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●はじめに

　本日の話は2つに分けてみました。水素はよくク

リーンエネルギーと呼ばれますが、エネルギーキャ

リアとして考えると、もう少し良いのではないかと

思います。具体化しているのは燃料電池になります

ので、まず水素と燃料電池について話します。その

後に水素製造プロセス。私からは水素分離膜を使っ

て効率化を図るという研究の代表的な話題と、どん

なレベルにあるかについて話したいと思っています。

１．水素と燃料電池

●水素のニーズ

　水素について様々な場でいろんなことが紹介され

ていますが、皆さんが水素を魅力的だと思えること

として、燃えると水になる、CO2が出ない、有害ガ

スが出ないクリーンなエネルギーだということです。

エネルギーというのをエネルギーキャリアとして捉

えて少し考えてみたいと思います。もともと水素は

日本でも石油精製分野で活用され、例えば脱硫して

きれいにするという技術は世界一だと思います。化

学分野では原料合成や脱水素・異性化反応など様々

な用途で使ってきました。昨今では燃料電池で、燃

料として水素を使おうという取り組みが行われてい

ます。

●電池の分類

　電池について少しフォーカスしてみます。電池は

1次電池、2次電池、燃料電池に分類できます。私

たちが子供の頃に使っていた乾電池は、使い切れば

終わり。携帯電話などに使われている2次電池、リ

チウムイオン電池は充放電を繰り返すので、充電し

てやれば長い間使っていけます。これらに対して燃

料電池があります。ここでは水素と酸素を使って電

気をつくります。これは燃料がある限りずっと発電

できる。そう考えると、水素というのは電気をつく

る。考えようによっては、水素は電気の貯蔵倉庫で

もあり、電気系エネルギーを取り出すエネルギーキ

ャリアと考えてよいのではないかと思います。

●燃料電池の原理

　この図は私たちが化学の授業でやってきた水の電

気分解。水の中に陽極、陰極の電極を入れて、電気

を流すとぶくぶくっと水素と酸素ができる。燃料電

池はその逆で、水素と酸素を反応させて電気を取り

出す。ここで強調しておきたいことは、電気と熱が

出てくるということで、熱エネルギーも発生すると

いうことです。

●コージェネレーションシステムでエネルギーを

　有効活用

　会場には関西電力の方も参加されているようです

が、私も名古屋で中部電力の事業に関連する研究に

関わらせていただいたことがございます。今は原子

力発電のことで大変なので、火力発電所を一生懸命

動かしている状況にあると思います。大まかに言っ

て投入エネルギー、例えば石炭火力などを例にする

と、電気エネルギーとして取り出せるのは35％程度。

世界のトップレベルの技術をもってしても、ここま

でだという状況にあります。それに対し燃料電池は
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図1　25℃における水の生成・電解反応の仕事と熱．
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どれほどよいのかという話なのですが、いろいろ計

