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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
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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
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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
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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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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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