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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いて固体電解質燃料電池スタック（１０、３０
）を作動する方法であって、
固体電解質燃料電池スタック（１０、３０）の要求された電力出力を測定すること、
該測定された電力出力に応じてコントローラ（１００）が固体電解質燃料電池スタック（
１０、３０）の少なくとも一つの作動条件を制御すること、を含み、
制御される前記固体電解質燃料電池スタック（１０、３０）の作動条件は、該燃料電池ス
タックの温度および該燃料電池スタックに供給される燃料の希釈の少なくとも一方により
制御され、
前記固体電解質燃料電池スタック（１０、３０）の要求された電力出力が下がると前記コ
ントローラ（１００）が前記燃料電池スタックの温度を下げ、前記固体電解質燃料電池の
要求された電力出力が上がると前記コントローラ（１００）が前記燃料電池スタックの温
度を上げ、
前記固体電解質燃料電池スタック（１０、３０）の電力出力が下がると前記コントローラ
（１００）が前記燃料電池スタックへ供給される燃料の希釈率を上げ、前記固体電解質燃
料電池スタックの電力出力が上がると前記コントローラ（１００）が前記燃料電池スタッ
クへ供給される燃料の希釈率を下げ、
前記燃料電池スタックに供給される燃料が、二酸化炭素、窒素、もしくは二酸化炭素およ
び／または窒素およびスチームを含む混合物で希釈される、方法。
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る、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法において、前記燃料電池スタックの温度が６５０℃以下に維持され
る、方法。
【請求項３】
請求項２に記載の方法において、前記燃料電池スタックの温度が６００℃以下に維持され
る、方法。
【請求項４】
請求項１から３のいずれかに記載の方法において、前記燃料電池スタックに供給される燃
料が、前記燃料電池の陽極側からの再利用された排ガスの比率を変えて希釈される、方法
。
【請求項５】
請求項１から４のいずれかに記載の方法において、ガドリニウムをドープした酸化セリウ
ムを含む電解質を用いた固体電解質燃料電池に適用される、方法。
【請求項６】
混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いた固体電解質燃料電池スタック（１０、３０
）のための制御システムであって、
前記スタックの要求された電力出力を測定する手段と、
前記要求された電力出力に応じてスタックの少なくとも一つの作動条件を制御するコント
ローラ（１００）と、を含み、
前記コントローラ（１００）が、前記スタックの温度および前記スタックに供給される燃
料の希釈率の少なくとも一方を制御するように構成され、
前記要求された電力出力が減少したことを前記測定手段が測定した結果として前記コント
ローラ（１００）が前記スタックの温度を下げるように構成され、前記要求された電力出
力が上がったことを前記測定手段が測定した結果として前記コントローラ（１００）が前
記スタックの温度を上げるように構成され、前記要求された電力出力が減少したことを前
記測定手段が測定した結果として前記コントローラ（１００）が前記燃料電池スタックに
供給される燃料の希釈率を上げ、前記要求された電力出力が上がったことを前記測定手段
が測定した結果として前記コントローラ（１００）が前記燃料電池スタックに供給される
燃料の希釈率を下げるよう構成され、
前記コントローラ（１００）は、前記燃料電池スタックに供給される燃料が、二酸化炭素
、窒素、もしくは二酸化炭素および／または窒素およびスチームを含む混合物で希釈され
るように制御するように構成された、制御システム。
【請求項７】
請求項６に記載の制御システムにおいて、前記測定手段が前記スタックからの電力出力を
モニタするように構成された、制御システム。
【請求項８】
請求項６又は７に記載の制御システムにおいて、前記コントローラ（１００）が前記スタ
ックの温度を６５０℃以下に維持するように構成された、制御システム。
【請求項９】
請求項８に記載の制御システムにおいて、前記コントローラ（１００）が前記スタックの
温度を６００℃以下に維持するように構成された、制御システム。
【請求項１０】
請求項６から９のいずれかに記載の制御システムにおいて、前記コントローラ（１００）
は、前記燃料電池スタックに供給される燃料が前記燃料電池スタックの陽極側からの再利
