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170 首都大高効率の生物燃料電池

田干IJ 09.10.1 

首都大学東京の太田正慶教授と吉田真助教らは微生物

と電極が一体化した生物燃料雷也を開発した。

紅色光合成細菌の中で水素を多く発生する種である

「ロドシュードモナス・パルストリス」を遺伝子操作に

より水素を発生する経路をつぶすことで、野生株と比べ

て 1.3倍ほどの電力を取り出せた。陽極は空気に接した

炭素電極、陰極には導電性ポリマーを塗布した炭素電極、

その聞をナフイオン膜で仕切った。光合成来日菌を含む培

地に陰極を浸し、光を当てると電流が流れた。存機廃液

などを光合成細菌で浄化し、エネルギーとして取り出す

システムの構築も期待できる。光合成生物は光を受ける

と糖などの有機物をつくる。光合成過程で作られる

NADH分子は NAD分子に変わる際に電子と水素を放

出。電子は電極から電気として取り出す。水中の水素イ

オンは膜を通り抜け、陽極で酸素と反応し水となる。

光合成する鏑麓から策気を取り泌す仕絡み、

した。素材にチタンを使うことでコストを大幅に抑え、

強度が優れているのが鞘坑来年にも発売し、 2""'3年以

内に年間 12億円の売り上げを目指す。厚さ O.lmmのチ

タンをプレス加工し、耐久性や導電性を高めるロジウム

をメッキしたもの。連続して加工することにより 1枚当

たり数百円と言う低価格を実現した。

172 米露 “低圧"で金属水素

日干IJ 09.10.6 

水素に超高圧を加えて出来ると考えられている「金属

水素」に、 Liの原子が共存すると、純粋な水素を金属化

させる場合に比べ4分の一程度の圧力で済むとし、う理論

計算がまとめられた。米コーネル大学、米ストーニーブ

ルック大学、ロシアのモスクワ大学による成果。

密度汎関数理論に基づき計算した所、 6つまたは2つ

の水素に対して 1つの Li原子が結ひ河寸くと、 100""'165

ギガパスカル(1ギガパスカルは約 1万気圧)の圧力で

水素が金属化すことが分かった。しかもこの現象はLi

に限らず、ほかの金属にも適用できると見ている。金属

水素が出来ると、高い軒多温度での超電導材料や新しし 1

劉 エネルギー源につながると期待されている。

…会、…_.... ，...瀕篠
ナフィ*ン麟

NADH:遣先雛ニコチンアミドアヂニシジヌクレオチド
NAOや:織化製ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド

171 長野セバレーターにTiを使い低コスト化

日経産 09.10.2 

フ。レス加工のサイベッコーポレーション(長野県塩尻

市)と金属表面処理のサン工業(長野県伊那市)は、燃

料電池のセバレーターを低コストで製造する梯府を開発

173 三菱重工 SOFC一 MGT発電圏内最長運転

化工日 09.10.6 

三菱重工業は、固体酸化物型燃料電池 (SOFC)とマイ

クロガスタービン伽GT)を組み合わせた出力200k¥¥械

の複合発電システムで、国内最長の 3，000時間運転を達

成した。07年に最大出力で世界最大級の229kW、発電

効率でクラス最高の 52.1% (送電端LHVベース)を達

成しており、今回の成果で信頼性と耐久性を実証した。

今後、 トヨタ自動車と共同開発を進めている業務用・

産業用ハイブリッドシステム、また事業用発電システム

の実機開発につなげる。新エネルギー ・産業指府開発機

構 (NEDO)から委託を受け、長崎湖断で 04年度か

ら開発を進めてきた。
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174パナ電工パーキンソン病予防に低濃度水素水

