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型を動かした。おおよそ、電解装置に５～６V 程度の負荷

３．燃料電池

をかけ、PEFC は４V 強の発電性能が得られ、図３の車両

パッシブ型の固体高分子形燃料電池（PEFC）で、セパレー
タには SUS316L を金属射出成型法（MIM）により製作し、

がゆっくりと周回する様子をご覧いただいた。
２日目は展示に加え、フジキン様のブースにてパワーポ

表面は金メッキ処理している。６セルスタックで、電極面

イントを用いたプレゼンテーションを永野君が行った。ま

は20mm×20mm とした。

た、初日より電解装置の液漏れが生じたため、２日目はそ
の修復などを行いながら展示を続けた。
３日目は、燃料電池の発電量が３V 代に低下し、鉄道模
型がわずかに動く程度となった。この原因として、トラッ
パーで回収できなかった水酸化カリウム水溶液のミストが
燃料電池の白金触媒を被毒させたためと考え、燃料電池を
分解してセパレータを洗浄し、膜電極接合体（MEA）を新
品のものに交換後、組み立てを行った。出力は４V まで回
復したものの、常時鉄道模型を動かす出力が得られず、不
安定であった。今回明らかになった課題としては以下の３
点であり、これらを来年度までに改善する課題としたい。

図３

電解装置・燃料電池搭載型鉄道模型

１点目は電解装置の液漏れである。電解装置の水素に対す
るシール性向上による耐圧性能の改善に向けた装置製作で
ある。２点目は、燃料電池の出力安定性である。これに関
しては現在開発中の丸形の燃料電池にすることで、発電時
に生成する酸性の水をうまく燃料電池外に排出することで、
起動停止回数に依存する金属セパレータの腐食による導電
性能の維持を図る。また、燃料電池中の触媒層は本校で合
成を行い作成したものであるため、市販品ほど安定的に性
能を維持することができなかったことから、今後はより安

（a）電解装置

定な触媒層の作成を目指して研究を進めていきたい。３点
目はトラッパー液種の検討である。今回は電解装置の耐圧
性能不足により、複数のトラッパーを介した水素供給がで
きなかったことに加え、純水を用いたため十分な中和がで
きていなかった可能性があり、今後は中和に最適な液種を
検討する。

（b）トラッパー
図４

（c）PEFC

燃料電池搭載型模型電車の構成要素

―感想―
SEMICON JAPAN 2013に参加して
実験室では、純水素をマスフローコントローラーにより

展示会では図３のように製作した模型電車を展示した。

最適な運転条件下で PEFC の開発に取り組んでいるが、実

模型車両の貨物部に搭載した電解装置によって、水酸化カ

際に電解装置と組み合わせることで、システム全体として

リウム水溶液を電解し、生成した水素を PEFC へ供給、酸

の改善課題を見出す良い機会となりました。また、研究内

素は大気中の空気を取り入れることにより発電する。展示

容を来場者の皆様にご説明申し上げて、研究の意義をお伝

１日目、展示開始直後は燃料電池の性能を確認するため、

えすることが専門分野の学会発表とは異なり、大変難しい

可搬型の純水素ボンベを用いて模型電車を動かした。同時

と感じました。非常に貴重な経験をする機会を得ることが

に、電解装置は別で稼働させ、生成した水素は現在開発中

できたことに感謝申し上げます。
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