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1.  緒言

　水素はよく知られているように，様々な一次エネルギー
を利用して，様々な原料から製造される二次エネルギー，
すなわち，エネルギー媒体である．二次エネルギーは燃料
と電力に大別されるが，もちろん，水素は燃料に分類され
る．しかしながら，電力と効率良く既存の技術である電気
分解装置および燃料電池を利用して相互に変換できる燃料
は唯一，水素しかないことは水素を議論する場合の極めて
重要な観点である．
　水素の物性のうち，水素の輸送貯蔵に関わりが深いと考
えられるものを表 1 に示した．水素は現在，我々が利用し
ている液体または固体の化石燃料と比較してはるかに体積
エネルギー密度が低い．表 2 には，典型的な燃料の体積エ
ネルギー密度を示した．水素は次世代の自動車とされる燃
料電池車の燃料と考えられているが， 現在使われている自
動車燃料であるガソリンと比較して，標準状態 (1 気圧 か
つ室温) においてわずか 3000 分の一の体積エネルギー密度
しか有していない．この，低い体積エネルギー密度をガソ
リン車と同等な航続距離を 担保する程度まで向上させるこ
とができるかが，大きな技術的課題である．水素の効率的

な輸送貯蔵は，燃料電池車への燃料搭載に止まらず，水素
製造工場から水素ステーション (水素スタンド) までの水素
の「配送」や，電力を水素の形で蓄え必要に応じて電力を
再生するようなシステムにおいても，同等あるいは同等以
上に重要な課題である．
　水素が常態では気体であることに起因する低い体積エネ
ルギー密度を技術的に解決して，高密度で高効率に水素を
輸送貯蔵する手法を確立することが，水素社会実現のため
の最も重要な課題の一つである．本稿では，水素の体積密
度に着目して，水素の輸送貯蔵技術の現状と展望を示すこ
とにしたい．

2.  水素原子間距離と水素貯蔵輸送法

　表 3 には，模式的に表した水素原子間の距離を示した．
水素は気体，液体および固体のいずれの状態においても分
子状 (H2 分子) で存在することが知られている．しかし，
ここでは一定の空間内にある水素原子 (H 原子) の平均距離
を示すことで水素の体積エネルギー密度を表現している．
　現在の燃料電池自動車の燃費はおおよそ 120 km/kg H2 程
度である．従って，ガソリン車並の水素一充填当たりの航
続距離を実現するためには，5 kg の水素搭載が必要である．
現時点での技術目標として，100 kg および 100 L のタンク
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に 5 kg の水素を充填することが設定できよう．また，将来
的には更に高密度かつ軽量な水素輸送貯蔵技術の確立が求
められていることは言うまでもない[1]．

2.1.  圧縮水素
　水素の臨界温度は -260 ℃であり，臨界圧力は約 1.3 MPa 
である．これは常温で扱われる 1.3 MPa 以上の圧力を有す
る水素の圧縮ガスは超臨界状態にあることを意味する．臨
界点より高い温度および圧力では物質は液体と気体の境目
が無い流体 (超臨界流体) として存在し，気体であっても体
積圧縮率が固体と同様に振る舞う液体と近い性質が表れる
ことが予想される．すなわち，水素原子間距離を圧力上昇
によって達成することには困難が伴う．
　表 4 に水素の圧縮因子を示した．一般に実在するガス (気
体) の圧力，温度および容積には (1) 式のような関係がある．

z = pV/RT (1)

