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(57)【要約】
【課題】水素ガスを持続的、定量的に発生させ、利便性
が高く、安全性が高い低圧域の水素ガスを安定的かつ安
価に利用することが可能な燃料電池システムを提供する
。
【解決手段】低圧域の水素ガスを供給できる水素ガス供
給手段および燃料電池ユニットを少なくとも備える燃料
電池システムであって、水素ガス供給手段は、水素ガス
発生部と、発生した水素ガスを蓄積する蓄ガス部から構
成され、水素ガス発生部は、アルカリ土類金属系水酸化
物もしくはアルカリ金属系水酸化物の水溶液と、アルミ
ニウム片もしくはシート状アルミニウムとを原材料とし
、原材料を混合する反応容器と、水素ガス発生を持続的
かつ定量的に行うために原材料の一部の供給を制御する
供給制御機構と、反応容器を他の反応容器に交換する交
換機構を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
低圧域の水素ガスを供給できる水素ガス供給手段および燃料電池ユニットを少なくとも
備える燃料電池システムであって、
前記水素ガス供給手段は、
水素ガス発生部と、発生した水素ガスを蓄積する蓄ガス部から構成され、
前記水素ガス発生部は、
アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化物の水溶液と、アルミニウ
ム片もしくはシート状アルミニウムとを原材料とし、
又は、
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アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化物と、アルミニウム片もし
くはシート状アルミニウムと、水とを原材料とし、
前記原材料を混合する反応容器と、水素ガス発生を持続的かつ定量的に行うために前記
原材料の一部の供給を制御する供給制御機構と、反応容器を他の反応容器に交換する交換
機構を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
前記供給制御機構は、スクリュー機構又はピストン機構を有し、前記反応容器内に投入
する前記アルミニウム片もしくはシート状アルミニウムの投入量を調整する第１調整機構
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項３】
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前記供給制御機構は、前記反応容器内に投入する前記水溶液の投入量を調整する第２調
整機構を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
前記供給制御機構は、前記反応容器内に滴下する水の滴下量を調整する第３調整機構を
備えたことを特徴とする請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項５】
前記交換機構は、前記原材料の混合による化学反応が終了した反応容器を、前記原材料
が入った他の反応容器と入れ替え、反応後の残渣物を排出するための残渣排出手段を更に
備えたことを特徴とする請求項１〜４の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項６】
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前記水素ガス供給手段と前記燃料電池ユニットが、接続され一体化されたことを特徴と
する請求項１〜５の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項７】
前記水素ガス供給手段は、性能劣化原因となる水などの不純物を除去するための不純物
除去機構を更に備えたことを特徴とする請求項１〜６の何れかに記載の燃料電池システム
。
【請求項８】
前記不純物除去機構は、吸着剤として多孔質状ゼオライトを用い、温度上昇と圧力変化
により再生可能な再生ユニットを備えたことを特徴とする請求項１〜７の何れかに記載の
燃料電池システム。
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【請求項９】
前記蓄ガス部は、水素吸蔵合金が内蔵された水素吸蔵合金内蔵容器であることを特徴と
する請求項１〜８の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項１０】
前記水素吸蔵合金内蔵容器から前記燃料電池ユニットへの水素ガスの供給の際に、前記
燃料電池ユニットからの排熱を、前記水素吸蔵合金内蔵容器からの水素ガスの放出に利用
することを特徴とする請求項９に記載の燃料電池システム。
【請求項１１】
前記水素ガス発生部と前記水素吸蔵合金内蔵容器の間、及び、前記水素吸蔵合金内蔵容
器と前記燃料電池ユニットの間には、水素ガスの供給量を調整するためのバッファタンク
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が設けられたことを特徴とする請求項９又は１０に記載の燃料電池システム。
【請求項１２】
前記蓄ガス部は、低圧域の水素ガスを貯蔵し得る水素貯蔵タンクであることを特徴とす
る請求項１〜８の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項１３】
前記水素ガス発生部は、前記反応容器内の温度制御を行う温度制御機構を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１〜１２の何れかに記載の燃料電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、低圧域の水素ガスをエネルギー源として発電を行う燃料電池システムにおい
て、安定性と安全性を高める技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、再生可能エネルギーによる発電が行われているが、電力出力が不安定であるとい
う問題がある。また、災害時の非常用電源として、エンジン式発電機が多く用いられてい
るが、騒音や排気ガスの問題がある。そこで、クリーンなエネルギー源として燃料電池が
注目されている。
しかしながら、燃料電池を利用する場合には、水素ガスの供給源が必要になる。
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従来の燃料電池自動車用の水素ステーションの場合、コンプレッサー（圧縮機）を用い
て、蓄圧器に高圧水素ガスを予め充填させて、蓄圧器から燃料電池自動車に水素ガスを充
填している（例えば、特許文献１を参照。）。
しかしながら、水素源として高圧ボンベを利用すると、危険性が高いため、法令規制に
より設置場所が制約されてしまうという問題がある。そのため、従来の水素ステーション
では、設置や運用のためのコストが高くなるという問題があった。
【０００３】
低圧域の水素ガスを、必要となるその場所で発生させ、燃料電池に供給できれば、安全
性と利便性を向上させることはできるが、水素ガスの発生には多大なコストがかかるとい
う問題があった。
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【０００４】