算してみると投入エネルギー100に対して取り出せ

る電気エネルギーは30～ 45％。また熱エネルギー

として40～ 60％が出てきます。電気エネルギーだ

けを見れば、あまり変わらないのではないかという

話にもなります。燃料電池は使う所で電気を発生さ

せて、電気と熱をその場で同時に使いましょう。い

わゆるコージェネレーションシステムによって、エ

ネルギーを有効活用しようというものです。熱エネ

ルギーと電気エネルギーを一緒に使うことでエネル

ギー効率を上げようとするのが、1つの利点でもあ

るわけです。

●理論起電力と理論エネルギー

　水素をエネルギーキャリアだと考えると、ここの

ところを何とかならないかという話があって、私が

講義でよく使う筋書き的に少し触れたいと思います。

いわゆる水素と酸素が反応して水ができる。水素と

2分の1の酸素で水ができる。ここが液体から気体

まで、LHVとかHHVとかがありますが、燃料電池

ならこちらに行き、水の電気分解はこちらに行く反

応になります。例えば237 kJ ／mol という値を用

いて計算すると、理論効率としては83％の電気エ

ネルギーが取り出せる。もちろんこれは理論的な話

ですが、こんな数値が出てくるわけです。

　電気エネルギーは、例えば横軸に温度、縦軸にエ

ネルギーをとってみると、温度が低ければ低いほど

熱エネルギーに対して一見いいように見えてきます。

しかし理論的にはこういう話なのですが、水と酸素

を反応させるには速度論が入ってくるので、温度が

低いとあまり反応がうまくいかずシステムとしては

成り立ちません。だから必ずしも温度が低いほど良

いとはいえません。

　排熱を利用するには、電気エネルギーはこのくら

い、熱エネルギーはこのくらい取り出すとちょうど

よいという話がありますし、いろんな技術がありま

す。例えば車で使っているポリマー燃料電池は80

℃くらいですが、100℃以下だと使い勝手がよくな

いとか、ラジエーターもうまく利用できないとか、

いろんな議論があります。エネルギーキャリアの話

としては、電気エネルギーと熱エネルギーをどう使

っていくかが重要で、そのために水素のエネルギー

キャリアとしての使い方について、よく考えていく

必要があると思います。

●二酸化炭素・有害ガスの排出抑制

　車など交通機関から出るCO2やNOXの問題はい

ろいろ言われています。年々努力を重ねて排出を抑

制しても、やはりCO2は出てくる。それに対して

燃料電池は水しか出てこないので、少なくとも最終

的に使う場所では有害なものを出さないところがミ

ソです。もう1つ、本日のテーマと外れることでコ

メントだけしたいと思います。確かに水素を使って

いる側では気分もいいのですが、水素をつくる段階

でCO2が多く出るわけで、本当はそこのところを

日本全体、世界全体で考えなければならないと思っ

ています。

●水素を利用した燃料電池システムの導入目標

　2020年の導入計画（資源エネルギー庁）によると、

燃料電池自動車500万台を想定、その際に必要な水

素の量は年間62億Nm3、水素供給ステーションが

3,500カ所、定置型燃料電が家庭用や商業施設用な

どを含め 1,000 万 kW、これに必要な水素は年間

580 億Nm3になるだろうとしています。実際に水

素供給ステーションを設置して自動車を動かそうと、

全国各地でJHFCの実証プロジェクトが展開されて
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図2　膜反応器を用いた水素製造プロセスの高効率化．
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いて、私も各地のステーションを見てきました。

