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水素と空気中の酸素を化合させると、有用なエネルギーが

放出されます。燃料電池は、非常に効率よく制御されたプ

ロセスで水素を電気に変換し、その反応の際に発生した熱

もまた利用できるのです。水素は自然界に純粋な形では存

在しないため、再生が可能なエネルギーから作った電気を

利用した水の電気分解、生物由来燃料や化石燃料の改質

（リフォーミング）などにより、化合物から純水素を取り出

す必要があります。研究者やエンジニアは、水素技術を利

用してゼロ・エミッションのエネルギーを取り出すために

長年努力を重ねてきました。

フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所(ISE)の

水素技術部門は、水素生産および水素を電気に変えるため

の最新テクノロジーの研究を進め、パートナーの企業や大

学と協力して、経済的で環境にやさしいエネルギー経済に

役立つ水素システムの一式、および独立したコンポーネン

トを開発しています。

当研究所では液体燃料または気体燃料の変換に使用する改

質器（リフォーマー）や、電気分解によって発生した水素

を電気に変換するための電解装置(最高2kW)を製造してい

ます。その際に使う高分子電解質膜(PEM)をベースにした

燃料電池は、「効率がよい」「環境にやさしい」「騒音がない」

「保守が簡単」などの長所があり、ポータブルなエネルギー

源に好適です。私たちはまた、冷暖房に水素の触媒変換を

利用する研究も進めています。

燃料電池システムおよびコンポーネントと同時に、当研究

所はさらに高レベルのシステム統合の研究を続けており、

パワーコンディショニングや安全工学を含めた電子部品の

設計・開発に取り組んでいます。水素供給スタンド、さら

に電気エネルギー、熱エネルギーを同時に生産する燃料電

池によるコージェネレーションプラント、分離して使用で

きる独立した電源、ポータブルなエネルギー源として利用

できるマイクロシステムなど、市場性のある水素ビジネス

を支える基礎はすでに出来上がっているのです。

電力自給ソーラー・ハウス・プロジェクト（1992-95年）。太陽

熱発電、太陽光発電装置を備えている。また、燃料電池、電解

装置、水素タンク、酸素タンクを含む水素システムおよび電池

から成る電気エネルギー貯蔵装置、さらに水素を利用した空気

の予備加熱装置、水素調理器がある

ノートパソコンに組み込まれた燃料電池システム

写真は韓国のLG Caltexの委託によるプロトタイプ



高純度の水素と酸素は、電気分解によって効

率よく取り出せます。そこで私たちは高分子

電解質膜(PEM)を使った電解装置を開発しま

した。

水素は、水力、風力、太陽エネルギーなどの

再生が可能なエネルギーを使って作り出せる

ものです。当研究所は、そのためのシステム

一式を提供し、またコンサルティングを行っ

ています。システム稼動の信頼性を高めるた

め、電源と排ガスにはバイポーラ・プレート

を用い、膜は最適の触媒化合物でコーティング

しました。電解装置には取水口と処理ユニット、

ガス分離、ガス乾燥、貯蔵コンポーネント、

安全工学が含まれており、全体で水素システ

ムを構成します。水素を一時的に貯蔵するた

めには、運転圧が最高30barの加圧電解装置

を使用しています。

PEM電解装置は、実験や医療工学分野におい

て、また燃料電池を利用する際に、水素や酸

素を作り出すのに適しています。水素生成能

力は数 Nl/hから数 Nｍ３/ｈの範囲です。

フラウンホーファー太陽エネルギーシステム

研究所(ISE)は、スチームリフォーミングや自

熱的リフォーミング、気体および液体の炭化

水素を部分酸化するためのコンパクトユニッ

トを開発・製造しています。リフォーマーは、

発電所、家庭や企業、船舶、車両さらには航

空機内でも利用でき、一方炭化水素のエネル

ギー密度が高いマイクロリフォーマーはポー

タブルです。

燃料電池は、純粋な水素が手に入らない場合

でも、簡単に得られる燃料から触媒を使って

水素を取り出すことで使用できます。当研究

所は、天然ガス、ガソリン、ディーゼル油、

灯油または燃料油などの化石燃料のPEM燃料

電池システム内でのリフォーミングに加え、

自治体の下水や都市ゴミから発生するガス、

メタンガス、バイオアルコール、菜種油、木

材などのバイオ燃料を使った再生可能なエネ

ルギー源の研究をしています。

私たちは、お客様の個別のニーズに合わせた

コンポーネントおよびシステム一式(リフォー

マー、ガスプロセス、コントロールシステム、

安全工学を含む)を供給しています。
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ミニ電解装置による水素生成固体酸化物燃料電池(SOFC、パワー25kW、脱硫装置付)用ケロ