用された排ガスの比率を変えて希釈されるように制御するように構成された、制御システ
ム。
【請求項１１】
請求項６から１０のいずれかに記載の制御システムに接続された、混合されたイオン／電
子伝導性電解質を用いた燃料電池スタック。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、固体電解質燃料電池スタックの効率を向上させるべく、特に燃料電池の一つ以
上の作動条件を変えることにより固体電解質燃料電池スタックを作動する方法および装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
固体電解質燃料電池（ＳＯＦＣｓ）は、より以前の電気生成技術よりも更に効率的かつ環
境的に妥当な方法で水素もしくは化石燃料から電気を生成する将来性のある手段である。
しかし、従来の固体電解質燃料電池は非常に高い温度（９００℃より高温）で作動し、よ
り最近の新しい技術でもこの温度を７００～８００℃に下げることができただけである。
この作動における高温のため、そのような燃料電池スタックおよび関連したシステム構成
要素の構築に用いられる材料に顕著な問題が生じる。こうした温度での長期にわたる作動
に耐えられる材料は、高価であるか、脆いか、あるいはその両方である可能性が高い。フ
ェライトステンレス鋼などのより廉価な材料を高い作動温度で用いようとすると、こうし
た高い作動温度で金属が酸化したり長期間のうちに揮発性のクロム種が移動することによ
るスタック性能の低下という問題が生じる。
【０００３】
よって、マス市場アプリケーション向けの商業的に魅力のある固体電解質燃料電池スタッ
クを製作すべく、スタックの作動温度を下げ、これにより要求される材料のコストを下げ
ようとする強い動機が存在する。６５０℃より低い温度においてフェライトステンレス鋼
などの廉価な構築材料は充分な安定性を示し、よって顕著なスタック性能低下のない長期
間にわたる作動が可能となる。
【０００４】
従来の固体電解質燃料電池は、イットリウムをドープした酸化ジルコニウム（ＹＳＺ）電
解質を用いる。これは、高温において酸化物イオンを伝導するが電子は伝導しない材料で
ある。よって、ＹＳＺは、燃料電池電解質としての使用に適している。ＹＳＺは残念なこ
とに特に良好な酸化物イオン伝導体ではなく、そのイオン抵抗は約６５０℃未満では実用
化に適さないほど高くなり、結果として燃料電池性能が非常に低くなる。この温度より低
い温度（上述のように非常に好ましい）で作動させるためには、違う電解質材料が必要で
ある。
【０００５】
電子を伝導しないＹＳＺと異なり、６５０℃未満で高いイオン伝導性を有する混合された
イオン／電子伝導性セラミック電解質材料が数多く存在する。これらの低温で作動可能な
混合されたイオン／電子伝導性電解質材料のうち、性能、取り扱い時の安定性および安全
性の点で最も将来性があり且つ広範に使用されている材料は、ガドリニウム以外の元素を
ドープしたセリウム酸化物など他の材料も存在するにせよ、ガドリニウムをドープした酸
化セリウム（ＣＧＯ）である。ＣＧＯは、５００℃未満にいたるまで良好なイオン伝導性
を示す。ＣＧＯは残念なことにＹＳＺほど安定しておらず、（燃料電池の陽極側で通常見
出されるような）該温度での還元性雰囲気においてはCe4+イオンがCe3+イオンに還元され
る可能性がある。この結果、電解質が導電性を帯び、燃料電池内部に短絡電流が流れてし
まう。この短絡は外的にはオープン回路における電池の端子電圧の低下として観察され、
電池内のエネルギーを電気に変換する際の効率の低下につながる。
【０００６】
この内部の短絡による効率低下が大きすぎて実用的な装置に適さないと考える人が多いた
め、ＣＧＯの上記の特徴はこれらの人々をしてその電解質材料としての使用を拒絶せしめ
る結果となった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明の目的は、上記の問題の少なくともいくつかを軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の第１の特徴によれば、混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いた固体電解質
燃料電池スタックを作動する方法が提供され、該方法が、固体電解質燃料電池スタックの
要求された電力出力を判定すること、該判定された電力出力に応じて固体電解質燃料電池
スタックの少なくとも一つの作動条件を制御すること、を含む。
具体的には、本願の出願当初の請求項１１に記載の如く、混合されたイオン／電子伝導性