２．水素製造プロセス

●水素の製造方法

　2つ目のテーマとして水素製造プロセスの話をし

たいと思います。一般的には化石燃料から触媒を使

って取り出す方法、鉄鋼から出るコークス炉ガスな

ど副生ガスを精製して水素をつくる方法、そしてバ

イオマス、再生可能エネルギー、原子力。いろんな

ところからいろんな方法で水素が取り出せるわけで

す。少し前になりますが、愛・地球博の会場でバイ

オマスから電気を取り出したり、燃料電池で動かし

たりしたことがありますが、いろんな方法で水素が

取り出せる中で最も効率的なのは、ここになってく

るかと思います。

●アメリカは2040年、欧州は2050年水素社

　会実現へのロードマップ

　研究開発の中で例えばこれはアメリカの例ですが、

バイオマス、天然ガス、原子力から水素をつくって、

自動車を始めいろんな所に使おうとゼロ・ニアゼロ

エミッションを提唱しています。これはアメリカの

DOEの資料ですが、彼らは 2000 年を起点として

2040 年には水素社会をつくろうと、水素を利用し

たものに積極的に投資しようと言っています。前半

と後半に分けていて、前半では政府主導でとにかく

やってみる。そこでどこに投資すればいいのか分か

ってきたら、実用化に向けて企業に橋渡しをする。

非常に分かりやすいわけで、初期投資を手助けして、

2040 年に向けての道筋を明確にしています。欧州

（EU）のロードマップによると、2050 年には水素

社会を実現するとしています。欧州では水素社会の

ことを「Hydrogen-oriented economy」と呼んでい

るようです。水素生成についてCO2排出を抑えな

がら進めると書いてあり、やろうとしている方向は

同じです。

●日本の水素製造量は年間約265億Nm
3

　これは以前に私が関わったNEDOプロジェクト

の地球温暖化防止プログラム「高効率高温水素分離

膜の開発プロジェクト」報告書の抜粋です。稼働率

50％程度で265億Nm3くらいの水素をつくっていて、

最大なら500億Nm3を超えるだろうという調査研

究の数字があります。ただし燃料電池を2020年ま

でに計画通り動かしたとすると、日本の工業、石油

化学工業に関わる水素需要に応えるには足らないこ

とになり、そうしたことも考える必要があります。

●既存の水素製造プロセス

　天然ガスを例にとると、これは水蒸気改質反応で

すが、水素生成反応は800℃くらいになってくる。

また段階を経て逆反応が起きないようにし、水素を

消費しないようにして、最終的にガスを分離生成す

るということで、エネルギーとコストがかかってい

ることになります。

●メタン水蒸気改質反応

　ここに書いたように水蒸気改質反応は触媒反応で

すので、例えばここにニッケルの触媒をもってくれ

ばCO2と目的とする水素が出る。この反応は平衡

反応ですから、水素を反応系から引き抜いてやれば、

平衡をずらすことができるので、水素がより効率的

につくることができます。

●高効率水素製造プロセス「膜反応器」の開発

　じつは膜反応器というのが少し前から提唱されて

います。ここでは円筒形のモデルを描きましたが、

触媒上で出てくるCO2と分けて水素を引き抜いて

やる。この触媒反応場に膜を付けて水素を抜いてや

ると、温度を低温化（800℃→ 500℃）しても同じ

効率で水素が出てくるだろうということです。ガス

の分離生成はかなりコストがかかりますが、このよ

うに水素だけを取り出してやれば非常にコンパクト

でエネルギーがかからないことになるので魅力的で、

それが水素分離膜を使った水素製造の利点といえま

す。基本的には無機膜を使うことになります。
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図5　セラミックス製高温水素分離膜．

図4　ガス分子の大きさ．

図3　分離膜の種類・用途．
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●パラジウム膜：水素の選択溶解拡散

　現在代表的な水素の透過膜としてパラジウム系の

膜があって、非常にきれいに分かれるので、現在の

半導体用の高純度水素はこうしたパラジウム膜を使

って精製されているといった話が紹介されています。

パラジウム膜について膜反応器の試験がされていま

すが、将来的にそれを使おうとすると、パラジウム

膜自体が高価であり、硫黄が共存すると水素の透過

量が落ちてしまったり、いわゆる水素脆化を避ける

ために操作上の注意が必要になります。基本的に高

価なところが問題だといわれています。

●分離膜の種類・用途

　基本的なことでサイズの話をしたいと思います。

1μｍ（ミクロン）は1,000分の1になり、物差しの

1のさらに1,000で割った所で、そこから10、100、

1,000と割っていくようなレベルになります。日本

の化学技術ではこの辺りの所まで整備されていて、

セラミックスの分離膜が活躍の場となってきます。

サイズ的なことと、高温で使うことを考えると開発

ニーズにもつながってきます。

●水素製造プロセスでの分離膜の利用

　1 nm（ナノメートル）より小さいサブnmのガス

についておさらいをしてみます。水蒸気改質反応が

できるガスとして例えばメタンをとりあげると、横

軸に分子径（nm）をとると水素は0.3nmより小さ

いくらい。それに対してCOや CH4（メタン）は

0.37nmくらいで、その違いをどう分けるのか。よ

く使う窒素（N2）はこの辺にあるわけで、0.3nm

から0.4nmの所で考えなければいけないというこ

　

とです。

●セラミックス製高温水素分離膜

　セラミック製高温水素分離膜というのは、分子ふ

るい機能ということで、サイズで分けましょうとい

うことです。分けたい水素を通すことを考えると、

0.3nm程度の穴があいていれば水素が通り、それよ

りサイズが大きいCOやCH4は通らない。こうい

った膜は単位面積当たりどのくらいのガスを処理で

きるかという水素の通りやすさや選択性も大事で、

その両方を両立させようとすると、少なくとも薄い

膜を使う必要があります。我々は数百nmのものを

作っていますが、それらは自立膜としては使えず、

多孔質の基材に設定しています。我々がよくやって
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図6　セラミックス製高温水素分離膜の特性．
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いるのは80～150nmくらいの穴で、これだけでも

