

ストの量産技術を実現するためには，本質的に高生産性の

プロセス適用が可能な構造の太陽電池を開発する必要があ

る。ガラス基板太陽電池では，バッチ処理を基本にしたプ

ロセスを構築せざるを得ないため，大面積基板（1m2 程

度を想定）を真空装置で大量に処理するためには，製膜時

間の短縮，基板の搬送，ハンドリングの点で問題があり，

大量生産には向かない。そこで，これまでに蓄積された技

術が有効に活用でき，しかも高い生産性と低コスト化が同

時に期待できる新たな概念の a-Si 太陽電池，およびその

製造プロセス技術の開発が必要となってきた。

こうした観点に立ち，1994年から富士電機はプラスチッ

クフィルムを基板とした新しい構造の a-Si 太陽電池の開

発に着手した。以下にこの太陽電池の開発状況について報

告する。

フィルム基板アモルファスシリコン太陽電池

２.１ プラスチックフィルム基板セルの利点と課題

プラスチックフィルムのようなフレキシブル基板を用い

ることの最大の利点は，ロールツーロール（roll-to-roll）

プロセスが適用できることである。ロールごと真空装置の

中に基板をセットすることにより，基板搬送に関する問題

は回避され，自動化も容易となり，将来の大規模量産化に

適したプロセスを構築することが可能となる。

a-Si 太陽電池に適用可能なフレキシブル基板としては，

ステンレス鋼フィルムとプラスチックフィルムが考えられ

る。しかし，１枚の太陽電池から使い勝手のよい高電圧を

取り出すことを考えると，ステンレス鋼フィルムは耐熱性

は高いが導体であるために，そのままでは a-Si 太陽電池

の利点となる集積形直列接続構造が作れない。一方，プラ

アモルファスシリコン太陽電池の開発
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スチックフィルムは絶縁性があるために，集積形直列接続

構造を形成することが可能である。しかし，熱的に弱い，

基板の伸び縮みが大きいなどの問題があり，接続構造やプ

ロセスの工夫が必要となる。

プラスチックフィルムの材料としては，ポリイミドなど

の耐熱性の高いフィルムを用い，その上に金属電極，a-Si

層，透明電極を付けた構成のセルを形成する（図１参照）。

このセル構成で直列接続構造を形成するために，富士電機

は SCAF（Series-Connection through Apertures formed

on Film）と名付けた新しいフィルム基板太陽電池構造を

提案し，その開発を行ってきた。開発初期の状況について

はすでに報告したので
（3）

，ここではその後の進展を中心に報

告する。

２.２ SCAFセルの構造

SCAF構造フィルム基板セルはユニットセルと呼ばれる

複数の短冊状太陽電池に分割されている（図２参照）。モ

ジュールの出力電圧を実用的な電圧にするためには，これ

らのユニットセルを直列接続する必要があるが，この構造

では以下のようにしてその接続が行われる。各ユニットセ

ルで発電された電流はシート抵抗の高い透明電極でのジュー

ル損失を避けるため，複数の集電ホールを介して低抵抗の

背面電極（金属）に流れ込む。背面電極に集められた電流

はジュール損失なしに両サイドに流れていき，直列ホール

を通して隣のユニットセルの金属電極に接続される。こう

して隣り合うユニットセル同士が低損失で次々と接続され，

直列接続構造が形成される。この構造では，パターンを変

更することにより直列接続数を変えることができ，１枚の

太陽電池から用途に見合った電圧を取り出すことが可能に

なる。

２.３ 製造プロセス技術

SCAF構造太陽電池製造プロセスを図３に示す。どのプ

ロセスユニットもロールツーロール方式を基本として構成

されている。基板前処理装置によりフィルム基板上にパン

チ方式で機械的に穴をあけ，クリーニングユニットで基板

上に付着しているごみや加工残 （ざんさ）を取り除く。

そのフィルムロールを電極形成装置に取り付けてスパッタ

により金属電極を形成し，続いてステッピングロール

（Stepping-roll）方式と名付けた製膜装置で a-Si 層（プラ

ズマ CVD），透明電極層（スパッタ），および背面電極層

（スパッタ）の形成を一つの工程のなかで行う。この装置

は一つの真空容器のなかに複数の製膜室を持ち，基板をス

テップ送りし，製膜中は基板を止めることで各製膜室が独

立したチェンバとなるように工夫されている
（3）

。その結果，

スパッタと CVDのような動作ガス圧がまったく異なるプ

ロセスを一つの装置で行える。

次にレーザパターニング装置で基板の両面をパターニン

グし，直列接続構造を形成する。その後ソーラーシミュレー

タによりセルの特性を評価し，良品のみモジュール化する。

このプロセスでは，作業が必要となるのは基本的にフィ

ルムロールの交換と装置の保守点検だけであり，自動化ラ

インの構築が容易である。また，製膜装置では高真空が要

求されるが，本プロセスではロールの処理が終了するまで

大気に戻す必要がないため，高スループットの実現が可能

である。さらに，各製膜室は基板の搬送機構を持つ必要が
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ないために単純な構造となり，製膜装置のコストダウンが

図れ，低コスト化に寄与する。

２.４ デバイス構造と性能

太陽電池の低コスト化を考える場合，量産的には製造コ

ストに占める材料費の割合が大きいこと，またモジュール

化にかかわる費用が大きいことなどから，低効率でも低価

格を実現することは現実的に大変難しい。また，今後の個

人住宅用発電システムでは設置容量の増加が予想されるた

め，低効率ではそうした要望に対応できなくなる可能性が

高い。以上のことから，a-Si 系太陽電池といえども高効

率化は優先すべき課題であり，効率 10 ％以上の太陽電池

を高い生産性で製造できる技術が早急に望まれる。

変換効率を決めている重要な因子はデバイス構造である。

現在開発されている a-Si 系太陽電池のデバイス構造は表

１に示す 4種類である。効率向上の可能性が高いという点

では，積層数が多いほど有利である。富士電機はこれまで

図１ ， に示す a-Si/a-Si タンデム構造，a-Si/a-SiGe

構造の開発を進めてきた。その結果，40cm× 80cm SCAF

セルでそれぞれ 8.1 ％，9.0 ％の変換効率を達成した。

効率 10％の達成をめざし，図１ の構造を持つ a-Si/a-

SiGe/a-SiGe トリプルセルの開発にも着手した。高効率化

のための材料構成，構造の最適化実験においては，小面積

セル（1 cm2）において，効率 11 ％を達成した。これらの

技術を大面積の SCAFセルに適用するために，ステッピ

ングロール装置のプラズマ CVD室を 6室から13室に増設

する改造を実施し，高いスループットでトリプル構造のフィ

ルム基板太陽電池を製作できる環境が整った（図４参照）。

これにより SCAFセルの効率向上が期待でき，現在効率

10 ％をめざした試作実験を進めている。

太陽光発電システムへの試験的応用例

開発した SCAFセルは，設置状況に合わせた封止構造

でモジュール化し，使用することになる。商品化するうえ

で最も重要となる信頼性の確保については，各種信頼性加

速試験やフィールドテストによる課題の抽出，対策実験を

行っている。

SCAF太陽電池モジュールの特長は，

集積形直列接続構造の実現により，各モジュールの出

力電圧をシステムで必要な電圧となるように設計可能で

あるため，モジュール間の配線が簡単（並列接続だけで

よい）になる。

これまでの結晶シリコン系太陽電池では必要電圧を得（2）

（1）

（c）

（b）（a）
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図４　プラズマCVD室を13室に増設したステッピングロール

製膜装置の外観

表１　a-Si 系セルの構造 
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図３　SCAF構造 a-Si 太陽電池の製造プロセス
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るのに数モジュールの直列接続が必要であるため，モ