電解質を用いた固体電解質燃料電池スタックのための制御システムであって、前記スタッ
クの要求された電力出力を判定する手段と、前記要求された電力出力に応じてスタックの
少なくとも一つの作動条件を制御するコントローラと、を含むことを特徴とする。
好ましくは、本願の出願当初の請求項１２に記載の如く、前記コントローラが、前記スタ
ックの温度および前記スタックに供給される燃料の希釈の少なくとも一方を制御するよう
に構成される。
更に好ましくは、本願の出願当初の請求項１３に記載の如く、前記要求された電力出力が
減少していると前記判定手段が判定した結果として前記コントローラが前記スタックの温
度を下げ、前記要求された電力出力が上がっていると前記判定手段が判定した結果として
前記コントローラが前記スタックの温度を上げる。
また好ましくは、本願の出願当初の請求項１９に記載の如く、前記要求された電力出力が
減少していると前記判定手段が判定した結果として前記コントローラが前記燃料電池スタ
ックに供給される燃料の希釈率を上げ、前記要求された電力出力が上がっていると前記判
定手段が判定した結果として前記コントローラが前記燃料電池スタックに供給される燃料
の希釈率を下げる。
【０００９】
上記変更される固体電解質燃料電池スタックの作動条件は、該燃料電池スタックの温度お
よび該燃料電池スタックに供給される燃料の希釈の少なくとも一方であることが好ましい
。
【００１０】
ＣＧＯの導電率は温度に強く依存しており、十分に低い温度では漏電流を妥当なレベルま
で減少可能である。ＣＧＯ電解質材料の作動温度が下がるにつれ、短絡効果の規模も小さ
くなる。作動温度が５００℃まで下がると短絡効果は無視できるほどに減少する。よって
、燃料電池作動温度が６５０℃未満、より好ましくは６００℃未満であるとき、ＣＧＯは
好適な電解質材料である。外的な負荷が高く、電解質を介した酸化物イオンの流入により
Ce3+イオンがCe4+イオンに再び酸化されて導電性が低下する場合は特にそうである。
【００１１】
セリウムを含む電解質を用いた燃料電池スタックの効率は、短絡電流が外部の回路電流に
対して小さくなるにつれ、その定格電力の約５０％あるいはそれ以上で急速に上昇する。
【００１２】
例えば、全出力の電力作動に近い状態かつ６００℃未満の温度におけるＣＧＯ系燃料電池
の効率は、７００℃を超える温度でのＹＳＺ系燃料電池の効率に比肩し、ＣＧＯの使用か
ら生じる問題も特にない。
【００１３】
本発明の第２の特徴によれば、混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いた固体電解質
燃料電池スタックのための制御システムが提供され、該制御システムが、該スタックの要
求された電力出力を判定する手段と、要求された電力出力に応じてスタックの少なくとも
一つの作動条件を制御するコントローラと、を含む。
【００１４】
前記コントローラは、該スタックの温度および該スタックに供給される燃料の希釈の少な
くとも一方を制御するように構成されてよい。
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本発明の上記第２の特徴によれば、混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いた燃料電
池スタックに制御システムを設けてよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、５００℃～６００℃の各温度範囲で電力密度に対して描画された、ＣＧ
Ｏ系電解質を用いた燃料電池のエネルギー変換効率を示す。
【図２】図２は、燃料の各希釈範囲において電力密度に対して描画された、ＣＧＯ系電解
質を用いた燃料電池のエネルギー変換効率を示す。
【図３】図３は、要求された電力出力に応じて燃料電池スタックの少なくとも一つの作動
条件を制御する制御システムを備えた燃料電池スタックを示す略図である。
【図４】図４は、ＬＰＧ燃料で作動している固体電解質燃料電池システムを示す略図であ
る。
【図５】図５は、図４に示すシステムのシミュレーションにおけるスタック（ＤＣ）およ
びシステム（ＡＣ）電力出力を示す。
【図６】図６は、上記シミュレーションにおけるスタック温度を示す。
【図７】図７は、上記シミュレーションにおける化学量論的な空気比を示す。
【図８】図８は、上記シミュレーションにおける結果としてのスタック効率およびシステ
ム効率を示す。
【図９】図９は、上記シミュレーションにおけるスタック内部のイオン電流および外部電
流を示す。
【図１０】図１０は、一つの燃料電池の予想電圧を示す。
