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(57)【要約】
【課題】電力の供給が停止しても配管が破裂しない水素
製造装置及び水素製造システムを提供する。
【解決手段】実施形態に係る水素製造装置は、外部から
第１電力が供給され、直流の第２電力を出力する整流器
と、前記第２電力が供給されてアルカリ性水溶液を電気
分解する電解槽と、前記アルカリ性水溶液を保持する電
解液タンクと、前記電解槽と前記電解液タンクとの間で
前記アルカリ性水溶液を循環させるポンプと、純水を保
持する純水タンクと、前記純水タンクと前記電解液タン
クとの間に接続され、前記純水タンクから前記電解液タ
ンクに前記純水を流通させる純水管と、不活性ガスが封
入された不活性ガスボンベと、前記不活性ガスボンベと
前記純水管との間に接続され、前記第１電力が供給され
ているときは閉じ、前記第１電力が供給されなくなった
ときに開く第１バルブと、を備える。前記第１バルブが
開くことにより、前記純水管内に前記不活性ガスが導入
される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から第１電力が供給され、直流の第２電力を出力する整流器と、
　前記第２電力が供給されてアルカリ性水溶液を電気分解する電解槽と、
　前記アルカリ性水溶液を保持する電解液タンクと、
　前記電解槽と前記電解液タンクとの間で前記アルカリ性水溶液を循環させるポンプと、
　純水を保持する純水タンクと、
　前記純水タンクと前記電解液タンクとの間に接続され、前記純水タンクから前記電解液
タンクに前記純水を流通させる純水管と、
　不活性ガスが封入された不活性ガスボンベと、
　前記不活性ガスボンベと前記純水管との間に接続され、前記第１電力が供給されている
ときは閉じ、前記第１電力が供給されなくなったときに開く第１バルブと、
　を備え、
　前記第１バルブが開くことにより、前記純水管内に前記不活性ガスが導入される水素製
造装置。
【請求項２】
　前記第１バルブは、励磁されたときは閉じ消磁されたときは開くノーマルオープンバル
ブである請求項１記載の水素製造装置。
【請求項３】
　前記第１電力が供給されなくなったときに、前記電解槽及び前記ポンプのスイッチをオ
フにする制御装置と、
　前記制御装置に前記第２電力を供給する蓄電池と、
　をさらに備えた請求項１記載の水素製造装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第１電力が供給されなくなったときに、前記第１バルブを開く請
求項３記載の水素製造装置。
【請求項５】
　前記電解槽から水素ガスを取り出す水素管と、
　前記不活性ガスボンベと前記水素管との間に接続され、前記第１電力が供給されている
ときは閉じており、前記第１電力が供給されなくなったときに開く第２バルブと、
　をさらに備え、
　前記第２バルブが開くことにより、前記水素管内に前記不活性ガスが導入される請求項
１記載の水素製造装置。
【請求項６】
　前記第２バルブは、励磁されたときは閉じ消磁されたときは開くノーマルオープンバル
ブである請求項５記載の水素製造装置。
【請求項７】
　水素漏洩検知器と、
　前記水素漏洩検知器が水素漏洩を検知したときに、前記電解槽及び前記ポンプを停止さ
せると共に、前記第２バルブを開く制御装置と、
　をさらに備えた請求項５または６に記載の水素製造装置。
【請求項８】
　地震検知器と、
　前記地震検知器が地震を検知したときに、前記電解槽及び前記ポンプを停止させると共
に、前記第２バルブを開く制御装置と、
　をさらに備えた請求項５または６に記載の水素製造装置。
【請求項９】
　火災検知器と、
　前記火災検知器が火災を検知したときに、前記電解槽及び前記ポンプを停止させると共
に、前記第２バルブを開く制御装置と、
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　をさらに備えた請求項５または６に記載の水素製造装置。
【請求項１０】
　前記第１電力は、再生可能エネルギーにより発電される請求項１～９のいずれか１つに
記載の水素製造装置。
【請求項１１】
　前記第１電力は、水力によって発電された交流電力である請求項１～１０のいずれか１
つに記載の水素製造装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１つに記載の水素製造装置と、
　前記水素製造装置を収納する建築物と、
　前記整流器から供給される第３電力により前記建築物内の温度を調整する空調機器と、
　前記電解槽から取り出された水素ガスを貯蔵する水素タンクと、
　を備えた水素製造システム。
【請求項１３】
　前記純水を外部から前記純水タンクに輸送する輸送容器をさらに備えた請求項１２記載
の水素製造システム。
【請求項１４】
　前記輸送容器はステンレスによって形成されている請求項１３記載の水素製造システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、水素製造装置及び水素製造システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギーを利用した水素の製造が試みられている。再生可能エネルギ
ーとは、水力、風力及び太陽光等の自然界によって永続的に補充されるエネルギーをいう
。再生可能エネルギーを利用した発電施設、例えば、河川やダムなどの水源に併設された
水力発電機、山間部に設けられた風力発電機、及び砂漠に設けられた太陽電池パネル等の
近傍に水素製造装置を設置し、これらの発電施設から供給される電力を用いて水を電気分
解することにより水素を製造し、製造した水素を消費地まで運搬して、そこで燃料電池や
燃料電池車に供給する。このようなシステムを確立することにより、既存の電力系統が到
達していない僻地に発電施設を建設し、再生可能エネルギーを有効に収集することができ
る。また、再生可能エネルギーの出力は不安定であることが多いが、電力を一旦水素に変
換することにより、貯蔵が容易になり、発電時と消費時を一致させる必要がなくなる。
【０００３】
　しかしながら、このような発電施設が建設される僻地は寒冷地であることが多く、従っ
て、水素製造装置も寒冷地に設置されることが多い。また、水素製造装置と同様に、水素
製造装置を収容する建築物も既存の電力系統に接続できないため、再生可能エネルギーを
利用した発電施設から電力の供給を受けることになる。従って、発電施設から電力の供給
が停止すると、水素製造装置が停止するだけでなく、水素製造装置を収容する建築物の空
調も停止する。これにより、水素製造装置の配管内で水が凍結し、配管が破裂する可能性
がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「水電解法による水素製造とそのコスト」阿部勲夫、水素エネルギーシ
ステム　ｖｏｌ．３３、Ｎｏ．１（２００８）ｐ．１９－２６