化工日 09.10.6 

パナソニック電工は、九州大学薬学研究院の野田百美

准樹受らの研究グノレーフ。と共同で¥0.08ppmレベノレの低

濃度水素含有水の飲用で、パーキンソン病の患者に特定

して発現する黒質ドパミン神断剛包の脱鶴見象が抑制さ

れることをマウスの飲紳験で検証したO

試験は水素濃度を 0'"1.5ppmの範囲で 5段階に分け

た飲用水を 1週間にわたってマウスに与え、その後 1"'2

日経過後、黒質部内のドパミン神経細胞を免疫染色して

細胞数を調べた。その結果、 TH陽性神経細胞数は水素

濃度Oppmで、75.5、0.04ppmで86.2，0.08ppmで、123.5，

0.5ppmで 107、1.5ppmが 118.8で、 0.08ppmで細胞

数の減少が最も抑えられることが分かった。

また、活性酸素による DNA酸化損傷についても低濃

度水素を与えたもので、は抑制されることも橋忍した。こ

の検言政吉果lこっし¥て、「官勘平アルカリ水などに含まれてい

る低濃度水素はノ《ーキンソン病などの脳神経疾患の予防

と治療に有用である可能性を示唆しているjとしている。

175 田淵電機燃料電池の電流変換世界最高効率

日経産 09.10.7 

田淵電機は、燃料電池で発電した電気の電圧を効率よ

く調整する「パワーコンディショナー」と呼ぶ装置を開

発した。

変動する直流電流を家電製品にも使えるように安定し

た交流富市に変換するほか、電圧調整器(コンパーター)