【図１１】図１１は、別のシミュレーションの改質器におけるスチーム／炭素比を示す。
【図１２】図１２は、上記別のシミュレーションにおけるスタック効率を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
本発明の実施形態を添付の図面を参照しつつ例によって以下説明する。
以下、部分負荷条件下での短絡電流を最小化し、よってその全ての作動範囲にわたり燃料
電池の効率を最大化するための二つの方法について説明する。
方法１
図１は、通常の最大特別電力出力が０．２Ｗｃｍ－２のＣＧＯ系燃料電池のコンピュータ
ーシミュレーションの結果を示す。エネルギー変換効率が、５００℃～６００℃の各作動
温度範囲において電力密度に対して描画されている。エネルギー変換効率は、燃料変換率
１００％と仮定したときの消費された水素燃料の化学的エネルギーで電力出力を除した商
として定義される。現実には１００％の燃料変換率は不可能なので、上記の値はこの電池
の理論的最大効率であって実際の効率ではない。しかし、実際の傾向も同様のパターンに
従うと考えられる。
【００１７】
図１から、どの任意の電力密度においてもエネルギー変換の最大効率は温度に依存するこ
と、および電力密度が高いほど、最大効率をもたらす温度が高くなることが分かる。この
現象が起こる理由は以下のとおりである。作動時に低温だと、漏電流密度の絶対マグニチ
ュード、ならびに漏電流が無視できるほどになる外部回路の電流密度の両方が減少する。
これは、外部電流の密度が低い場合は低い作動温度において比較的高いエネルギー変換効
率を達成できることを意味している。しかし、低い作動温度は、さまざまな電池抵抗（特
に陰極の過電圧）も増大させる。よって、どの任意の電流密度においても内部電池抵抗の
結果としての電圧損失が相対的に高くなり、より高密度の電流においてエネルギー変換効
率が相対的に低くなる。こうした高い電流密度において、漏電子流は高い作動温度でも無
視できる程度であり電池抵抗は相対的に低い。これは、内部電池抵抗における電圧損失を
相対的に低くし、よって、電池の端子電圧が相対的に高くなり、従ってエネルギー変換効
率が相対的に高くなる。
【００１８】
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ゆえに、こうした特徴を有するスタックのエネルギー変換効率を最適化するための一つの
明確な方法は、要求された電力出力に応じてスタック温度を５００～６００℃あるいは６
５０℃までの範囲で変更可能にすることである。スタックからの電力出力が相対的に高く
なれば熱出力も相対的に高くなり、スタック温度はスタックを不十分に冷却すれば電力出
力の増加と共に容易に上昇させることができ、逆（スタック温度の低下）もまた同じなの
で、上記の温度変更は比較的容易に達成可能である。
【００１９】
しかし、電力需要が急速に増大した場合、スタックはその需要を満たすのに十分なほど高
温でない可能性がある。そのスタックをどのくらい急速に加熱できるかに応じて、必要で
あれば、ある種の形態のエネルギー貯蔵を用いて一時的にこの需要をカバーすることも可
能であろう。
【００２０】
上記の方法の代替もしくは上記の方法への追加として、スタック効率を上昇させる第２の
方法を以下説明する。
 
方法２
図２は、通常の最大電力密度が０．４Ｗｃｍ－２のＣＧＯ系電池の別のコンピューターシ
ミュレーションの結果を示す。この場合、温度は５７０℃で一定に保たれ、水素燃料をス
チームで希釈する希釈率が変えられた。
【００２１】
燃料を希釈するスチームの比率を増加させることにより、スタック温度を下げるのと同様
の効果が得られることが分かる。これは主に、水素燃料に追加するスチームの比率を上げ
るほど燃料の還元性が低下するからである。このことは、電解質のCe4+イオンがCe3+イオ
ンに還元される傾向を軽減する効果を有し、よって、電解質の導電性を減少させる。しか
し、燃料を希釈すると陽極の抵抗が増加すると共に電池のオープン回路電圧が低下し、よ
って、達成可能な最大の電力出力が減少する。
【００２２】
部分負荷でのスタック効率を最適化する別の可能な方法は、負荷が減少するにつれて燃料
を希釈するスチームの比率を増加させることである。この方法は、燃料が二酸化炭素、窒
素、もしくは窒素および／または二酸化炭素およびスチームの混合物で希釈される場合、
あるいは燃料ガスが一酸化炭素、もしくは水素と一酸化炭素の混合物である場合も同様に
適用可能である。
【００２３】
この燃料の希釈を達成する一つの方法は、導入される燃料ガスを、スタックの陽極側から