そこで、水とアルミニウムの反応を利用して水素をシート状のアルミニウムを水素発生
材料として用いる水素製造装置が知られている（例えば、特許文献２を参照。）。これに
よれば、低コストで水素ガスを発生させることができる。
しかしながら、上記特許文献２に開示された水素製造装置では、安定的に水素を連続発
生する点については十分な開示がされていないという問題がある。また、水素発生装置と
燃料電池を一体として、利便性の高い燃料電池システムを提供するというものでもない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６−１３８３３２号公報
【特許文献２】特開２０１６−１１７６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記状況に鑑みて、本発明は、水素ガスを持続的、定量的に発生させ、利便性が高く、
安全性が高い低圧域の水素ガスを安定的かつ安価に利用することが可能な燃料電池システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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上記課題を解決すべく、本発明の燃料電池システムは、低圧域の水素ガスを供給できる
水素ガス供給手段および燃料電池ユニットを少なくとも備える燃料電池システムである。
水素ガス供給手段は、水素ガス発生部と、発生した水素ガスを蓄積する蓄ガス部から構成
される。水素ガス発生部は、アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化
物の水溶液と、アルミニウム片もしくはシート状アルミニウムとを原材料とし、または、
アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化物と、アルミニウム片もしく
はシート状アルミニウムと、水とを原材料とし、原材料を混合する反応容器と、水素ガス
発生を持続的かつ定量的に行うために原材料の一部の供給を制御する供給制御機構と、反
応容器を他の反応容器に交換する交換機構を有する。
本発明の燃料電池システムでは、水素ガス供給手段が、低圧域の水素ガスを供給できる
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ことにより安全性が向上する。ここで、低圧域の水素ガスとは、２ＭＰａ未満の水素ガス
のことである。したがって、低圧域の水素ガスは、例えば１ＭＰａ未満の水素ガスでもよ
く、１ＭＰａ未満の低圧域の水素ガスを蓄える容器の場合は、高圧ガス保安法における圧
力容器に該当しないため、同法による制約は受けないこととなる。
また、水素ガス供給手段に供給制御機構が設けられることにより、水素ガスを長時間、
安定的に発生させることが可能となり、燃料電池ユニットを安定的に稼動することができ
る。
【０００８】
交換機構が設けられることにより、一方の反応容器における反応が終了した場合でも、
燃料電池システムの稼動を止めることなく、残渣物の排出や、新たな原材料の反応容器へ
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の準備等を行うことができ、安定的に水素ガスを発生させることができる。
交換機構は、例えば、回転台に配置された反応容器を回転させて交換する仕様でもよい
し、バルブを開閉することで切替えることでもよい。したがって、例えば、バルブを開閉
する方式の交換機構である場合には、反応容器を交換するといった利用方法だけではなく
、複数の反応容器を同時に利用して大量の水素ガスを発生させるといった利用方法も可能
である。
【０００９】
アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化物の水溶液の構成としては
、アルカリ土類金属系水酸化物である水酸化カルシウムが好適であるが、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属系水酸化物を用いてもよい。
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アルミニウム片もしくはシート状アルミニウムとしては、厚さ１０〜１４μｍのアルミ
箔を、一辺が１〜１２ｍｍの矩形にシュレッダーなどで裁断したものが好適である。
なお、原材料としては、後述する残渣排出手段により排出される残渣物を用いる構成で
もよい。
【００１０】
本発明の燃料電池システムにおいて、供給制御機構は、スクリュー機構又はピストン機
構を有し、反応容器内に投入するアルミニウム片又はシート状アルミニウムの投入量を調
整する第１調整機構を備えたことが好ましい。
原材料を一度に混合してしまうと、瞬間的には水素ガスが大量に発生するが、その後短
時間で発生量は減少し、長時間安定的に水素ガスを発生させることは困難である。
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供給制御機構は、アルミニウムを投入する量を調整できるだけではなく、投入する時間
的間隔を調整することもできる。
したがって、第１調整機構を設けることにより、アルミニウム片もしくはシート状アル
ミニウムを少しずつ投入して、長時間安定的に水素ガスを発生させるといったことが可能
である。
【００１１】
本発明の燃料電池システムにおいて、供給制御機構は、反応容器内に投入するアルカリ
土類金属系水酸化物又はアルカリ金属系水酸化物の水溶液の投入量を調整する第２調整機
構を備えたことが好ましい。
ここで、第２調整機構は、水酸化カルシウムなどの水溶液の投入量を調整できるだけで
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はなく、投入する時間的間隔を調整することもできる。これにより、長時間・安定的に水
素ガスを発生させることができる。
なお、水酸化カルシウムなどの水溶液を、一定の間隔で投入する場合には、水温が低下
し、反応率が低下することが考えられる。そこで、効率的に水素ガスを発生させるため、
水酸化カルシウムなどの水溶液を更に昇温して投入するための機構が更に設けられること
が好ましい。
【００１２】
本発明の燃料電池システムにおいて、供給制御機構は、反応容器内に滴下する水の滴下
量を調整する第３調整機構を備えたことでもよい。
１００Ｗ程度の電力を発生させる比較的小型の燃料電池システムにおいては、上記のよ
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うに、アルカリ土類金属系水酸化物もしくはアルカリ金属系水酸化物の何れかと、アルミ
ニウム片もしくはシート状アルミニウムとの混合物に、水を滴下する方式を採用すること
も可能である。水を滴下する方式は、アルミニウム片などを投入する方式よりも、投入量
の調整が容易であるため、低コストで装置を製造することが可能となる。
【００１３】
本発明の燃料電池システムにおいて、交換機構は、原材料の混合による化学反応が終了
した反応容器を、原材料が入った他の反応容器と入れ替え、反応後の残渣物を排出するた
めの残渣排出手段を更に備えることが好ましい。
これにより、反応に使用していない反応容器から残渣物を排出することができ、水素ガ
ス供給手段の稼動を止めることなく、残渣物の排出が可能となり、安定的な水素ガスの発

