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まえがき

水素は化学工業，金属工業，ガラス工業，半導体製造な

どに使用されており，特にボンベやカードルで供給されて

いる水素は年間約 2億 m3 の需要がある。この水素は，物

流コストの上昇や残量管理などの課題から，水素発生装置

を設置して直接供給するオンサイト供給が増加する傾向に

ある。都市ガスを燃料としてオンサイトで供給する水素発

生装置は，200m3/h 以上の規模のものはすでに実用化さ

れているが，それ以下のものは装置のコストが割高になる

こともあり普及が遅れていた。そこで，都市ガスやプロパ

ンガスを原料とした 100m3/h（Normal）の安価なオンサ

イト形水素発生装置「HG-100」を開発した。本装置の概

要と実証試験結果について報告する。

開発の背景と経緯

本装置の開発にあたっては，開発のスピードアップを図

るため，大阪ガス（株）と共同で実施した。富士電機が保有

する都市ガスの改質技術ならびに大阪ガス（株）の改質触媒

技術と改質ガスから水素を精製する圧力スウィング吸着

（PSA：Pressure Swing Adsorption）技術を組み合わせる

ことによって，100m3/h（Normal）の能力を持つコンパ

クトで安価なオンサイト形水素発生装置を開発することが

可能となった。

開発は1998年 4 月から開始し，1999年 1 月には実証試験

機を大阪ガス（株）酉島製造所に設置して実証試験を開始し

た。実証試験は1999年12月まで行い，途中，プロパンガス

での運転も行い，装置の特性や運転条件などのデータを得

て，商品機への反映を完了している。

装置の概要

開発した水素発生装置の基本仕様を表１に示す。また，

システム構成を図１に，プロセスフローを図２に示す。本

装置は，原料である都市ガスまたはプロパンガスを水素リッ

チなガス（改質ガス）に改質する改質ユニット，改質ガス

を昇圧する改質ガス圧縮機，改質ガス中の水素以外の成分

を吸着除去するPSAユニットおよび制御装置（改質ユニッ

トに内蔵）で構成されている。

この水素発生装置「HG-100」の特長は次のとおりであ

る。

原料の受入れが容易である。

高純度（99.999 ％以上）の製品水素が得られる。

運転が容易である（自動運転）。

ユニット化により据付け調整期間が短い。（4）
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表１　水素発生装置の基本仕様 