シン（灯油）リフォーマー

ミニPEM燃料電池内の温度分布（始動時）

燃料電池は、効率がよく、信頼性も高く、ま

た環境への負担が小さいため、分散型エネル

ギー供給に最適です。

当研究所では、ポータブルシステムや定置シ

ステム用の膜燃料電池の研究に力を入れてき

ました。お客様のご要望に応じて、水素また

はメタノールを使った燃料電池システムを開

発し、さらに電気化学、熱力学、コンピュー

タ流体力学のシミュレーションによる最適化

を図っています。また、こうしたシミュレー

ションモデルを検証するために、さまざまな

装置を使って実験を重ねています。

私たちは、耐用年数の延長、つまり劣化を最

小限に抑え、一酸化炭素汚染に対する耐性を

高めることに研究の重点を置いてきました。

それが、リフォーマーから製品ガスを直接供

給できる燃料電池の開発につながったのです。

当研究所は、フラウンホーファーの他の研究

所と共に、それぞれの使用目的に応じたシス

テムソリューションを開発し、コンサルティ

ングサービスを提供しています。



最適な水素システムの設計の基礎となるのは、

顕微鏡レベルでの物理、化学および電気化学

的な反応に関する学問的な研究です。

当研究所は、リフォーマーテクノロジーの分

野で、システムの利用法およびそれぞれの燃

料に適応した触媒テストを個別に行い、さま

ざまな触媒の構造とキャリアを評価していま

す。評価は、バルク材ではペレットのサイズ

を変え、ハニカム構造の材料ではハニカム形

状を変えて行います。

また、工程設計の絶え間ない改善を図るため

に、シミュレーションツールを導入して詳細な

理論モデルを開発しました。シミュレーション

結果と研究実験結果を比較することで、工程

設計の信頼性を確実なものにします。

PEM燃料電池またはPEM電解装置の中心とな

るのは膜電極アセンブリ(MEA)です。当研究

所は、純粋な触媒あるいは基質触媒により膜

をコーティングし、またMEAの特性検査には、

インピーダンス分光技術を用いて場所を変え

て行う測定をしています。

世界の隅々にまで浸透している電子機器。そ

の増え続けるエネルギー需要に対応するため

には、革新的なコンセプトが必要です。携帯

電話、ノートパソコン、携帯情報端末、オフ

グリッドでの測定、信号システムなどの分野

において、信頼性の高いミニ電源が求められ

ています。

私たちは、200Wまでの範囲の電池や蓄電池

の代用、あるいは補充用として水素やメタノー

ルを使う膜燃料電池を開発しました。

電源は燃料電池蓄電装置から分離しているた

め、システムに必要な仕様に理想的な形で適

応させることができます。燃料電池はモジュー

ル化されており、柔軟な設計が可能です。ま

た、当研究所はコンピューターシミュレーショ

ンや実験結果に基づいて、空気取入口、燃料

取入口、熱回収、水管理部分の電子制御装置

を始め、高性能DC/DC変換器を開発しました

（「分散型独立電源」をご参照ください）。
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場所を変えてキー・パラメーターを測定するための電池天然ガスから6 Nｍ３/ｈの水素を生成する

スチーム・リフォーマー

長期測定装置で集中的にテストを繰り返すこ

とにより、燃料電池のシステム管理の継続的

な改善が可能になります。多岐にわたる特性

検査オプションによって、さまざまな運転条

件で個々の燃料電池の反応を観察することが

できるのです。標準的なテスト手順のほかに、

電流密度、抵抗、温度などのキー・パラメー

ターを、場所を変えて測定するための試験電

池も開発しました。

燃料電池システムの安全設計と構造は、詳細

なシミュレーション計算に基づいています。

CFD（数値流体力学）プログラムを使い、場

所に関係する電流密度、酸素分圧、アノード

側とカソード側それぞれにおける流速、温度、

膜湿度などを組み合わせたパラメーターをモ

デル化しているのです。制御システムは、ダ

イナミック・シミュレーション・モデルを使っ

て設計しています。

システムコンポーネントを含むミニ燃料電池システム(10W)