ジュール 1枚単位の増設はできなかったが，本モジュー

ルでは可能となり，余白設置スペースを有効に活用でき

る。

などが挙げられる。以下に代表的なフィールドテストの実

施例を述べる。

３.１ 張付け方式

SCAFセルを樹脂と保護フィルムで封止すると，比較的

柔軟性のあるモジュールが実現される。これらのモジュー

ルを壁や屋根などに張り付ける使用方法は，今後の重要な

用途となり得る。図５は，コンクリート壁に張り付ける方

式について東京電力（株）と共同研究で行っている実験施設

の写真を示している。この実験では，大きさが 0.86m ×

2.28mのモジュール29枚をビル屋上の防音壁に取り付け，

これにより，モジュールの施工方法や耐候性，発電特性の

研究を行っている。実験に用いているモジュールは，並列

接続された最適動作電圧約 200Vの 40 cm× 80 cm SCAF

セル（a-Si/a-Si タンデム構造）5枚で構成され，最大出

力は約 100Wである。

３.２ 屋根材一体形モジュール

従来のガラスカバー付モジュールの代替品として，SC

AFセルを用いたモジュールを供給することは，当面最優

先で行うべき課題である。そこで，具体的には大きな需要

が見込める住宅用屋根への適用を目的としたガラスカバー

付屋根材一体形モジュールの開発を進めている。基本的な

モジュール構造は結晶シリコン系太陽電池の場合と同じで

あり，結晶シリコンセルの代わりに SCAFセルを封止し

たものである。ただし，セルの面積が大きく，しかも出力

電圧が高いため，セル間の配線は結晶シリコンの場合に比

べてはるかに単純であり，工数削減による低コスト化が図

れる可能性がある。

図６は試作したモジュールで屋根施工を行った実験シス

テムの写真である。各モジュールのサイズは約 90 cm×

90cmであり，最適動作電圧 200Vの 40cm×80cm SCAF

セル（a-Si/a-Si タンデム構造）2枚を並列に接続し，封

止している。合計80枚のモジュールを約20度の傾斜角を持

つ屋根に設置し，これらをすべて並列接続して，インバー

タに接続した。１年間の運転（1999年 1 ～12月）では，

4,794 kWh の発電（インバータへの入力電力）を行い，現

在も継続してデータ収集を行っている。

あとがき

フィルム基板 a-Si 太陽電池の構造，最近の開発状況，

およびそれらを用いたモジュールのフィールドテスト例に

ついて紹介してきた。SCAFと名付けたセルの製造技術に

ついては，各プロセスの量産要素技術の開発はほぼ完了し，

変換効率 10 ％が見通せるレベルまで到達した。今後は低

コスト量産技術を実現するための装置の低コスト化，高ス

ループット化が重要な課題となる。

モジュールについては，信頼性（耐候性）確保が大きな

課題となる。実際に屋外で10年，20年と使用した場合に発

生すると想定される課題の抽出とその対策実験を，加速試

験とフィールドテストにより進めており，幾つかの利用形

態においては十分な信頼性を確保できる見通しを得ている。

今後も富士電機の太陽電池に適した新しい利用技術の開発

とその利用形態に即したモジュールの高信頼性の確保に注

力していきたい。

最後に，本稿で紹介した成果の主要な部分は通商産業省

工業技術院「ニューサンシャイン計画」のもと，新エネル

ギー・産業技術総合開発機構からの委託研究により行われ

たものであり，関係各位に感謝する。
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図５　防音壁に取り付けられたモジュールのフィールドテスト 図６　屋根材一体形モジュールの施工写真



山本 総一郎

上下水道用電気・計装システムの

設計に従事。現在，電機システム

カンパニー環境システム事業部首

都圏技術部次長。電気学会会員。

小野　正敏

上下水道電気計装システムのエン

ジニアリング業務に従事。現在，

電機システムカンパニー環境シス

テム事業部首都圏技術部。

富士時報 Vol.73 No.4 2000

まえがき

安全でおいしい水を提供するため，水道事業体は水道原

水の浄水処理に力を注いできている。オゾンや活性炭を使っ

た高度浄水処理は，この一例である。一方で，水源である

湖などでは夏場に藻類が発生するなど，その対応が課題と

なっていた。

そこで，富士電機は東京都水道局と共同で，水源の水質

保全を目的として，水源という環境に適したクリーンなエ

ネルギーである太陽光発電を用い，藻類を回収・処理して

系外に排出するシステムを設置し，その効果を検証してい

る。

本システムは1998年度に設置され，1999～2002年度の４

年間で次のような調査研究を行う予定である。

湖面に設置した太陽光発電設備の機能・性能などの調

査。

水質保全装置による貯水池に発生する藻類の回収方法

とその効果の検証。

GPS（Global Positioning System）信号による藻類運

搬用電動船の運行にかかわる調査研究。

1999年度は，太陽光発電設備の稼動データを収集し，発

電エネルギーの利用率の検証と，藻類発生の状況調査や回

収方法の検証などを行っている。

システムの概要

本システムは，奥多摩湖の藻類の除去による水質保全を

目的として設置したものである。藻類の回収場所，回収処

理したケーキ状の藻類の運搬を考慮して，システムは図１

に示すとおり，湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置，

電動船「ひだまり」，陸上設置太陽光発電設備の 3設備で

構成されている。以下に各設備の概要と仕様を記す。
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（1）
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２.１ 湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置

２.１.１ 概　要

藻類の発生因子であるリンや窒素といった栄養源が，上

流河川に流れ込むことにより藻類が発生することから，こ

れらの合流点で流れてくる藻類を回収するため，本設備は，

奥多摩湖の上流河川である小菅川と丹波川からの水が流入

する部分に設置した（図２）。

太陽電池は，図３のように，いかだ状の台船上に設置し

ており，その横に機械室と電気室を設けている。機械室に

は藻類を回収するポンプや藻類の 過・脱水処理をする水

質保全装置を，電気室にはインバータ盤などの電気盤やデー

タ収集用のデータロガー装置を設置している。なお，この

設備は湖岸に打ち込んだアンカーにワイヤ（溶融亜鉛めっ

きを施した硬鋼線材）をつないで固定している。

２.１.２ 仕　様

機　器

多結晶形太陽電池定格出力： 25 kW

アモルファスシリコン（a-Si）太陽電池定格出力：

３kW

パネル総面積：約 276m2

太陽光インバータ： 30 kVA

太陽光インバータ（アモルファスシリコン用）：

３kVA

鉛蓄電池： 300Ah/10 h，144 セル

（うち補助電源用 200Ah，防災電源用 100Ah）

データロガー装置

水質保全装置

最大処理水量：約 30m3/h

２.２ 電動船「ひだまり」

２.２.１ 概　要

電動船「ひだまり」（図４）は，水源という環境に配慮

し，太陽光発電システムの一環として稼動するものとする

ため，船に設置した 1.5 kWの太陽電池と左右の双胴部分

およびデッキに設置した蓄電池を電源とする誘導電動機駆

動の電気推進船とした。この船は，湖面設置太陽光発電設

備・水質保全装置で回収・脱水処理したケーキ状の藻類を

陸へ運搬する。

２.２.２ 仕　様

機　器

アモルファスシリコン太陽電池定格出力： 1.5 kW

太陽光インバータ： 15 kVA

可変速インバータ： 50 kVA 2 面

誘導電動機： 39 kW 2 台

鉛蓄電池（電動船推進用）： 160Ah/5 h，

162 セル× 5並列

DGPS（Differential Global Positioning System）利

用自動航行装置

船

形　状：アルミ双胴船

寸　法：W3.8m× D11m× H2m

速　力： 5ノット

排水量： 23.12 t

２.３ 陸上設置太陽光発電設備

２.３.１ 概　要

「奥多摩 水と緑のふれあい館」（以下，ふれあい館と略

す）前の駐車場に設置した 125 kWの太陽光発電設備（図

５）は，主として電動船「ひだまり」の蓄電池の充電を行

う。船の充電を行わない時には，同館へ電力を供給してい

る。
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図２　設置場所紹介図

図３　湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置
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図４　電動船「ひだまり」
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２.３.２ 仕　様

