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  三菱日立パワーシステムズ(株)（MHPS）は，商用機に向けた SOFC（Solid Oxide Fuel Cell）

-MGT（Micro Gas Turbine）ハイブリッド実証機のプロトタイプを九州大学へ納入し，実証運転を

実施している。本ハイブリッド実証機は，九州大学がグリーンアジア国際戦略総合特区にて実施

している“スマート燃料電池社会実証”向けとして納入され，実証運転は，九州大学と MHPS の共

同研究として実施している。本稿では，ハイブリッド実証機の概要と運転実績及び今後の計画を

紹介する。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

地球温暖化抑制のための CO2 排出量削減と，現代社会に不可欠な電力の安定供給を両立さ

せていくためには，火力発電等の集中電源により構築された高度な電力網に，高効率な分散電

源や再生可能エネルギー等の新エネルギーを，質・量ともに合理的にエネルギーミックスを進め

ていく必要がある。また，地球規模でのエネルギー資源の保全のためにも，高効率発電システム

を開発し，早期普及させることにより，化石燃料を徹底して有効活用することが必須かつ急務の

課題となっている。 

MHPS は，数百 kW 級の中容量分散型電源から，経済産業省主催の“次世代火力発電の早期

実現に向けた協議会”で示された大規模集中電源用のガスタービン燃料電池複合発電（GTFC：

Gas Turbine Fuel Cell combined cycle）や石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC: Integrated coal 

Gasification Fuel cell Combined Cycle）に及ぶまで，非常に広い出力レンジで高効率が期待でき

る SOFC 複合発電システムに着目し開発を進めてきた。中容量分散型電源としての SOFC と

MGT を組み合わせたハイブリッドシステムは，2017 年度以降の本格的な市場投入に向けて取り

組んでおり，実証機を九州大学に納入した。 
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|2. 九州大学スマート燃料電池社会実証 

九州大学は，伊都キャンパス（福岡市西区）に，SOFC の本格普及につなげる産学連携の推進

を目的に“次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC）”を設立し，グリーンアジア国際

戦略総合特区“スマート燃料電池社会実証”での実証研究や，関連する SOFC の性能・耐久性・

信頼性の向上のための基盤研究を進めている。 

“スマート燃料電池社会実証”は，数 kW 級の業務用と数 100kW 級の業務用産業用燃料電池

を対象として 2014 年度に公募され，業務用産業用燃料電池において，MHPS はハイブリッドシス

テム実証機にて応募し，受注した。 

伊都キャンパスには燃料電池の他に，水素エネルギー関連の機器が多数設置，実証，展示さ

れており多くの見学者が来学している。 

|3. SOFC-MGT ハイブリッドシステムの開発 
本ハイブリッドシステム実証機に先立ち，2014 年９月まで実施した国立研究開発法人 新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業“円筒形 SOFC-ガスタービンハイブリッドシステム

の実用化に向けた運転技術実証”において，連続発電時間 4 100ｈ，累積運転時間 5 067ｈの発

電試験を実施し，電圧低下率 ０％/1 000ｈを確認した。また，起動及び負荷上昇において良好に

自動制御できていること，異常時を想定した非常停止試験を行い安全かつ確実に停止することを

確認している。 

MHPS は上記の成果を反映しつつ，分散電源として SOFC-MGT ハイブリッドシステムを市場投

入していくために，市場ニーズを踏まえたシステムコンパクト化を狙って，高出力密度のセルスタ

ックを開発し（10 式セルスタック⇒15 式セルスタック），コンパクトな 15 式システムを検討してきた。

以下にその概要を示す。 

3.1 円筒形 SOFC の構成 

円筒形SOFCの発電要素であるセルスタックの構造を図１に示す。高強度のセラミックス製の構

造部材である基体管の外表面に，発電反応を行う素子（燃料極/電解質/空気極の積層体）を形

成し，電子導電性セラミックスのインターコネクタで素子間を直列に接続している。これによりセル

スタックから低電流で高電圧の電気出力を効率よく取り出すことができる。このセルスタックを束ね

て数十 kW の電気出力とし，支持部材，燃料・空気の供給／排出，電流の取り出しの機能を持た

せてカートリッジを構成している。カートリッジを必要な容量だけまとめて圧力容器の中に入れたも

のがモジュールであり，このような階層構造を採ることで，据付けやメンテナンス性に優れたシステ

ムとしている（図２）。そして，この SOFC の加圧モジュールと MGT を組み合わせることによって，

SOFC ハイブリッドシステムを実現している。 

 