の制御回路を2種類用意し、電圧を高電圧用と低電圧用

の二つに分けたことで電圧が変動し易い燃料電池特有の

問題にも対応できるようにした。同社によれば変換効率

は 92%以上と、世界最高水準と言う。これまで 80%以

上にするのは難しいとされてきた。

176 日本精線バネ用銅線水素中で、の強度3倍

日経産 09.10.9 

ステンレス錬線最大手の日本精線は高圧水素中で使っ

ても、もろくなりにくいバネ用銀時泉を開発した。

パネ用調噺泉にはCr18%、Ni8%を含むSUS304を使

うのが主流。引き伸ばして鋼泉に加工する際、結晶構造

にひずみが出ることで強度が高まる半面、水素がひずみ

の中に入り込むことでもろくなる弱点がある。新開発の

「ハイプレムJはCr18%、Ni10%と少量のMoを含む

スユ

SUS 316をベースにして、炭素や窒素など微量含有元素

を調整。水素の侵入を防ぎ、強度を上げた。 700気圧の

高圧水素中で性能試験をしたところ、引っ張り強度が

SUS304の3倍に向上した。

水素ステーションの充填ノズ、ルや圧力調整弁に使うノミ

ネなど燃料電池闘系での採用を見込んでいる。

177 岩谷液化水素製造装置3番目は九州

日経産 09.10.9 

岩谷産業千葉工場は 3，OOOQ/時間で液化水素の生産を

行っているが、丹野明次社長は第3番目の液化水素工場

は九州地区に設置したいと語ったO

178 岩谷充電なし「水素自転車」

日干IJ 09.10.9 

岩谷産業は8日、純水素型燃料電池を搭載した「水素

自転車」を開発したと発表した。

純水素型の出力 60W級の固体高分子型燃料電池

(PEFC)とリチウムイオン雷也も搭載しており、電力

でモーターを駆動し自転車走行をアシストする。水素ガ

スは開発した水素カートリッジ(容量80Q)で供給する。

リチウムイオン電池残量が低下すると自動的に水素ガス

を燃料電池に供給して、発電するため、充電作業が不要。

リチウムイオン電池のみでの走行に比べ、約1.5倍の

走行E間住を可能にした。 13日から水素カートリッジの専

用充填施設のある関西国際空港水素ステーションを中心

とするエリアで、関西空港の人が空港島内で移動する際

に使用して、実運用の各種データーの収集を行う。

179 福岡北九州水素タウン水素パイプライン

新設

化工日 09.10.15、09.10.16

「福岡水素エネルギー戦略会議J(Hy-Lifeプロジェク

ト)は水素エネノレギーの社会実証活動の一環として展開

する吋ヒ九州|水素タウンJにおいて、 3kmの水素ライン

を新設し、住宅や公共施設、店舗で燃料電池を設置・稼

働する実証事業を、 10"'13年度に実施する。経済産業省、

(経産省)の水素利用社会システム構築実証事業を受諾

し、水素供給・利用梯開究組合との連携で実施する。

北九州、休素ステーションへは新日本製鉄・八幡製鉄所

から副生する水素を 700mのパイプラインで導き、水素

自動車に充填する。
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180 加高温PEFC

日干IJ 09.10.20 

カナダ・カルガリ一大学のジョージ・シミズ耕受らは、

150
0Cの高温で機能する PEFCの材料を開発した。これ

までフk素イオンを運ぶのは水で、あったが、水素イオン運

搬用にNaが3っ付いた無水の2，4， 6トリヒドロキシ

-1， 3， 5ベンゼントリスルホン酸を使用。最高温度

150
0

Cまでの温度で作動できるようにした。従来より高

温であることから変換効率を上げられるうえ、高価な白

金ではなく低コストの金属触媒が使える。燃料電池自体

のコスト低減にもつなげられるという。(ネイチャー・

ケミストリー)