20

生が可能となる。
【００１４】
本発明の燃料電池システムは、水素ガス供給手段と燃料電池ユニットが接続され一体化
されたことが好ましい。
水素ガス供給手段と燃料電池ユニットが接続され一体化されることにより、水素ステー
ションを必要とせず燃料電池を利用できるため、利便性の高いシステムとなる。
【００１５】
本発明の燃料電池システムにおいて、水素ガス供給手段は、性能劣化原因となる水など
の不純物を除去するための不純物除去機構を更に備えたことが好ましい。
不純物除去機構が設けられることにより、純度の高い水素ガスを燃料電池ユニットに供
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給できる。また、蓄ガス部などの性能の劣化を防止することにも役立つ。
【００１６】
本発明の燃料電池システムにおける不純物除去機構は、吸着剤として多孔質状ゼオライ
トが用いられ、温度上昇と圧力変化により再生可能な再生ユニットを備えることでもよい
。多孔質状ゼオライトとして、例えばモレキュラーシーブを用いることができる。モレキ
ュラーシーブとは、ゼオライトの一種であり、多孔質の空孔に分子を吸着するものであり
、粉末状やペレット状に成型したものが好適に用いることができる。特に水分子を強く吸
着する。
ここで、再生ユニットは、燃料電池ユニットにおける発電の際に発生する熱を利用した
ものでもよいし、水素製造の際に発生する熱を利用したものでもよい。
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【００１７】
本発明の燃料電池システムにおいて、蓄ガス部は、水素吸蔵合金が内蔵された水素吸蔵
合金内蔵容器あるいは低圧の水素貯蔵タンクであることでもよい。
水素吸蔵合金は、例えば、１ＭＰａ未満の低圧域で充填したとしても、結果的に、３５
ＭＰａ相当の圧力の水素を貯蔵することが可能であり、燃料電池ユニットの稼働時間を増
加させることができ、また、省スペース性を高めることもできる。
【００１８】
ここで、水素吸蔵合金には、既に公知の水素吸蔵合金を用いることができ、例えば、希
土類元素、ニオブ、ジルコニウムに対して触媒効果を持つ遷移元素（ニッケル、コバルト
、アルミニウムなど）を含む合金（ＡＢ５型）、チタン、マンガン、ジルコニウム、ニッ
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ケルなどの遷移元素の基合金（ＡＢ２型）、マグネシウム基合金（Ｍｇ合金）やバナジウ
ム基合金（Ｖ系合金）、チタン−鉄系の金属間化合物の基合金（Ｔｉ−Ｆｅ系）などを用
いることができる。
【００１９】
本発明の燃料電池システムにおいて、蓄ガス部が水素吸蔵合金内蔵容器である場合には
、水素吸蔵合金内蔵容器から燃料電池ユニットへの水素ガスの供給の際に、燃料電池ユニ
ットからの排熱を、水素吸蔵合金内蔵容器からの水素ガスの放出に利用することでもよい
。
燃料電池ユニットからの排熱を利用することで、効率的に水素ガスを放出させることが
できる。
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【００２０】
本発明の燃料電池システムにおいて、蓄ガス部が水素吸蔵合金内蔵容器である場合には
、水素ガス発生部と水素吸蔵合金内蔵容器の間、及び、水素吸蔵合金内蔵容器と燃料電池
ユニットの間には、水素ガスの供給量を調整するためのバッファタンクが設けられたこと
が好ましい。
水素ガス発生部における水素ガスの発生速度と水素吸蔵合金内蔵容器における水素ガス
の吸蔵速度や、水素吸蔵合金内蔵容器における水素ガスの放出速度と燃料電池ユニットに
おける水素ガスの使用速度は必ずしも一致するとは限らないため、流量調整を可能とした
ものである。
【００２１】
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本発明の燃料電池システムにおいて、水素ガス発生部は、反応容器内の温度制御を行う
温度制御機構を更に備えたことが好ましい。
温度制御機構は、水素ガス発生部において水素を発生させる際に、反応容器や原材料容
器内にある水や水溶液を、水素ガスを発生させるための最適な温度に保つためのものであ
る。これにより、安全かつ効率的に水素ガスを発生させることが可能となる。
温度制御機構には、加温手段や冷却手段を含み、例えば、反応容器の水素出口配管を、
原材料容器から反応容器への原材料の投入に使用する配管の一部に巻き付けるなどして、
加温手段としてもよい。
【発明の効果】
【００２２】