圧力を p，絶対温度を T，気体 1 mol の体積を V で表す．
式中の z は圧縮因子 (圧縮係数ともいう) である．圧縮因子
は実在気体の理想気体からの偏差をあらわすもので，理想
気体では z = 1 である．圧縮因子が 1 より大きいことは，
圧縮がしがたいことを意味する．また，一般に圧縮因子は
圧力に比例するが，水素の場合も圧縮率は圧力に比例する
ことが分かる．すなわち，水素は圧力が高いほど圧縮しが
たいため，高圧たとえば 100 MPa レベルでの水素貯蔵は必
ずしも有利ではないと言えよう．さらに，圧力を高めると
それに対応するため容器の壁の厚みを厚くする必要があ
る．上記の相乗効果により，圧力を高めても容器の外体積
当たりの水素貯蔵容量増加は一般に期待される数値に比べ
てはるかに小さいのが実際である．
　水素ステーションにおいて，水素を車載タンクへの充填
時間の目標は 5 分程度であると想定される．気体をそのよ
うな速度で急速充填すると断熱膨張に伴う温度変化が見ら
れる．断熱膨張では気体の温度が下がるが，その一方で
ジュール・トムソン効果については室温において水素の場
合は反対に発熱する．ジュール・トムソン係数の正負が逆
転する温度を逆転温度と呼び，空気や二酸化炭素では室温
以上であるため，温度が降下する．一方，水素の場合は表 
1 にあるようにジュール・トムソン係数の逆転温度が -80 
℃と室温より低いため，急速充填時に温度上昇が観測され
る．軽量な高圧容器では，炭素繊維強化プラスチックでア
ルミ合金あるいはプラスチックのライナーを強化しており
耐熱温度が 85 ℃程度と言われているため，水素充填時の
温度上昇は好ましくない．70 MPa の圧力まで短時間に水
素を充填するためには，温度上昇に伴う容器の劣化と内部
の水素圧力上昇を防ぐため，水素を予め冷却 (プレクール) 
することが必須とされている．
　圧縮水素では 5 kg の水素を 100 L のタンクに充填すると
の体積密度の目標を達成するためには 100 MPa (1000 気圧) 
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表 1　水素の輸送貯蔵に関係する物性値

表 2　各種燃料の発熱量比較 (HHV)

表 3　模式的に示した原子間距離
(* は分子状で水素が存在)

表 4　水素の室温における圧縮因子
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以上の圧力が必要である．このように，圧縮水素に関して
は，水素の物性から考察して，解決するべき課題が存在す
ることが分かる．

2.2.  液化水素
　液化水素では，表 1 にあるように水素ガスの約 800 分の
一にまで，体積を減少させることが可能である．しかし，
表 1 に同じくあるように水素の沸点は -253 ℃であり，低温
での液化のために水素自身の持つ燃焼熱の約 3 分の 1 は消
費される．また，液化温度と室温との温度差と液化水素の
蒸発潜熱が例えば液化天然ガスにくらべて小さいことか
ら，容器壁からの熱侵入による液化水素の気化が小型のタ
ンクでは無視できない．内容量 80 リットル (5 kg の水素の
相当) 程度と予想される乗用車用の小型のタンクでは，ボ
イルオフは数 %/日程度とされている．一方，大型タンク
では容量に対する熱侵入の割合が激減するので，液化水素
は大規模に高い密度で水素を貯蔵する用途に適している．
利用側での設備が簡便であることも相まって，水素の大量
輸送・貯蔵媒体として水素社会が到来した場合には必要な
技術になると思われる．特に，わが国で実用化されている
ように液化に液化天然ガスの冷熱などを利用することがで
きれば，さらに可能性は拡大すると予想される．

