
ま え が き
��������	
の�����は���と
��があれば��なときに��な�の��を��な
��で�させることができる���は�この��
������	
の����� HHOG�High-
purity Hydrogen and Oxygen Generator�を��ガス
� !けに"�#し����$ボンベに%わるオン
サイト�����として&'してきた�これまで
に��(��)*+,-�.���/などを01に
23を4め10056く78しており���	
では

9:トップの78;<を=る�
HHOG は��ガス>?@AにB�しない１MPa
CDの�����とし���のE���にFじて
G���H��� 0.4 MPa�と����H��� 0.85
MPa�の２IJを'Kしている����$ボンベを
�LでMNうLOは���ガスPQ@やRS@など
の@ATをUけ�VWXYきZ@[\]などが��
であるが�HHOGは^_`�である�
abcたに�����をde�!けにコンパクト
#し�さらにRf���をghした0.85 MPaiF
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新型HHOG ｢高圧型水素サーバー｣ の商品化
Commercialization of a New Model of

High-purity Hydrogen and Oxygen Generator
"High Pressure Hydrogen Server"

��	
�����において������0.85 MPaiFのde�!けq�����サーバーr

を2007stにuvした������サーバーは�w�xおよびwy�xの�いc��	モジュール

をz{することにより��|}を~�に��#し���の��� HHOG�High-purity Hydrogen and

Oxygen Generator�にくらべて����を1j5にコンパクト#�����を1j2にG��#してい

る�また������サーバーにc�の���O�を��し�Rf���を�20�Ghしている�

High Pressure Hydrogen Server for a small amount of H2 and high pressure of 0.85 MPa, by water
electrolysis, has been commercialized this autumn in 2007. The composition of equipment is drastically
simplified with a new electrolysis module, which has high resistance against the high pressure and
pressure difference. As a result, its occupied space becomes smaller by 1/5 and its price becomes lower
by 1/2, comparing with current high-pressure type of HHOG�High-purity Hydrogen and Oxygen
Generator�. The power consumption is also reduced by 20� by using an improved membrane
electrode assembly in High Pressure Hydrogen Server.
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の������サーバー�を�	し
2007��から
�を��した���では
���の�����サー
バーを��に���������� HHOG につい
て� する�

����������	
の��と�
���� �

�������!"は#"で
��イオンを$%
させることができるため��&の'(を)たす��

１に*すように+�を,-に./すると
�0��
により,-から1�
2-から��を	3させるこ
とができる�また
�������!"の45には
�-67を89しており
,-と2-のそれぞれの
:;を<=し����を>くしている�
	3した��と1�は?@AにBめることにより
�CがDEし
F�でGH�にIする���./を
��すると
��のJKLに;じて０M100NのO

Pで��	3LをQRSTし
UVWにXHしてG
H�の��をユースポイントへ./する�1�は

�������!"がYZしないよう
[R\から
]^_`まで��とほぼa�になるようb�STし
ている�
��� �

c �+d��

+�をefとするので��ガス+dは99.999N
g5NhiDである�とくにjk��lのm+nやo
�ミストのpqがない�r�+dの��がstなu
9は
v�wxとのy9せで99.9999Ng6NhiD
がz{である�
| }れた~��
stな~�はwxの[R/_`g��スイッチの
ON/OFF~�hのみである���な���Rに�し
ても��	3LをQR��STし��する�
� ?�なメンテナンス�
H���は１�に１�
イオン����などの�
��の��やセンサー��をおこなうほかは��な
メンテナンスをtしない�
� クリーンなwx
+�のみをJKするため����の	3がなく