多結晶形太陽電池定格出力： 125 kW

パネル総面積：約 970m2

太陽光インバータ： 125 kVA

防災用鉛蓄電池： 100Ah/10 h，104 セル

防災用インバータ： 3kVA

データロガー装置

特　徴

３.１ 湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置

除去対象である藻類は光合成を行うため，一般的に夜

明けとともに水面に浮上して，夕方になると水中に沈ん

でいく。このような太陽の日射量の影響を受ける藻類の

性質と，日射量に応じて発電量が変わる太陽電池の発電

特性との類似性を活用することを狙っている。

湖は広大な面積を有しているため，水質保全装置の運

転に必要な電力を供給するのに広い面積を必要とする太

陽電池の設置場所として適している。

雲の通過などによる日射量変動に伴う発電電力の急変

に対し，安定した電力を水質保全装置に供給するために

蓄電池を設置した独立システムである。

上記蓄電池は，震災時などの非常時に近くの避難場所

へ電力を供給する防災用電源として有効利用している。

３.２ 電動船「ひだまり」

太陽電池を推進動力電源として利用した日本初のクリー

ン船であり，環境を重視する水源地に適した船である。

衛星信号を使った高精度位置検出方式DGPSにより，

船の自動航行を可能としている。

３.３ 陸上設置太陽光発電設備

ふれあい館前の駐車場の上部空間を有効利用するため，

太陽電池の架台を駐車場の屋根の形態にしている。

同館と系統連系を行い，船の充電を行わない場合は同

館の負荷の約 70 ％を賄っている。また，休館日には電

力会社へ売電を行っている。

計測データ

以下に，得られた太陽光発電設備のデータについて一例

を記す。

４.１ 電動船充電時の陸上設置太陽光発電設備データ

図６は，晴天時に電動船の充電を行った時（8月26日）

の発電状態とふれあい館との電力の授受の様子を示したも

のである。図７に，電動船充電時の回路図を示す。ここで，

送受電電力の送電とは，太陽光発電設備からふれあい館側

へ電力を供給することを表しており，受電とはふれあい館

側から電力が供給されていることを表している。また，図

下のグラフは充電器の運転，停止の状態を表したものであ

る。図６から，充電器が定格運転している場合，日射量が

少ないと，ふれあい館側から電力の供給を受けており，そ

の後充電電流の減少に伴い（11時40分以降）徐々にふれあ

い館側へ電力を供給していく様子が分かる。

４.２ 水質保全装置運転時の湖面設置太陽光発電設備データ

図８は，曇時々晴れのような日射の不安定な日（9月３

日）に水質保全装置の運転を行っている場合の，蓄電池の

充放電の様子を示したものである。ここで，図下のグラフ

は水質保全装置の運転，停止の状態を表したものである。

図８から，発電量が不安定であっても，蓄電池の充放電に
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図５　陸上設置太陽光発電設備
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より安定した連続運転が行えていることが分かる。

４.３ アモルファスシリコン太陽電池のデータ

図９は，湖面に設置したアモルファスシリコン太陽電池

の発電特性を示すもので，図８と同じ 9月 3日のものであ

る。このアモルファスシリコン太陽電池は，現在開発中の

タンデム構造のものである。１日の平均変換効率は約 5％

で，安定した変換効率が得られている。今後，データを継

続して収集していき，他の場所で陸上に設置している同種

のアモルファスシリコン太陽電池のデータと比較して，評

価していく。

あとがき

以上，太陽光発電利用貯水池水質保全システムの概要と

特徴を述べた。今後も太陽光発電設備の機能・性能などの

調査および水質保全装置による藻類の回収効果の検証を継

続して進めていき，環境にやさしい水質保全システムを確

立していきたいと考えている。

また，このシステムは太陽光発電システムの適用例とし

て他に例を見ないものであり，1999年度「新エネ大賞」の

（財）新エネルギー財団会長賞を受賞している。今後の導入

促進の参考となれば幸いである。

富士時報 Vol.73 No.4 2000

256（52）

25

20

15

10

5

0

－5

－10

－15

－20

－25
5 6 7 8 9 10 11 12

時　刻 

13 14 15 16 17 18

〈注1〉日射量は実測値×1/10の値 
 である。 
〈注2〉蓄電池充放電電力は正方向が 
 放電とする。 

運転 

停止 

日
射
量
（
k
W
）
，
太
陽
電
池
発
電
量
（
k
W
）
，
 

イ
ン
バ
ー
タ
出
力
電
力
（
k
W
）
，
蓄
電
池
充
放
電
電
力
（
k
W
）
 

日射量 
太陽電池発電量（多結晶） 
インバータ出力電力（多結晶） 
蓄電池充放電電力 
藻類処理装置稼動状態 

図８　湖面設置太陽光発電設備データ（9月3日）

4

3

2

1

0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

時　刻 

〈注〉日射量は実測値×1/10の 
　　　値である。 

日
射
量
（
k
W
）
，
太
陽
電
池
発
電
量
（
k
W
）
，
 

イ
ン
バ
ー
タ
出
力
電
力
（
k
W
）
 

日射量 
太陽電池発電量（a-Si） 
インバータ出力電力（a-Si） 

図９ 湖面設置アモルファスシリコン太陽電池データ（9月3日）



楠本　　敏

半導体変換装置の開発・設計に従

事。現在，神戸工場制御設計部担

当課長。

加藤　正樹

パワーエレクトロニクス機器の開

発に従事。現在，神戸工場制御設

計部。

藤本　　久

半導体電力変換装置の開発・設計

に従事。現在，神戸工場制御設計

部。電気学会会員。

富士時報 Vol.73 No.4 2000

まえがき

現代の社会生活は石油，石炭などの化石燃料に大きく依

存して発展してきた。昨今，環境汚染が深刻な社会問題と

なっており，とりわけ，地球温暖化防止への取組みが強力

に進められている。この一環としてクリーンエネルギーで

ある太陽光による発電システムが脚光を浴びている。

太陽光発電システムにおいては，太陽電池（シリコン半

導体）が光エネルギーを直接電気エネルギーに変換するも

のであり，火力発電所のような燃焼過程がないので二酸化

炭素を発生しない。また，一般の発電設備のように回転し

発電する発電機が不要であり，ランニングコストの面では，

燃料は不要で，わずかな設備の保守・維持費で運用できる

安価な発電システムである。

太陽の日射エネルギーは最高 1kW/m2 以上に達するが，

太陽の傾き，気象条件などにより変動する不安定なエネル

ギー源である。日射エネルギーの変動に対し，電力変換装

置を適切に制御することで日射量に応じた電力を取り出す

ことが可能である。

太陽光発電システムは，太陽電池ならびに太陽電池出力

を集める集電箱，太陽電池の直流電力を一般の交流電力に

変換するパワーコンディショナから構成されている。

パワーコンディショナは発電システムの制御全般をも受

け持っており，晴天・曇天時の太陽電池出力の変動に対応

して交流発電電力の制御を行い，時々刻々変化する気象条

件に応じて太陽電池の出力可能な最大電力を常に引き出せ

るように電力制御を行うものである。

富士電機では，住宅用および産業用のパワーコンディショ

ナの 2種類を製品化（図１）しているのでここに紹介する。

システム構成

太陽光発電システムは大きく分けて，系統連系システム

と自立システムの二つに大別できる。自立システムは防災

対応として蓄電池と組み合わせて運用する場合がある。

２.１ 系統連系システム

図２に系統連系システムの基本構成を示す。系統連系シ

ステムは，太陽電池が発電した直流電力を，パワーコンディ

ショナが交流電力に変換しながら電力系統に出力するシス

テムである。このときパワーコンディショナは，太陽電池

が最大電力出力となるように直流電圧を制御（最大電力追

従制御）しながら電力を出力する。ここで，系統連系シス

テムは商用電力系統において小形発電所となるので，電力

系統の品質・信頼性に悪影響を及ぼしてはならない。この

ため，パワーコンディショナは低ひずみ・高効率の直流ー

交流変換を行い，系統じょう乱に対して安定な動作を維持

し，また系統異常時には素早く停止するシステムでなけれ
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楠本　　敏（くすもと　さとし） 加藤　正樹（かとう　まさき） 藤本　　久（ふじもと　ひさし）