30

本発明の燃料電池システムによれば、水素ガスを持続的、定量的に発生させ、利便性が
高く、安全性が高い低圧域の水素ガスを安定的かつ安価に燃料電池に利用できるといった
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施例１の燃料電池システムの機能ブロック図
【図２】実施例１の燃料電池システムのシステム構成図
【図３】実施例１の水素ガス発生装置のイメージ図
【図４】実施例１の第１調整機構の説明図
【図５】実施例１の燃料電池システムのイメージ図
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【図６】実施例２の水素ガス発生装置のイメージ図
【図７】実施例３の水素ガス発生装置のイメージ図
【図８】実施例４の燃料電池システムのシステム構成図
【図９】水素吸蔵時の水素吸蔵合金内蔵容器の冷却イメージ図
【図１０】水素放出時の水素吸蔵合金内蔵容器の加温イメージ図
【図１１】ピストン機構を用いた第１調整機構の説明図
【図１２】スクリュー機構を用いた第１調整機構の説明図
【図１３】従来の水素ガス発生装置のイメージ図
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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以下、本発明の実施形態の一例を、図面を参照しながら詳細に説明していく。なお、本
発明の範囲は、以下の実施例や図示例に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が
可能である。
【００２５】
（水素ガス発生方法）
まず、水素ガスの発生方法について説明する。図１３は、従来の水素ガス発生装置のイ
メージ図を示している。図１３に示すように、水素ガス発生装置３３は、反応容器６０及
び原材料容器７０から成る。反応容器６０は、上部に開閉式の蓋部６０ａが設けられた箱
状を呈しており、反応容器６０の内部には、アルミ箔１５ａ及び水酸化カルシウム１４が
備えられている。原材料容器７０の内部には、水１３が備えられている。
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図１３に示すように、従来の水素ガス発生装置は、蓋部６０ａを開けた状態で容器７０
から水１３を流し込み、蓋部６０ａを閉じて化学反応を起こし、水素ガスを発生させる構
造である。なお、反応容器６０の側部には排出孔６０ｂが設けられており、発生した水素
ガスを排出することができる。
このように、水１３、水酸化カルシウム１４及びアルミ箔１５ａを用いて水素ガスを発
生させる原理については、以下の実施例において共通である。
【００２６】
（使用するアルミニウムについて）
使用するアルミニウムについては、まず、アルミニウム粉末を用いて、水素発生を行っ
た。条件としては、アルミニウム粉末１２ｇ、水酸化カルシウム４８ｇ、水２１６ｍＬを
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用いて、反応温度を１０℃、２０℃、４０℃及び６０℃に設定し、２４０分間水素ガスの
発生量を計測した。なお、計測においては攪拌を行った。
計測の結果、反応温度を１０℃に設定した場合の反応率は５３％であった。また、反応
温度を２０℃に設定した場合の反応率は５１％、反応温度を４０℃に設定した場合の反応
率は２６％であり、反応温度を６０℃に設定した場合の反応率は僅か９％という結果であ
った。
計測においては、反応温度を上げると水素の瞬間発生量は大きくなり、ピークに達する
時間が短縮されるものの、反応率が低下することが判った。このような傾向は、攪拌方法
を改善しても変わらなかった。これは、反応温度が６０℃であったアルミニウム粉末では
、粒子の表面のみが反応し、表層から２層目に水を遮断する層（ベーマイト層）が形成さ
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れ、反応が停止してしまうからである。
【００２７】
以下の実施例においては、アルミニウム粉末ではなくアルミ箔を用いた。アルミ箔は、
アルミニウム粉末よりも表面積が小さく、水素ガスの発生をコントロールしやすいため、
長時間継続的に水素ガスを発生させるのに適しているからである。
また、アルミニウム粉末の場合、目開きが１５０μｍの網ふるいを５０％以上通過する
ものは、粉塵爆発の危険性が高く、消防法上の第２類危険物に該当することになるが、そ
の点、アルミ箔は第２類危険物に該当せず、安全性が高いという利点もある。したがって
、アルミ箔を利用した水素ガス発生装置を使用するシステムは、幅広い場所で設置・運用
が可能である。