水素発生量 

製品水素純度 

CH4 

CO 

CO2 

O2 

N2

不
純
物
濃
度 

露点（大気圧下） 

製品水素圧力 

燃　料 

燃料圧力 

純　水 

冷却水 

電力（動力用） 

窒素純度 

窒素圧力 

プラント設置エリア（標準） 

気体の体積（m3）は標準状態（0℃，101.325 kPa）の体積を示す。 

燃料（都市ガス） 

純　水 

冷却水 

電　力 

計装用空気 

原
単
位
（
設
計
値
） 

100 m3/h 

99.999％以上 

－70 ℃以下 

0.6～0.8 MPa（G） 

都市ガス（13A）または プロパンガス 

2 kPa（G） 

0.2 MPa（G） 

0.2 MPa（G） 

99.9％以上 

0.5 MPa（G）以上 

10.5 m×5.0 m

AC200 V，三相，50 Hz または 
AC220 V，三相，60 Hz

1 ppm以下 

1 ppm以下 

1 ppm以下 

1 ppm以下 

9 ppm以下 

35 m3/h 

100 kg/h 

7,000 kg/h 

75 kWh 

20 m3/h
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高圧ガス保安法の適用を受けない。

待機運転モード（改質ユニットを運転して，水素を発

生しない状態）を標準装備している。

制御盤，電気盤が不要（改質ユニットに内蔵）である。

外置きのボイラが不要（改質ユニットに内蔵）である。

遠隔監視，遠隔操作が可能（オプション）である。

次に各ユニットの特徴を述べる。

３.１ 改質ユニット

改質ユニットは都市ガスやプロパンガスから水蒸気改質

により水素リッチな改質ガスを発生させるユニットである。

一般的には，改質器の運転圧力は加圧条件〔0.7 ～ 0.9MPa

（G）〕で行っているが，本装置は富士電機で開発した常圧

付近〔0.1MPa（G）以下〕で運転する改質器を採用してい

る。この改質器は熱交換機能を内蔵しているため，従来技

術ではできなかった小形化と低コスト化を実現している。

また，改質系の熱効率を上げるために，改質に必要な水

蒸気を系内で発生させるプロセスを採用している。すなわ

ち，改質器の燃焼排ガスと水蒸気発生用の水とを熱交換す

る熱交換器を設置するとともに，不足する熱は電気ヒータ

によって賄う方式である。これによって，外部にボイラを

設置しなくてよく，コンパクト化が図られている。

一方，改質ユニットで発生した改質ガスは約 20 ％の水

分を含んでいるため，そのままでは圧縮機に送ることはで

きない。そこで，改質ガスを冷却して余剰の水分を除去す

る熱交換器を設置している。

改質系の触媒の寿命は，これまでの燃料電池の運転実績

を考慮して 40,000 時間（5年）で設計している。

３.２ 改質ガス圧縮機

改質ガス圧縮機は，常圧の改質ガスを PSAユニットの

運転圧力まで昇圧するためのものであるが，加圧の改質方

式の圧縮機よりも大形になるため，圧縮機のタイプとして

揺動式（オイルフリーウイングコンプレッサ）を採用して

いる。この圧縮機の特徴は他の方式と比較してコンパクト

であり，また圧縮比も高くでき，締切り運転も可能なこと

である。特に，締切り運転からのスタートが可能であるこ

とは，低圧改質の改質系にほとんど圧力変動の影響を与え

ることなくスムーズな立上げが可能となり，さらに，吸入

側タンクも小さくすることが可能となった。

３.３ PSAユニット

PSAユニットは，改質ガス中の水素以外の成分を吸着

材を用いたPSAにより分離精製するユニットである。PSA

の原理は，吸着材に対する各成分の吸着量の差を利用して

水素以外の成分を吸着除去し，一定時間吸着後に吸着材の

圧力に対する吸着量の差を利用して加圧状態から減圧状態

にすることにより，吸着材に吸着している成分を脱着させ

て吸着材を再生するものである。吸着材に対する成分の吸

着量は圧力が高いほど大きい。試作機に採用した吸着塔は

３塔式を採用し，オフガスタンク，オフガスの組成を均一

にするためのオフガス循環ブロワ，自動切換弁などで構成

されている。各吸着塔は自動切換弁をシーケンス制御で切

り換えることにより，表２に示すように，吸着工程，均圧

出工程，減圧工程，洗浄工程，均圧入工程，昇圧工程の順

に行い，連続的に水素を精製する。吸着工程は圧力 0.8

MPa（G）で運転し，吸着材に水素以外の成分を吸着させ

製品水素の純度は 99.999 ％以上となる。均圧出工程では
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図２　水素発生装置のプロセスフロー図
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図１　水素発生装置のシステム構成
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吸着工程終了後，吸着塔内に存在する水素を回収するため