1 8 1 福岡 北九州で水素エネ先端技術紹介

日刊 09.10.20 

福岡水素エネルギ一戦略会議幅岡市博多区、黒オ寸啓

介会長)は、 21'"'-'23日の 3日間、西日本総合展示場新

館(北九州市小倉北区)で「水素エネルギー先端技術展

2009Jを開く。水素エネルギ一分野で、の先端断背を 37

企業・団体が展示、紹介する。

同展示会の燃料電池・水素エネルギー専門技体fセミナ

ーでは、九州大学や断念研の最新研究動向の発表、燃料

電池自動車、アシスト自転車の試乗会、 22日には北九州

国際会議場で資源エネルギー庁主催の「第 1回 FC

EXPO セミナ~m福岡J も同時開催する。

182 出光改質器大幅コストダウン

化工日 09.10.20 

出光興産は、家庭用燃料電池分野の材各事業化を目指

す。強みを持つ触媒技術などを活用し燃料となるガスや

灯油から水素を取り出す改質器の研究開発を描隼してお

り、次世代型への代替が始まると言われる 12'"'-'13年ご

ろをめどに燃料電池メーカーでの採用を実現させる計画。

生産コストの低減などで価格を 10万円前後まで大幅

に引き下げる目標を掲げており、需要増が見込まれる欧

州など海外展開も視野に入れている。

出光の改質器は、灯油、 LPG、都市ガス、バイオエタ

ノール、バイオガスなどを燃料に使用で、きるマルチ燃料

対応型となっている点が最大の樹敷で、起動時のエネル

ギーロスが少ない、 CO変性部やCO選択酸化部のヒ←

ターが不要でメンテナンス性が向上、耐久性4万時間な

どの優れた性能を有している。

スユ

183 電中研中温型SOFC

日経産 09.10.21 

電力中央研究所の麦倉良啓H南研究員らは、電解質に

ノ〈リウムなどのアルカリ土類金属の酸化物を使用する動

イ骨量度が 500'"'-'700
0

Cの中温型SOFCの基礎技術を開発

した。水素イオンを移動させる割卒質には、出力電圧の

上昇が期待できるアルカリ土類金属酸化物を用い、正極

には金属酸化物、負極にはパラジウムで、基刺蒔造を作れ

ることを示した。発電効率は低温型に比べ 5%程度高い

42%前後が期待できるとしている。今後、実用化へ向け

発電性能の評価などを進める。

184 名大燃料電池使い有機合成

田干IJ、日経産 09.10.23 

名古屋大学の田)11智彦耕受らは燃料電池を化学閃荷告

として使い、有機分子を合成する新手法を考案した。

PEFCの空気極側から酸素と一緒にプロピレンを送り

込んだ所、空気極付近にフ。ロピルアルコールやプロヒ。ル

アノレデハイドが生成した、燃料電池には0.83Vの電圧が

発生し、電気エネルギーも回収できることも分かった。

空気極の近くでは酸素が高分子膜から出てくる水素イオ

ンと反応することにより、活性の低い過酸化水素などが

出来る。通常の化学合成フ。ロセスで、は5齢、酸化力を発揮

して反応が過剰に進むが、新手法で、は水素イオンが化学

反応のブレーキ役を果たして、適度の所で閃志を止める

ので、アルコールなどが出来るのである。

将来はメタンを効率よくメタノールに変える技術など

にも応用できると見ている。

185 東芝携帯型燃料電池2万9800円

読売、日経産、化工日 09.10.23 

東芝は22日、持ち運びできる燃料電池「ディナリオ」

を発売すると正式に発表した。携帯電話や携帯音楽プレ

ーヤーなど小型のIT槻嗣け。 29日から自社サイト上

で3，000台を限定販売する。

縦 7.4X横 15X厚さ 2.1cmと手のひらサイズ。価格は

送料込みで本体が2万9，800円。メタノールが 5本セッ

トで3，150円。雷原手段がなし渥汐トでの充電や非常用と

しての用途を提案する。高濃度のメタノールを使用、同

燃料を 14mQ注入し、携帯電話を2回ほど充電できると

いう。パソコンなどで一般的な USB端子で直流 5Vを

出力する。 IT機器との接続ケープピ、ルは別途必要になる。
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186 九大水素エネルギー一貫教育

日刊 09.10.27 

九州大学は世界で初めて、水素エネルギーに関する科

学や槻?を一貫して学ぶ「水素エネルギーシステム専攻J

を、 10年4月に大学院工学府に開設する。

水素エネルギー技術を柱に環境・エネルギー分野で国

際的に活躍する高度専門側諸や研究者を育成するのが

狙し、同専攻は教育(修士・博士後期)課程に開設する。

修士課程には通常とグローノ〈ノレの 2コースを用意、定

員 30人。博士後期課程は 9人。講義はすべて英語で行

う。カリキュラムは水素製造・貯蔵や熱力学、材料力学

関連の先端科目のほか、外国人教員による語学教育や産

業界出身の講師陣から実学教育約 30科目を学ぶ。

187 日清紡 PEFC用セバレータ一新建屋完成

化工日 09.10.27 

日清紡ケミカルは、燃料電池用セパレーターの生産体

制を強化する。このほど、千葉市緑区に新建屋が完成、

年内にも新製造ラインを導入し、来年5月をめどに干扇動

を開始する予定。年間 400万枚の生産能力を確保する。

現在、美合事業所(愛知県岡崎市)で、生産を行ってい

るが、今後、千葉に生産を集約、効率化を描隼する。千

葉では既に次期増設用の土地も確保している。同社のセ

バレーターは、独自の加工t効I'rを活用し開発したカーボ

ン製で、高強度で薄いうえ、高い耐食性、導電性を有し

ているのが鞘鋭家庭用 PEFCではほぼ 100%のシェア

を有している。

188 産総研水素物性値提供を積極化

化工日 09.10.28 

産業樹齢合研究所(麟鯛)の水素材料先端科学技

制糊究センター幅岡市、センター長・村上敬宜九州大

学副学長)は水素エネルギー産業で、の研-究開発促進を目

的に、水素物性値のJ情報開其を積極化する。

同センターで、は水素物性・水素材料強度特性、水素高

分子材料、水素トライボロジー、水素シミュレーション、

水素脆イ白羽面の各チームで水素材料に関する研究を展開

している。

提供する内容は、研究活動で得られた高圧・高温条件

下の水素熱物性デ、ーターを整備した「水素物性デ、ーター

ベースJと関数形式で物性値を計算できる IMS同EXCEL

R反水素物性ライブラリJ。

スユ一一

これらの利用により、製品の開発や設計に要する期間

の短縮やコスト削減が見込まれる。

189 東工大高温 R 低湿度用燃料電池高分子膜

日経産 09.10.29 

東京工業大学の山口猛央謝受らは、高温や{邸毘度の環

境でも使える燃料電池向け高分子膜を開発した。

無数の細かし、穴があいたポリイミド膜をベースに、穴

の中に電気伝導性の高分子を表面に巻き付けた二酸化ジ

ルコニウムの微粒子を充填する。粒子と高分子の表面に

水分が止まり、水素イオンを伝える役割をする。水素や

酸素のガスは透品しなし 1とし 1う。

開発した高分子膜は従来品より安定性が高く、 -30"'"'