40

さらに、アルミ箔の厚みは１１〜１２μｍであり、これは家庭用に用いられる一般的な
アルミ箔と同じ厚みであるため、入手が容易であるという利点もある。
以下の実施例では、帯状のアルミ箔を、縦横が２ｍｍ×６〜１０ｍｍのサイズに裁断し
たものを使用している。
【実施例１】
【００２８】
図１は、実施例１の燃料電池システムの機能ブロック図を示している。図１に示すよう
に、燃料電池システム１は、水素ガス供給手段２及び燃料電池ユニット５から成り、水素
ガス供給手段２と燃料電池ユニット５は接続され一体となっている。
水素ガス供給手段２は、水素ガス発生部３、不純物除去機構１１、温度制御機構１２及
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び蓄ガス部４から成る。水素ガス発生部３には、反応容器６、原材料容器７、供給制御機
構８、交換機構９及び残渣排出手段１０が設けられている。
燃料電池システム１は、水素ガス発生部３において、温度制御機構１２を用いて反応容
器６や原材料容器７の内部の温度調整を行いながら、供給制御機構８を用いて原材料容器
７から反応容器６へ原材料を投入し、予め反応容器に入れられた原材料と化学反応させる
ことにより、水素ガスを発生させる。
発生した水素ガスは、不純物除去機構１１によって、水などの不純物が除去され、蓄ガ
ス部４において流量調整された後、燃料電池ユニット５に送られ、発電に利用される。
【００２９】
図２は、実施例１の燃料電池システムのシステム構成図を示している。図２に示すよう
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に、燃料電池システム１は、水素ガス発生装置３０、不純物除去装置１１０、温度コント
ロールデバイス１２０、水素ガスボンベ４０及び燃料電池ユニット５から成る。すなわち
、図１で示した水素ガス発生部３として水素ガス発生装置３０が設けられている。また、
不純物除去機構１１として不純物除去装置１１０、温度制御機構１２として温度コントロ
ールデバイス１２０、蓄ガス部４として水素ガスボンベ４０が設けられている。
【００３０】
温度コントロールデバイス１２０は、水素ガス発生装置３０において水素を発生させる
際に、反応容器や原材料容器内にある水や水溶液を、水素ガスを発生させるための最適な
温度に保つための機器である。これにより、安全かつ効率的に水素ガスを発生させること
が可能となる。温度コントロールデバイス１２０は、水素ガス発生装置３０に外付けされ
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ているが、水素ガス発生装置３０に内蔵されていてもよい。
【００３１】
水素ガス発生装置３０と水素ガスボンベ４０の間には、不純物除去装置１１０が設けら
れている。不純物除去装置１１０は、水素ガス発生装置３０において発生した水素ガスか
ら水などの不純物をゼオライト（モレキュラーシーブ）により取り除き、純度の高い水素
ガスを水素ガスボンベ４０へと供給する役割を果たしている。
【００３２】
燃料電池システム１において、燃料電池ユニット５に水素ガスを供給する際は、温度コ
ントロールデバイス１２０を用いつつ、水素ガス発生装置３０において水素ガスを発生さ
せ、不純物除去装置１１０により不純物を取り除いた後、水素ガスボンベ４０を介して燃
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料電池ユニット５へと供給する。
このように、燃料電池システム１は、予め水素ガスボンベに蓄えられた水素ガスを燃料
電池ユニットに供給するものではなく、水素ガスを供給するその場所で水素ガスを発生さ
せて供給する構造であるため、安全性が高く、移動可能な装置として設計することも可能
である。また、二酸化炭素が発生しない水素発生源であるため、環境にも配慮した装置で
あるといえる。
【００３３】
ここで、水素ガス発生装置３０の具体的な構造について、図３を参照しながら説明する
。
図３は、実施例１の水素ガス発生装置のイメージ図を示している。図３に示すように、
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水素ガス発生装置３０には、反応容器（６ａ，６ｂ）、原材料容器（７ａ，７ｂ）、第１
調整機構８ａ、第２調整機構８ｂ、交換機構９ａ及び残渣排出手段１０が設けられている
。第１調整機構８ａ及び第２調整機構８ｂは、図１に示す供給制御機構８に備えられたも
のである。なお、説明の都合上、発生した水素ガスの排出口などは図示していない。
原材料容器７ａの内部には、水１３と水酸化カルシウム１４の混合物が入れられており
、原材料容器７ｂの内部には、裁断されたアルミ箔１５が入れられている。水素ガスを発
生させる際には、水１３と水酸化カルシウム１４の混合物とアルミ箔１５を反応容器６ａ
に投入して、化学反応を起こすことにより、水素ガスが発生する。その際には、ここでは
図示しないが、化学反応を促進するために攪拌装置により攪拌が行われる。
【００３４】
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（アルミニウムの投入量調整）
前述したように、アルミ箔１５はアルミニウム粉末よりも表面積が小さく、水素ガスの
発生をコントロールしやすいが、アルミ箔１５であっても一度に大量に投入すると、一時
的に水素ガスの発生量は増大するが、短時間で水素ガスの発生が終了してしまう。水素ガ
スを安定的に燃料電池ユニット５に供給するためには、水素ガスを安定的に連続発生させ
ることが必要となる。そのため、第１調整機構８ａにより投入量を調整し、一定の間隔で
アルミ箔１５を投入し、連続的に水素ガスを発生させる。
【００３５】
（アルミニウムの投入条件）
用いた反応容器６ａは、容量３３Ｌの耐圧容器である。前提として、反応容器６ａ内に
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水酸化カルシウム１４が４８０ｇ、８０℃の水２０００ｍＬを投入し、その後、アルミ箔
１５を４０ｇ投入して、１．１ｋＷ燃料電池の発電に必要な１３Ｌ／ｍｉｎが得られる条
件を設定した。結果、約１３分後には、反応率は１００％となり、積算水素発生量は５８
．８Ｌとなった。
【００３６】
（第１調整機構について）
一定間隔でアルミ箔１５を投入するために用いた第１調整機構８ａについて、図４を参
照しながら説明する。
図４は、実施例１の第１調整機構の説明図であり、（１）は外観図、（２）は構造図を
示している。図４（１）に示すように、第１調整機構８ａは、第１調整機構本体８１、ピ
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ストン部（８２，８３）及びアルミニウム投入口８４から成る。ピストン部８２にはピス
トン８２ａが設けられており、ピストン部８３にはピストン８３ａが設けられている。
アルミ箔１５を投入する際には、アルミニウム投入口８４からアルミ箔１５を投入し、
ピストン８２ａを手動又は自動で左方から右方へ移動させて、アルミ箔１５を右方へと移
動させる。その後、ピストン８３ａを手動又は自動で上方から下方へ移動させて、アルミ
箔１５を下方へと移動させる。