すごいことなのですが、日本のセラミックス企業で

はこの辺りのものも簡単にできるようになっていま

す。そうは言っても、この厚みは200nm、薄いと

30nmくらいのものを作りますが、それでもこれは

大きいので、4～10nmのものを中間層として設け

た多層構造の膜を作って、水素構造膜をデザインし

ています。

●セラミックス製高温水素分離膜の特性

　これは2007年時点での調査事例ですが、300℃～

400℃、400℃～ 500℃、500℃～ 600℃といったそ

れぞれの温度で、横軸に水素の透過率をとり、縦軸

は選択性をとっています。通りやすさと選択性の両

立が大事なのですが、よく通そうとすると選択性が

落ちますし、選択性を高いものにすると通らなくな

る。パラジウム系分離膜は右寄りのいい所にある。

いかにこちらにもっていくかが課題になっていまし

た。

●多孔質セラミック膜：材料開発課題

　これはNEDOプロジェクトで水素分離膜の材料

開発としての課題を当時まとめたものですが、日本

のセラミックスのトップメーカーによって基材と中

間層の両方の開発研究が進められましたが、中間層

を整備することと、水素だけを通すという機能、い

わゆる活性層をどう組み込んでいくか、数百nm～

サブnmまでの多孔質構造制御をやっていくかが課

題とされました。もう1つはセラミックスとはいえ、

耐熱・耐水蒸気性をどう付与していくかということ

でした。

●細孔径による透過機構の分類

　これから、どのレベルまで開発が進んでいるかに

ついて話します。その前に、横軸に穴の大きさ、細

孔径（nm）をとってみて、2nmより小さいのがマ

イクロポア、2nm～50nmをメソポア、50nmより

大きい所をマクロポアと言います。しかし世の中で

はミクロサイズのものをミクロポアあるいはナノポ

アと呼んだりして、どうも入り乱れているようです。

こうした穴を通るガスの透過機構がいろいろあるの

ですが、分子ふるい、ガスを振り分けようとすると

サイズをサブnmまで小さくする必要があります。

それ以外に表面拡散といって選択的にガスを呼び寄

せるような化学的な親和性を有する材料の開発もあ

ります。

●Knudsen拡散の特徴

　細孔サイズが少し大きくなった場合は、ガスの透

過はヌッセン拡散に従います。一般的にはサブnm 

よりはこちらの方がよく分かっていて、この辺りで

も分かれるのではないかという話もあります。だか

らその辺りのことを説明します。この場合、ガスの

透過率というのは分子量の平方根の逆数に比例する

という式を解いていくと、単純にこういった式にな
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ります。こんな透過率を示すということなので、こ