【非特許文献２】「再生可能エネルギーを活用する水素貯蔵システム」渡邉久夫　他、東
芝レビューＶｏｌ．６８　Ｎｏ７（２０１３）ｐ．３５－３８
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【非特許文献３】株式会社神鋼環境ソリューション　ホームページ、http://www.kobelco
-eco.co.jp/product/suisohassei/hhog_qa.html#Q1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　実施形態の目的は、電力の供給が停止しても配管が破裂しない水素製造装置及び水素製
造システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る水素製造装置は、外部から第１電力が供給され、直流の第２電力を出力
する整流器と、前記第２電力が供給されてアルカリ性水溶液を電気分解する電解槽と、前
記アルカリ性水溶液を保持する電解液タンクと、前記電解槽と前記電解液タンクとの間で
前記アルカリ性水溶液を循環させるポンプと、純水を保持する純水タンクと、前記純水タ
ンクと前記電解液タンクとの間に接続され、前記純水タンクから前記電解液タンクに前記
純水を流通させる純水管と、不活性ガスが封入された不活性ガスボンベと、前記不活性ガ
スボンベと前記純水管との間に接続され、前記第１電力が供給されているときは閉じ、前
記第１電力が供給されなくなったときに開く第１バルブと、を備える。前記第１バルブが
開くことにより、前記純水管内に前記不活性ガスが導入される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る水素製造装置を示すシステム構成図である。
【図３】第１の実施形態に係る水素製造装置を示す斜視図である。
【図４】第２の実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
【図５】第３の実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（第１の実施形態）
　先ず、第１の実施形態に係る水素製造システム及びその周辺の構成について説明する。
　図１は、本実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
　本実施形態に係る水素製造システムは、アルカリ電解方式により水を電気分解すること
により、水素ガスを製造するシステムである。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態に係る水素製造システム１は、水源１００（例えば、河
川やダム等）に併設された水力発電施設１０１の近くに設置されている。本実施形態にお
いて、水素製造システム１は、僻地であって、山間部の寒冷地に設置されている。なお、
本明細書において「僻地」とは、既存の電力系統に接続されていない土地をいう。僻地は
、例えば、山間部及び離島等の都会から遠く離れた土地であり、多くの場合、上水道及び
下水道も敷設されていない。水力発電施設１０１は、比較的小電力の発電施設であり、交
流電力Ｐ１を出力する。
【００１０】
　水素製造システム１においては、建築物１０が設けられている。建築物１０内には、水
素製造装置２０が設置されている。また、建築物１０には、建築物１０内の温度を制御す
る空調機器１２、建築物１０の内外を照明する照明機器１３、水素製造装置２０の稼働デ
ータを収集すると共に外部との通信を行うデータ通信機器１４も設けられている。なお、
これら以外にも、例えば、作業員の滞在に必要な家電機器等が設けられていてもよい。更
に、建築物１０内には、水素製造装置２０から排出された廃液を貯蔵するドレンタンク１
５も設けられている。ドレンタンク１５は、取り外して交換することができ、取り外した
ドレンタンクはトラック等により運搬することができる。ドレンタンク１５に廃棄される
廃液の詳細については、後述する。
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【００１１】
　更にまた、水素製造システム１においては、建築物１０の外部に設置され、水素製造装
置２０によって製造された水素ガスを貯蔵する水素タンク１６と、水素製造装置２０まで
純水を輸送する輸送容器１７が設けられている。輸送容器１７は、例えばステンレスによ
り形成されており、その形状は略立方体であり、一辺の長さは１ｍ程度であり、上面にマ
ンホールが取り付けられており、下面に蛇口が取り付けられている。輸送容器１７には、
例えば、日本物流機器製ステンレスコンテナ（サニタリー防寒仕様）を用いることができ
る。なお、輸送容器１７はステンレス製コンテナには限定されず、例えば樹脂製容器であ
ってもよい。
【００１２】
　水素製造システム１は、僻地に設置されているため、既存の電力系統並びに上水道及び
下水道には接続されていない。このため、必要な電力は全て水力発電施設１０１から供給
される。また、上下水道がなく、純水を製造することもできないため、水素の製造に要す
る純水は、他の地域で製造され、輸送容器１７に充填されて、トラック等（図示せず）に
より外部から搬入される。
【００１３】
　なお、本実施形態のように、水素製造システム１が水源１００の近傍に設置されており
、水道技術的には水源１００から水を供給できる場合であっても、利水権等の法律的な制
約や水質が純水製造に適さない等の理由により、水源１００から直接取水して水素製造に
用いる純水を製造することが困難な場合もある。このため、水素製造に要する純水を外部
からの搬入により供給できる仕組みを設けることは、本実施形態に係る水素製造システム
１を導入可能な地域を広げることができる点で好適である。
【００１４】
　一方、水素製造システム１で使用された廃水のうち、純水については、例えば水源１０
０に放出することも考えられるが、水素製造システム１が設置される地域の要請等によっ
ては、たとえ純水であっても環境保護の観点から水素製造システム１の外部に廃棄せず、
適切な処理のもとで廃棄が可能な地域まで輸送して廃棄することが望ましい場合もある。
そこで、本実施形態に係る水素製造システム１においては、廃水はドレンタンク１５に貯
蔵され、適宜取り外されて、トラック等（図示せず）により廃棄可能地域まで輸送するこ
とが可能な構成としている。また、水素タンク１６に貯蔵された水素ガスは、水素ローリ
ー車（図示せず）により消費地まで輸送される。
【００１５】
　すなわち、水素製造システム１は、システムの運用に必要な電力は全て再生可能エネル
ギーを利用した発電施設、すなわち、水力発電施設１０１から供給される。また、電気分
解に必要な純水は、他地域、例えば工業地域の純水製造工場において製造され、輸送容器
１７を用いてトラック等により水素製造システム１に搬入される。また、廃液は一旦ドレ
ンタンク１５に貯蔵された後、トラック等により搬出される。そして、他地域で製造され