100
0

C、湿度20%でも性能を保てた。加湿装置や冷却装

置が不要となり、悪条件下で、も低コストで燃料電池が使

えるようになるとしづ。 3"'"'5年での実用化を目指す。

190 福岡水素エネルギー製品研究試験センター

日干IJ 09.11.4 

10年 3月、圏内初の水素エネルギー製品研究試験セン

ターが始動する。渡辺正五理事長兼センター長によると、

同センターは公益財団法人として水素関連製品の性能や

信頼性を言判面する第三者機関、中小・ベンチャー企業が

高額な初期投資をかけずに水素ガス環境下で、製品群験を

行い、水素エネルギー産業への新規参入を積極的に後押

しする。センターは 100メガパスカル級の高圧水素試験

室などを完備する計画で、部品から製品まで一貫して製

品試験出来るセンターにしたいとしている。開発当初は

約 20人体制で臨む。

1 9 1 BASF 高温型M日米国に生産集約

化工日 09.11.10 

BASFは燃料電池の総合的な競争力強化を目指し、同

事業部の再構築を進めてし1く。

この方針から、高温型 MEA(膜・雷亙接合体)の製

造を子会社のBASFフューエル・セノレ(BFC)の米サマセ

ット拠点(ニュージャー州)に集約、独フランクフルト

におけるBFCの活動は09年 12月31日付けで終了し、

フランクフルト拠点は 10年中に閉鎖する。

今後は、サマセットを生産の中核拠点として、昨年 5

月に開設した日本の四日市開発センターと共に燃料電池

事業の育成を進めてし、く。
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192 エネ庁燃料電池車、 11∞kmの旅スタート

化工日 09.11.11、朝日、読売 09.11.12

経産省資源エネルギー庁は、燃料電池車の耐久性など

を検証するため、「燃料電池車 1，100km長E巨離走行実

証Jを行う。 トヨ夕、日産、ホンダ製の3台がこれに挑

戦する。 11日に東京・霞が関の同省を出発して北九州ま

での 1，100kmを2日聞かけて走行、途中の水素ステー

ションで2回水素を充填する。

公的な誤験としては国内最長という。なお10日には、

プレイベントとして日光で水素ステーションの開所式を

行ったほか、 13日にはポストイベントとして九州大学で

完走式を行う。

193 浜ゴム水素供給ホース耐圧2倍

日経産 09.11.12 

樹兵ゴムは燃料電池車に水素を供給する耐圧性能の高

い燃料用ホース iibarJを開発した。同ホースは、ナイ

ロン品蹴住などの高機能議跡住2種類を重ね合わせ、ポリエ

ステル樹脂でカバーした 3層構逸ホース自体の外形を

変えずに耐圧性能を高め、耐圧力は 70メガパスカル。

複数の樹脂を使うことで必要な気密性も確保しており、

現在主流のゴムと金属を組合わせたホースの代替を狙う。

194 山梨燃料電池車の実証実験誘致

臼経産 09.11.12 

山梨県は山梨大学を中心に進める車載型;牒涼ヰ電池の実

用化研究の一環として、燃料となる水素の供給体制に関

する社会実証実験を県内に誘致する。 11月中にも燃料電

池実用化揃隼協議会など関連3団体に要望書を提出し、

数年後の実現を目指す。

10月 30日、甲府市内で開催された燃料電池実用化推

進会議で次のような決議をした。県は公用車などに燃料

電也自動車を導入し、県内各地に水素ステーションを設

置し、水素の供給が行われるようにする。そのための水

素ステーションの設置場所の斡旋や関連施設の整備など、

最大限の支援をする。

また県は会議で、燃料電池関連産業の集積に向けた工

程表を示した。国がFCV普及の目標とする 15年をめど

に、県内に研究開発拠点を確立し、県内企業の参加を促

す。 FCVが本格的に商用化する 20年には、部品メーカ

ーの工場開設や県内企業の集積により、山梨を燃料電池

の量産化拠点とすることを目指す。

スユ

195 東邦ガス家庭用燃料電池販売

日刊 09.11.17 

東邦ガスは、東芝燃料電池システム(横浜市鶴見区)