 &が¡ない�
¢ �いX£��¤¥�
¦§インターロックをw¨し
©ª	3\にX£
にwxをQR_`させる�
���� � � �

«の��./¬�に�して����������
の�が3かせる®KOPの¯Xは�２のように°
えられる�
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ボンベ��では�ガス����で�	
を��し
�ボンベ�めした	
が��の��にトラック�
�される�	
���に�じてバラ�や����
 カードル!�ローダーで��され"��から#��
までの	
$%に&�できる�	
'(は99.9)
 3N!*99.99) 4N!+(である�
,-��は�メタノールや./ガスから01によ
る2345�で	
を67させ�PSA �8スイ
ング9:;!で��し4N*5N の	
ガスをオンサ
イト��する�,-	
であるため�<=	
や
CO, CO2 の>'?が@Aしやすい�また�B2がC
%なためDEにFGがかかる�この��は	
��
�のHい�IにJする�
アルカリ	K4�は�アルカリをK4-として�
�しK4LMで	
とN
を67させる�このため
N
やアルカリミストが	
に@Aしやすく�	

ガス'(はOP3QR	K4�ほどくない�
したがって�HHOG はSTU"��で5NVWの
'(	
がC%な�IにJしている�

�������サーバーの��
�R	
サーバーは�XしくY6したK4モジュー
ルとKZ[\�Pを]�することにより�１!

^ _`abがcdRの1e5
^ f`ghを1e2
^ ijK8�を20)kl
をmnした��R	
サーバーのopqrをcd
Rの�R HHOGとSTして�	１にsす�

���
 � � 

t uvEH-5D
	
67�v５m3N/h
	 
 � 8v0.85 MPa
	 
 ' (v99.999)VW
w xvy70z #{�!
ijK8�v5.5 kWh/m3N
f`サイズv900 W|1 700 D|2 000 H
_ ` a bv1.53 m2

f ` } �v1 250 kg
�����のコンパクト�

�３にcdRの�R HHOG とXRの�R	

サーバーのf`フロー~をsす�f`の��Uな
�nは�'	�����ライン�K4モジュール�
N
3���	
3��および���からnる�
cdRの�R HHOG では�K4タンク N

3��!にK4モジュールをAれ�	
3��とK
4タンクの����をおこなう�このためK4タン
ク�のK4モジュールは�モジュール��とo�の
�8�がないため��Rと�じK4モジュールを�っ
て�	
を67させることができる�
���XRの�R	
サーバーは����およ
び����のいXRK4モジュールにより�K4
タンクをなくし�N
�を#{�とし	
�のみ�
�に��して0.85 MPa の	
を67させることが
��になった�これにより������'	ライン
の�8t����t�も>%になりf`�nが#�
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に���された�
��������の��

����の��	
��では��が��コスト
のほとんどを�める���を��するためには�
������では����は100��いため���
� を!げることが"#である���� を��す
るため�$%�%&'に�()な Ir*&'を+,
し��������-.への/012とその341
2を5	した�67な�%/0.は��� を820
���した�
�４に67な�%/0.の9��:;での<��
3を=>�と?@してAした���� の��に
より��にB#な�3のCD�EF� やオーム
CDGを��し�ポンプHのIJ�3をKえたL
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�の�����は��	
の6.5 kWh/m3N から�5.5
kWh/m3N に�できた�

����������
��
��サーバーが�わり�HHOG の���
�は�����により�１のようなコンパクトタイ
プとスキッドマウントタイプがラインナップされた
ことになる�ここで�これまでの HHOG の���
�を��２にまとめた�
�� は�!"�#$やセラミックコンデンサー
%の�&'()けがもっとも*く�+,-./�ア
ルゴンガス0#�1���2の���34�など56
な78で9�されている�また�:;�<=>��
��エネルギ?@=>�の��ABCDとしてE�
されるケースもFえているGHである�

む す び
I��7&
��JKの����CDは�:;�
<LMNなど��をエネルギとしてE�するOPに
おいてクリーンな��#$QとしてRSされている�
さらに�I��7&
��JKは�TU��がVW
にえられるというXれたYZもあり����[ボン
ベに\わるオンサイト����CDとして HHOG
の]^は_びつつある�
`aでbcした��
��サーバーのdeにより�
fgさらにhたなeiがjkすることをlmする�

�	
��
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コンパクトタイプ ��サーバー スキッドマウントタイプ

CL5D CL10D SL20D SL30D SL40D SL50D SL60D
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ym3N/hn
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