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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。
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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

70

60

50

40

30

20

10

0
1,0008006004002000

運転時間（h） 

試験条件（1）容器 ：スケールアップ単管（φ43×L360） 
　　　　（2）部分酸化率：25％ 
　　　　（3）S/C ：1.15 
　　　　（4）起動回数 ：45回（およそ1回/日，約30分停止後起動） 

ガ
ス
濃
度
（
％
）
 

500

400

300

200

100

0
1,0008006004002000

運転時間（h） 
（a）改質ガス組成の経時変化 （b）触媒層温度の経時変化 

温
　
度
（
℃
）
 

H2 
CO2 
N2 
CO

10 
30 
70 
320

触媒層入口からの距離（mm） 

図５　改質性能の経時変化



部分酸化改質技術の開発

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。
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図７　部分酸化併用改質器の外観
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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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