た純水及び再生可能エネルギー由来の電力が供給されることにより、水素ガスを製造し、
製造された水素ガスは、水素タンク１６に貯蔵された後、水素ローリー車等により搬出さ
れる。このように、本実施形態に係る水素製造システム１は、既存の電力系統及び上下水
道を必要としないインフラフリーのシステムであり、このような構成を実現することによ
り、水素製造システム１が設置される地域のインフラ環境や自然環境等の制約に影響を受
けることなく、導入を加速することが可能となる。
【００１６】
　次に、本実施形態に係る水素製造装置の構成について説明する。
　図２は、本実施形態に係る水素製造装置を示すシステム構成図である。
　図３は、本実施形態に係る水素製造装置を示す斜視図である。
　なお、図２においては、図示の便宜上、電流及び信号の流れは破線で示し、気体の流れ
は一点鎖線で示し、液体の流れは実線で示している。また、図３には、比較的大型の構成
要素のみを示しており、小型の構成要素及び配管は、図示を省略している。
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【００１７】
　図２及び図３に示すように、本実施形態に係る水素製造装置２０においては、整流器２
１が設けられている。整流器２１は、水力発電施設１０１から交流電力Ｐ１が供給され、
直流電力Ｐ２及び交流電力Ｐ３を出力する。交流電力Ｐ３の一部は、後述する各ポンプ及
びコンプレッサ３４等に供給される。交流電力Ｐ３の他の一部は、空調機器１２、照明機
器１３及びデータ通信機器１４に供給される。
【００１８】
　水素製造装置２０においては、電解槽２２、陰極ガス気液分離室２３、陽極ガス気液分
離室２４、及び、電解液循環タンク２５が設けられている。電解液循環タンク２５は、ド
レンタンク１５に接続されている。
【００１９】
　電解槽２２は、電解液であるアルカリ性水溶液Ｓ、例えば、濃度が２５質量％の水酸化
カリウム水溶液（ＫＯＨ）を保持している。そして、整流器２１から直流電力Ｐ２が供給
されると、アルカリ性水溶液Ｓを電気分解し、水素ガス（Ｈ２）及び酸素ガス（Ｏ２）を
生成する。電解槽２２の内部は、隔膜（図示せず）によって複数のセルに区画されている
。隔膜は、水は通過させるが気体はほとんど通過させない膜であり、例えば、ＰＥＴ（Po
lyEthylene Terephthalate）からなる高分子フィルムの両面に高分子不織布が貼り合わさ
れた膜である。各セル内には、陰極電極（図示せず）又は陽極電極（図示せず）が配置さ
れており、隔膜を介して対向している。電解槽２２は密閉されており、陰極電極が配置さ
れたセルの天井部分には、水素管５１の一端が接続されており、陽極電極が配置されたセ
ルの天井部分には、酸素管５２の一端が接続されている。
【００２０】
　陰極ガス気液分離室２３には、水素管５１の他端が接続されている。これにより、陰極
ガス気液分離室２３には、電解槽２２から水素管５１を介して水素ガス及びアルカリ性水
溶液Ｓが混合した状態で流入する。水素ガスとアルカリ性水溶液Ｓは、陰極ガス気液分離
室２３内で分離される。すなわち、アルカリ性水溶液Ｓは陰極ガス気液分離室２３の下部
に落ち、水素ガスは陰極ガス気液分離室２３の上部に集まる。
【００２１】
　陽極ガス気液分離室２４には、酸素管５２の他端が接続されている。これにより、陽極
ガス気液分離室２４には、電解槽２２から酸素管５２を介して酸素ガス及びアルカリ性水
溶液Ｓが混合した状態で流入する。酸素ガスとアルカリ性水溶液Ｓは、陽極ガス気液分離
室２４内で分離される。すなわち、アルカリ性水溶液Ｓは陽極ガス気液分離室２４の下部
に落ち、酸素ガスは陽極ガス気液分離室２４の上部に集まる。
【００２２】
　陰極ガス気液分離室２３の下部、例えば底面には、電解液管５３の一端が接続されてい
る。電解液管５３の他端は、電解液循環タンク２５に接続されている。一方、陽極ガス気
液分離室２４の下部、例えば底面には、電解液管５４の一端が接続されている。電解液管
５４の他端は、電解液循環タンク２５に接続されている。これにより、電解液循環タンク
２５には、陰極ガス気液分離室２３及び陽極ガス気液分離室２４からアルカリ性水溶液Ｓ
が流入する。
【００２３】
　電解液循環タンク２５はアルカリ性水溶液Ｓを保持している。電解液循環タンク２５に
は水位計（図示せず）が取り付けられている。電解液循環タンク２５の下部と電解槽２２
の下部との間には、電解液管５５が接続されている。電解液管５５には、ポンプ２６が介
在している。そして、ポンプ２６が作動することにより、電解液循環タンク２５から電解
液管５５を介して電解槽２２にアルカリ性水溶液Ｓが供給される。すなわち、ポンプ２６
が作動することにより、（電解槽２２→陰極ガス気液分離室２３又は陽極ガス気液分離室
２４→電解液循環タンク２５→電解槽２２）の経路で、アルカリ性水溶液Ｓが循環する。
【００２４】
　水素製造装置２０には、エアポンプ２７が設けられている。エアポンプ２７の吸入口は
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大気に開放されており、エアポンプ２７の排気口と電解液循環タンク２５との間には、空
気管５６が接続されている。また、電解液循環タンク２５の上部、例えば天井部分には、
空気管５７の一端が接続されている。空気管５７の他端は、建築物１０の外部に配置され
ている。これにより、エアポンプ２７が作動すると、電解液循環タンク２５内の空気が建
築物１０外に排出され、新しい空気と入れ替わる。また、エアポンプ２７が作動すること
により、電解液循環タンク２５内に保持されたアルカリ性水溶液Ｓを、ドレンタンク１５
に排出することもできる。
【００２５】
　水素製造装置２０においては、純水Ｗを保持する純水タンク２８が設けられている。純
水タンク２８の下部、例えば底面と、電解液循環タンク２５の上部、例えば、天井部分と
の間には、純水管５８が接続されている。純水管５８には、ポンプ２９が介在している。
ポンプ２９が作動することにより、純水Ｗが純水タンク２８から純水管５８を介して電解
液循環タンク２５に供給される。純水Ｗの電気伝導度は、例えば、１０μＳ／ｃｍ（マイ
クロジーメンス毎センチメートル）以下である。純水タンク２８もドレンタンク１５（図
１参照）に接続されている。
【００２６】
　水素製造装置２０には、洗浄塔３１、ポンプ３２及びバッファタンク３３が設けられて
いる。陰極ガス気液分離室２３の上部、例えば天井部分と洗浄塔３１との間には、水素管
６１が接続されている。洗浄塔３１は、陰極ガス気液分離室２３によって分離され、水素
管６１によって供給された水素ガスに対して、洗浄液Ｃをシャワーにより吹きかけて、ア
ルカリ成分を除去する。洗浄液Ｃは、例えば純水である。
【００２７】
　また、ポンプ３２は、洗浄塔３１内に保持された洗浄液Ｃを循環させる。洗浄塔３１及
びポンプ３２は、洗浄液管６２によって閉じたループ経路を構成している。バッファタン
ク３３は、洗浄液Ｃを保持し、必要に応じて洗浄液Ｃを洗浄塔３１に供給する。洗浄塔３