2.3.  水素貯蔵材料
(1) 水素貯蔵材料とは
　表 3 にあるように水素貯蔵材料では液化水素あるいは固
体水素よりも水素原子間を短くすることが可能である．
　これは，水素と吸蔵材料を構成する元素が何らかの化学
結合を形成していることによっている．すなわち，水素分
子間の反発によって固体水素においても平均の原子間距離
は 0.27 nm であるが，水素貯蔵材料では水素原子が他の元
素と結合をつくることで水素原子間距離をより近接させる
ことが可能になる．
　現在，水素貯蔵材料として研究開発の対象となっている
ものを，結合の形式で侵入型水素化物と非侵入型水素化物
に大別できる．侵入型水素化物は金属 (合金) の格子間に水
素が侵入して水素化物を形成する物である．非侵入型水素
化物は主に共有結合によって水素が化学結合を形成してい
る水素化物である．一般に金属原子の半径は 0.125~0.200 
nm であるのに対して，水素原子は 0.035~0.040 nm の半径
を有するので，大きな金属原子の造る格子間隙間を水素原
子が占有することが可能である．なお，水素化物の生成に
より格子体積が 20~30 % 増加する．非侵入型水素化物はさ
らに大きく分けて二つのものがある．一つは，一般に強い
結合とされる共有結合であるが，等電子構造をもつように
することで，結合を弱めて利用するものである．1996 年に
報告された NaAlH4 がその典型例である[2]．もう一つは 
MgH2，AlH3 に代表されるような水素と元素の水素化物を
利用する場合である．
　歴史的には 1960 年代後半に金属間化合物 (Mg2Cu など

[3]) が水素を大量に速やかにかつ可逆的に吸蔵放出するこ
とから「水素貯蔵材料」の概念が提出された．当初は合金
への水素吸蔵で侵入型水素化物が水素貯蔵材料と同義語で
あったが，前述の NaAlH4 の報告やより高い水素吸蔵量 (重
量当たり) を求める国家目標[1]から研究対象は非侵入型水
素化物へシフトしている．

(2) 侵入型水素化物
　侵入型水素化物は，金属を主成分としているため，原子
間距離を縮めることには有効であるが，重量密度において
は，非金属かつ軽量な元素を主成分とする非侵入型水素化
物に比べて劣るのが現状である．しかし，侵入型水素化物
では水素と金属格子の結合が一般的に共有結合などに比べ
て弱いので，室温以下，例えば -30 ℃においても充分な速
度で水素を燃料電池に供給することができる．現状，室温
あるいはそれ以下の温度で水素を放出可能な侵入型水素化
物で最も水素吸蔵量が大きいものが Ti をベースとする固
溶体合金であり，筆者は「ラーベス相関連の BCC 固溶体
合金」と命名している．Ti は金属単体で 4.0 質量 % と高い
水素吸蔵量を有している．Ti と V からなる Ti-V 系の固溶
体合金は，4 質量 % に近い水素吸蔵量をもつことが知られ
ているが様々な理由で実用化されなかった．射場らは，Ti 
と V をベースとする合金中で，体心立方 (BCC) 構造をも
つ固溶体相が従来の合金に比べて水素吸蔵量がはるかに多
いことを見出した．さらに，このような固溶体相の中に，
ナノオーダー変調構造を有するものを透過電子顕微鏡によ
り発見し水素吸蔵量を調べたところ，変調構造を持たない
もののほぼ 2 倍であることが分かった．また，Ti-V-Cr 系，
Ti-V-Cr-Mn 系の合金なども開発し，これら全ての合金はそ
れまでの合金を凌ぐ水素吸蔵量を示した[4]．BCC 構造が
従来から知られている水素吸蔵合金の構造と決定的に違う
のは原子の充填密度である．一般の水素吸蔵合金では原子
の充填のされ方はできるだけ隙間のない最密充填構造を
とっている．ところが BCC 構造は隙間の多い構造である
ため，水素をより多く格子の中に取り込むことができる．

(3) 非侵入型水素化物
　非侵入型水素化物の中でも最も一般な材料は錯体系水素
貯蔵材料とよばれる一群である．これは，比較的軽量な元
素からなる錯体化合物の可逆的な分解と生成を利用して水
素を吸蔵放出させるものである．錯体系水素貯蔵材料は陽
イオンとして Li あるいは Na，錯イオン (陰イオン) として
は B，N，Al を含む多原子イオンから構成される．水素は
錯イオンを構成しており，共有結合で B，N，Al と結合し
ている．錯イオンと陽イオンはイオン結合で結合している
ことが確かめられている．錯体系水素貯蔵材料は上記のよ
うな軽量な元素から成っているので高い水素貯蔵量が期待
できため，近年，水素貯蔵を目的とした研究開発が盛んで
ある．
　アラネートは，テトラヒドリドアルミン酸イオン (AIH4