（a）住宅用パワー 
　　  コンディショナ 
　　「PVH plus3.5」 

（b）産業用パワーコンディショナ 
　　「PVI plus10」（30 kWシステム） 

図１　パワーコンディショナの外観
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ばならない。

２.２ 自立システム

パワーコンディショナを電力系統と接続せずに，太陽電

池発電電力を交流電力として取り出すことも可能である。

これを自立システムといい，パワーコンディショナは単独

の交流電圧源として動作する。電力系統がない場所（離島，

砂漠など）での電源システムとして用いられるほか，系統

連系システムにて停電時に自立運転へ切り換えて使用する

方法がある。

特　長

３.１ 個人住宅用パワーコンディショナ

「PVH plus シリーズ」

一般的な個人住宅の屋根面積から個人住宅用太陽光発電

システムは 3 ～ 6 kW が適当である。富士電機の PVH

plus シリーズは 3.5 kW機と 5.5 kW機を系列化している。

以下では特に一般家庭での使用を前提として，開発に留意

した点について述べる。

小形化・軽量化・高効率化

絶縁変圧器を使用しない非絶縁方式とし，業界最高レベ

ルの小形化・軽量化・高効率化を実現している。非絶縁方

式の採用にあたっては，太陽電池側での地絡事故が交流系

統へ波及しないよう，直流地絡検出機能を搭載し，安全性

を確保している。

また，装置形状は図１ のように，屋内壁面に取り付け

る構造としており，家庭内で容易に設置することができる。

出力電流波形

図３に，PVH plus3.5 における定格出力時の出力電流波

形を示す。瞬時電流波形制御によりひずみの小さい正弦波

電流波形となっていることが分かる。

変換効率

図４に，PVH plus3.5 におけるパワーコンディショナの

変換効率特性を示す。定格出力時において 95 ％，太陽電

池の発電レベルとして多い 25 ～ 50 ％出力時においても

90 ％以上の高効率が得られている。

メンテナンスフリー化・低騒音化

冷却ファンを使用しない自然空冷方式とし，定期交換部

品をなくしメンテナンスフリーを実現している。さらにス

イッチング周波数を 16kHz とし騒音レベル 35dB（A）以

下を実現している。

低EMI（Electromagnetic Interference）レベル

テレビ，ラジオなどの受信を妨げないため，情報処理装

置等電波障害自主規制協議会の規格 VCCI クラス Bを基

準として，発生ノイズレベルを低減している。

電力系統との協調

パワーコンディショナでは，直流側発電量と交流側負荷

がバランスしている場合に交流系統が解列しても運転を継

続してしまう単独運転と呼ばれるモードがある。系統配電

線の工事・保全のための解列の場合，パワーコンディショ

ナが運転を継続したままだと作業員への感電事故につなが

る恐れがあるため，これを検出し装置を速やかに停止する

必要がある。ここで，パワーコンディショナの普及が進ん

だ場合には小容量・多数のパワーコンディショナが配電系

統に接続される（高密度連系と呼ばれている）ことになる。

PVH plus シリーズは複数台のパワーコンディショナが接

続された場合においても，単独運転状態を確実に検出でき

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（a）

（1）
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図４　パワーコンディショナの変換効率特性
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る単独運転検出機能を搭載している。

ユーザーフレンドリーな設計

太陽電池が発電しない夜間においても日中の最大発電電

力値・積算電力量を確認できる機能を搭載し（PVH plus

5.5），ユーザーが太陽光発電システムの稼動状況・環境寄

与度を常に把握できるようにしている。また，系統周波数

自動認識機能や系統停電時に自動で自立運転モードへ切り

換える機能など，住宅用として使いやすさも備えている。

３.２ 産業用パワーコンディショナ「PVI plus10」

今回，産業用を対象に開発・製品化したパワーコンディ

ショナ PVI plus10 は，太陽電池の発電電力を交流電力に

変換する「10 kWインバータユニット」，システム全体の

制御機能と発電状態モニタリング機能を持つ「表示ユニッ

ト」，およびインバータユニットを最大 5台まで収納でき

る「入出力ユニット」で構成されるラックマウントタイプ

としている。

小形・軽量化

主回路の非絶縁化による小形・軽量化を実現している。

ユニット化により，所定のラックの棚に収納可能な形状と

し，主回路接続端子と制御信号用コネクタを前面に配置し

て装置の前面保守を可能としている。

拡張性

10 kW単位のインバータユニットは主回路電力変換部，

制御部，系統保護機能部から構成される。表示ユニットや

他のインバータユニットとはシリアル通信により連携運転

ができ，インバータユニットの増設で容量の拡大（最大

50 kW）が可能である。

操作性

表示ユニットで最大 5台のインバータユニットの運転・

停止を制御することと，電圧・電流などの状態をモニタリ

ングすることができる。個々のインバータユニットに対す

る定数設定機能を有し，一括管理できる。また，システム

の発電状態（発電電力，積算電力量）や故障来歴を表示す

るモニタリング機能を実現している。

外部からの接点信号による起動停止も可能であり，また

系統保護機能を内蔵しているので，分散配置による単機運

転にも対応可能である。

パワーコンディショナを必要機能ごとにユニット化する

ことで，これまでシステムごとに設計していた従来品に比

べ，短時間での製作が可能であり量産効果による低価格化

も実現される。

（3）

（2）

（1）

（7）
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表１　パワーコンディショナの仕様 

項　目 
形　式 

出 力 相 数 と 出 力 容 量  

イ ン バ ー タ 回 路 方 式  

絶 　 縁 　 方 　 式  

質　　　　　　　　　　量 

設 　 置 　 場 　 所 

周 　 囲 　 温 　 度 

相 　 対 　 湿 　 度 

標　　　　　　　　　　高 

制 　 御 　 機 　 能 

起動制御：太陽電池の入力電圧値判定による起動制御 
停止制御：出力電力判定・入力電圧値判定による停止制御 
出力制御：最大電力追従制御 
停電制御：系統電源の停電による停止（復電後150秒で自動再起動） 

保 　 護 　 機 　 能 

インバータの内部保護機能および系統監視機能 
①インバータ内部保護機能 
　出力電圧異常，出力過電流，直流地絡，直流分流出，直流過電圧，温度異常 
②系統監視機能 
　系統電圧異常，系統周波数異常，単独運転検出（受動，能動） 

冷 　 却 　 方 　 式  

外 　 形 　 寸 　 法 
（W×D×H） 

定 　 格 　 電 　 圧  

運 転 電 圧 範 囲  

最 　 大 　 電 　 圧  

定 　 格 　 電 　 圧 

変 　 換 　 効 　 率 

定 格 周 波 数 

出 　 力 　 力 　 率 

電流 
ひずみ率 

総合 

各次 

直
流
入
力 

交
流
出
力 

PVHplus5.5

1φ 5.5 kW

昇圧チョッパ＋高周波PWMインバータ 

非絶縁 

屋内 

－10～＋40 ℃ 

30～90 ％ 

　1,000 m以下 

236 V 

100～350 V

450 V 以下 

50/60 Hz 

0.95以上 

5 ％以下 

3 ％以下 

580×160×280（mm） 

20.0 kg

PVHplus3.5

1φ 3.5 kW

自然空冷 

200 V 

90～350 V

420×140×240（mm） 

16.3 kg

202 V（単相3線） 

95 ％以上 

PVI plus10

3φ 10～50 kW

300 V 

200～450 V

800×700×1,950（mm）〔10～30 kW〕　 
1,600×700×1,950（mm）〔40 kW，50 kW〕 

290/370/450/690/770（kg） 

強制空冷 

202 V（三相3線） 

93 ％以上 
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仕様と回路構成

４.１ 仕　様

表１に開発・製品化したパワーコンディショナの仕様を

示す。PVH plus3.5 および 5.5 は個人住宅を対象とした単

相 3線出力タイプ，PVI plus10 は公共施設や集合住宅な

どを対象とした三相 3線出力タイプとなっている。

PVH plus3.5 および PVI plus10 の外観は図１を参照い

ただきたい。PVH plus シリーズは壁掛形，PVI plus10 は

10 kWインバータユニットを収納ラックに収めるラックマ

ウント形となっている。

４.２ 回路構成

図５にパワーコンディショナの主回路構成と制御ブロッ

ク図を示す。太陽電池の直流電力を IGBT（Insulated Gate 

Bipolar Transistor）モジュールで構成されるチョッパ回

路およびインバータ回路により交流電力に変換し電力系統

に出力する。従来品は直流ー交流変換の過程においてトラ

ンスにより絶縁をしていたが，開発した PVH，PVI とも

非絶縁方式を採用し，主回路の小形・軽量・高効率化を図っ

ている。また，アナログとディジタルの混在であった制御

装置をすべてディジタル化することにより，小形・高信頼

性を実現している。

あとがき

太陽光発電システムは，燃料電池，風力発電システムと

ともに次世代の新エネルギーシステムの中核をなすもので

あり，需要が拡大していくことが期待される。これからも，

顧客ニーズに適合する製品の開発に努めていく所存である。
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直流入力 
（太陽電池） 系統電源 

交流 
ブレーカ 
ELB

主回路部 

10kWユニット 
ACフィルタ 

同期追従 

三角波発生器 

三角波発生器 

PWM

U
V
W
X
Y
Z

PWM正弦波発生器 

余弦波発生器 ± 指令 Δ Q

Δ Q

DCAVR

ソフトスタート 
＆リミッタ 

DCAVR

ソフトスタート 
＆リミッタ 

正弦波発生器 

＋ ＋ ＋ ＋ 

＋ 

＋ 

± 

－ － 
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I ac
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ト
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ゲ
ー
ト
分
配 