１とバッファタンク３３との間には、洗浄液管６３が接続されている。バッファタンク３
３もドレンタンク１５に接続されている。
【００２８】
　水素製造装置２０には、更に、コンプレッサ３４、チラー３５及び水素精製機３６が設
けられている。洗浄塔３１の上部、例えば天井部分とコンプレッサ３４の吸気口とは、水
素管６４により接続されている。コンプレッサ３４は、洗浄塔３１から排出され水素管６
４を介して供給された水素ガスを圧縮する。チラー３５はコンプレッサ３４を冷却する。
コンプレッサ３４の排気口と水素精製機３６の吸気口との間には、水素管６５が接続され
ている。水素精製機３６は、コンプレッサ３４により圧縮され水素管６５を介して供給さ
れた水素ガスを精製する。水素精製機３６内には、水素ガス中の不純物、例えば、水分を
化学吸着させて取り除くフィルタ（図示せず）が設けられている。
【００２９】
　水素精製機３６の排気口には、水素管６６の一端が接続されている。水素管６６は二叉
に分岐しており、それぞれ水素管６７及び水素管６８となっている。水素管６７は水素タ
ンク１６（図１参照）に接続されている。水素管６７には、ノーマルクローズバルブ６７
ｖが設けられている。ノーマルクローズバルブとは、消磁されているとき、すなわち、所
定の電圧が印加されないときは、「閉」状態となり、励磁されたとき、すなわち、所定の
電圧が印加されたときは、電磁石の作用により「開」状態となるバルブである。水素管６
８の他端は、水素製造装置２０の外部、例えば、建築物１０の外部において開口しており
、排気口となっている。水素管６８には、ノーマルオープンバルブ６８ｖが設けられてい
る。ノーマルオープンバルブとは、消磁されているときは「開」状態となり、励磁された
ときは電磁石の作用により「閉」状態となるバルブである。
【００３０】
　一方、陽極ガス気液分離室２３の上部、例えば天井部分には、酸素管６９の一端が接続
されている。酸素管６９の他端は、水素製造装置２０の外部、例えば、建築物１０の外部
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において開口しており、排気口となっている。
【００３１】
　水素製造装置２０には、窒素ガスボンベ３８が設けられている。窒素ガスボンベ３８内
には、高圧の窒素ガスが封入されている。なお、窒素ガス以外の不活性ガスが封入されて
いてもよい。窒素ガスボンベ３８には、流出ガスの圧力を一定にするレギュレータ（図示
せず）を介して、窒素管７１が接続されている。レギュレータの圧力は、例えば０．２Ｍ
Ｐａ（メガパスカル）に設定されている。窒素管７１は窒素管７２～７５に分岐している
。
【００３２】
　窒素管７２は純水管５８に接続されている。窒素管７２には、ノーマルオープンバルブ
７２ｖが設けられている。窒素管７３は酸素管５２に接続されている。窒素管７３には、
ノーマルオープンバルブ７３ｖが設けられている。窒素管７４は水素管５１に接続されて
いる。窒素管７４には、ノーマルオープンバルブ７４ｖが設けられている。窒素管７５は
水素管６４に接続されている。窒素管７５には、ノーマルオープンバルブ７５ｖが設けら
れている。また、電解槽２２の上部、陰極ガス気液分離室２３の上部、水素管５１、酸素
管５２、水素管６１、水素管６４、水素管６５には、建築物１０の外部に連通したバイパ
ス管（図示せず）が接続されている。各バイパス管には、ノーマルオープンバルブが設け
られている。上述の各バルブは、制御装置４１によって制御される。
【００３３】
　水素製造装置２０には、水素製造装置２０の動作を制御する制御装置４１、停電時に制
御装置４１に電力を供給する蓄電池４２、電力Ｐ１が供給されなくなったことを検知する
電源センサ４３、水素ガスの漏洩を検知する水素漏洩検知器４４、地震を検知する地震検
知器４５、及び、火災を検知する火災検知器４６が設けられている。
【００３４】
　制御装置４１は、整流器２１が生成した交流電力Ｐ３によって作動し、水素製造装置２
０の各部の動作を制御する。具体的には、電解槽２２に直流電力Ｐ２を供給するか否かの
スイッチング、ポンプ２６、エアポンプ２７、ポンプ２９及びポンプ３２のそれぞれに交
流電力Ｐ３を供給するか否かのスイッチング、ノーマルクローズバルブ６７ｖ、並びにノ
ーマルオープンバルブ６８ｖ、７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ及び７５ｖ、並びに、各バイパス
管に設けられたノーマルオープンバルブのそれぞれを励磁するか消磁するかのスイッチン
グ等を行う。
【００３５】
　電源センサ４３は、水力発電施設１０１から交流電力Ｐ１の供給が停止したときに、警
告信号を制御装置４１に対して出力する。水素漏洩検知器４４は、例えば、コンプレッサ
３４の近傍に配置され、水素ガスの漏洩を検知したときに、警告信号を制御装置４１に対
して出力する。水素漏洩検知器４４には、例えば、理研計器株式会社製ＧＤ－７０Ｄを用
いることができる。地震検知器４５は、所定の震度以上の地震が発生したときにそれを検
知し、警告信号を制御装置４１に対して出力する。地震検知器４５には、例えば、オムロ
ン株式会社製Ｄ７Ｇ－Ｆ１２２を用いることができる。火災検知器４６は、建築物１０の
適当な位置に設置され、火災を検知したときに、警告信号を制御装置４１に対して出力す
る。電源センサ４３、水素漏洩検知器４４、地震検知器４５及び火災検知器４６は、必要
に応じて、制御装置４１から電源が供給されてもよい。
【００３６】
　次に、本実施形態に係る水素製造システムの動作、すなわち、本実施形態に係る水素製
造方法について説明する。
　＜通常の発電動作＞
　先ず、水素製造システム１の通常の発電動作について説明する。
【００３７】
　図１に示すように、水源１００に併設された水力発電施設１０１が、交流電力Ｐ１を発
電する。水力発電設備１０１は、交流電力Ｐ１を原則として継続的に発電し、水素製造装
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置２０の整流器２１に対して供給する。
【００３８】
　図１～図３に示すように、整流器２１は、交流電力Ｐ１を直流電力Ｐ２及び交流電力Ｐ
３に変換する。整流器２１は交流電流Ｐ３を、水素製造装置２０の制御装置４１、蓄電池
４２、ポンプ２６、２９、３２、エアポンプ２７及びコンプレッサ３４に対して出力する
。また、整流器２１は交流電流Ｐ３を、空調機器１２、照明機器１３及びデータ通信機器
１４に対して出力する。これにより、建築物１０内の温度を所定の範囲内に保ち、建築物
１０の内外を照明し、水素製造装置２０の稼働データを収集して、必要に応じて外部と通
信する。
【００３９】
　初期状態においては、電解液循環タンク２５内及び電解槽２２内にアルカリ性水溶液Ｓ
が保持されている。アルカリ性水溶液Ｓは例えば濃度が２５質量％の水酸化カリウム水溶
液である。また、純水タンク２８内には、純水Ｗが保持されている。この純水Ｗは、輸送
容器１７に封入され、トラック等（図示せず）により外部から搬入されたものである。更