排出されたさまざまな比率の再利用された排ガスと混合することである。
しかし、例えばスチーム、窒素および／または二酸化炭素を別のソースから供給すること
により陽極の燃料ガスを希釈する任意の方法も本発明の範囲内である。
【００２４】
図３は、混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いると共に、燃料電池スタックの温度
および／またはスタックに供給される燃料の希釈の少なくとも一方を制御するための制御
システムを備えた固体電解質燃料電池スタックを示す略図である。
【００２５】
燃料電池スタック１０は、水素を含む燃料ガスが通される陽極室１１と、空気が通される
陰極室１２とを含む。燃料電池スタックは、機能的な燃料電池スタックを達成すべく、陽
極、電解質および陰極が層状に配置された単一の構造体もしくは複数の構造体で構成され
る。スタックは、水素またはメタンなどの炭化水素燃料が通される燃料導入口３０と、陽
極室排ガスがスタックから排出される排出管７０を含む。これらの排ガスは、一般にスチ
ームおよび未反応水素の混合物である。元々の燃料が炭化水素である場合、排ガスは炭素
酸化物も含む。導入される燃料に排ガスを可変コンプレッサー５０を介して混合可能な再
利用導管４０が設けられる。このコンプレッサーは、電気駆動のブロワでも、ある種の形
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態のイジェクタあるいはジェットポンプでもよい。
【００２６】
あるいは、導入された燃料および再利用された排ガスの混合物を、炭化水素燃料をスチー
ムとの反応により水素と炭素酸化物の混合物に変換する改質装置ユニット３１に供給して
もよい。
【００２７】
スタックには、また、予熱された空気を酸化剤および冷却剤の両方としてスタックに供給
する空気導入管２０が設けられる。予熱は、燃料電池スタックからの余熱の利用、スタッ
ク排ガス排出管からの熱の回収、誘導加熱や燃焼などの別の熱源の利用、あるいは別の外
部プロセスからの熱の回収を含む手段によって行ってよい。また、陰極室には、その排ガ
スをスタックから除去できるように排出管７１が設けられる。
【００２８】
例えばコンピューターの一部すなわちプリント回路基盤であってよいマイクロプロセッサ
ー６０が設けられる。マイクロプロセッサーは、スタック温度１３、スタック電圧１４お
よびスタック電流１５からの入力を受け取る。マイクロプロセッサーは、スタック温度を
制御ライン２１を介して、また、再利用された排ガスに対する新しい燃料の比を制御ライ
ン５１（制御ライン５１は可変コンプレッサー５０を制御する）を介して制御するように
構成される。あるいは、導入される燃料の希釈率を、追加されるスチーム、二酸化炭素あ
るいは別のソースからの不活性ガスの量を制御することによって制御してもよい。
【００２９】
ライン２１を介したスタック温度の制御は、多くの方法あるいはそれらの方法の組み合わ
せによって行ってよく、例えば下記の例を含むが、これらの例に限定されない。
１）スタックに供給される空気量を変える
２）スタックに供給される空気の温度を変える
３）スタックに導入される未改質の炭化水素燃料の濃度を、内的な改質が起こると仮定し
て変化させる
４）スタックに導入される燃料の温度を変える
【００３０】
マイクロプロセッサーは、スタック電圧１４に電流信号１５を乗することにより、スタッ
クの電力出力の入力を受け取る。マイクロプロセッサーは、任意の電力出力に対する最適
なスタック温度および／または燃料希釈率を含むルックアップテーブルもしくはこれに類
するものを有する。マイクロプロセッサーは、任意の電力出力に対するこの最適条件の達
成を試みるべく、制御用可変装置２１，５１を操作する。
【００３１】
図４は、液体石油ガス（ＬＰＧ）燃料で作動している固体電解質燃料電池システム全体の
略図である。このシステムは、方法１で説明した中間温度固体電解質燃料電池（ＩＴ－Ｓ
ＯＦＣ）スタックを制御する方法を実際にどのように実施できるかを示す。このシステム
は例として示されているだけであり、同等の結果を達成する他の多くの構成を採用するこ
とも可能である。
【００３２】
ＬＰＧ燃料は、ある種の形態のマスフロー制御および脱硫システム１０を介して供給され
る。燃料は、パイプ６２からのスチームと、ミキサー２１で燃料中の全ての炭素１モルに
対して少なくともスチーム２モルの比で混合される。その後、スチーム／ＬＰＧ混合物は
燃料熱交換器２２において４３０℃前後に予熱されてから改質器２３に供給される。改質