太陽電池 
電圧設定 

直流電圧 
設定 

太陽電池電圧 
補正信号 

Δ Q Δ 

シーケンス制御部 
　Pmax制御 
　起動/停止シーケンス 
　系統連系保護（OV，UV，OF，UF，　 ，  φ）  

直流電流検出 

出力電流検出 

振幅 

振幅 

チョッパ 

出力制御部 

図５　パワーコンディショナの主回路および制御ブロック図



大田　洋充
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太陽光発電システムのプロジェク

ト企画および推進に従事。現在，
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まえがき

富士電機は，1998年 2 月に新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）とベトナム電力公社（EVN）との間

に取り交わされた国際共同実証研究に関する覚書に基づき，

NEDOの委託を受け，1997年度から2000年度までの予定

で「太陽光マイクロ水力ハイブリッドシステム実証研究」

を行っている。システム設計，機器製作，現地工事および

試験調整を経て，1999年 9 月から運転を開始し，データ収

集などを開始した。

この研究は，バッテリーを備えた太陽光発電（PV）シ

ステムと，マイクロ水力発電（MH）システムの独立形ハ

イブリッドシステムにおいて，電源の高信頼性を確保し，

かつ経済的なシステム構築を行い，その運転制御方式を確

立することを目的としている。

一般的には，太陽光発電とのハイブリッドシステムでは，

日照条件に左右される PVシステムの弱点を効果的に補う

ための電源として，安価で，堅ろうで保守が容易な発電シ

ステムが求められる。本実証研究では，上記案件を満たす

補完電源として，誘導発電機からなるMHシステムを採

用し，季節が雨季と乾季に分かれるベトナムにおいて，そ

れぞれの補完関係を含めたシステムの最適性を検討する。

設備の概要

２.１ 設置場所

研究実施サイトはベトナム・ホーチミン市より北北西に

約 380 kmの位置にあるプレイク市から山を隔てて約 30

km離れている無電化村（ベトナム・ジアライ省マンヤン

県チャン村，北緯14度，東経 108 度，海抜約 700m）であ

り，今回設置したシステムによって電化された。その場所

の選定理由を以下に記す。また，サイトの場所（地図）を

図１に示す。

日射量と雨量の関係が太陽光と水力に置換したとき

の補完関係となっており，気象条件が適している。

現地との協力関係が得られやすい。

十分な負荷需要が期待できる。

２.２ システム構成

本システムは，100kWの PVシステム（690kWhのバッ

テリーを含む）と 25 kWのMHシステムを交流側で連系

し，周辺の 3か所の村（総戸数約 510 戸）に電力を供給す

る独立形ハイブリッド発電システムである。システム構成

を図２に示す。PVシステムは見晴らしの良い緩やかな丘

の上の東西 85m×南北 55mの敷地内に設置されている。

敷地の大部分を南向きに配置された太陽電池アレイが占め，

その北側にバッテリーや制御機器類を収納した建屋が建っ

ている。一方，MHシステムは PVシステムから約 1km

離れた滝（落差約 30m）の下流に設置されており，その

上流側に取水口を設け，導水管を通して下流にある水車に

水が供給されている。PVシステムの全景を図３に，シス

テムコントローラおよびパワーコンディショナ，マイクロ

水力発電装置，ハイブリッドコントローラの外観をそれぞ

れ図４～６に示す。
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図１　研究実施サイトの場所
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２.３ 構成機器の仕様

主な構成機器の仕様を以下に記す。

太陽電池

太陽電池は現在最も多く使用されている単結晶シリコン

および多結晶シリコンを採用した。それぞれの容量は 75.5

kWおよび 24.0 kWで，総容量は 99.5 kWである。使用し

たモジュールの数は 880 枚で，総太陽電池面積は 766m2

である。セル温度計測のため，セル裏面に熱電対が取り付

けられたモジュール 4枚も含まれている。

バッテリー

バッテリーは，深放電サイクル仕様の太陽光発電用据置

形クラッド式鉛蓄電池を採用した。容量 1,400Ah（10時間

率）のセルを 123 直列，２並列に接続し，定格電圧 246V，

総容量 689 kWhとした。

パワーコンディショナ

パワーコンディショナは 100 kVAのインバータ（出力

電圧三相 3線式 400V，周波数 50Hz）と同容量の変圧器（3）

（2）

（1）
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図２　システム構成

図３　PVシステムの全景 図４　システムコントローラおよびパワーコンディショナの外観

図５　マイクロ水力発電装置の外観
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（出力電圧三相 4線式 415V/240 V）から構成されている。

村落負荷は単相での使用割合が大きいので，変圧器は各相

の電流アンバランスを軽減するように千鳥結線としている。

また，軽負荷でのバッテリー残存容量が小さいときには，

MHシステムからの電流をバッテリーに充電するコンバー

タとして機能する。

システムコントローラ

システムコントローラは太陽電池とパワーコンディショ

ナ間およびパワーコンディショナとMHシステム間のイ

ンタフェースであり，バッテリー保護，システム保護，デー

タ計測，MHシステムの始動・停止などの機能を持つ。

マイクロ水力発電装置

水　車

横軸フランシス式水車を採用し，有効落差 25m，使

用水量 0.145m3/s で水車軸出力 29.5 kWである。ガイド

ベーンの開度調整により出力制御をしている。

誘導発電機

三相誘導発電機を採用し，定格電圧 415V，定格出力

25 kW，回転速度 1,538 r/min である。

ハイブリッドコントローラ

マイクロ水力発電装置の制御，監視を行うほか，パワー

コンディショナとの連系盤の役割を持つ。

データ計測システム

気象データ，システムデータ（太陽電池発電電流，イン

バータ入出力電流など）など合計51点を自動的に計測，収

集している。

２.４ 運転制御

本システムで採用している主な制御項目およびその内容

を下記する。ちなみに，太陽電池はバッテリーに直結され

ているため最大出力制御は適用していない。

太陽電池ストリング制御

太陽電池発電電力によるバッテリーの過充電防止および

適正充電のため，バッテリーの端子電圧に応じて四つの太

陽電池アレイブロックのコンタクタ（MC1 ～MC4）のオ

ンオフ制御を行っている。

バッテリー残存容量算出

バッテリーの充放電量を計測し，その充電特性を加味し

て，残存容量を計算している。この値を，バッテリー過放

電検知やMHシステム起動条件，システム運転状態把握

の目安として活用している。

非常運転（回復充電制御）

無日照日が続くなどの異常時にバッテリーの残存容量が

規定値以下になると，バッテリー保護のため非常運転モー

ドに切り換える。具体的には，非常運転モード表示をし，

自動的に村落負荷用遮断器を遮断し，太陽電池およびMH

システムの発電電力のほとんどすべてをバッテリー充電に

充てる。バッテリー残存容量が規定値まで回復し，かつバッ

テリー電圧が規定値に達した場合，自動的に回復充電制御

を終了し，通常の運転モードへ復帰する。

MHシステムの始動・停止制御

MHシステムの始動，通常停止，非常停止の制御フロー

を図７に示す。始動時には，誘導発電機の同期速度でのパ

ワーコンディショナとの連系や，始動リアクトル制御を採

用している。

運転データ

現在までに収集した初期データから得られた主な構成機

器の特性を以下に述べる。

パワーコンディショナの運転特性

パワーコンディショナの入出力効率は出力 40 kW近辺

で 93 ％以上であり，工場出荷時と同等な値であることが

確認された。

また，MHシステムで発電した電力がパワーコンディショ

ナを介してバッテリーに充電される様子を図８に示す。MH

システムが運転開始するとともにパワーコンディショナ出

力電力はマイナスへ，つまり回生運転にスムーズに移行し

ていることが確認された。

マイクロ水力発電装置の運転特性

マイクロ水力発電装置の始動時には，同期速度（1,500

r/min）でのパワーコンディショナとの連系および始動リ

アクトルの直列接続により始動電流を低減させている。始

動時の電流計測例を図９に示す。始動電流は最大波高値で

約 180A と定格電流 39.5 A（力率 0.88）の約 3.2 倍になり，

数サイクル後には安定な波形になった。この始動電流とイ

ンバータ容量との関係や始動方法の最適化が今後の研究課

題となる。

現地で実測した水車効率は定格出力 25 kW時で 85.4 ％

であった。同発電機効率は 93.0 ％（工場出荷時）である。

また，このシステムでは誘導発電機とインバータが約１

km離れているが，線路インピーダンスを低く抑え，110 ％

過負荷状態の 28 kW出力時でも定格に対する電圧上昇が

２～ 3％程度に抑えられた。

ハイブリッド運転

本システムのハイブリッド運転においては，負荷容量お

よび負荷パターンに応じてシステムの運転が制御されるが，

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（b）

（a）

（5）
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図６　ハイブリッドコントローラの外観
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現在は負荷容量が小さいため，バッテリー残存容量により

