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外部からの加湿が不要な外部からの加湿が不要な外部からの加湿が不要な外部からの加湿が不要な

固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池
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生活基盤の多くを石油などの生活基盤の多くを石油などの生活基盤の多くを石油などの生活基盤の多くを石油などの化石資源化石資源化石資源化石資源に依存に依存に依存に依存

・二酸化炭素の排出による地球温暖化・二酸化炭素の排出による地球温暖化・二酸化炭素の排出による地球温暖化・二酸化炭素の排出による地球温暖化

・資源の枯渇・資源の枯渇・資源の枯渇・資源の枯渇 → 石油価格の上昇石油価格の上昇石油価格の上昇石油価格の上昇

技術背景技術背景技術背景技術背景
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水素と酸素を燃料とし，水素と酸素を燃料とし，水素と酸素を燃料とし，水素と酸素を燃料とし，排出物が水のみ排出物が水のみ排出物が水のみ排出物が水のみであるであるであるである

“燃料電池”が注目されている“燃料電池”が注目されている“燃料電池”が注目されている“燃料電池”が注目されている

クリーンなエネルギーシステムとして，クリーンなエネルギーシステムとして，クリーンなエネルギーシステムとして，クリーンなエネルギーシステムとして，

http://www.eneos.co.jp/company2/press
/2009_2010/20091001_01_0794529.html

ENEOS エネファームエネファームエネファームエネファーム

技術背景技術背景技術背景技術背景

燃料電池車（トヨタ燃料電池車（トヨタ燃料電池車（トヨタ燃料電池車（トヨタMIRAI））））
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リン酸形
（ＰＡＦＣ）

溶融炭酸塩形
（ＭＣＦＣ）

固体電解形
（ＳＯＦＣ）

固体高分子形
（ＰＥＦＣ）

電解型 リン酸水溶液
リチウム・ナトリウム系炭酸塩
リチウム・カリウム系炭酸塩

ジルコニア系
セラミックス

高分子膜

作動温度 ２00℃ ６５０℃～７００℃ ９００℃～１０００℃ ７０℃～９０℃

燃料
天然ガス（改質）
メタノール（改質）

天然ガス（改質）
石炭ガス化ガス

天然ガス（改質）
石炭ガス化ガス

天然ガス（改質）
水素

メタノール（改質）

発電効率
（ＨＨＶ）

３５％～４２％程度 ４５％～６０％ ４５％～６５％
改質ガスを用いた場合

３０％～４０％

特徴 ほぼ商用化段階
高発電効率

内部改質が可能
高発電効率

内部改質が可能

低温で作動
高エネルギー密度
移動用電源および

小容量電源に適している

日本の
主な開発メ

ーカー

東芝
富士電機
三菱電機

ＩＨＩ
日立製作所
三菱電機

三菱重工
富士電機
ＴＯＴＯ

東芝
三菱電機
三洋電機
トヨタ
ホンダ

松下電器
三菱重工
富士電機

燃料電池の種類と特徴

http://www.nyu.co.jp/nen/nen1/nen01.htm
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http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html

固体高分子形燃料電池
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固体高分子形燃料電池

（教材）
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燃料電池の分解図

触媒層＋ガス拡散層

集電板集電板集電板集電板
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http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html

固体高分子形燃料電池
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セルスタック

セル単体を積み重ねたものセル単体を積み重ねたものセル単体を積み重ねたものセル単体を積み重ねたもの

直列に接続することで，高い電圧と，大きな電力が得られる直列に接続することで，高い電圧と，大きな電力が得られる直列に接続することで，高い電圧と，大きな電力が得られる直列に接続することで，高い電圧と，大きな電力が得られる

http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html
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触媒の白金が高価なため，

燃料電池の値段を安くする
のが困難

白金に代わる，安価な触媒の開発が必要！

従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点
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http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html

発電によって

水が生成

：余剰水は排除

従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

触媒層・ＧＤＬ・

ガス流路の閉塞

：フラッディング・

プラッギング
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http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html

膜の乾燥：

ドライアウト

従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

適度な水分が

必用
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電解質膜

：加湿

触媒層・ＧＤＬ

：排水

http://www.osakagas.co.jp/rd/fuelcell/pefc/pefc/index.html

燃料電池内部の水分の

コントロールが必要！

膜の乾燥：ドライアウト

触媒層・ＧＤＬ・

ガス流路の閉塞

：フラッディング・

プラッギング

従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点
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従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

高分子膜を加湿するため（ドライアウト発生を抑制するため）

ガス加湿器を設置

ガス加湿器がなくなれば更なる小型化が可能

http://www.honda.co.jp/tech/auto/environment/fcx/
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ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型サーペンタイン型サーペンタイン型サーペンタイン型サーペンタイン型