器において、混合物は排ガス流との熱交換（熱交換器５０からの接続５１によって略画的
に示されている）を介して７００℃前後まで加熱される。この上昇した温度において、燃
料中の炭化水素（少量のブタンおよびプロピレン、ならびにペンタンなどの微量構成要素
を含むが主にプロパン）はスチームと反応し、水素リッチな改質混合物を形成する。この
改質混合物は、一般に、体積比６０～７０％の水素と、これより体積比の小さいスチーム
、一酸化炭素、二酸化炭素およびメタンである。この気体混合物は、それ以上処理されな
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くても固体電解質燃料電池スタックの燃料として好適に用いられる。
【００３３】
改質混合物は、燃料熱交換器２２によって、スタックに供給する上で好適な温度まで冷却
されると共に、導入される反応物をこの工程で加熱する。改質混合物は、次に、燃料導入
管２４によって燃料電池スタック３０の陽極室３１に供給される。燃料ガスの一部はスタ
ック内部で消費され、排ガスは排ガス管４１によってスタックの陽極室から排出される。
排ガスは、作動条件にも依るが、スタックの最も高温な部分の温度に近い温度（一般に５
５０～６２０℃）で排出される。排ガスは主にスチームおよび二酸化炭素であり、少量の
未燃焼の水素および一酸化炭素を含む。
【００３４】
大気が、空気ブロワにより空気フィルター９０を介してシステム内に導入される。ブロワ
９１は、モーターコントローラ９３によって制御される可変速度モーターを有し、システ
ム内に導入された空気のマスフローをこの手段によって変えることができる。システム内
に導入されている空気のマスフローは、マスフローセンサ９４によって測定される。通常
、酸化剤として必要とされるよりもずっと多くの空気が供給され、残った空気はスタック
から余熱を運び出すので、空気は酸化剤、また固体電解質燃料電池スタックを冷却する手
段の両方として供給される。
【００３５】
空気は、マスフローセンサ９４から空気予熱器７０に供給され、空気予熱器７０でスタッ
クに供給する上で好適な温度（４５０～５００℃）まで予熱される。導入される空気は、
熱い排ガス流６３が冷却されることによって予熱される。予熱された空気は、次に、空気
導管７２によって、燃料電池スタック３０の陰極室３２に供給される。燃料と接触する際
、空気中の酸素の一部は、燃料電池反応により消費される。酸素を若干消耗した残りの空
気は、空気排ガス管４２によってスタックから排出される。燃料に接触すると、空気は、
作動条件にも依るが、一般に５５０～６２０℃の最高スタック温度に近い温度に達する。
【００３６】
空気排ガス管４２および燃料排ガス管４１は共にシステムアフターバーナー４０に接続さ
れ、システムアフターバーナーでは、空気排ガス流と燃料排ガス流が混合されると共にス
タック排ガスからの未反応の水素および一酸化炭素が従来の方法で燃焼されて発熱する。
結果として発生した高温（一般に７００～９００℃）の排ガス流４３は、まず熱交換器５
０に供給されて改質装置２３に熱を供給する。熱交換器５０からの冷却されたガス流５２
は、次にスチーム発生装置６０に供給され、スチーム発生装置において、ガス流は供給ポ
ンプ６１によって供給された水を蒸発させるのに使われる。発生したスチームは、パイプ
６２を介して改質装置に供給される。６００℃前後まで冷却された排ガスは、次に空気予
熱器７０に供給され、導入された空気を予熱する。まだ２５０℃前後の排ガスは最後に熱
交換器８０に供給され、熱交換器８０は、熱と電力を組み合わせた応用例のための廃熱を
回収するのに使用できる。
【００３７】
スタックには、ケーブル１１１を介してスタックから電流を逃がす外部の電力要求１１０
を設ける。電力要求の性質は、さまざまな異なる応用例の一つであってよい。
システムには、コントロールユニット１００に基づくマイクロプロセッサーが設けられる
。マイクロプロセッサーは、入力１０１を介してスタック電流を、入力１０２を介してス
タック温度を測定する。マイクロプロセッサーは、また、システムに導入される空気のマ
スフローをマスフローセンサ９４および入力１０４を介して測定する。コントロールユニ
ットは、モーターコントローラ９３および出力１０３によって空気ブロワ９１を制御する
。このようにして、コントローラはスタックへの空気の流れを制御できる。コントローラ
ユニット１００は、また、出力１０５によって水供給ポンプ６１も制御する。このように
して、改質装置内の燃料に対するスチーム比も変えることができる。
【００３８】
図４に示されたシステムの性能をコンピューターでシミュレーションした。シミュレーシ