MHシステムの始動・停止を制御している。図 に，ある

１日の PVシステムおよび MHシステムの運転状況を示

す。バッテリー残存容量が 85 ％でいったんMHシステム

は停止し，その後太陽電池によりバッテリーは充電される

が，この日は日中雲が発生し太陽電池による発電が少なかっ

たため，夕方の負荷上昇に応じてバッテリー残存容量も減

少していき，75 ％に達したときに再度MHシステムが始

動した。

給電負荷パターン

ある 1日の三つの村の負荷パターンを図 に示す。昼間

の負荷がほとんどなく，夕方にピークが訪れ，照明を中心

とした夜間負荷が大きいという村落電化後の典型的な負荷

パターンを示している。この日の負荷消費電力量は 149.6

kWh/dであった。将来はポンプやモータなどの導入によっ

て昼間の負荷が増加することが期待される。

１１

（4）
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今後の研究課題

研究目的を達成するための主な研究課題を以下に列記す

る。

給電信頼性の高い電源システムの検討

村落型や都市型などのさまざまな負荷（容量，パターン）

および晴天や曇天などのさまざまな気象条件下において，

給電信頼性の高い電源システムを構築する各構成機器の負

荷容量およびそれらの運転制御方法を求める。シミュレー

ションによる事前検討とそれに基づく実証研究を実施する。

① 負荷（容量およびパターン）に対して最適な構成機

器容量をシミュレーションにより求める。

② 負荷変動およびマイクロ水力発電装置の始動に対し

て安定であるための条件を求める。

経済的なシステム検討

コスト試算により，上記で検討した給電信頼性が高い電

源システムのなかで，コストが最少になるシステムを求め

る。

あとがき

現在はシステムの立上げが完了した段階である。今後デー

タの収集解析や各種調査，検討を重ね，目的達成のために

研究を推進していく予定である。

本研究は NEDO委託研究であり，NEDO太陽技術開発

室をはじめとする関係各位に謝意を表する。
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富士電機が開発しているりん酸形および固体高分子形燃料電池の

システム構成，他社の動向，開発状況，今後の展望について述べる。

りん酸形燃料電池は，無停止連続運転時間が 10,000 時間を超える

サイトもあり，商用レベルに達している。固体高分子形燃料電池は，

電池本体の信頼性の向上を終了し，改質ガスを用いる固体高分子形

燃料電池システムの開発に注力している。商用化には両者ともコス

ト低減が大きな課題である。今後は，環境性，省エネルギー性とい

う燃料電池の特徴を生かした用途開発をする。

燃料電池発電の現状と展望

鴨下　友義 中島　憲之

富士時報 Vol.73 No.4 p.207-210（2000）

富士電機は，東邦ガス（株）の協力を得て，「名古屋栄ワシントン

ホテルプラザ」に 100 kWりん酸形燃料電池を1999年 2 月に設置し

た。この事例では，燃料電池はコージェネレーションシステムとし

て利用されている。低温排熱（約 50 ℃）を温水ヒータの給水予熱

に利用している。また，高温排熱（約 90 ℃）を吸収冷温水機によ

り冷暖房および貯湯槽の熱源に利用している。燃料電池導入による

環境保全の効果は一次エネルギー量を 9.5 ％削減した。また，炭酸

ガス排出量も 12 ％削減した。

燃料電池発電装置のホテルへの適用

中島　憲之 堀内　義実

富士時報 Vol.73 No.4 p.211-212（2000）

富士電機は，現在までにりん酸形燃料電池発電装置の燃料として

都市ガス以外に，液化石油ガス（プロパン，ブタン）やナフサ，電

解工場からの副生水素の適用技術を蓄積してきた。最近では，上記

燃料のほかに，有機性廃棄物を嫌気処理して発生したバイオガスの

適用も検討している。今回，鹿島建設（株）が新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）からの委託を受けたプロジェクトに協力

する機会を得た。本稿では，りん酸形燃料電池を用いた生ごみ発電

の特徴と実験運転の概要について紹介する。

燃料電池発電装置の生ごみ再資源化システムへの適用

東郷　芳孝 中島　憲之 黒田　健一

富士時報 Vol.73 No.4 p.213-214（2000）

富士電機では，りん酸形燃料電池本体の高信頼性化，低コスト化

検討を進め，第一次商品機用新形燃料電池を開発した。現在，さら

に低コストの第二次商品機用電池を開発中である。第一次商品機用

電池セルは，りん酸マネジメント検討結果をもとに，新セル構造を

採用し，外部からのりん酸補給を不要とし，60,000 時間運転のめど

をつけた。また，スタック構造部品の各機能を見直し，コストダウ

ンを図るとともに，冷却板の信頼性を向上させた。第一次商品機は，

現在，各サイトで順調に運転を継続している。

りん酸形燃料電池の開発

瀬谷　彰利 原田　　孝

富士時報 Vol.73 No.4 p.215-218（2000）

燃料電池発電装置の市場導入を図るうえで，現在最も重要な課題

はコストダウンである。そのなかで改質装置に要求されている課題

は，改質装置全体としての簡素化および小形化である。そのため第

一ステップとして，機器数の削減を目的とした熱交換機能を内蔵し

た改質器および複合形の脱硫/一酸化炭素（CO）変成器を開発した。

次に第二ステップとして，第一ステップで開発した改質器の小形化

を目的としたコンパクト改質器を製作し評価中である。本稿では，

これらの開発状況について説明する。

燃料電池用コンパクト形改質器の開発

工藤 飛良生 横山　尚伸

富士時報 Vol.73 No.4 p.219-222（2000）

さらなる低コスト化，耐久性向上，高機能化を目標とする第二次

商品機の開発を行い，１号機を社内設置して運転を開始した。その

開発ではシステムの簡素化，部品点数の削減などを進め，40万円

/kWのコストを目標としている。また，蒸気取出しなどの高機能

化開発を進め，熱利用設備を含めたシステム開発を行っている。

オンサイト用りん酸形燃料電池発電装置の開発

大内　　崇 長谷川 雅一 竹田　治正

富士時報 Vol.73 No.4 p.223-226（2000）

発電中に燃料の種類を切り換える技術を開発し，100 kW発電装

置にて都市ガスー液化石油ガス（LPG）間の切換実証試験を行い成

功した。この技術では，改質用水蒸気量の調節と，改質器入口での

ガス組成変化の対応が重要である。そこで，燃料切換システムの動

的モデルを構築することで，シミュレーションにより各部のガス組

成などの挙動を把握し，得られた結果を実証試験に反映した。

燃料電池発電装置の燃料切換技術

小松　　正 千田　仁人 項　　東輝

富士時報 Vol.73 No.4 p.227-230（2000）

固体高分子形燃料電池（PEFC）の開発状況について概説した。

信頼性，コスト，小形化の点で有利な無加湿 PEFCの開発に取り

組み，水素ー空気で，50cm2 単セルおよび 100cm2 × 10 セルスタッ

クにて高出力で安定な運転を達成した。これらの成果を踏まえ，現

在は無加湿 1kWスタックの製作に取り組んでいる。また，改質ガ

スー空気形 PEFCスタックおよび PEFC用改質器の開発について

も並行して開発を進めており，2000年度にはこれらを組み合わせ，

PEFC発電システムの開発・評価を実施する計画である。

固体高分子形燃料電池の開発

青木　　信 瀬谷　彰利

富士時報 Vol.73 No.4 p.231-233（2000）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

With the cooperation of Toho Gas Co., Ltd.  Fuji Electric set up a

100kW phosphoric acid fuel-cell unit in “Nagoya Sakae Washington

Hotel Plaza” in february 1999.  In this case, the unit is used as a cogenera-

tion system.  The low-temperature waste heat (about 50℃) is used to pre-

heat the feed water of the warm water heater.  The high-temperature waste

heat (about 90℃) is used for the heat source of air conditioning by the

absorption machine and hot water tank.  The effect of fuel cell introduc-

tion on environmental preservation are 9.5% reduction in the amount of

primary energy and 12% reduction in the amount of carbon dioxide

exhaust.