-) 

18



秋葉悦男，水素を高密度に貯蔵輸送する方法とその展望

(19)

を含む塩の総称である．NaAIH4 は 7.5 質量 % の水素を含
有する．しかし，これらの錯体化合物は還元剤としてワン
ウェイで有機化学などの分野で広く利用されてきたが，最
近になるまで水素貯蔵材料としては注目されてこなかっ
た．ところが，1997 年 Bogdanovic [2]は NaAlH4 に Ti 化合
物を添加することで，ワンウェイではなく可逆的に反応が
進行することを明らかにした．NaAIH4 は以下のような二
段階の反応によって水素が吸蔵放出される．

3NaAlH4 = Na3AlH6 + 2Al + 3H2 (2)
Na3AlH6 = 3NaH + Al + 3/2H2 (3)

式 (2) の反応は 30 ℃ において，0.1 MPa の平衡水素圧を示
し，式 (3) の反応は 100 ℃ において 0.1 MPa の平衡水素圧
を示す．可逆的に利用できる水素貯蔵量は，上記二つの反
応により 5.5 質量 % に達する．これまで開発されてきた侵
入型水素化物に比較してより高い水素貯蔵量を有している
ことと，従来は「試薬」として使われていた化合物が可逆
的に水素の吸蔵放出を行うことが可能であり，水素貯蔵材
料として侵入型水素化物のみではないことを強く認識さ
せ，それ以降の水素貯蔵材料の研究開発の方向性を大きく
変えることになった．
　また，侵入型水素化物に近い温度，室温付近での水素放
出の可能性も示されたため，多くの注目を集めた．
　侵入型水素化物では金属が形作る副格子の隙間に水素が
侵入あるいは放出されることで，水素吸蔵と放出が進行す
る．しかし，式 (2) および (3) の反応では，例えば Al に注
目すると，出発物質では Al 原子 1 個に対して水素原子 4 
個が結合していたものが，Al 原子が集合した金属粒子，水
素ガスおよび Al 原子 1 個に対して水素が 6 個結合した多
原子陰イオンを持つ Na3AlH6 化合物に変化する．水素の吸
蔵はその逆反応で進行する．すなわち，非侵入型水素化物
では水素の吸蔵放出のためには，化学結合の組み替えと原
子の拡散が必要な点が侵入型水素化物とは大きく異なる．
　リチウム系窒化物 Li3N の水素吸蔵・放出反応について
は， 2002 年 P. Chen [5]らは水素貯蔵材料として Li3N が 
200~400 ℃ の温度で 10.4 質量 % という大量の水素を可逆
的に吸蔵・放出することを確認し，有望な材料であること
を報告した．
　Li3N は次の二段階の反応によって水素が可逆的に吸蔵放
出される．すなわち，N 原子の周りの三個の Li が順次 H 
に置換わる反応と見ることもできる．

Li3N + 2H2 = Li2NH + LiH + H2 (4)
Li2NH + H2 = LiNH2 + LiH (5)

式 (4) では 5.2 質量 %，式 (5) では 6.5 質量 % の水素が放出
される．式 (4) の反応では水素放出に少なくとも 400 ℃以
上の温度が必要であるため，実際に応用することは難しい
と考えられる．また，式 (5) の反応も燃料電池自動車への

応用は難しいことが実験的に証明された．
　Leng ら[6]は Li3N 系から Li-Mg-N-H 系を開発し，より低
い温度での水素吸蔵放出を可能にした．水素貯蔵量は 7 質
量 % である．

3Mg(NH2)2 + 8LiH = Mg3N2 + 4Li2NH + 8H2 (6)