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ョンされたシステムは電力出力１ｋＷｅのスタックに基づいた、交流電力を供給するシス
テムである。このシステムの交流電力出力は、空気ブロワなど該システムのさまざまな部
分が電力を消費するため、スタック電力出力よりも常に小さい。
【００３９】
このシミュレーションにおいては、システムを交流電力の全出力（８００Ｗ）で１０分間
（６００秒間）作動する。その後、電力を半分の交流電力（４００Ｗ）に減少させ、次に
、空気流を一時的に増加させてスタック内部の冷却率を増加させることによりスタック温
度を２５℃下げる。部分負荷条件でスタック温度を下げることの明らかに有利な効果が観
察される。
【００４０】
図５は、上記のシミュレーションにおけるスタック（ＤＣ）電力出力およびシステム（Ａ
Ｃ）電力出力を示し、電力を８００Ｗｅから４００Ｗｅに減少させた例である。図６は上
記のシミュレーションにおけるスタック温度を示し、図７は化学量論的な空気比を示す。
この空気比は、燃料電池反応に十分な酸素を供給するための理論的な空気必要量に対する
実際の空気流の比である。電力の全出力時においてこの比は１０前後であり、スタックの
冷却に必要とされる空気が大量であることを表している。その後、スタックを冷却すべく
空気流を増加させるにつれ、空気比は最大の２０前後に増加する。１１００秒後前後で空
気流が増加しているのは、スタック温度が新しい目標値に近づくのに伴い、スタック温度
コントローラをより敏感にすべくリセットした結果である。
【００４１】
図８は、結果としてのスタック効率およびシステム効率を示す。スタック温度が５９０℃
前後に維持されていると、負荷が減少するにつれ効率が顕著に低下する。これは、電流密
度が減少するにつれ電解質における電子伝導性が増加する結果である。しかし、スタック
温度が低下するにつれ、効率は全負荷効率と比肩し得る程度まで回復する。実際、相対的
に高い電池電圧の結果、スタック効率は全負荷効率よりも良好である。しかし、システム
効率は、制御システムを稼動するのに必要な電力などシステムが供給することが最初から
決まっている電力要求の結果、全負荷効率よりも若干悪くなる。
【００４２】
図９は、スタック内部のイオン電流および外部電流を示す。外部電流とは外部回路を流れ
る電流であり、イオン電流とは外部電流と電子的な漏電流の和である。外部電流が低下す
ると、電子的な漏れの規模を表すこれら二つのライン間のギャップが大きくなることが分
かる。しかし、スタック温度が部分負荷条件下で低下すると上記のギャップが小さくなる
ことも分かる。
【００４３】
最後に、図１０は一つの燃料電池の予想電圧を示す。負荷が減少すると、予想どおり電池
電圧が増加することが分かる。スタックが冷えるにつれ電池電圧が実際少し低下すること
も分かるが、この低下は、電池抵抗が増加するにつれ効率が落ちることを表している。し
かし、スタック温度の低下が大きすぎなければ、漏電流を減少させる利益が抵抗の増加に
よる不利益に勝る。
【００４４】
部分負荷において燃料を希釈することのシステム効率に対する影響を証明するために第２
のシミュレーションを行った（方法２）。スタックを１０分間全出力で稼動させてから半
分の出力に落とし、方法１と同様のシミュレーションを行った。しかし、本シミュレーシ
ョンにおいてスタックは一定の温度に維持され、一方、ポンプ６１からスチーム発生器へ
の水のマスフローは二段階で増加された。これは、図１１に示されるように、改質装置内
のスチーム／炭素比を２．０から３．５へ増加させ、よってスタック内の燃料の希釈率を
増加させる効果を有する。スタック効率への影響は、図１２から明らかである。このアプ
ローチによる利益はスタック温度の変化（方法１）による利益ほど顕著でないが、効率が
多少改善されることは明らかである。
【００４５】
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本発明の範囲内であれば、上記の諸例に多くの変更を加えてよい。例えば、マイクロプロ
セッサーがスタック温度だけを制御し燃料希釈の制御は行わないようにしてもよいし、そ
の逆でもよい。以下は、出願当初の請求項の記載である。
（請求項１）
混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いて固体電解質燃料電池スタックを作動する方
法であって、
固体電解質燃料電池スタックの要求された電力出力を判定すること、
該判定された電力出力に応じて固体電解質燃料電池スタックの少なくとも一つの作動条件