【００３７】
図４（２）に示すように、第１調整機構本体８１の内部には弁８１ａが設けられている
。ピストン（８２ａ，８３ａ）の稼動により、弁８１ａは上方から下方へと移動し、弁が
開いた状態となる。アルミ箔１５を投入した後は、ピストン８３ａを手動又は自動で下方
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から上方へ移動させて元の状態に戻す。また、同様に、ピストン８２ａを手動又は自動で
右方から左方へ移動させて元の状態に戻す。第１調整機構本体８１の内部には弁８１ａが
設けられているため、ピストン（８２ａ，８３ａ）を戻す際には、弁８１ａは下方から上
方へと移動し、弁が閉じた状態となるため、発生した水素ガスの漏出等を防止できる構造
となっている。
【００３８】
（アルミニウム投入量調整による水素ガス連続発生について）
上記第１調整機構８ａを用いて、一定間隔でアルミ箔１５を投入し、連続的に水素ガス
を発生させた。
まず、反応容器６ａに、アルミ箔１５を５０ｇ、水酸化カルシウム１４を４８０ｇ、８
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０℃の水１３を２０００ｍＬ投入した。投入から約４分経過後、第１調整機構８ａを用い
て、４．８ｇのアルミ箔１５を４０秒毎に計１９回、反応容器６ａに投入した。その結果
、水素発生流量１３Ｌ／ｍｉｎ以上を７分３０秒程度維持可能であることが判った。なお
、反応率は９０％、積算水素発生量は１６４．６Ｌであった。
【００３９】
（水酸化カルシウム及び水の投入量調整を併用した水素ガス連続発生について）
しかしながら、アルミニウムを一定間隔で投入した場合、水酸化カルシウムが不足し流
量が低下する場合がある。そこで、アルミニウムだけではなく、水酸化カルシウム及び水
についても一定間隔で投入することで、より安定的に水素ガスを発生できるか否かを確認
した。
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図３に示す第２調整機構８ｂは、図示しないが、チュービングポンプで水酸化カルシウ
ムと水をサニタリー管に移送するものである。
まず、反応容器６ａに、アルミ箔１５を５０ｇ、水酸化カルシウム１４を４８０ｇ、８
０℃の水１３を１８００ｍＬ投入した。投入から約４分経過後、第１調整機構８ａを用い
て、４．８ｇのアルミ箔１５を４０秒毎に計３０回、反応容器６ａに投入した。また、最
初の原材料の投入から約４分経過後、第２調整機構８ｂを用いて、５０ｇの水酸化カルシ
ウム１４と２００ｍＬの水１３の混合物を７５秒毎に計１５回、反応容器６ａに投入した
。
その結果、水素発生流量はアルミニウムのみの一定間隔投入の場合に比べて劣ることが
わかった。
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しかしながら、水素発生時間については、アルミニウムのみの一定間隔投入の場合には
、約２０分であったが、本計測では約２２分であり、水素発生時間を延長できることが判
った。なお、本計測での反応率は６４％、積算水素発生量は１６３Ｌであった。
【００４０】
上記のいずれの計測においても、反応容器として、１つの反応容器６ａを使用したが、
図３に示すように、本実施例の水素ガス発生装置３０では反応容器６ｂも設けている。水
素ガス発生装置３０には交換機構９ａが設けられており、一方の反応容器６ａでの反応が
終了した場合には、交換機構９ａにより、反応容器６ｂに切替えて、水素ガス発生装置３
０の稼動を止めることなく、連続的に水素ガスを発生させることが可能である。
すなわち、化学反応が終了した反応容器６ａの内部には、反応済みの残渣物が残ってい
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るため、反応容器６ａに設けられた残渣排出手段１０により、反応後の残渣物を排出する
必要がある。また、前述の如く、アルミ箔１５、水酸化カルシウム１４及び水１３を一定
間隔で投入するシステムにおいても、反応当初においては、ある程度の水酸化カルシウム
１４及び水１３が備えられている必要がある。そこで、反応容器６ａでの反応が終了した
場合には、直ちにもう一方の反応容器６ｂに切替えることで、連続的に水素ガスを発生さ
せることができる。
また、反応容器６ｂでの反応が終了した場合も同様に、交換機構９ａにより、反応容器
６ａに切替えて、水素ガス発生装置３０の稼動を止めることなく、連続的に水素ガスを発
生させることが可能である。
このように、反応容器における水素ガスの発生が終了すると、直ちに、交換機構９ａに
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より反応容器を切替えることができ、水素ガスを発生させていない方の反応容器について
残渣物の処理や新たな原材料の投入といった水素ガス発生の準備やメンテナンスを行うこ
とができるため、安全かつ安定的な水素ガスの連続発生が可能となる。
【００４１】
なお、交換機構９ａは、反応容器（６ａ，６ｂ）の切替を行うだけではなく、併用する
機能を設けることも可能であり、反応容器（６ａ，６ｂ）を同時に稼動することにより、
より短時間で大量の水素ガスを発生させることも可能である。
【００４２】
図５は、実施例１の燃料電池システムのイメージ図を示している。図５に示すように、
燃料電池システム１には、反応容器（６ａ，６ｂ）、原材料容器（７ａ，７ｂ）、燃料電
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池ユニット５、不純物除去装置１１０などが備えられており、水素ガスの発生装置と燃料
電池が一体となったシステムである。水素ガスが必要となるその場所で、水素ガスを発生
させて、直ぐに燃料電池に利用できるため、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネ
ルギーによる電源と連動させて、長時間のバックアップ用電源として利用できる。また、
安全性が高く、法規制が少ないという利点がある。
なお、燃料電池システム１には、上記以外の機器や、各機器の接続部材なども設けられ
ているが、ここでは省略している。
例えば、燃料電池の通信機能により、水素発生システムの状況、すなわち稼働状態、異
常アラームなどをネット上で把握することも可能である。また、補助バッテリが設けられ
ており、短時間の電力供給及び燃料電池が完全に立ち上がる間の電力供給を補うことも可
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能である。
【実施例２】
【００４３】
図６は、実施例２の水素ガス発生装置のイメージ図を示している。図６に示すように、
水素ガス発生装置３１には、反応容器（６ｃ，６ｄ）、原材料容器（７ａ，７ｂ）、第１
調整機構８ａ、交換機構９ａ及び残渣排出手段１０が設けられている。なお、説明の都合
上、発生した水素ガスの排出口等については、図示していない。
反応容器６ｃには、水１３と水酸化カルシウム１４の混合物が入れられており、原材料
容器７ｂの内部にあるアルミ箔１５を反応容器６ｃに投入して、水素ガスを発生させる。
【００４４】