具体的には水素放出 120 ℃を開始温度に 190 ℃にピークが
存在している (図 1)．実験的にも，水素放出量が式 (6) で表
される 7 質量 % が達成されたことを確認した．
　また，200 ℃および水素圧力 10 MPa の条件で可逆性 (水
素化による出発化合物の再合成) の確認も行われた．すな
わち，Chen らの報告の Li-N 系と比較して放出開始温度が
低下している．具体的には，100 ℃における水素放出圧が
約 0.3 MPa と推算されている．そのため，一時は錯体系水
素化物の中で最も水素放出温度が低く，実用化に近いもの
とされた．しかしながら，これら N を含む系では反応中に
アンモニアが発生することが知られている．固体高分子形
燃料電池にとって，アンモニアは毒物質であり水素中に 
ppm オーダーの量含まれたとしても，著しい性能劣化を示
す．また，反応速度に関してもアラネート系と比較して劣っ
ていることも知られている．アンモニア発生を防ぐことと
反応速度の向上がこの系の課題と言えよう．
　テトラヒドロホウ酸イオン (BH4

-) を含む錯体系水素化物
をボロハイドライドと呼ぶ．NaBH4 は，7.4 質量 % の水素
含有量を有している．この化合物の水素放出反応には二種
類ある．一つは，水と反応 (加水分解反応) して水素ガスと 
BO2 陰イオンを生ずる反応である．この場合，水に含まれ
ている水素原子も水素ガス生成に寄与しているため，水素
放出量は 10.8 質量 % にまで達する．

NaBH4 + 2H2O → 4H2 + NaBO2 (7)

　加水分解反応ではなくボロハイドライドの分解反応で水
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図 1　Li-Mg-N-H 系と Li-H 系の比較[6]
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素を放出させる場合，最も軽い陽イオンからなる LiBH4 が
最も高い水素含有量 (18.2 質量 %) を有している．LiBH4 で
は，~10℃，~280 ℃ および~480 ℃ において吸熱を伴って
水素を放出する[7]．LiBH4 は 110 ℃ で結晶構造転移が観察
され，280 ℃では融解が起きる．すなわち，480 ℃での水
素放出は融解後の液体状態からの水素放出である．(8) 式
に，LiBH4 の分解による水素放出を示した．

LiBH4 = LiH + B + 3/2H2 (8)

　錯体系水素化物は，今日では水素貯蔵材料研究の最も重
要な対象とされている．それは，各国政府が示している高
い目標を達成可能な数少ない材料だからである．侵入型水
素化物と錯体系水素化物の重量水素貯蔵密度を比較する
と，前者は 4 質量 % を越えることは相当に難しいと予想さ
れるが，後者では 10 質量 % を越えるものもある．そのた
め，直近の二～三年間はボロハイドライド系水素貯蔵材料
の研究が盛んであった．特に 480 ℃と高い水素生成温度を
どのようにして低下させるかを，反応機構解明によって達
成することを目指す研究と他の水素化物，例えば MgH2 と
共存させることで反応温度の低下を図るものが主流であっ
た．
　しかしながら，水素貯蔵材料を利用したエンジニアリン
グの観点からはボロハイドライド系水素化物をただちにタ
ンクに充填して試験することは現実的ではなく，アラネー
トを用いたタンク設計と試作が欧米では進められている．
また，米国の水素貯蔵材料エンジニアリング研究拠点では 
Li-Mg-N-H 系が最も応用に近い材料と見なしている．理由
は，錯体系水素化物の中で水素放出温度が最も低いにもか
かわらず，7 質量 % 程度の水素吸蔵能を有するからである．
　軽量かつ豊富に存在して安価な金属である Mg と Al は
共に共有結合性の非侵入型水素化物をつくる．いずれの水
素化物も金属とは大きく異なりそれぞれのフッ化物と同一
の結晶構造を持つ．しかしながら，フッ化物がイオン結合
により化合物が形成されている一方，水素化物では共有結
合性が高いことが知られている．Mg の水素化物である 
298 ℃における水素平衡圧力 (水素を放出する圧力) を概算
すると，MgH2 の場合は 10-8 MPa オーダー，AlH3 の場合は 
105 MPa オーダーの圧力になる．しかし，水素は超臨界状
態である高圧領域では理想気体と実在気体の差が大きく，
平衡圧力は室温では約 1 GPa (103 MPa) 程度である[8]．軽
量な金属である Mg および Al の水素化物では，前者の場合
は Mg と水素の結合が強すぎて 350 ℃以上の温度でなけれ
ば水素が放出されない．吸蔵は室温で一気圧以下の水素雰
囲気下でも，反応速度が充分であれば進行する．一方，Al 
の場合は結合を形成するがそれが弱くて，反応速度が充分
であれば室温で数千気圧以上の水素圧力を発生する能力が
ある．しかし，水素貯蔵をさせるためには，極めて高い水
素圧力に相当するエネルギーが必要である．現在は，もし
も実現すればインパクトの大きいこれらの金属における水