れでモデル材料のガス透過試験をしてみました。こ

れは何年か前に陽極酸化法で約3nmくらいの小さ

い穴をあけガスを通して、実際にさきほどの分子量

（M）のM-1/2 を横軸にとって、ガスの透過率を整

理するときれいな直線関係になる。ここで申し上げ

たいことは、例えば窒素と水素の分離では、どんな

に頑張っても水素は窒素に対して3.7倍にしかなら

ないし、同じようにCO2に対しても水素は4.7倍に

しかならないので、だめだということです。数nm

の穴ではガス分離はだめだということです。そうな

ってくると、この穴をサブnmまでもっていって、

分子ふるい機能を付与する必要があるわけです。

●対向拡散CVD法によるアモルファスシリカ膜

　の合成開発

　これをずっと研究してきたのですが、先ほど言っ

た0.3nmを制御するのはなかなか難しい。膜が大

きくなるほどクラックが入ったり、穴があいてもガ

スがきれいに分離できなくなるので、作り方を変え

ていきました。2008 年の時に中間層の数nmの細

孔にこのシリカ膜を埋めて、穴を止めるような形で

膜を作ることができました。

　それで数年やって国のプロジェクトの成果として

は先ほどの性能限界ラインを凌駕して、10マイナ

ス7乗オーダーの水素の透過率で、高いもので1万

以上のものができるようになりました（図6中のA）。

当時のプロジェクトリーダーは東京大学の中尾真一

先生で、セラミックセンターと、ノリタケ、NOK 

との共同で開発に取り組みました。日本の分離膜の

性能レベルが上がってきたわけです。水蒸気に対し

てもいろんなデータがありますが、かなりの水があ

る所でもそれなりの特性が出てきて、使えるところ

まできたのではないかという成果が得られました。

NEDOプロジェクトですから、実用化に向けてス

ケールアップを図ることと、どんな問題があるのか

ということで、モジュールを集積したものを組んで

いくことに進みました。

●1kW級燃料電池に要する膜面積の計算値

　例えばこれは計算例ですが、1kW級燃料電池を

使う水素をうまくつくろうとすると、膜の面積は約

90cm2、チューブ管3本くらいとして計算しました。

●モジュール設計

　流体力学を使いながらどんな集積をするのが良い

かをデザインするという研究も進められ、当時はNOK、

ノリタケがこうした分離膜を集積したモジュールを

作っています。例えばノリタケの場合は、触媒反応

を含め500℃以上でやるので、モジュールをステン

レスのハウジングに入れて高温での試験を実施しま

した。

●セラミックス製水素分離膜モジュール

　これは2008年のデータで、横軸に時間をとって

1,000時間の連続運転におけるガス分離特性の変化

を示したものです。モジュールとして分離膜をスケ

ールアップしても、高いレベルの選択性と透過率を
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キープしました。昔は実験室レベルの分離膜を大き

くするとか、モジュール化すると分離膜特性が落ち

てしまうことが多々ありましたが、ここでは、そう

いった性能低下が無く、良い成果が得られています。

●その他の分野への波及効果～水素分離膜用途～

　本日は分離膜による水素生成と反応効率などの話

をしてきましたが、横軸に温度、縦軸にプラントの

規模をおいてみると、いろんな所で水素の分離精製

が必要となるケースがあって、こうした所に膜が使

えることが期待できます。我々は分離活性層ばかり

に注目してきましたが、材料開発が進んでいくと中

間層もやはり問題だということが分かってきました。

　例えば最近のデータでは、中間層についてアルミ

ナ系のものと違うもので作って水蒸気に暴露させま

すと、新たに開発した中間層ではガス透過率には変

化はありませんが、従来のアルミナ系の方は上がっ

てくる。細孔径分布を計測してみますと、小さく作

った最初数nmのものが10nmに近づいていって壊

れてしまうことが分かりました。一方あらたな開発

材は少し大きめに作ったのに、全然変わらないこと

が分かります。それに膜を張って、水蒸気をあてて

ガスの透過挙動を見てみると、ゆっくりある所まで

は低下しても、その後は一定となることが分かりま

した。今後は、この開発膜の水蒸気改質反応への応

用などを考えています。

　最近注目されている有機ハイドライド（ケミカル

ハイドライド）と呼ばれている炭化水素から水素を

取り出すという反応にも、この分離膜は使えます。

温度領域は、水蒸気改質反応と比べて低温となるの

で、使いやすいだろうと思います。もう1つ、私が

今年春から参加している研究で、光触媒を用いた水

からの水素生成に関するプロジェクトがあります。

これは水素と酸素が同時に生成するということで危

ないです。爆発を回避するためにもすぐに分けなけ

ればならない。それをどうするか、という研究をや

っていて、私はもっと低温で水分子共存下で水素と

酸素を分けることに取り組んでいるところです。

●名工大研究シーズ

　最後に、私が所属する名古屋工業大学の研究関係

について紹介したいと思います。本日紹介しなかっ

たCO2の問題、CO2をどうやって回収し貯蔵する

かといった問題とは別に、再生可能エネルギーから

水素をつくるための様々な研究が行われています。

大学にはいろんな先生方がいて、太陽電池、二次電

池、燃料電池など分野ごとに先生方がいるわけです。

例えば太陽光発電を利用した水の電気分解で水素を

つくる。水素を私がやっているように分離し、水素

吸蔵材料を利用してエネルギーキャリアとして貯え

る。そして燃料電池をやさしい温度で動かしてやる。

それをさらにコージェネとして使うのもよいし、二

次電池で貯めてやる。また交流電源と直流電源をど

うマネジメントするか。これらを相互に関係させる

ルートを描き、ユビキタスな電力マネジメントシス

テムをつくり上げる。こうしたことを最終的にイン

フラ整備に反映させていけば、クリーンエネルギー

の社会構築に貢献できるのではないか。こうした面

からも、本日紹介した水素分離の話はニーズがある

と思っています。
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