10

実施例１と同様に、水素ガスを安定的に連続発生させるために、第１調整機構８ａによ
り投入量を調整し、一定の間隔でアルミ箔１５を投入する。また、交換機構９ａにより、
反応容器６ｃと反応容器６ｄを直ちに切替られる点も同様である。
しかしながら、実施例１の水素ガス発生装置３０とは異なり、実施例２の水素ガス発生
装置３１においては、第２調整機構８ｂは設けられていない。水１３と水酸化カルシウム
１４の混合物の投入は、反応に使用していない反応容器６ｄにおいて行い、反応容器（６
ｃ，６ｄ）を切替えることで、装置の稼動を止めることなく継続的に水素ガスを発生させ
る構造である。そのため、実施例１における水素ガス発生装置３０よりも設置コストを低
減できるという利点がある。
【実施例３】
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【００４５】
図７は、実施例３の水素ガス発生装置のイメージ図を示している。図７に示すように、
水素ガス発生装置３２には、反応容器（６ｅ，６ｆ）、原材料容器７ａ、第３調整機構８
ｃ及び交換機構９ｂが設けられている。
反応容器６ｅには、水酸化カルシウム１４とアルミ箔１５の混合物が入れられており、
原材料容器７ａの内部にある水１３を反応容器６ｅ内に滴下して、水素ガスを発生させる
構造である。また、同様に、反応容器６ｆにも、水酸化カルシウム１４とアルミ箔１５の
混合物が入れられている。なお、アルミ箔１５の形状については、実施例１と同様のもの
を用いているが、帯状のアルミ箔でもよい。
【００４６】
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反応容器（６ｅ，６ｆ）は、取り外し可能な燃料カートリッジとなっている。そのため
、交換機構９ｂの構造は、実施例１の水素ガス発生装置３０における交換機構９ａとは異
なる。すなわち、実施例３の水素ガス発生装置３２の稼動時には、実施例１の水素ガス発
生装置３０のように、水素ガスを発生させていない反応容器に原材料を充填したり、残渣
物を排出したりするのではなく、予めアルミ箔１５と水酸化カルシウム１４が充填された
燃料カートリッジを交換する形で反応容器の切替が行われる。したがって、反応容器（６
ｅ，６ｆ）には、残渣排出手段１０が設けられていない。なお、交換機構９ｂは、交換機
構９ａと同様に、反応容器（６ｅ，６ｆ）の切替を行うだけではなく、併用する機能を設
けることも可能であり、反応容器（６ｅ，６ｆ）を同時に稼動することにより、より短時
間で大量の水素ガスを発生させることも可能である。
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【００４７】
実施例１又は２における水素ガス発生装置（３０，３１）は、５００Ｗ以上の出力が求
められる燃料電池システムにおいて主に利用されるものであるのに対して、本実施例にお
ける水素ガス発生装置３２は、最大出力が１００Ｗ程度の比較的小型の燃料電池システム
において主に利用されるものである。例えば、実施例２の水素ガス発生装置３１における
アルミ箔１５の投入量を調整する第１調整機構８ａに比べて、本実施例の水素ガス発生装
置３２における水１３の滴下量を調整する第３調整機構８ｃは、流量調整を行うだけでよ
いため、構造が容易であり、低コストで水素ガス発生装置３２を作製することができる。
【実施例４】
【００４８】
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図８は、実施例４の燃料電池システムのシステム構成図を示している。図８に示すよう
に、燃料電池システム１００では、蓄ガス部４として水素吸蔵合金内蔵容器４１が設けら
れている。また、水素ガス発生装置３０で発生した水素ガスは、水素吸蔵合金内蔵容器４
１に吸蔵される前に、一旦バッファタンク１６ａにおいて流量調整され、水素吸蔵合金内
蔵容器４１から放出された後も、バッファタンク１６ｂにおいて流量調整され、燃料電池
ユニット５に送られる構造となっている。これは、水素ガス発生装置３０における水素ガ
スの発生速度と水素吸蔵合金内蔵容器４１における水素ガスの吸蔵速度や、水素吸蔵合金
内蔵容器４１における水素ガスの放出速度と燃料電池ユニットにおける水素ガスの使用速
度が一致しない場合の流量調整を可能としたものである。
【００４９】
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また、燃料電池システム１００には、燃料電池ユニット５における排熱を利用した加温
冷却ユニット１７が設けられている。加温冷却ユニット１７は、燃料電池ユニット５から
発生する熱を冷却するために用いられるだけではなく、水素吸蔵合金内蔵容器４１を加温
冷却するためにも用いられる。具体的には、水素吸蔵合金内蔵容器４１へ水素ガスを充填
する際には、加温冷却ユニット１７を冷却手段として用いる。これに対して、水素吸蔵合
金内蔵容器４１から燃料電池ユニット５へ水素ガスを供給する際には、加温冷却ユニット
１７を加温手段として用いる。
【００５０】
加温冷却ユニット１７を加温手段及び冷却手段として用いる仕組みについて、図９及び
１０を参照しながら説明する。なお、説明の都合上、図９及び１０においては、バッファ
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タンク（１６ａ，１６ｂ）は図示していない。
図９は、水素吸蔵時の水素吸蔵合金内蔵容器の冷却イメージ図を示している。図９に示
すように、加温冷却ユニット１７は、水素吸蔵合金内蔵容器４１の内部及び燃料電池ユニ
ット５の周囲を矢印（１７ａ，１７ｂ）に示す循環方向に冷却液が流れる構造となってい
る。加温冷却ユニット１７内を流れる冷却液は、矢印（１７ａ，１７ｂ）に示す循環方向
いずれの場合にも、同じ冷却液が用いられており、図示しないバルブを開閉することで、
流路を変更することができる。
【００５１】
具体的には、図９に示すように、水素吸蔵合金内蔵容器４１に水素ガス１８を充填する
場合、水素吸蔵合金内蔵容器４１の内部の水素吸蔵合金を冷却し減圧する必要がある。こ
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の場合、燃料電池ユニット５の周囲を経由するためのバルブを閉じ、矢印１７ａに示す循
環方向に冷却液を循環させる。バルブを閉じた状態で加温冷却ユニット１７を稼動すると
、冷却液が循環し、水素吸蔵合金内蔵容器４１内の水素吸蔵合金が冷却される。水素吸蔵
合金内蔵容器４１内の水素吸蔵合金が冷却されると、水素吸蔵合金内蔵容器４１内部が減
圧され、水素ガス１８が水素吸蔵合金に吸着されやすくなる。これにより、水素吸蔵合金
内蔵容器４１への水素ガス１８の充填がなされる。
ここで、外部に（図示しない）恒温槽を設け、矢印１７ａに示す循環方向の冷却液の循
環配管の一部の周囲を取り囲む配管に、恒温槽から一定温度の水を流れ込ませることによ
り、冷却温度を制御することも可能である。例えば、恒温槽が２種類の温度（５０℃，１
０℃）の水を排出できる場合、５０℃の温水ならば、冷却液の温度が上昇し、反対に、１
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０℃の冷水ならば、冷却液の温度が更に下降することになる。このように、恒温槽から一
定温度の水を流れ込ませることにより、冷却温度を制御できる。
【００５２】
図１０は、水素放出時の水素吸蔵合金内蔵容器の加温イメージ図を示している。図１０
に示すように、水素吸蔵合金内蔵容器４１から燃料電池ユニット５へ水素ガス１８を供給
する場合、水素吸蔵合金内蔵容器４１の内部の水素吸蔵合金を加温し昇圧する必要がある
。この場合、燃料電池ユニット５の周囲を経由するためのバルブを開け、矢印１７ｂに示
す循環方向に、燃料電池ユニット５の周囲及び水素吸蔵合金内蔵容器４１の内部を冷却液
が循環するようにする。バルブを開けた状態で加温冷却ユニット１７を稼動すると、水素
吸蔵合金内蔵容器４１の内部の水素吸蔵合金だけではなく、燃料電池ユニット５の周囲も
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冷却液が循環するため、燃料電池ユニット５が稼動する際に発生する熱を冷却液が吸収し
、冷却液の温度が上昇し、温かい循環液となって水素吸蔵合金内蔵容器４１内の水素吸蔵
合金を加温することとなる。水素吸蔵合金内蔵容器４１内の水素吸蔵合金が加温されると
、水素吸蔵合金内蔵容器４１内部が昇圧し、水素ガス１８が放出されやすくなる。これに
より、水素吸蔵合金内蔵容器４１から燃料電池ユニット５への水素ガス１８の供給がなさ
れる。上記の構成によると、燃料電池ユニット５からの排熱を、水素吸蔵合金内蔵容器４
１内の水素吸蔵合金の加温手段として、有効に利用することができる。
ここで、矢印１７ｂに示す循環方向の循環液の循環配管の一部であって、水素吸蔵合金
内蔵容器４１の入口付近に、循環液の温度調整用のラジエータ（液体の熱を放熱する装置
）を設けてもよい。水素吸蔵合金内蔵容器４１の内部の水素吸蔵合金の温度を調整し、水