に、洗浄塔３１内及びバッファタンク３３内には、洗浄液Ｃが保持されている。
【００４０】
　また、制御装置４１は、ノーマルクローズバルブ６７ｖ、並びに、ノーマルオープンバ
ルブ６８ｖ、７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ及び７５ｖに対して所定の電圧を印加して励磁する
。これにより、ノーマルクローズバルブ６７ｖは開状態となり水素管６８が連通する。一
方、ノーマルオープンバルブ６８ｖ、７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ及び７５ｖは閉状態となる
。この結果、水素精製機３６は水素管６６及び６７を介して水素タンク１６に接続される
。また、窒素ガスボンベ３８はどこにも接続されず、封止状態となる。また、各バイパス
管に設けられたノーマルオープンバルブを励磁して閉状態とする。これにより、各バイパ
ス管が封止される。
【００４１】
　この状態で、制御装置４１が、ポンプ２６、ポンプ３２、コンプレッサ３４及びチラー
３５を動作させる。ポンプ２６が作動することにより、電解液循環タンク２５内に保持さ
れているアルカリ性水溶液Ｓが電解液管５５を介して電解槽２２内に供給される。ポンプ
３２が作動することにより、洗浄液Ｃが洗浄塔３１とポンプ３２との間で循環し、洗浄塔
３１の上部内において、洗浄液Ｃが気相中に噴射される。コンプレッサ３４が作動するこ
とにより、コンプレッサ３４の吸気口に流入した気体を圧縮して排気口から排出する。チ
ラー３５が作動することにより、コンプレッサ３４を冷却する。
【００４２】
　そして、制御装置４１が、整流器２１から電解槽２２に直流電力Ｐ２を供給させる。こ
れにより、電解槽２２の陰極電極と陽極電極との間に電流が流れ、アルカリ性水溶液Ｓ中
の水分が電気分解されて、陰極電極側に水素ガスが発生すると共に、陽極電極側に酸素ガ
スが発生する。この結果、電解槽２２内のアルカリ性水溶液Ｓ中の水分が消費され、陰極
電極を含むセルの上部に水素ガスが溜まり、陽極電極を含むセルの上部に酸素ガスが溜ま
る。
【００４３】
　そして、電解槽２２における陰極電極を含むセルの上部から、水素ガス及びアルカリ性
水溶液Ｓが押し出され、水素管５１を介して陰極ガス気液分離室２３内に流入し、水素ガ
スとアルカリ性水溶液Ｓとに分離される。また、電解槽２２における陽極電極を含むセル
の上部から、酸素ガス及びアルカリ性水溶液Ｓが押し出され、酸素管５２を介して陽極ガ
ス気液分離室２４内に流入し、酸素ガスとアルカリ性水溶液Ｓとに分離される。
【００４４】
　陰極ガス気液分離室２３内に蓄積したアルカリ性水溶液Ｓは、電解液管５３を介して電
解液循環タンク２５に戻る。また、陽極ガス気液分離室２４内に蓄積したアルカリ性水溶
液Ｓは、電解液管５４を介して電解液循環タンク２５に戻る。このようにして、ポンプ２
６が動作することにより、（電解液循環タンク２５→電解槽２２→陰極ガス気液分離室２



(10) JP 2017-203218 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

３→電解液循環タンク２５）及び（電解液循環タンク２５→電解槽２２→陽極ガス気液分
離室２４→電解液循環タンク２５）の経路で、アルカリ性水溶液Ｓが循環する。
【００４５】
　このとき、電気分解に伴ってアルカリ性水溶液Ｓ中の水分が減少し、電解液循環タンク
２５の水位が低下する。このため、電解液循環タンク２５に取り付けられた水位計の出力
に基づいて、ポンプ２９が作動し、純水タンク２８から純水Ｗを純水管５８を介して電解
液循環タンク２５に補充する。この結果、アルカリ性水溶液Ｓの濃度は、常に一定範囲内
に維持される。
【００４６】
　陽極ガス気液分離室２４により分離された酸素ガスは、酸素管６９を介して建築物１０
の外部に排気される。また、陰極ガス気液分離室２３により分離された水素ガスは、水素
管６１を介して洗浄塔３１内に導入される。洗浄塔３１内に導入された水素ガスは、洗浄
液Ｃのシャワーを浴び、残留していたアルカリ成分が洗浄液Ｃ中に溶け込んで除去される
。この結果、水素ガスの純度が向上する。
【００４７】
　洗浄塔３１内でアルカリ成分が除去された水素ガスは、水素管６４を介してコンプレッ
サ３４に送られ、コンプレッサ３４によって例えば０．８ＭＰａ（メガパスカル）まで圧
縮されて、水素精製機３６に送られる。水素精製機３６においては、水素ガスがフィルタ
を通過することにより水分等の不純物が除去される。そして、水素管６６及び６７を介し
て水素タンク１６に送られ、水素タンク１６内に貯蔵される。このようにして、水素発生
システム１は、外部から電力及び純水が供給されることにより、水素ガスを製造すること
ができる。水素タンク１６に貯蔵された水素ガスは、時々、例えば水素ローリー車等に充
填されて、消費地まで輸送される。
【００４８】
　一方、水の電気分解に伴い、アルカリ性水溶液Ｓが劣化したときは、電解液循環タンク
２５からドレンタンク１５に排出される。このとき、新しいアルカリ性水溶液Ｓが純水Ｗ
とは別にトラック等によって搬入され、電解液循環タンク２５に補充される。また、純水
タンク２８に蓄積された純水Ｗの純水度が経時変化等により基準値未満となったときは、
純水Ｗは純水タンク２８からドレンタンク１５に排出される。そして、新しい純水Ｗが輸
送容器１７に充填されてトラック等により搬入され、純水タンク２８に補充される。更に
、洗浄液Ｃがアルカリ成分を溶解することにより、所定の基準を超えて汚染されたときは
、バッファタンク３３からドレンタンク１５に排出される。そして、新しい洗浄液Ｃがト
ラック等によって搬入され、バッファタンク３３に補充される。このようにして、廃液が
貯蔵されたドレンタンク１５は、適宜、水素製造システム１から適宜取り外され、空のド
レンタンク１５と交換される。廃液を貯蔵したドレンタンク１５は、トラック等により廃
棄可能地域まで搬送され、そこで廃液が廃棄される。
【００４９】
　＜停電時の動作＞
　次に、交流電力Ｐ１の供給が停止した場合の動作について説明する。
　例えば、水源１００の渇水、水力発電施設１０１の故障、送電設備のトラブル等により
交流電力Ｐ１の供給が途絶えることが想定される。この場合、水素製造システム１は既存
の電力系統には接続されておらず、全ての電力を水力発電施設１０１に依存しているため
、交流電力Ｐ１が停止すると、水素製造装置２０が停止すると共に、建築物１０の空調機
器１２も停止してしまう。このような場合であっても、蓄電池４２に蓄積されている予備
電力により、制御装置４１は一定時間駆動させることができる。但し、蓄電池４２の容量
は小さいため、蓄電池４２によって水の電気分解を継続することはできない。
【００５０】
　そして、水素製造システム１は寒冷地に設置されているため、空調機器１２が停止する
と、建築物１０内の温度が零度を下回る可能性がある。そうすると、水素製造装置２０内
