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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）

りん酸形燃料電池の開発

215（11）

瀬谷　彰利（せや　あきとし） 原田　　孝（はらだ　たかし）

セパレータ 

燃料極リブ付板 

燃料極基材 

燃料極触媒層 

電解質層（マトリックス） 

ガスシール構造 

空気極触媒層 

空気極基材 

空気極リブ付板 

セパレータ 空気通路 

燃料ガス通路 

ガスシール構造 

燃
料
極 

空
気
極 

図１　単セル構造模式図
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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。
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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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図３　セル面内りん酸量分布の経時変化シミュレーションの結果
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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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図４　ショートスタック平均セル電圧の経時変化



りん酸形燃料電池の開発

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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