のパッケージング



革新的な家庭用エネルギー供給

燃料電池は環境にやさしく、効率のよいプロ

セスで水素から電気を作り出すことができま

す。さらにこのプロセスで生じる熱は、電池

の外部で暖房に使えます。当研究所は天然ガ

スから水素を取り出すリフォーマーを開発し

ました。私たちが設計したシステムは 1～2

kWelのもので、プロセスの第1段階である改

質用反応器では、天然ガスと蒸気を変換する

ことにより水素を多く含む混合ガスを発生さ

せ、下流にある2つの触媒反応器では、残りの

一酸化炭素(体積比10%)を二酸化炭素と水素

に変換します。一酸化炭素は、精製（たとえ

ば一酸化炭素の選択的酸化など）により、

ppm単位にまで減少できます。このプロセス

を経ることで、ガスの品質は膜燃料電池で利

用できるまでに高められるのです。制御シス

テムを備える燃料電池によるコージェネレー

ションプラントは、遠隔操作が可能なため、

経済的にも、また環境の観点からも運用の最

適化を図ることができます。

1992年の｢電力自給ソーラー・ハウス｣プロジェ

クトにおいて、フラウンホーファーISEは、燃

料電池を小型のコージェネレーション・プラ

ントとして初めて世界各地に設置しました。

太陽エネルギーから作り出された水素が、建

物の電気や暖房用のエネルギー源として利用

されました (2ページの写真参照)。

燃料電池を搭載した電気自動車

1997年、当研究所は太陽エネルギーから取り

出した水素を使うことで、完全に再生が可能

な初めての車両用エネルギー源を製造しまし

た。この車両はTÜV（ドイツ技術検査協会）

の認定を受け、燃料電池を動力源とする最初

の車両となりました。
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ビデオカメラ用マイクロ燃料電池

当研究所が中心となって進めたフラウンホー

ファー・マイクロ燃料電池のデモ・プロジェ

クトの一環として、最新のビデオカメラの充

電池を燃料電池システムに置き換えた製品を

発表しました。それは８Vの電圧で10Wの電

力が得られるものでした。15枚のバイポー

ラ・プレートを重ねて接着し、水素は、制御

された状態で水素化物を貯蔵するカプセルか

ら、また、酸素は周囲の空気を単純に循環さ

せることで十分に供給できました。フラウン

ホーファー・マイクロ燃料電池プロジェクト

では、7つのフラウンホーファー研究所から参

加したパートナーが、ポータブルなマイクロ

燃料電池をベースにした革新的な電源システ

ムを開発しました。ここでは、システムシミュ

レーション、電子部品や制御部品、材料開発、

生産・組立技術の分野で、最新の開発が検討

されているのです。

切り替え可能なウィンドウ用ミニ電解装置

水素を多く含むキャリアガスが酸化タングス

テンの層と反応すると、ガスクロミック窓の

光透過率が低下します。この色をなくすため

にキャリアガスに酸素が加えられます。酸素

が水素と反応して水が生成されるので、ウィ

ンドウが再び透明になるのです。水は次の電

気分解の段階で利用できますが、当研究所は、

この工程のためにウィンドウフレームに組み

込める、水素生成率4.2 Nl/h、18Wの「ミニ電

気分解ユニット」を開発しました。

デジタルビデオカメラ用の10Wの燃料電池システム。フラウ

ンホーファー・マイクロ燃料電池プロジェクトの一環として

開発された

電解装置、加圧水素貯蔵装置、燃料電池車で構成されるソー

ラー水素発電システム

ガスクロミック窓に使えるミニ電解装置

燃料電池によるコージェネレーション・プラントの

デモシステム
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1.2Wの平面燃料電池。3つの燃料電池の直列接続にはプリン

ト基板テクノロジーが用いられている

出力密度 1 W/cm3のマイクロ燃料電池。フライブルク大学のマ

イクロシステム技術研究所IMTEKとの共同開発

表紙写真(左から)：

液体燃料リフォーミング用のハニカム触媒

PEM電解装置の乾燥ユニット

デジタルビデオカメラの電源としてのPEM燃料電池システム

www.ise.fhg.de

www.h2-ise.com

www.microenergy-technology.com

シーメンスの燃料電池を用いた3.3 kWelの燃料電池スタックの

テストスタンド


