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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

燃料電池発電装置の予防保全技術

241（37）

岡　　嘉弘（おか　よしひろ） 三上　　誠（みかみ　まこと） 三輪　英幸（みわ　ひでゆき）

100

80

60

40

20

0
1999年 
上期 

1998年 
下期 

1998年 
上期 

1997年 
下期 

稼動率＝（運転時間/運転可能時間）×100（％） 

稼
動
率
（
％
）
 

第
一
世
代
機
 

第
二
世
代
機
 

第
一
次
商
品
機
 

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 
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21,273 

14,588
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11 　 

  2 　 
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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）
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30,000h未満 

（台） 
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1（1） 
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0　 

6（3）　 
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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） 
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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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