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解析モデルによる評価を行ってき
た。一方、発電に必要な水素を大量供給する手段として、再生可能エネルギー由来の水電解
が検討されているが[5]、再生可能エネルギーを用いた低い稼働率では採算性に問題がある。
そこで SOFC の逆反応に基づく水蒸気電解セル（SOEC）が高変換効率の水素製造装置と
して期待され、海外の安価な余剰電力を利用して国内向け水素を製造し、有機ハイドライド
や高圧・液化水素の形で輸送する方法が提案されている[2]。以上を踏まえ、本研究では数値
モデル解析により SOFC 及び SOEC の解析を行い、セル性能の予測、議論を行った。並行
して、当研究室で構築を進めているコスト評価手法を用いて SOFC 及び SOEC モジュール
の製造コストの評価を行った。以上の検討から、水素製造に関する技術評価および経済性評
価を行った。
3.研究方針 円筒横縞形 SOFC[4,6]について、有限要素法に基づく数値モデルによる解析を
行い、性能予測モデルを構築した。さらに、交換電流密度や電解質厚さ等の物性値やセルデ
ザインに基づく感度解析によりセル性能評価を行い、SOFC の現在と将来のセル・スタック
性能について議論した。構築した SOFC モデルを基に、SOEC についても同様の数値モデ
ルを作成した。SOEC の性能評価に基づき、SOEC モジュールおよびシステムの設計を行
い、水蒸気電解効率及び水素製造原単位の予測を行った。並行して、SOEC システムのコス
ト評価を行い、将来の水素製造の経済性について議論した。

3.解析方法
3-1. 単セル性能評価
SOFC 発電および SOEC による
水蒸気電解は以下の支配方程式で
表される。
A. 活性化過電圧
図 2. 円筒横縞形セルスタック構造と単セルモデル
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電極内の物質拡散を取り扱うために、多孔質内の多成分系拡散を扱うために、以下の混合平
均拡散式を用いた。
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これらの支配方程式を用いて円筒横縞形 SOFC 単セルの性能評価を行った。セル構造や材

料物性を変化させることで、セル性能に対する感度解析を行った。
3-2. SOFC-SOEC システムコストおよび水素製造コスト評価 SOFC の製造プロセスデー
タおよび機器コスト関数を用いて、モジュール製造コストを、年産スケールを仮定し、評価
を行った。これらの結果を統合して SOEC プロセスの設計ならびに水素製造コスト評価を
行った。具体的には、1500 kW 級 SOEC の作動における一連の物質フローを元に、電力投
入を最小限に抑える熱交換プロセスを作成した。製造した水素を圧縮機で高圧タンクに貯
蔵する工程までを考慮し、水素変換効率や機器の必要能力値、設置費、用役について検討す
ると共に、余剰電力の価格や稼働率からシステム全体の水素製造コストを評価し、将来の普
及に向けた経済性について検討した。
4.解析結果と考察
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4-2. SOFC システムコスト

フィッティング結果

4-1 の SOFC 単セルの解析結果から、電流密度 0.2 A/cm2 の発

電条件で 1 セルスタックあたり約 100 W の出力を得られることがわかった。このセルモデ
ルを基準として、
総出力 220 kW(AC)の SOFC モジュール製造プロセスについて検討した。
各工程に設けられる全機器について、生産スケールを内包する設備コスト関数、および床面
積データ、原材料費（供給する粉体や溶剤の材料費等）
、設備規模に応じて割り当てる人件
といったコスト計算用のモデルを作成した。構築したモデルに生産計画の条件を入力する
ことで、製造コストを決定する主工程や経費の特定、及び製造コストの感度解析が可能とな
った。将来予測として年産規模を拡大した際の感度解析を行った結果、原材料費が製造コス
ト削減の余地が残されていることがわかった。
4-3. 水蒸気電解セル評価 SOEC 単セルの数値解析の結果、単セルの電解条件：約 1.3 V 約 0.8A/cm2 の電力投入条件のもとで、セルスタック 1 本あたり、630 W 入力の SOEC セ
ルスタックを設計した。モジュール換算では、21460 kW の SOEC モジュールとして作動
し、5.58 mol/s の水素を水蒸気電解により製造することができることがわかった。この

SOEC モジュールを用いて、水蒸
気電解プロセスの設計を行った。
本プロセスでは、燃料極に供給す
る水（還元雰囲気維持のため微量
水素含む）と空気極に供給する酸
素（空気）を SOEC 作動温度であ
る 900℃まで昇温するために、図
4 に示すように、熱の有効利用を
考慮した向流型熱交換器を含む
プロセスを設計した。ここで、図

図 3. SOEC プロセス設計図

中の 3 つの熱交換器の性能は高温
側熱交換効率が 0.9 以内として設計を行った。また、モジュール中で発生する過電圧に起因
する廃熱は、水蒸気電解時の吸熱に対し、過剰に供給して計算になるため、水および酸素の
モジュール投入時温度を 850℃まで下げる余地があることがわかった。モジュール価格にタ
ンクやコンプレッサなどの設備費、そして投入用役を含めたコスト計算を行うことで、コン
プレッサ原単位 0.3 kWh/Nm3-H2 の条件化で、水素変換効率 72％(LHV)、システムの水素
製造原単位 4.2 kWh/Nm3-H2 の結果を得た。システムのコスト内訳としては熱交換器のコ
スト割合は非常に小さく、モジュール、高圧タンク、および圧縮機が大部分のコストを占め
ることがわかった。SOEC モジュールの製造コストは、将来的に、現状の 230 円/W から
146 円/W 程度までの改善が見込まれた。50 円/Nm3-H2 程度に水素製造コストを抑えられれ
ば、都市ガス等と価格競合できるとされる。再生可能エネルギーは余剰電力量や稼働率に課
題があるが、システムコスト 150 円/W – 0 円/kWh 電力などの組合せが実現すれば採算性
を検討できるようになると推測される。
5.結言
本研究では SOFC/SOEC セルスタックの性能評価を検討するため、有限要素法による連
成解析を行った。得られた性能分析の結果は、SOFC/SOEC モジュールコスト計算に使用
され、SOFC/SOEC モジュールの性能から経済性評価まで体系的に扱うことができる方法
論を構築することができた。さらに、SOEC による水蒸気電解プロセスのシステム評価を
行い、水蒸気電解効率や水素製造原単位の予測を行った。以上を基に、水素製造コストをシ
ステムの性能、設備コスト、入力電力コスト、及び稼働率と関連付けて評価することができ
た。本研究の知見を利用することで、SOFC ならびに SOEC の将来の普及に向けたシナリ
オの議論できるようになると期待される。
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