排水性に優れる 保水性に優れる

リブの位置を変えることでサーペンタイン型流路とストレート型流路をリブの位置を変えることでサーペンタイン型流路とストレート型流路をリブの位置を変えることでサーペンタイン型流路とストレート型流路をリブの位置を変えることでサーペンタイン型流路とストレート型流路を

任意に選択できる任意に選択できる任意に選択できる任意に選択できる可変ガス流路可変ガス流路可変ガス流路可変ガス流路

（特許（特許（特許（特許 第第第第5234461号）号）号）号）

従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

スタック化した際，各セルのガス流路を

独立して制御しなければならない．

可変ガス流路可変ガス流路可変ガス流路可変ガス流路
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従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

電解質膜の保湿にガス流路の切り替えを利用するもの

が提案されている

水分を含んだ排出空気を再度供給して利用するもの

排出空気の再循環機構が必用
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リブに調湿効果を持たせた新たな水分制御法の提案リブに調湿効果を持たせた新たな水分制御法の提案リブに調湿効果を持たせた新たな水分制御法の提案リブに調湿効果を持たせた新たな水分制御法の提案

リブリブリブリブ

排水性，保水性の良い素材排水性，保水性の良い素材排水性，保水性の良い素材排水性，保水性の良い素材

多孔質構造体多孔質構造体多孔質構造体多孔質構造体

カソード側カソード側カソード側カソード側ガス流路を構成するリブガス流路を構成するリブガス流路を構成するリブガス流路を構成するリブ

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴
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空気（酸素）極側のガス流路を高い調湿性を持つ珪藻土の

ような素材で製作し，固体高分子形燃料電池の発電時に生

成した水を貯めずに排出または電解質膜の保湿に利用する

ものであり，空気の供給排出を一定時間毎に正逆切り替え

ることにより発電効率が安定して高く維持できる．

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴

Air  OUT

Air  IN

Air  IN

Air  OUT
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http://www.ecoqueen.com/about/keisoudo.html

珪藻土の顕微鏡写真 孔の中に更に様々なサイズの無数の孔孔の中に更に様々なサイズの無数の孔孔の中に更に様々なサイズの無数の孔孔の中に更に様々なサイズの無数の孔

珪藻土珪藻土珪藻土珪藻土

拡大

珪藻珪藻珪藻珪藻

単細胞の植物性プランクトン
孔を持つガラス（珪酸質）の殻で孔を持つガラス（珪酸質）の殻で孔を持つガラス（珪酸質）の殻で孔を持つガラス（珪酸質）の殻で
包まれている包まれている包まれている包まれている

珪藻の顕微鏡写真

化石化化石化化石化化石化

二酸化ケイ素（二酸化ケイ素（二酸化ケイ素（二酸化ケイ素（SiO2）が主成分）が主成分）が主成分）が主成分

自律的な吸放湿を半永久的に行う自律的な吸放湿を半永久的に行う自律的な吸放湿を半永久的に行う自律的な吸放湿を半永久的に行う
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珪藻土，紙，PVAスポンジの
排水性および吸水性を比較

乾燥実験乾燥実験乾燥実験乾燥実験 ・・・・ 吸水実験吸水実験吸水実験吸水実験

http://soil-isurugi.jp/product/detail/coaster.html

珪藻土（コースター）
http://www.aion-kk.co.jp/products/pva/

PVAスポンジ
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0[sec] 360[sec]

0[sec] 360[sec] 1560[sec]

0[sec] 360[sec] 1560[sec] 2220[sec]

珪藻土珪藻土珪藻土珪藻土

PVA

スポンジスポンジスポンジスポンジ

紙紙紙紙

実験方法実験方法実験方法実験方法 ：：：： 環境温度環境温度環境温度環境温度25℃℃℃℃でででで40℃℃℃℃のヒーターの上に十分に時間を置いたのヒーターの上に十分に時間を置いたのヒーターの上に十分に時間を置いたのヒーターの上に十分に時間を置いた
試料（試料（試料（試料（φφφφ30[mm]，，，，厚さ厚さ厚さ厚さ1.5[mm]）に水を）に水を）に水を）に水を0.05[ml]落とし，落とし，落とし，落とし，
乾燥の様子を熱画像装置で観察し，乾燥時間を測定乾燥の様子を熱画像装置で観察し，乾燥時間を測定乾燥の様子を熱画像装置で観察し，乾燥時間を測定乾燥の様子を熱画像装置で観察し，乾燥時間を測定

乾燥実験乾燥実験乾燥実験乾燥実験

dry                    wet
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珪藻土珪藻土珪藻土珪藻土 PVA