Application to Hotel of Fuel-Cell Power Units

Noriyuki Nakajima Yoshimi Horiuchi

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.211-212  (2000)

This paper reviews the system configurations, development status,

and future problems of Fuji Electric’s phosphoric acid fuel cell (PAFC)

and polymer electrolyte fuel cell (PEFC), as well as other companies’ atti-

tudes.  As a PAFC plant is continuously working over 10,000 hours, the

reliability of the PAFC is considered to have reached a commercial level.

The PEFC itself has been improved enough in reliability, and efforts are

now concentrated on the application of reformed gas to the system.  Cost

reduction is a prior subject in commercializing them.  Applications mak-

ing the most of cleanness and energy saving characteristic of fuel cells

will be investigated.

Present Status and Trends of Fuel-Cell Power
Generation

Tomoyoshi Kamoshita Noriyuki Nakajima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.207-210  (2000)

Fuji Electric has continued improving the reliability and cost of phos-

phoric acid fuel-cell stacks.  We have developed a new stack of the first

commercial type.  Based on the result of our basic studies on phosphoric

acid behavior, we developed a new cell, which is expected to operate

60,000 hours without phosphoric acid replenishment.  Also we reconsid-

ered the functions of the structural parts of the stuck to reduce their costs

and improved the reliability of the cooling plate.  The new stacks of the

first commercial type continue satisfactory operation on site.  We are now

pursuing an advanced type.

Development of Phosphoric Acid Fuel Cells

Akitoshi Seya Takashi Harada

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.215-218  (2000)

Fuji Electric has so far accumulated technologies of applying liquid

petroleum gas (propane, butane, etc.), naphtha, and hydrogen, a by-prod-

uct from electrolytic plants, as well as town gas to the fuel of phosphoric

acid fuel-cell (PAFC) power generation.  Recently, the application of bio-

gas produced by anaerobic processing of organic waste has been under

study.  Now the opportunity is taken of participating into the Kajima

Corporation’s project sponsored by New Energy and Industrial

Technology Development Organization (NEDO).  This paper outlines the

features of PAFC power generation using biogas from garbage and its

experimental operation.

Fuel-Cell Power Units Using Biogas from Garbage

Yoshitaka Togo Noriyuki Nakajima Kenichi Kuroda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.213-214  (2000)

Fuji Electric has developed the second-phase commercial type of on-

site fuel-cell power units with the aim of further reducing cost, improving

durability, and enhancing functions.  The first unit has been installed in

our factory and put in operation.  In the development, the system has been

simplified and the number of parts has been reduced toward our target

cost of ￥400,000/kW.  In addition, Fuji Electric is tackling the develop-

ments of advanced functions such as steam extraction and a system incor-

porating heat utilization equipment.

Development of On-Site Fuel-Cell Power Units

Takashi Ouchi Masakazu Hasegawa Harumasa Takeda

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.223-226  (2000)

In marketing fuel-cell power units, the most important problem is

now reduction in cost.  The fuel reforming system is required to be simpli-

fied and reduced in size as the whole system.  The first phase of the sys-

tem improvement was the development of a reformer with a built-in heat

exchanger and a combination of a desulfurizer and a carbon monoxide

(CO) shift converter to reduce the number of components.  In the second

phase, to reduce the reformer size developed in the first phase, a new

compact reformer is manufactured and evaluated.  This paper describes

the development of the compact reformer.

Development of a Compact Reformer for Fuel Cell

Hirao Kudo Hisanobu Yokoyama

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.219-222  (2000)

This paper outlines the development of Fuji Electric’s polymer elec-

trolyte fuel cells (PEFCs).  We intensively researched on the PEFC with-

out humidification which have the advantage of further improving in reli-

ability, cost, and size.  The hydrogen-air PEFCs of a 50 cm2 single cell

and a stack of ten 100 cm2 cells reached stable and high performance.  A

hydrogen-air 1 kW PEFC stack will soon be in operation without humidi-

fication.  We are also developing a reformed gas-air PEFC stack and a

PEFC fuel processor, and plan to develop a natural gas-air PEFC system

including other components in fiscal 2000.

Development of Polymer Electrolyte Fuel Cells

Makoto Aoki Akitoshi Seya

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.231-233  (2000)

Fuji Electric developed fuel switching technology for a fuel-cell

power unit in continuous operation and succeeded in the demonstrative

test of switching town gas to liquid petroleum gas (LPG) in a 100 kW

fuel-cell power plant.  In fuel switching technology, it is important to con-

trol reforming steam and adapt to variations in gas composition at the

reformer inlet.  Fuji Electric made a dynamic model of a fuel switching

system to grasp the behavior of gas composition at each part and applied

the result to the demonstrative test.

Fuel Switching Technology in a Fuel-Cell Power
Plant

Tadashi Komatsu Yoshihito Chida Donghui Xiang

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.227-230  (2000)