の温度も、いずれは零度未満となる。この場合、アルカリ性水溶液Ｓの凝固点は零度より
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もかなり低いため、アルカリ性水溶液Ｓが凍結する可能性は低いが、純水Ｗの凝固点は零
度付近であるため、純水Ｗは凍結する可能性が高い。そして、純水管５８内で純水Ｗが凍
結すると、体積が膨張し、純水管５８が破裂する可能性がある。
【００５１】
　また、水素製造装置２０が停止すると、水素製造装置２０内の水素ガス経路、すなわち
、水素管５１内、陰極ガス気液分離室２３内、水素管６１内、洗浄塔３１内、水素管６４
内、コンプレッサ３４内、水素管６５内、水素精製機３６内、水素管６６内及び水素管６
７内に、水素ガスが残留してしまう。水素ガスは爆発性があるため、停止した装置内に残
留させておくことは危険である。
【００５２】
　そこで、本実施形態に係る水素製造装置２０においては、電源センサ４３が交流電力Ｐ
１が供給されていないことを検出すると、警告信号を制御装置４１に対して出力する。上
述の如く、制御装置４１は、蓄電池４２に蓄積された電力により、一定期間駆動すること
ができる。
【００５３】
　制御装置４１は、電源センサ４３から警告信号を受信すると、水素製造装置２０の各部
、すなわち、電解槽２２及び各ポンプのスイッチをオフにする。これにより、後で電力Ｐ
１の供給が再開しても、不用意に水素製造装置２０が再稼働することがない。また、制御
装置４１は、ノーマルクローズバルブ６７ｖ及びノーマルオープンバルブ６８ｖを消磁す
る。これにより、ノーマルクローズバルブ６７ｖは閉状態となり、ノーマルオープンバル
ブ６８ｖは開状態となるため、水素管６６の経路が切り替わり、水素タンク１６との接続
は遮断され、水素管６８を介して外部に連通される。
【００５４】
　また、制御装置４１は、ノーマルオープンバルブ７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ及び７５ｖを
消磁して、開状態とする。これにより、窒素ガスボンベ３８内の窒素ガスが、窒素管７１
～７５を介して、水素製造装置２０の各部に供給される。このとき、窒素ガスボンベ３８
から流出する窒素ガスの圧力は、レギュレータにより、例えば、０．２ＭＰａ以上に保た
れる。また、制御装置４１は、各バイパス管に設けられたノーマルオープンバルブを消磁
して、開状態にする。これにより、各水素管が建築物１０の外部に連通される。
【００５５】
　具体的には、窒素ガスは、窒素管７１及び７２を介して、純水管５８内に供給される。
これにより、純水管５８内が窒素ガスでパージされ、純水管５８内に残留した純水Ｗが純
水タンク２８内及び電解液循環タンク２５内に押し出される。換言すれば、ノーマルオー
プンバルブ７２ｖは、窒素ガスボンベ３８と純水管５８との間に接続されたバルブであり
、交流電力Ｐ１が供給されているときは励磁されて閉じており、交流電力Ｐ１が供給され
なくなったときは消磁されて開く。そして、ノーマルオープンバルブ７２ｖが開くことに
より、純水管５８内に窒素ガスが導入され、純水管５８内が窒素ガスによってパージされ
る。この結果、純水管５８内で純水が凍結することを回避し、純水管５８が破裂すること
を防止できる。なお、純水管５８内の純水Ｗは、純水タンク２８ではなく、ドレンタンク
１５に排出してもよい。また、純水タンク２８内の純水が凍結しても、純水タンク２８の
上部内には気体部分があるため、純水タンク２８が破裂することはない。従って、純水タ
ンク２８内からは、純水Ｗを排出する必要はない。
【００５６】
　なお、「純水管５８内が窒素ガスによってパージされる」とは、必ずしも、純水管５８
内の純水Ｗが全て排出されることを意味しない。純水Ｗの凍結による純水管５８の破裂を
防止するためには、純水管５８内に純水Ｗが凍結するときの体積膨張を吸収できるだけの
気体部分があればよいため、純水管５８内の一部に純水Ｗが残留していても問題ない。例
えば、ノーマルオープンバルブ７２ｖを開いた後、純水管５８の両端部から窒素ガスが流
出すれば、純水管５８内は窒素ガスによりパージされたと言える。
【００５７】
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　また、窒素ガスは、窒素管７１及び７３を介して、酸素管５２内に導入される。これに
より、水素製造装置２０の酸素ガス経路、すなわち、酸素管５２内、陽極ガス気液分離室
２４内、酸素管６９内が窒素ガスでパージされ、酸素ガス経路内に残留した酸素ガスが建
築物１０の外部に排気される。この結果、残留した酸素ガスに起因する危険性を排除する
ことができる。
【００５８】
　更に、窒素ガスは、窒素管７１及び７４を介して、水素管５１内に導入される。また、
窒素ガスは、窒素管７１及び７５を介して、水素管６４内に導入される。これにより、水
素製造装置２０の水素ガス経路内が窒素ガスによってパージされ、水素ガス経路内に残留
した水素ガスが、水素管６８及び各バイパス管を介して建築物１０の外部に排気される。
【００５９】
　換言すれば、ノーマルオープンバルブ７４ｖは、窒素ガスボンベ３８と水素管５１との
間に接続されたバルブであり、交流電力Ｐ１が供給されているときは励磁されて閉じてお
り、交流電力Ｐ１が供給されなくなったときは消磁されて開く。そして、ノーマルオープ
ンバルブ７４ｖが開くことにより、水素管５１内が窒素ガスによってパージされる。また
、ノーマルオープンバルブ７５ｖは、窒素ガスボンベ３８と水素管６４との間に接続され
たバルブであり、交流電力Ｐ１が供給されているときは励磁されて閉じており、交流電力
Ｐ１が供給されなくなったときは消磁されて開く。そして、ノーマルオープンバルブ７５
ｖが開くことにより、水素管６４内が窒素ガスによってパージされる。この結果、残留し
た水素ガスが爆発する危険を回避することができる。この場合の「パージ」とは、水素ガ
ス経路内の水素ガス濃度が爆発限界である４％未満となればよく、水素ガス経路内の全て
の水素ガスが窒素ガスに置換される必要はない。
【００６０】
　このように、水素製造システム１においては、交流電力Ｐ１の供給が停止しても、純水
管５８内から純水Ｗを除去することにより、純水Ｗの凍結による純水管５８の破裂を防止
することができる。また、水素ガス製造装置２０内から水素ガス及び酸素ガスを排除する
ことにより、爆発等の危険を回避することができる。
【００６１】
　なお、電力の供給が停止すれば、各バルブは消磁され、ノーマルクローズバルブ６７ｖ
は自動的に閉状態となり、ノーマルオープンバルブ６８ｖ、７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ及び
７５ｖ、並びに各バイパス管に設けられたノーマルオープンバルブは自動的に開状態とな
る。また、窒素ガスの圧力は、窒素ガスボンベ３８内に封入された窒素ガス自体の圧力が
圧力源となり、レギュレータにより調整されることによって付与されるが、その圧力は、