製の家庭用燃料電池「エネファームJの販売を開始した。

価格は325万5千円、発電出力が 250'""700Wと電力

負荷が小さい顧客に対応できるのに加え、設置スペース

レj型化で、きる。同社はすで、にパナソニック製のエネフ

ァームを販売しており、取り扱し欄重が2欄重に増える。

1 9 6 ジャパンエナジ市販灯油使う業務用SOFC

日経産 09.11.20 

ジャパンエナジーと住友精密工業、日本ガイシは 19

日、一般に販売されている市販灯油をそのまま燃料とし

て使える業務用のSOFCを開発したと発表した。

10年度から実証試験を開始し、 10年代前半の発売を

目指す。開発したのは飲剣吉や介護施設などで使う出力

3kW級のSOFCシステム。

197 京大効率よくプロトン運搬

日刊 09.11.24 

京都大学と科学技術振興機構(JST)の研究グループロは

湿度ゼ、口、 1000C以上の環境で、フ。ロトンを効率よく運ぶ

複合材料の合成に成功した。研究グループ。は 1nm角の

細孔を無数に持つアルミニウム多孔'性金属錯体を合成、

この細孔内にイミダゾールを加熱しながら入れて複合材

料を合成した。イミダゾールは室温付近で、はほぼ青争止し

ているが、温度を上げると高速で動き始め、ブρロトンを

効率よく運ぶ。 120
0

Cの時、プロトンの伝導度は室温の

1，000倍になった。 100'""300
0

Cの範囲で有効に働く燃料

電池の固体電解質の創製が期待できる。

1 9 8 岡山金属ナノ粒子量産

化工日 09.11.26 

ナノ・キューブ・ジャパン(岡山市、中崎義晃代表)

は、マイクロリアクターを利用して金属ナノ粒子を量産

する。反応品号を複籾且み合わせたIJ型の化学フ。ラント装

置を開発、年1トンのナノ粒子を供給できる体制を整え

た。特に同社のプロセスは還元剤が残留しないため高純

度品を得ることが出来る。

燃料電池の触媒に使われる白金、パラジウムなどの供

給が可能で、市場開拓は CBCと協力して進める。粒径

は白金が 2.5，4.5nmパラジウムは1.8，5.0nm。
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199 神鋼純水素製造・供給システムの実用化研究

を加速

化工日 09.11.26 

神戸鰯断。申鋼)は、起動・停止特性や負荷変動特

性に優れた出制t素製造・供給システムの実用化研究を加

速する。

既存の鍋系CO除去用吸着材と既存の水素吸蔵合金を

組み合わせ、水素精製を行うもの。

改質ガスを吸着材が入った塔に送り COを選択除去、

ここを通過した水素と C02のうち、水素吸蔵合金で水素

のみを回収する。 CO吸着は2塔で実施、 COは吸着材

から真空ポンプで濃縮し燃焼する。水素吸蔵合金は冷却

による吸蔵、 800Cの温水で温めて放出を繰り返すため 3

塔式を採用している。来年春をめどに 3m3fhrのベンチ

スケール官鵡食設備を設置、 11年度までの3年間で検証を

行う予定。

200 福岡テック精密改質部用燃焼器を開発

日干IJ 09.11.27 

テック精密(福岡県遠賀町、武谷富雄社長)は、日本

ケミカル・プラント・コンサルタント(東京千代田区)