図１ セルスタックの構造 
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図２ モジュールの構成 

 

3.2 15 式セルスタック・カートリッジ・システムの開発 

三菱重工技報 Vol.52 No.2(1)にて示した通り，MHPS では，独自に高性能のセルスタックの開発

を行ってきた。15 式のセルスタックでは，電極と電解質の界面等を改良し，10 式に比べ更に 50％

の出力密度の向上を図っており，体積当りの出力密度を更に増加させている（図３）。 

カートリッジの高密度化にも取り組んでいる。セルスタックの密充填化に伴い発熱密度が増加

するが，カートリッジの伝熱・冷却設計を行い，伝熱特性を制御し発電部及び発電部前後での熱

交換部で従来どおりの伝熱量を確保している。また，セルスタックを小径長尺化することで，体積

当りの出力密度を増加させている。 

 

 

図３ 円筒形 SOFC セルスタック 

 

実証機へ搭載する 15 式カートリッジの事前検証として，東京ガス(株)千住テクノステーションに

カートリッジ 1 基を設置して試験を実施した。長期耐久性試験に加え，ガス条件を変化させたパラ

メータ試験，及び非常停止試験を完了し，耐久性試験では 1000 時間以上安定した発電状態の

継続を確認した（図４）。 

 

 

図４ 15 式カートリッジ検証 

 

上記開発により，円筒セルスタックを細径・長尺化するとともに充填密度を高めることで，15 式

システムでは設置面積を 40 パーセント強，小さくすることを可能とした（図５）。 
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図５ 15 式セルスタック・カートリッジ・システムの開発 

|4. 主な仕様とシステム・電力系統 

4.1 主な仕様・特長 

九州大学へ納入した SOFC-MGT ハイブリッドシステム実証機は，15 式システムを採用した初

の実証機で，商用機仕様に向けたハイブリッドシステム実証機のプロトタイプである。主な仕様を

表１に，内部構造図を図６に示す。MGT は(株)トヨタタービンアンドシステムの製品を採用してい

る。各仕様は実証機の目標で，本実証で検証していく予定である。 

  

表１ SOFC-MGT ハイブリッドシステム 

  実証機 主な仕様 

機種 
燃料電池複合発電 

システム HYBRID-FC 

定格発電出力（kW） 250 

発電効率（％）-LHV 55 

外形寸法（ｍ） 

[W] 3.4 

[L] 11.5 

[H] 3.5 

燃料 都市ガス 13A 

※本仕様は計画値である。 図６ SOFC-MGT ハイブリッドシステム実証機 

内部構造図 

以下に本実証機プロトタイプでの特記事項を示す。 

(1) 外観 

実証機の外観を本稿先頭ページに示す。ハイブリッドシステムの先進性を既存発電設備に

はないデザインで可視化することで，地球環境対策への取組みを人々に伝え，更には人々へ

の環境技術への意識や関心を高めることを狙った。尚，本実証機は公益財団法人日本デザイ

ン振興会が主催する 2015 年度グッドデザイン賞を受賞した。 

(2) 屋外設置 

実証機には屋外エンクロージャを設置し，雨水浸入防止，給排気システムの適正化，換気フ

ァンによる補機ユニット内換気による電気・計装品の環境維持，可燃性ガス滞留防止対策及び

可燃性ガス漏洩時の確実な検知を行っている。 

(3) 系統連系 

発電した電力は九州大学構内の系統に連系し，九州大学構内で消費している。 

(4) 安全性 

異常を検知した場合には，実証機は自動停止する設計としている。 

(5) 排熱回収 

MGT 排ガスからの排熱を回収して蒸気及び温水を発生させることが可能であるが，設置場

所近隣に熱の需要がないため，排熱回収設備は設置していない。 
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4.2 システム及び電力の系統 