電解槽２２から発生する水素ガスの圧力、及び、電解液循環タンク２５に供給される純水
の圧力よりも高いため、それぞれの配管内から純水Ｗ及び水素ガスを押し出すことができ
る。このため、何らかの理由により、制御装置４１が動作しない場合であっても、各バル
ブが適切に切り替わって窒素ガスが供給され、上述のような窒素ガスによるパージが可能
となる。
【００６２】
　＜停電以外の非常時の動作＞
　次に、停電以外の非常事態が発生した場合の動作について説明する。
【００６３】
　例えば、水素製造装置２０から水素ガスが漏洩した場合に、これを放置しておくと、溜
まった水素が爆発する可能性がある。そこで、本実施形態に係る水素製造システム１には
、水素漏洩検知器４４を設けている。水素漏洩検知器４４が水素ガスの漏洩を検知すると
、制御装置４１に対して警告信号を出力する。これにより、制御装置４１は、電解槽２２
及び各ポンプを停止させ、水の電気分解を停止させる。その後、各バルブを消磁すること
により、上述の停電時と同様に、純水管５８内、水素ガス経路内、及び、酸素ガス経路内
を窒素ガスによりパージする。これにより、水素ガスの漏洩を止め、爆発事故の発生を防
止することができる。
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【００６４】
　また、地震が発生すると、水素製造装置２０の一部が破壊されたり、建築物１０が倒壊
したりして、水素ガスが漏洩する可能性がある。また、地震が火災を引き起こし、漏洩し
た水素ガスに引火して爆発する可能性もある。そこで、本実施形態に係る水素製造システ
ム１においては、地震検知器４５を設けている。地震検知器４５が所定の震度以上の地震
を検出すると、制御装置４１に対して警告信号を出力する。これにより、制御装置４１は
、上述の水素ガスが漏洩した場合と同様に、電解槽２２及び各ポンプを停止させ、水の電
気分解を停止させる。また、各バルブを消磁することにより、純水管５８内、水素ガス経
路内、及び、酸素ガス経路内を窒素ガスによりパージする。この結果、水素ガスの漏洩を
未然に防ぐことができる。なお、地震が発生した場合は、交流電力Ｐ１の供給も停止する
可能性がある。この場合においても、上述の停電時と同様に、蓄電池４２により制御装置
４１が動作するか、各バルブが自動的に消磁されることにより、窒素ガスによるパージを
実行することができる。
【００６５】
　更に、建築物１０において火災が発生すると、炎が水素製造装置２０内の水素ガスに印
加し、爆発事故が発生する可能性がある。そこで、本実施形態に係る水素製造システム１
においては、建築物１０内において火災が発生すると、火災検知器４６が警告信号を制御
装置４１に対して出力する。そして、制御装置４１が上述の水素ガスが漏洩した場合と同
様な処置を講ずる。このとき、水素製造装置２０内の水素ガス及び酸素ガスを建築物１０
の外部に排気することにより、排気した水素ガスが建築物１０内で引火したり、排気した
酸素ガスが火災を助長することを防止できる。
【００６６】
　なお、電力の供給が停止すれば、各バルブは消磁される。このため、地震又は火災によ
って制御装置４１が破壊された場合であっても、各バルブが自動的に適切に切り替わって
窒素ガスが供給され、上述のような窒素ガスによるパージが可能となる。
【００６７】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態においては、停電時に自動的に純水管５８内から純水Ｗを排出することによ
り、その後、室温が低下しても、純水管５８内で純水Ｗが凍結して純水管５８が破裂する
ことを防止できる。これにより、水素製造システム１を無人で運用することが可能となる
。本実施形態に係る水素製造システム１は、既存の電力系統に接続されていない僻地且つ
寒冷地に設置することを前提としているが、このような土地に作業員を常駐させておくこ
とは困難である。このため、水素製造システムの無人運転が可能になれば、水素製造シス
テムを再生可能エネルギーを取得できる土地に広く展開することが容易になる。この結果
、社会全体の電力需要に占める再生可能エネルギーの割合を増加させることが可能となる
。
【００６８】
　また、本実施形態においては、水素ガスの漏洩、地震及び火災といったトラブルが発生
した場合においても、自動的に水素製造装置２０を停止させると共に、水素製造装置２０
内に残留した水素ガスを排出することができる。これにより、残留した水素ガスによる爆
発事故を未然に防止することができる。これによっても、無人運転化が容易になり、水素
製造システム１の展開が容易になる。
【００６９】
　更に、本実施形態に係る水素製造システム１は、運用に必要な電力は全て水力発電施設
１から供給され、必要な純水等は輸送容器１７を用いて外部からトラック等により搬入さ
れ、不可避的に発生した廃液はドレンタンク１５に貯蔵された後、トラック等により排出
される。このように、水素製造システム１は、半独立的に運用可能なインフラフリーのシ
ステムである。このため、水素製造システム１は、既存の電力系統及び上下水道がない僻
地に設置することができる。
【００７０】
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　また、水素製造システム１は、半独立的に運用可能であるため、設置された環境に対し
てもほとんど影響を与えない。具体的には、その土地において水資源等を採取することが
なく、廃液を排出することもないため、自然環境に及ぼす影響が極めて小さい。従って、
自然環境の保全に関する法令にも準拠可能である。
【００７１】
　更にまた、本実施形態においては、アルカリ性水溶液を用いて水を電気分解している。
前述の如く、アルカリ性水溶液の凝固点は純水よりも低いため、寒冷地においても凍結し
にくい。このため、本実施形態においては、アルカリ性水溶液に継ぎ足す純水の凍結のみ
を防止すればよい。これに対して、固体電解質膜を用いて水を電気分解する場合は、電解
液として純水を用いているため、この純水に対しても、凍結を防止する措置を講じる必要
がある。
【００７２】
　また、アルカリ電解方式の場合、純水に要求される電気伝導度は１０μＳ／ｃｍ以下で
ある。これに対して、固体電解質膜方式の場合、純水に要求される電気伝導度は５μＳ／
ｃｍ以下である（非特許文献５参照）。すなわち、アルカリ電解方式は、固体電解質膜方
式と比較して、要求される純水の純度が低い。また、固体電解質膜方式の場合は、例えば
白金の粉末を含む固体電解質膜が必要であるが、アルカリ電解方式の場合は、そのような
高価な部品は不要である。これらの理由により、アルカリ電解方式は、固体電解質膜方式
と比較して、コストが低い。
【００７３】
　更にまた、本実施形態においては、ステンレス製の輸送容器１７を用いて、純水Ｗを外
部から水素製造システム１に供給している。ステンレスからなる輸送容器１７は、純水の
純度を低下させる不純物、例えば、二酸化炭素ガス及び酸素ガス等の透過を抑制すると共