スポンジスポンジスポンジスポンジ

紙紙紙紙

吸水実験吸水実験吸水実験吸水実験

実験方法実験方法実験方法実験方法 ：：：： 同体積の帯状の試料（同体積の帯状の試料（同体積の帯状の試料（同体積の帯状の試料（25[mm]，，，，10[mm]，，，，1.5[mm]）に水を）に水を）に水を）に水を0.05[ml]
吸わせ，その吸い上げ高さを熱画像装置で観察し測定吸わせ，その吸い上げ高さを熱画像装置で観察し測定吸わせ，その吸い上げ高さを熱画像装置で観察し測定吸わせ，その吸い上げ高さを熱画像装置で観察し測定

珪藻土珪藻土珪藻土珪藻土 紙紙紙紙 PVAスポンジスポンジスポンジスポンジ

乾燥時間乾燥時間乾燥時間乾燥時間 360[sec] (1) 1560[sec] (1/4倍倍倍倍) 2220[sec] (1/6倍倍倍倍)

吸水高さ吸水高さ吸水高さ吸水高さ 40[mm] (1) 20[mm] (2倍倍倍倍) 10[mm] (4倍倍倍倍)

珪藻土は乾燥性，吸水性共に優れている珪藻土は乾燥性，吸水性共に優れている珪藻土は乾燥性，吸水性共に優れている珪藻土は乾燥性，吸水性共に優れている
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新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴

・ガス流路を調湿性の高い素材（珪藻土等）で出来

ている．

・ガス流路が調湿性の高い素材であるため，必要な

加湿と余剰生成水の除去の機能をガスの入口出口

の切り替えのみで達成することができる．

・加湿が必要な場合も内部の反応で生成される水分

を利用することで加湿器を省くことができる．
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固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池固体高分子形燃料電池

Anode Cathode

MEACurrent collectorGasket

H2in

H2out

Separator

Air in

Air out

Movable rib

40

40

t=1.5

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴

珪藻土板珪藻土板珪藻土板珪藻土板
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・発電環境温度は・発電環境温度は・発電環境温度は・発電環境温度は22℃℃℃℃一定．一定．一定．一定．

・燃料ガスは無加湿．・燃料ガスは無加湿．・燃料ガスは無加湿．・燃料ガスは無加湿．

・水素・水素・水素・水素0.1[L/min]，空気，空気，空気，空気0.2[L/min]一定で供給．一定で供給．一定で供給．一定で供給．

実験条件実験条件実験条件実験条件

実験システム実験システム実験システム実験システム
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ガスの入口出口の切替え（実施例）ガスの入口出口の切替え（実施例）ガスの入口出口の切替え（実施例）ガスの入口出口の切替え（実施例）
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ガスの入口出口の切替えガスの入口出口の切替えガスの入口出口の切替えガスの入口出口の切替え
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電流密度：電流密度：電流密度：電流密度：125[mA/cm2]
10分毎にガスの入口出口を切替え回転分毎にガスの入口出口を切替え回転分毎にガスの入口出口を切替え回転分毎にガスの入口出口を切替え回転

出力の時間変化出力の時間変化出力の時間変化出力の時間変化

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴
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ガスの入口出口を切替えることでガスの入口出口を切替えることでガスの入口出口を切替えることでガスの入口出口を切替えることで

出力の低下が抑えられ，出力が安定している出力の低下が抑えられ，出力が安定している出力の低下が抑えられ，出力が安定している出力の低下が抑えられ，出力が安定している
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(a) Before switching (b) After switching

(c) Switching (10 hr)

(d) No-switching (10 hr) 

カソード側水分分布カソード側水分分布カソード側水分分布カソード側水分分布

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴

in

out

out

in

水が増える水が増える水が増える水が増える

水が減る水が減る水が減る水が減る

水が観察できない水が観察できない水が観察できない水が観察できない
ドライアウトドライアウトドライアウトドライアウト

適度に水が存在適度に水が存在適度に水が存在適度に水が存在
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実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題

• 実用化に向けて，広範囲な運転（環境）条件
でのデータを収集し，最適な構造および最適
稼動条件の設定を行う．

• 実用化に向けて，ガスの入口出口切替機構，
スタック化の具体的な検討を行う．
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企業への期待企業への期待企業への期待企業への期待

• 調湿効果をもつ多孔質構造素材の成形技術
（強度，精度等）

試作ではうまくいっているが，量産において，強度・精度を

確保することについて企業様と共同開発したい．

• スタック化技術の共同開発
量産について企業様と共同開発をしたい．シールの問題解

決に詳しい企業様と共同開発したい．



32

本技術に関する知的財産権本技術に関する知的財産権本技術に関する知的財産権本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：固体高分子形燃料電池
• 出願番号 ：特願 2015-095689
• 出願人 ：国立大学法人九州工業大学

• 発明者 ：谷川洋文，鶴田隆治
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ＴＥＬ 093-884-3499

ＦＡＸ 093-884-3531
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