(1) システム系統 

システムの概略系統を図７に示す。燃料系統，空気系統及び排ガス系統からなる。燃料は，

圧縮機により昇圧された都市ガスが SOFC に投入される。一方，空気は，MGT で昇圧され

SOFC に投入される。SOFC からの排燃料は再循環ブロワにより昇圧後，一部が SOFC に戻さ

れ，残りが排空気とともに MGT の燃焼器に投入される。燃焼器で燃焼した排ガスは，再生熱交

換器で，SOFC へ送られる空気と熱交換し大気へ放出される。 

 

 

図７ SOFC-MGT ハイブリッドシステム実証機 システム概略系統 

 

(2) 電力系統 

電力系統を図８に示す。SOFC で出力された直流電力はインバータで AC210V・３相の交流

電力に変換され，MGT からの AC210V・３相の交流電力と合流し，トランスで AC6600V・３相に

昇圧され系統に送られる。SOFC 及び MGT からの AC210V・３相の交流電力の一部は，

SOFC 及び MGT の補機に供給している。起動時は，系統から受電し，補機を作動させる。 

 

 

 

図８ SOFC-MGT ハイブリッドシステム実証機 電力概略系統 
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|5. 運転実績 
実証機は予定通り 2015 年３月迄に納入し，試運転を実施，その後，各種調整を行った上で発

電試験運転を開始した。負荷上昇試験，停止・ホット状態からの再起動試験等を実施するととも

に，完全自動化のためのデータを取得し，同年９月の九州大学構内の電気設備点検のための停

電に併せて計画停止した。その時点までの累積発電時間は，2800 時間に到達した。 

今回，屋外設置で，また，九州大学構内系統に繋いでの実証運転で，季節による寒暖差，台

風，落雷等を経験した。途中，落雷に伴う瞬間停電での非常停止もあったが，異常を検知し安全

かつ確実に停止でき，SOFC の損傷はなく即日再起動している。 

性能としては，200kW の発電出力と 54％超-AC（吸気温度 15℃換算，LHV 基準）の発電効

率，この運転期間で SOFC の性能低下（同電流での電圧低下）がないこと，更には，NOx 排出濃

度は安定運転状態で検出下限（５ｐｐｍ）以下と高い環境特性を有することを確認している。 

また，ホット状態での無負荷から SOFC 最大負荷までの負荷上昇は約 2.5 時間，SOFC 最大負

荷から無負荷までの負荷降下は約１時間を確認しているが，更なる短縮化検証試験を計画して

いる。 

|6. 今後の計画 
実証機は定期検査後，2015 年９月末日から起動させ，実証運転を再開した。コールド状況から

負荷上昇の後，負荷変化試験等を実施した上で，2016 年度末まで，長期耐久性検証試験及び

その他各種試験を実施する計画である。 

これら実証運転試験は，九州大学と MHPS の共同研究として実施し，普及に向けた課題や改

善点を抽出，評価していく。 

|7. まとめ 
MHPS では，CO2 排出量削減，エネルギー資源の保全，経済的・合理的な再生可能エネルギ

ーの導入に資するエネルギーデバイスとして SOFC-MGT ハイブリッドシステムの市場投入を計画

している。 

経済産業省の水素・燃料電池戦略ロードマップが 2014 年６月に策定され，その中で，業務用・

産業用燃料電池の 2017 年度の市場導入も明言された。 

九州大学に納入した SOFC ハイブリッドシステム実証機プロトタイプの実証運転で，着実に技

術を確立するとともに早期実用化を進め，分散型電源の普及による“安全で持続可能なエネルギ

ー環境社会”を実現してゆく。 

最後に，これまでの開発における関係機関，また，九州大学実証機納入における関係各位の

ご指導・ご協力に感謝するとともに，今後とも一層のご理解とご支援をお願いする。 
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