10

素ガス１８の放出速度を調整する。
【００５３】
なお、上記の加温冷却機能は、水素吸蔵合金内蔵容器４１への水素ガス１８の充填と、
燃料電池ユニット５への水素ガス１８の供給のスイッチ（図示せず）の切り替えによって
容易に行うことが可能である。
【実施例５】
【００５４】
図１１は、ピストン機構を用いた第１調整機構の説明図を示している。図１１に示すよ
うに、第１調整機構８ｄには、ピストン部８５が設けられ、ピストン部８５の内部には、
ピストン８５ａが設けられている。ピストン８５ａには、上下２つのシール部（８５ｂ，
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８５ｃ）が設けられており、アルミニウム投入口８６から投入されたアルミ箔１５は、シ
ール部８５ｂとシール部８５ｃの間に挟まり、ピストン８５ａを上方から下方へ押し下げ
ることで、密閉性を維持したまま、反応容器６ｇへ投入される構造である。
【実施例６】
【００５５】
図１２は、スクリュー機構を用いた第１調整機構の説明図を示している。図１２に示す
ように、第１調整機構８ｅには、スクリュー部８７が設けられ、スクリュー部８７には、
スクリュー８７ａ及びハンドル８７ｂが設けられている。アルミニウム投入口８８からア
ルミ箔１５を投入した状態で、ハンドル８７ｂを自動又は手動で回転させると、スクリュ
ー８７ａが回転し、一定の量を安定的に反応容器６ｇに投入することができる構造となっ
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ている。
【００５６】
（その他の実施例）
（１）不純物除去装置１１０には、不純物除去機能再生装置が設けられ、燃料電池ユニッ
ト５における発電の際に発生する熱を利用した不純物除去装置１１０の機能の再生を行う
構成でもよい。その場合、不純物除去装置１１０には、吸着カラムと再生カラムが設けら
れる。
（２）不純物除去装置１１０には、不純物除去機能再生装置が設けられ、水素製造の際に
発生する熱を利用した不純物除去装置１１０の機能の再生を行う構成でもよい。その場合
、不純物除去装置１１０には、吸着カラムと再生カラムが設けられる。
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（３）不純物除去装置１１０には、不純物除去機能再生装置が設けられ、燃料電池ユニッ
ト５における発電の際に発生する熱と、水素製造の際に発生する熱を利用した不純物除去
装置１１０の機能の再生を行う構成でもよい。その場合、不純物除去装置１１０には、吸
着カラムと再生カラムが設けられる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
本発明は、自然エネルギーを利用した発電のバックアップ用の電源として利用可能であ
る。また、災害時の非常用電源としても利用可能である。
【符号の説明】
【００５８】
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１

燃料電池システム

２

水素ガス供給手段

３

水素ガス発生部

４

蓄ガス部

５

燃料電池ユニット

６，６ａ〜６ｇ，６０

反応容器

７，７ａ，７ｂ，７０

原材料容器

８

JP 2019‑149313 A 2019.9.5

供給制御機構

８ａ，８ｄ，８ｅ

第１調整機構

第２調整機構

８ｃ

第３調整機構

10

８ｂ

９，９ａ，９ｂ

交換機構

１０

残渣排出手段

１１

不純物除去機構

１２

温度制御機構

１３

水

１４

水酸化カルシウム

１５，１５ａ

アルミ箔

１６ａ，１６ｂ
１７

バッファタンク
20

加温冷却ユニット

１７ａ，１７ｂ
１８

矢印

水素ガス

３０〜３３

水素ガス発生装置

４０

水素ガスボンベ

４１

水素吸蔵合金内蔵容器

６０ａ

蓋部

６０ｂ

排出口

８１
８１ａ

第１調整機構本体
弁

８２，８３，８５

ピストン部

８２ａ，８３ａ，８５ａ
８５ｂ，８５ｃ

シール部

８４，８６，８８
８７

ピストン

アルミニウム投入口

スクリュー部

８７ａ

スクリュー

８７ｂ

ハンドル

１１０

不純物除去装置

１２０

温度コントロールデバイス
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１１】

【図１０】

【図１２】
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