を制御すること、を含むことを特徴とする方法。
（請求項２）
制御される前記固体電解質燃料電池スタックの作動条件は、該燃料電池スタックの温度お
よび該燃料電池スタックに供給される燃料の希釈の少なくとも一方である、請求項１に記
載の方法。
（請求項３）
前記固体電解質燃料電池スタックの電力出力が下がると前記燃料電池スタックの温度が下
がり、前記固体電解質燃料電池の電力出力が上がると前記燃料電池スタックの温度が上昇
する、請求項２に記載の方法。
（請求項４）
前記燃料電池スタックの温度が６５０゜Ｃ以下に維持される、請求項２または３に記載の
方法。
（請求項５）
前記燃料電池スタックの温度が６００゜Ｃ以下に維持される、請求項４に記載の方法。
（請求項６）
前記燃料電池スタックに供給される燃料が、所定量のスチーム、二酸化炭素、窒素、もし
くは二酸化炭素および／または窒素およびスチームを含む混合物で希釈される、請求項２
から５のいずれかに記載の方法。
（請求項７）
前記燃料電池スタックに供給される燃料が、前記燃料電池の陽極側からの再利用された排
ガスの比率を変えて希釈される、請求項２から５のいずれかに記載の方法。
（請求項８）
前記固体電解質燃料電池スタックの電力出力が下がると前記燃料電池スタックへ供給され
る燃料の希釈率が増加し、前記固体電解質燃料電池の電力出力が上がると前記燃料電池ス
タックへ供給される燃料の希釈率が低下する、請求項２から７のいずれかに記載の方法。
（請求項９）
ガドリニウムをドープした酸化セリウムを含む電解質を用いた固体電解質燃料電池に適用
される、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
（請求項１０）
添付の図面を参照して本件明細書中に実質的に記載された方法。
（請求項１１）
混合されたイオン／電子伝導性電解質を用いた固体電解質燃料電池スタックのための制御
システムであって、
前記スタックの要求された電力出力を判定する手段と、
前記要求された電力出力に応じてスタックの少なくとも一つの作動条件を制御するコント
ローラと、を含むことを特徴とする制御システム。
（請求項１２）
前記コントローラが、前記スタックの温度および前記スタックに供給される燃料の希釈の
少なくとも一方を制御するように構成された、請求項１１に記載の制御システム。
（請求項１３）
前記要求された電力出力が減少していると前記判定手段が判定した結果として前記コント
ローラが前記スタックの温度を下げ、前記要求された電力出力が上がっていると前記判定
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手段が判定した結果として前記コントローラが前記スタックの温度を上げる、請求項１２
に記載の制御システム。
（請求項１４）
前記判定手段が前記スタックからの電力出力をモニタする、請求項１１から１３のいずれ
かに記載の制御システム。
（請求項１５）
前記コントローラが前記スタックの温度を６５０゜Ｃ以下に維持する、請求項１１から１
４のいずれかに記載の制御システム。
（請求項１６）
前記コントローラが前記スタックの温度を６００゜Ｃ以下に維持する、請求項１５に記載
の制御システム。
（請求項１７）
前記コントローラは、前記燃料電池スタックに供給される燃料が所定量のスチーム、二酸
化炭素、窒素、もしくは二酸化炭素および／または窒素およびスチームを含む混合物で希
釈されるように制御する、請求項１１から１６のいずれかに記載の制御システム。
（請求項１８）
前記コントローラは、前記燃料電池スタックに供給される燃料が前記燃料電池スタックの
陽極側からの再利用された排ガスの比率を変えて希釈されるように制御する、請求項１１
から１７のいずれかに記載の制御システム。
（請求項１９）
前記要求された電力出力が減少していると前記判定手段が判定した結果として前記コント
ローラが前記燃料電池スタックに供給される燃料の希釈率を上げ、前記要求された電力出
力が上がっていると前記判定手段が判定した結果として前記コントローラが前記燃料電池
スタックに供給される燃料の希釈率を下げる、請求項１１から１８に記載の制御システム
。
（請求項２０）
添付の図面を参照して本件明細書中に実質的に記載された制御システム。
（請求項２１）
請求項１１から２０のいずれかに記載の制御システムを含む、混合されたイオン／電子伝
導性電解質を用いた燃料電池スタック。
（請求項２２）
添付の図面を参照して本件明細書中に実質的に記載された燃料電池スタック。
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