富士電機と大阪ガス（株）は都市ガスやプロパンガスを燃料とした

100m3/h（Normal）のオンサイト形水素発生装置「HG-100」を開

発した。この装置は，都市ガスの水蒸気改質装置と改質ガス圧縮機

および PSA（Pressure Swing Adsorption）を組み合わせた構成と

なっている。主な仕様は次のとおりである。

水素発生量：100m3/h（Normal）

水素純度：99.999 ％以上

都市ガス：35m3/ｈ（Normal）（3）

（2）

（1）

オンサイト形水素発生装置の開発

久保田 康幹 西垣　英雄

富士時報 Vol.73 No.4 p.234-236（2000）

富士電機は，発熱反応である部分酸化改質と吸熱反応である水蒸

気改質とを併用した小形のメタノール改質システムを開発している。

部分酸化併用改質の特長は，水蒸気改質に必要な触媒加熱構造が不

要なために構造が簡単で，コンパクト化できることである。部分酸

化併用改質触媒の開発を行い，水素発生量 60m3/h（Normal）の部

分酸化併用改質システムを試作して評価した結果，この方式が従来

の水蒸気改質方式に比べて，出力あたりの容積で約 1/5 に小形化で

きる可能性があることを確認した。

部分酸化改質技術の開発

大賀　俊輔 清田　　透 中川　功夫

富士時報 Vol.73 No.4 p.237-240（2000）

富士電機はオンサイト用りん酸形燃料電池の商品化をめざし，低

コスト化と信頼性の向上を推進している。本稿では，サイトでの運

転実績から信頼性の現状を紹介する。また，信頼性向上をサポート

するプラント監視システムによる予防保全技術について説明する。

90台を超える燃料電池の運転実績を反映させ，信頼性は着実に向上

しつつある。特に，第二世代機以降の信頼性は，商品化レベルに到

達してきている。

燃料電池発電装置の予防保全技術

岡　　嘉弘 三上　　誠 三輪　英幸

富士時報 Vol.73 No.4 p.241-243（2000）

地球温暖化を防止するため，太陽エネルギーを直接電気に変換で

きる太陽光発電が注目されている。富士電機では，結晶系に比較し

て効率は低いが，エネルギーペイバックタイムが短く，低価格化も狙

えるフィルム基板のアモルファスシリコン太陽電池の開発を進めて

いる。また，発電した直流を交流に変換するパワーコンディショナ

のシリーズ化を完了している。さらに天候に左右される欠点を補う

ため，風力発電やマイクロ水力発電と太陽光発電を組み合わせたハ

イブリッドシステムについてもシステム開発を行っている。

太陽光発電システムの現状と展望

蟹江　範雄 藤田　　満

富士時報 Vol.73 No.4 p.244-248（2000）

SCAF構造と名付けた独自の集積形直列接続構造をもつプラスチッ

クフィルムを基板に用いたアモルファスシリコン（a-Si）太陽電池

を提案し，その効率向上技術と製造プロセス技術の開発を進めてい

る。開発した量産試作ラインを用い，40 cm× 80 cmの a-Si 太陽

電池で変換効率を 9％を達成し，現在 10 ％をめざしたデバイス構

造およびプロセスの改良に注力している。また，フィールドテスト

や各種信頼性試験を通じて，これらの太陽電池の特長を生かした新

しい利用技術の開発も進めている。

アモルファスシリコン太陽電池の開発

市川　幸美 原嶋　孝一

富士時報 Vol.73 No.4 p.249-252（2000）

本システムは，太陽光発電で得た電力を用いて，貯水池に発生す

る藻類を回収・処理して湖の外に排出する一連の装置を稼動させる

システムである。このシステムは，水質保全を目的に湖面に設置さ

れた湖面設置太陽光発電設備・水質保全装置を核として，ここで回

収・処理した藻類を運搬する電動船「ひだまり」と，その充電設備

としての陸上設置太陽光発電設備の 3設備から構成されている。こ

れらは，1998年度に設置され，1999～2002年度の 4年間でその効果

の検証を東京都水道局と共同で行う予定である。

太陽光発電利用貯水池水質保全システム

山本 総一郎 小野　正敏

富士時報 Vol.73 No.4 p.253-256（2000）

太陽光発電システムは，シリコン結晶からなる太陽電池，太陽電

池出力を集める集電箱，太陽電池の直流電力を一般の交流電力に変

換するパワーコンディショナから構成されている。今回開発したパ

ワーコンディショナは，従来のトランス絶縁方式に代わるトランス

レス方式を採用し，小形化・軽量化・高効率化を図っている。本稿

では，単相出力の住宅用（200V，3.5 kW）と三相出力の産業用

（200V，10 kW）の 2種類を紹介する。

太陽光発電システム用パワーコンディショナの開発

楠本　　敏 加藤　正樹 藤本　　久

富士時報 Vol.73 No.4 p.257-260（2000）

太陽光発電システムと誘導発電機を適用したマイクロ水力発電シ

ステムを組み合わせた独立形ハイブリッドシステムにおいて，最も

経済的かつ信頼性の高いシステム構成，運転方法を確立することを

目的に，新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託を受け，ベト

ナム中部高原地方において，1997年度から2000年度までの予定で研

究を実施している。機器設計，工事などを経て，1999年 9 月にシス

テムの立上げを完了し，現在は試運転をしながら気象およびシステ

ム関連データを収集解析している。

太陽光マイクロ水力ハイブリッドシステム実証研究

大田　洋充 桜井　正博 蟹江　範雄

富士時報 Vol.73 No.4 p.261-265（2000）



Fuji Electric and Osaka Gas Co., Ltd. developed the on-site hydrogen

generator “HG-100” which produces hydrogen from town gas or propane

gas.  This equipment consists of a steam reforming unit, a reformed gas

compressor, and a pressure swing absorption unit.  The main specifica-

tions are :

(1) Output of hydrogen : 100 m3/h (normal state).

(2) Hydrogen purity : 99.999% or higher.

(3) Town gas : 35 m3/h (normal state).

Development of an On-Site Hydrogen Generator

Kokan Kubota Hideo Nishigaki

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.234-236  (2000)

Fuji Electric is developing a small methanol reforming system which

combines exothermic partial oxidation reforming and endothermic steam

reforming.  The adavantage of the combined partial oxidation reforming is

the structure made simple and compact because the catalyst heating struc-

ture is not necessary.  The evaluation of the combined partial oxidation

reforming system with an output of 60 m3/h (Normal) hydrogen proved

that the combined method had a possibility of reducing the volume per

output to about a fifth compared with the former steam reforming method.

Development of Partial Oxidation Reforming
Technology

Shunsuke Ohga Toru Kiyota Isao Nakagawa

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.237-240  (2000)

Fuji Electric is tackling improvement in cost and reliability with the

aim of commercializing on-site phosphoric acid fuel cells.  This paper

describes the present status of the reliability based on the on-site operation

results and also preventive maintenance technology according to plant

data observation system supporting improvement in reliability.  The

results of operation at more than 90 sites have been reflected and steadily

improved reliability.  Especially, the reliability of the second-generation

and subsequent fuel-cell plants has almost reached a commercial level.

Preventive Maintenance of Fuel-Cell Power Plants

Yoshihiro Oka Makoto Mikami Hideyuki Miwa

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.241-243  (2000)

To prevent global warming, photovoltaic generation capable of con-

verting solar energy directly into electricity attracts attention.  Fuji

Electric has been developing film-substrate, amorphous-silicon solar cells

which has lower efficiency than crystal silicon cells, but the time in which

the production energies of PV cell are withdrawn is short, and it is possi-

ble to aim at making a low price.  Also, we have completed a series of

inverters to convert generated DC into AC.  In addition, to reduce the

influence of weather, we are developing a hybrid system in which photo-

voltaic generation is combined with wind power or micro hydropower

generation.

Present Status and Trends of Photovoltaic
Generation Systems

Norio Kanie Michiru Fujita

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.244-248  (2000)

Fuji Electric proposed an original monolithic series-connection struc-

ture for amorphous-silicon (a-Si) solar cells “SCAF” and has developed

a-Si-based solar cells with plastic-film substrates.  On the basis of funda-

mental studies of fabrication technologies, we have constructed a proto-

type mass-production line for 40 cm× 80 cm SCAF solar cells and

attained a conversion efficiency of 9%.  Currently, the device structure

and process technology are under improvement to reach 10% efficiency.

Application technology for a-Si solar cells is also under development

through field and durability tests.

Development of Amorphous-Silicon Solar Cells

Yukimi Ichikawa kouichi Harashima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.249-252  (2000)

This system operates a series of equipment to collect, treat, and dis-

charge out the algae that grow in a reservoir.  It consists of three pieces of

equipment : the photovoltaic generation and water quality preservation

system as the core installed on the surface of a reservoir with the aim of

preserving water quality, the electric ship “Hidamari” to transport algae

collected and treated by the above-mentioned system, and the photo-

voltaic generation system installed on shore to charge the ship.  It was

installed in fiscal 1998 and is scheduled to be evaluated in cooperation

with the Bureau of Waterworks, Tokyo Metropolitan Government for four

years from 1999 to 2002.

Photovoltaic System for Preserving Reservoir Water
Quality

Souichirou Yamamoto Masatoshi Ono

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.253-256  (2000)

A photovoltaic power generation system consists of solar cells made

of silicon crystals, a current collector for photovoltaic power, and a power

conditioner to convert photovoltaic DC into power frequency AC.  The

newly developed power conditioner is not of a conventional transformer-

insulating type but of a tranformerless type, and is improved in size,

weight, and efficiency.  This paper describes two types of power condi-

tioners with a single-phase 200 V, 3.5 kW output for home use and a

three-phase 200 V, 10 kW output for industrial use.

Advanced Power conditioner for Photovoltaic
Generating Systems

Satoshi Kusumoto Masaki Kato Hisashi Fujimoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.257-260  (2000)

A demonstrative research on an independent hybrid system with pho-

tovoltaic power generation and micro hydropower generation combined,

sponsored by New Energy and Industrial Technology Development

Organization, is implemented in the middle highland of Vietnam from fis-

cal 1997 to 2000.  It aims at optimizing the system configuration and

operations from the point of view of reliability and cost.  The system was

completed in September 1999, and now data related to weather conditions

and system operation are being collected and analyzed.

Demonstrative Research on a Hybrid System Using
Photovoltaic Power and Micro Hydropower
Generation

Hiromitsu Ota Masahiro Sakurai Norio Kanie

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.4 p.261-265  (2000)
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東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：電機システムカンパニー 環境システム事業部 電話（03）5435-7183

”クリーンエネルギー”太陽光発電

今，屋根や壁面にフィルム基板アモルファス
シリコン太陽電池が注目されています。

富士電機のパワーコンディショナは

安全性に配慮しながら小形・軽量

化と高効率を実現しています。
フィルム基板アモルファスシリコン太陽電池

富士電機は，フィルム状のため原料が少なくてすみ，大面

積化・量産化に適したアモルファスシリコン太陽電池の開

発を進めています。

また，パワーコンディショナを取りそろえ，各種太陽電池

に対応した一般住宅用や産業・公共用の系統連系システム，

山小屋や離島などの独立電源システムなどの開発にも積極

的に取り組んでいます。

富士電機の太陽光発電システム

住宅用パワーコンディショナ
PVHplus3.5

産業用パワーコンディショナ
PVIplus10
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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新エネルギー（燃料電池・太陽光）特集

本誌は再生紙を使用しています。
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