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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
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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
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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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