素との結合を室温付近で形成，解離することができるよう
に制御することを目指して研究開発が進められている．

(4) その他の水素貯蔵材料
　ここまで述べてきた材料の他に，水素分子を表面に吸着
して水素を輸送貯蔵する吸着材料と有機化合物を活用する
有機ハイドライドがある．吸着材料については，液体窒素
温度 (-196 ℃) で高い水素吸蔵量が期待できるが，室温では 
2 質量 % 程度を越えないこと，比表面積に吸着量が比例す
ることが定説となっている．現在，吸着量の向上と吸着温
度を室温付近にまで上昇させるための検討が行われている
[9]．
　有機ハイドライドは一般には液体であるので，気体ある
いは固体と比較して取扱が容易である．しかし，有機化合
物へ水素を付加する反応および放出させる反応のいずれも
が 200 ℃以上の熱を必要とする．そのため，自動車への搭
載よりも，大量の水素の「配送」などにその用途が拓かれ
ると想定されている[10]．

3.  水素貯蔵材料の応用技術

　2004 年，トヨタ自動車は高圧水素と水素吸蔵合金を組み
合わせ，高い体積密度を持つと同時に水素吸蔵合金タンク
の欠点であった低温始動性および水素充填速度が圧縮ガス
タンクと同等あるいはそれ以上の水素タンクを発表した
[11]．水素貯蔵材料は一般に，微粉状であるため，空間の
およそ半分しか充填することができない．残りのスペース
に高圧水素を充填すれば，水素貯蔵材料の体積エネルギー
密度が高い利点と圧縮ガスの重量エネルギー密度が高い点
の双方が優位に働き，低圧水素 (1.0 MPa 以下) を充填する
場合の水素貯蔵材料タンクと高圧ガスの中間的な性能をも
つ，実用化しやすいタンク (ハイブリッドタンク) の実現が
現実のものとなると考えられる．同社では合金としての水
素吸蔵量 3~4 質量 % が達成されれば実用上はかなり可能
性があることもまた示唆している[11]．この数値は合金に
よって達成が可能と思われる数字であり現在，この分野の
開発が盛んである．特に Ti 系の BCC 構造合金は 2.5 質量 
% 以上の水素貯蔵量が期待できるので，この分野では最も
有望視されている．図 2 には，トヨタ自動車が発表したハ
イブリッドタンクの模式図を示した．
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図 2　ハイブリッドタンクの概念図[11]
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4.  結言

　水素の物理的性質により，エネルギーとしての水素の輸
送貯蔵には多くの課題があることを示した．しかしながら，
エネルギー資源および環境に対するインパクトを考えると
水素は今世紀後半，電力と共に二次エネルギーとして必要
不可欠のものとなることは論を待たない．
　水素輸送貯蔵技術の確立の成否は，水素エネルギー社会
実現の成否とも言える極めて重要な問題である．英知を集
めて，水素の輸送貯蔵技術の研究開発を幅広い視野から進
めることが重要である所以である．
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