と共同開発した家庭用燃料電池システムの改質部用燃焼

器を 10年度中に発売する。改質時にメタン、空気、水

素を混合させ、 600'"'"'800
0

Cに加熱、メタンは完全燃焼さ

れ、 COは8ppm以下に抑える。

201 産総研光合成を模倣した水素製造システム

実証

日干IJ 09.11.30 

産総研のエネルギ一樹|朔究部門太陽光エネルギ一変

換研究グノレーフ。は、植物の光合成機能を模倣して、太陽

光を利用して水を分解し水素を製造するシステムの研-究

を千子っている。

2種類の酸化物光触媒粉末と酸化還元サイクルをつく

るヨウ素塩を水に混ぜて可視光を照身すするだ、けで、光合

成に似たメカニズムで水を水素と酸素に完全に分解で、き

ることを初めて実証した。

このシステムは、大面積化が容易で、あり、水素と酸素

を分離発生できるだけでなく、通常の言論卒による水素製

造より約半分の電解電圧で作動し、低コストで製造でき

るとしづ、光鰍某と電解の両方の長所を生かした優れた

システムであるという。

スユ

202 日本ヱア・リキード川崎水素ステーション

化工日 09.12.1 

日本エア・リキードの社内カンパニー、ジャパン・エ

ア・ガシズが運営する JHFC川崎水素ステーションは、

2003年 9月にオープンした世界初のメタノール改質法

による水素供給設備。

メタノーノレからの水素製造は周志温度が低く、加温や

保温のエネルギー消費が少ないため、エネルギー効率が

約65%と他方式の水素ステーションに比べ5%程度高い。

原料は危険物の対象にならない 55%メタノール水を用

いる。 240'"'"'280
0Cで改質し、 PSA精製装置で純度を

99.99%以上にまで高めた後、 2段式圧縮機で40メガパ

スカルまで加圧する。水素のロスを防ぐため圧縮機には

膜式を用いている。改質時のオフガスもヒーターの繋腕、

として有効利用している。 50Nm3fhrの製造能力を持ち、

蓄圧設備 250Qボンベが 8本。乗用車連続 5台またはパ

ス1台分に充填することが可能だ。充填は差圧充填で行

っている。車草案ボンベの温度が上がり過ぎないよう車種

に応じて充填速度を自動制御、充填時間を 10分以内(乗

用車)に抑えるようにしている。事務所内からの遠隔操

作による充填開始、歩道側にポリカーボネート製の防護

壁を設けるなど独自の対策も施している。

203 仏白金使わず、水素製造

日干Ij 09.12.4 

フランス原子力庁、ジョゼフ・フーリエ大学、仏国立

科学研究センターなどの研究チームは、水を電気分解し

て水素を得る際、白金に替えて、多層カーボンナノチュ

ーブlこニッケルを結合させた化合物を角的某にする手法を

開発した。強酸翻夜中で、水素と水素イオンを相互変換さ

せるもので、水素酸化還元酵素のように働き、硫酸水溜夜

では20mVという低し、電王で、も水素を発生で、きた。性能

も安定していて 10万回以ム繰り返して使えるという。

204 大阪水素・燃料電池部材の見本市

日干IJ 09.12.10 

資源エネルギー庁、おおさか FCV櫛隼会議、大阪科

学技体lf'センターが主催する iFCFESTA2009inOsakaJ 

を9日、大阪国際会議場(大阪市北区)で閉幕した。水

素・燃料電池の関連昔防オを展示する見本市と市場動向セ

ミナーの 2本立てで、 76社・団体が出展。開催期間は

10日まで。
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205 触媒学会水素の製造と利用に関する触媒技