に、輸送容器１７自体から純水Ｗに溶け込む成分も極めて少ない。従って、ステンレス製
の輸送容器１７を用いることにより、純水の純度を長期間維持することができる。これに
より、例えば気象条件により純水の輸送に予定以上の時間を要した場合であっても、純水
の純度を要求水準以上に維持することができる。このように、水素製造システム１の運用
の自由度が向上する。
【００７４】
　なお、本実施形態において、洗浄液Ｃに、想定される環境の最低気温よりも凝固点が高
い液体、例えば、純水又は濃度が低い水溶液を用いる場合には、洗浄液管６２及び６３に
も窒素ガスボンベ３８に接続された窒素管を接続し、これらの窒素管にノーマルオープン
バルブを介在させると共に、洗浄液管６２の最下部及び洗浄液管６３の最下部を、ノーマ
ルオープンバルブを介してドレンタンク１５に接続してもよい。これにより、停電時に洗
浄液管６２及び６３内を窒素ガスでパージして、洗浄液管６２及び６３内の洗浄液Ｃをド
レンタンク１５に廃棄することができ、洗浄液Ｃの凍結により洗浄液管６２及び６３が破
裂することを防止できる。
【００７５】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。
　本実施形態に係る水素製造システムは、再生可能エネルギーとして、風力を利用するシ
ステムである。
【００７６】
　図４は、本実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
　図４に示すように、本実施形態に係る水素製造システム２は、風力発電施設１０２から
交流電力Ｐ４が供給される。風力発電施設１０２は、例えば山間部等の風が強い土地に設
置され、風車が設けられている。但し、交流電力Ｐ４の供給は断続的である。
【００７７】
　また、水素製造システム２においては、大型の蓄電池１８が設けられており、整流器２
１に接続されている。蓄電池１８の容量は蓄電池４２（図２参照）の容量よりも大きく、
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一定時間、水素製造装置２０による電気分解を継続することができる。
【００７８】
　本実施形態によれば、蓄電池１８を設けることにより、風が止んだときにも、整流器２
１に対して一定時間、電力を供給することができる。これにより、風が止む度に停電と判
断し、水素発生装置２０を停止して各管内をパージすることを回避できる。なお、蓄電池
１８に蓄積された電力を使い切っても風力発電施設１０２からの電力供給が再開しないと
きは、純水の凍結を防止するために、前述の第１の実施形態と同様な動作により、水素製
造装置２０を停止させ、各配管を窒素ガスによりパージする。
【００７９】
　本実施形態に係る水素製造システム２は、離島などに設置することができる。そして、
製造した水素ガスを集落に輸送し、燃料電池に入れて発電したり、燃料電池車に供給すれ
ば、島民に低コストでエネルギーを提供することができる。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法、動作及び効果は、前述の第１の実施形
態と同様である。
【００８０】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。
　本実施形態に係る水素製造システムは、再生可能エネルギーとして、太陽光を利用する
システムである。
【００８１】
　図５は、本実施形態に係る水素製造システムを示すブロック図である。
　図５に示すように、本実施形態に係る水素製造システム３は、太陽光発電施設１０３か
ら直流電力Ｐ５が供給される。太陽光発電施設１０３は、例えば砂漠等の太陽光が安定し
た土地に設置され、太陽光発電パネルが設けられている。直流電力Ｐ５は、ＤＣ－ＡＣ変
換器１０４に入力され、交流電力Ｐ６に変換される。交流電力Ｐ６は、水素製造システム
３の整流器２１に入力される。また、水素製造システム３においては、制御装置４１に接
続されたタイマー４７が設けられている。
【００８２】
　これにより、制御装置４１は、タイマー４７の出力信号に基づいて、日没時刻前に水素
製造装置２０の運転を停止した後、前述の停電時と同様な動作により、各配管内を窒素ガ
スでパージする。パージが完了したら、ノーマルオープンバルブ７２ｖ、７３ｖ、７４ｖ
及び７５ｖを励磁して閉じ、窒素ガスの放出を停止する。また、日出時刻後に水素製造装
置２０の運転を再開し、水素ガスが製造され始めたら、ノーマルオープンバルブ６８ｖを
励磁して閉じると共に、ノーマルクローズバルブ６７ｖを励磁して開き、製造された水素
ガスが水素タンク１６に蓄積されるようにする。
【００８３】
　また、水素製造システム３においては、前述の第１の実施形態（図１参照）における取
り外し可能なドレンタンク１５（図１参照）の替わりに、固定式ドレンタンク１５ａ及び
廃液輸送容器１５ｂが設けられている。固定式ドレンタンク１５ａは、建築物１０内又は
建築物１０の近傍に固定されており、廃液管１５ｃが接続されている。廃液輸送容器１５
ｂは、廃液管１５ｃに対して着脱が可能であり、廃液管１５ｃに接続されて固定式ドレン
タンク１５ａから廃液が注入され、廃液管１５ｃから取り外されてトラック等により廃棄
可能地域まで搬送される。例えば、固定式ドレンタンク１５ａの容量は、廃液輸送容器１
５ｂの容量よりも大きい。
【００８４】
　本実施形態によれば、タイマー４７を設け、日照時間に合わせて水素製造装置２０を運
転することにより、日没による停電を異常事態による停電から区別して、日出後に自動的
に運転を再開することができる。
【００８５】
　また、固定式ドレンタンク１５ａ及び廃液輸送容器１５ｂを設けることにより、それぞ
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れの容量を独立して設定することができる。これにより、固定式ドレンタンク１５ａの容
量は水素ガスの製造規模及び廃液の輸送頻度等に応じて決定することができ、廃液輸送容
器１５ｂの容量は輸送に用いるトラック等のサイズに応じて決定することができる。又は
、廃液輸送容器１５ｂはトラックと一体的に形成されていてもよい。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法、動作及び効果は、前述の第１の実施形
態又は第２の実施形態と同様である。
【００８６】
　以上説明した実施形態によれば、電力の供給が停止しても配管が破裂しない水素製造装
置及び水素製造システムを実現することができる。
【００８７】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明及びその等価物の範
囲に含まれる。また、前述の各実施形態は、相互に組み合わせて実施することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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