に洗浄工程を終了している別の塔と接続してそれぞれの吸

着塔を 0.4MPa（G）で均圧にする。減圧工程では吸着塔

に残っているガスを系外にパージし，吸着材に吸着してい

る水分，二酸化炭素，メタン，一酸化炭素を系外に放出す

る。洗浄工程では減圧後も吸着材に吸着している成分を脱

着するために製品水素を一部洗浄用に吸着塔に通す。減圧

工程，洗浄工程のガスの流れは吸着工程とは逆の方向で行

う。洗浄後の吸着塔は均圧入工程で圧力を 0.4MPa（G）

まで上昇させた後，昇圧工程で製品水素を導入し圧力を

0.8MPa（G）まで上昇させ，再び吸着工程に戻る。

オフガスタンクおよびオフガス循環ブロワは，吸着塔か

ら排気されたガスの組成が各工程ごとに異なるため，この

ガス組成を均一にして改質器のバーナ燃料とするために設

置している。吸着材の改良の結果，PSAユニットの水素

回収率は 71 ％以上を実現し，これによって，改質ユニッ

トに戻すオフガスの最適化が可能となり，原燃料消費量の

少ない水素発生装置とすることができた。

各ユニットは工場で組み立てて出荷されるので，設置場

所の条件によってユニットの自由なレイアウトができる。

また，据付け工事や調整試験も短縮でき，各ユニットが現

地に到着してからの標準の据付け工事期間は約 7日と考え

ており，試運転調整期間が約 3日であることから，２週間

での立上げが可能である。

実証試験結果

本装置の試作機を大阪ガス（株）酉島製造所に設置して実

証試験を行った。図３に試作機の外観を示す。

表３に都市ガス燃料の場合の実験結果を示す。この結果，

当初の設計仕様どおりの性能が得られることを確認した。

しかし，改質ガス中のメタン濃度から計算される改質率か

ら触媒寿命を考慮し，製品水素濃度 99.999 ％以上を確保

するため商品機では PSAを 4塔化することとしている。

また，プロパンガスを燃料にした場合の運転も行い，90

m3/h（Normal）の水素が得られることを確認しているが，

これも水素回収率を上げることによって 100m3/h（Nor-

mal）の水素が得られる見通しがついている。

この実証試験を通して，各機器の特性，制御システムの

妥当性と安定性，改質系や PSAの運転パラメータの影響

などについてのデータを取得し，商品機へ反映している。

あとがき

以上，オンサイト形水素発生装置「HG-100」の概略に

ついて述べた。本装置で発生する水素はボンベやカードル

で販売している水素と比較して十分対抗できるコストと考

えている。今後も装置の改良を図り，普及に努力していく

考えである。
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図３　水素発生装置（試作機）の外観

表３　実証試験結果（都市ガス原料） 

発生水素量 

m3/h 

100

原料流量 

都市ガス 

m3/h 

35

（a）原単位 

純水 

kg/h 

100

消費電力量 

kWh 

75

原単位 

原料ガス 

m3/m3－H2 

0.35

電力量 

kWh/m3－H2 

0.75

H2 

CH4 

CO 

CO2

vol.％ 

vol.％ 

vol.％ 

vol.％ 

（b）改質ガス組成 

77.1 

2.7 

0.4 

19.8

H2 

CH4 

CO 

CO2

vol.％ 

vol.ppm 

vol.ppm 

vol.ppm

（c）製品水素組成 

99.999％以上 

検出されず（1vol.ppm以下） 

検出されず（1vol.ppm以下） 

検出されず（1vol.ppm以下） 

 

気体の体積（m3）は標準状態（0℃，101.325 kPa）の体積を示す。 

その他の運転データ 
　吸着塔圧力　：0.8 MPa（G） 
　製品水素圧力：0.6 MPa（G） 
　冷起動時間　：3時間52分 
　暖起動時間　：1時間16分（装置停止完了後すぐの起動） 
　通常停止時間：1時間15分（定格負荷から） 
　非常停止時間：32分 
　部分負荷　　：70％，40％を確認 
　負荷変化速度：1％/min を確認 
　負荷遮断　　：定格から待機への瞬時移行を確認 

表２　PSA吸着塔切換工程（3塔式：試作機） 

区　分 

吸着塔A 

吸着塔B 

吸着塔C

工　程 

吸　着 

均圧入 

均圧出 

均圧出 

 

均圧入 

昇　圧 

減圧 洗浄 昇　圧 

減圧 

 吸　着 

洗浄 均圧入 

均圧出 

昇　圧 

減圧 

吸　着 

洗浄 



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