術シンポジウム

化工日 09.12.14 

鰍某学会・水素の製造と利用のための鰍尉矧棚究会

の主催で22日、西新宿の工学院大学で開催された。

プログラムは次の通り、低炭素エネルギーシステムと

しての水素一角的某化学への期待(エネ総工研・坂田興)、

メンブレン型改質装置による水素製造と水素利用梯貯開

発への取り組み(岩谷産業・梶原昌高)、オキソ酸塩を母

体とした耐C02高温フ。ロトン導電体の開発(東北大・雨

津浩史)、水素の大量長E間輸送技術の確立を目指した有

機ケミカノレハイドライド法脱水素角蚊某の開発(千代田化

工・岡田佳巳)。

206 新日石 SOFCを11年度にも販売

化工日 09.12.14 

新日本石油は、 11年度にも SOFCの販売を始める。

SOFCはすでに販売している PEFCに比べ発電効率

が10%前後高く、機樹溝成も簡素化できるのが鞘坑耐

久性などを言判面する実証試験が終了した後に、まずは特

約庖向けなどでの普及を図る計画だ。

改質ガスの CO除去は不要、改質ガスの温度も冷やさ

ずに使用でき格段に発電効率が上昇する。部品点数も

PEFCの1，000"-'2，000に比べSOFCでは400"-'600に

まで削減できる。高温で干刻動することから連あ苛軍転が基

本となるため、環境対応へのニーズが高いコンビニエン

スストアや小規模事業所などで、の普及を期待している。

207 東ガス SOFC用横縞型セルスタックの5年耐久

性実証

化工日 09.12.16 

東京ガスは 15日、京セラやリンナイ、ガスターの 4

社で取り組んでいる SOFCの開発で、SOFCの発電部で

ある横縞型セルスタックが5年間の耐久性を有している

ことを編忍したと発表した。 4社は同セルスタックに寿

命を 10年間に引き伸ばすことを目指しており、 10年ま

でに、こうした実用的なセルスタックを完成しSOFCシ

ステムとして発売する方針。

棋縞型セルスタックは、一本のセラミック謝反上に単

体セルを設置し、各セルが基叛上で、直列につながった構

造になっているO セノレの謝亙が経時劣化するため耐久性

に問題があったが、セルスタックの材料として耐久性低

スユ

下を引き起こす合金材料をすべてセラミックに変えるこ

とで5年の寿命を実現したとし、う。

208 大ガス 家庭用SOFC実証実験を開始

化工日 09.12.18 

大阪ガスは 17日、京セラ、 トヨタ自動車、アイシン

精機と共同開発した家庭用 SOFCの戸建て住宅での実

証実験を同日から始めると発表した。大阪ガス供手合エリ

ア内で 23台設置し、実負荷環境下での実証データーを

集める。家庭用 SOFCコージェネレーションシステムは、

総合効率に占める発電効率の割合が高く、索濡要が比較

的少ない住宅でも環境性、経済性を発揮する。発電ユニ

ットが小型で、羽開量が少なく賊易温度が高いことから、

廃熱利用給湯暖房ユニットもコンパクトに設計できる。

209 トヨタ 家庭用SOFC実証試験に参加

日経産 09.12.18 

トヨタ自動車とアイシン精機は、今年3月から大阪ガ

ス、京セラとともに家庭用のSOFCのコージェネレーシ

ョンシステムを共同で開発している。これを NEDOの

実証研究に提供する。今回、北海道ガス、東京ガス、東

邦ガス、大阪ガス、西部ガスの5社に30台提供する。

210 岩谷水素エネフォーラムを開催

化工日 09.12.21 

岩谷産業は10年1月27日、東京国際フォーラムで「第

4回イワタニ水素エネルギーフォーラム東京Jを開催。

“水素と電力との共生をめざして"をテーマとした。

基調講演は茅陽一東大名誉教授「温暖化への対応と今後

のエネルギーJ、特別講演は東京ガスキ

長「東京ガスの低炭素社会の実現に向けた取り組みにつ

いてJム、電中研池谷知彦上席研究員「低炭素社会実現に向

けた電気 07_水k素杜会の、ンナリオ」ム、モ一夕一ジヤ一ナリス

トのj清青水和夫氏「旬7水k素エネルキギ、一が人類の文明を救う引j。

2 1 1 チノー燃料電池評価試験装置を製版する台湾

社に出資

日干IJ 09.12.29 

チノーは燃料電池の言判面訴験装置を製造・販売する競

合メーカーである台湾の泰新能源股イ分有限公司に出資す

る。国家戦略で、新エネルギー開発を積極化する台湾市場

にチノーの装置の販売を優位に進めるのが狙い。
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