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Abstract: In this study, the separation method of fuel cell was examined using EIS method. Using EIS method, which is an 

evaluation method of fuel cell, the impedance was measured changing the test condition of the fuel cell.From the fitting result of 

the measurement data, the resistance separation method of the fuel cell was examined. We report the tendency of increasing and 

decreasing resistance values with changes in each gas parting pressure. 

 

１． はじめに 

現在,高効率かつ発電時に CO2 を排出しない発電方

式として燃料電池が注目されている.しかし性能決定

要因の分離評価手法は研究開発段階であるため確立

されていない[1]. 

燃料電池の出力電圧は開回路電圧から電解質に起

因するオーミック損,そして各電極に起因する過電圧

分といった電圧ロスが差し引かれたものである.本研

究では,これらの損失分を抵抗に近似して分離評価す

ることを目的とした.本稿では実際の燃料電池の評価

法 と し て EIS(Electrochemical Impedance 

Spectroscopy)法を用いて,燃料電池の発電試験条件

を変化させた場合の内部インピーダンスを測定した.

さらに等価回路を用いた測定データのフィッティン

グにより,燃料電池の抵抗分離手法について検討した

結果を報告する. 

 

２． 実験方法とフィッティング方法 

燃料電池はボタンセル(東京ガス製)を用いた.セル

温度 700℃一定条件の下, Fig. 1 に示すように燃料電池

にインピーダンスアナライザ IM3570(HIOKI 製)を用い

無負荷状態においてセル両端に交流電流 3mA を重畳し

その時の電圧,電流の大きさや位相差からインピーダ

ンスを求めた.また燃料電池の発電試験ガス分圧条件

の範囲はそれぞれカソード酸素分圧 0.1～0.2[atm],カ

ソード水蒸気分圧 0.05～0.1[atm],アノード水素分圧

0.4～0.76[atm],アノード水蒸気分圧 0～0.2[atm]とし

た. Fig. 1 に示した燃料電池における内部インピーダン

スの等価回路は Fig. 2 に示した通りであり,オーミック

抵抗(Rir),アノード,カソード反応抵抗分として R1～

R4,CPE1~ CPE4 を仮定した. ここで CPE とは Constant 

Phase Element の略であり, 純粋なコンデンサーC の代 

 

Figure 1 Measurement circuits of fuel cell 

 

Figure 2 Equivalent circuit of fuel cell 

わりとして Fig. 3 のようなナイキストプロット時に円

弧の不均一性を補正するために用いられ,円弧がつぶ

れるような場合に用いられる要素 Q である.この Q は 

CPE-T と CPE-P の 2つの値で定義され, CPE-T＝Q0と

CPE-P＝α とした場合, (1)式となる. Fig. 3 における半円

の頂点 ωmax を時定数 RC で決定するものとした場合,C

は(2)式で示される. 

Q: Z =
1

Q0(jω)α
                                          ⋯ (1) 

C = Q0
1/𝛼𝑅(1−𝛼)/𝛼                       ⋯ (2) 

 

Figure 3 Constant Phase Element Description 
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CPE-T は振幅を表し,CPE-P は-1～1[2]の値であり素

子の特性を表している. CPE-P が 0～1のとき,虚軸が

傾き円弧のつぶれるような形をとる.等価回路の作成

とフィッティングには ZView (Scribner Associates 社)

を用い,試験ガス条件毎に評価を行った. 

 

３． 結果 

EIS 法によって分離したオーミック抵抗 Rir及び反応

抵抗 R の各分圧依存性の分離結果を Fig. 4 に示す. 反

応抵抗 R は Fig. 2 における R1~R4までを合計した値と

した. 

３．１ オーミック抵抗(Rir)のガス分圧依存性 

Fig. 4(a),(b)よりカソード側の酸素分圧や水蒸気分圧

の変化に対し,Rir の値の変化は微小であり依存性はほ

とんどないものと考えられる.一方, Fig. 4(c),(d)よりア

ノード側の水素分圧や水蒸気分圧の変化に対しては分

圧が高くなるほど Rir の値が減少傾向にあることが明

らかになった. 

３．２ 反応抵抗(R)のガス分圧依存性  

反応抵抗は Fig. 4(a)よりカソード側の酸素分圧が上

昇してもほとんど変化しないこと, Fig. 4(b)よりカソー

ド側の水蒸気分圧については 7％時に一時的に減少し

ているものの分圧の上昇に伴い増加することが明らか

になった. 

 一方,アノード側の水素分圧依存は Fig. 4(c)より水素

分圧が高いほど,反応抵抗値は減少していく傾向を示

し, Fig. 4(d)より水蒸気分圧依存性は 10％までは一定

であるが,10％以上になると増加傾向となることが明

らかになった. 

 

４． まとめ 

本稿では EIS 法を用いて,各ガス分圧を変化させた場

合の過電圧変化の分析を試みた.その結果以下のこと

を明らかにした. 

・カソード側の酸素分圧変化に対して,オーミック抵抗,

反応抵抗ともにガス分圧への依存度は低い. 

・カソード側の水蒸気分圧に対して,オーミック抵抗は

ガス分圧の依存度は低いのに対し,反応抵抗は上昇

傾向にある. 

・アノード側の水素分圧に対してオーミック抵抗 Rir,

反応抵抗ともに減少傾向にある. 

・アノード側の水蒸気分圧に対して,オーミック抵抗は

減少傾向にあるが,反応抵抗は水蒸気分圧が 10％以上

の高加湿時は増加傾向にある. 

 
Figure 4 Dependenc of ohmic resistance 

and reaction resistance on gas concentration 
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