
(資料 6) 
 
【エネルギー（燃料電池・水素）】水素貯蔵 アンモニアボラン 

ポリマーマトリックス ポリメタクリル酸メチル 
 
仮訳 

 
燃料電池自動車におけるイノベーティブな水素貯蔵技術に、 

DOE が 700 万ドル超を資金提供(米国) 

 
（要約） 

2011 年 12 月 11 日、米国エネルギー省（DOE）は、燃料電池電気自動車に用

いる水素貯蔵技術を促進するため、以下の 4 プロジェクトに対し、700 万ドル超の

資金提供を行うと発表。 
① 水素貯蔵用カーボンファイバーの開発・設計・製造 〔Pacific Northwest 国立

研究所〕 
② 効率よく水素を吸収・放出する溶液(ポーラス構造に閉じ込めて用いる）〔HRL 
研究所〕 
③ 高水素吸収能の有機金属フレーム材料 〔Lawrence Berkeley 国立研究所〕 
④ 車載・地上機器用、水素貯蔵用の液体ベースの化学材料 〔Oregon 大学〕 
 
これらのプロジェクトにより、従来よりも効率的で低圧力での水素の貯蔵が可能と

なり、水素圧縮貯蔵システムの低コスト化、商業化への道筋の確立が期待される。 
 
以下、関連技術に関する資料の和訳を掲載する。 
 
 
（1）アンモニアボランを用いた水素貯蔵について 

（① 水素貯蔵用カーボンファイバーの開発・設計・製造 〔Pacific Northwest 国
立研究所〕の関連資料） 

アンモニアボランは、水素分子を放出

し、ポリアミノボランを形成する。 

2 番目の水素分子が放出された後、 

ポリミノボランが残る。 

 
燃料電池自動車の開発における主な課題の１

つは、その性能と走行距離に対する顧客の期待を

損なうことなく、十分な量の水素燃料を安全に貯

蔵することである。さらに、適度な気温と気圧の

環境下において、最小限の燃料で、貯蔵システム

から水素を発生させなければならない。 
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PNNL(Pacific Northwest National Laboratory)注1の研究者チームは、水素貯蔵

に効果的と見込まれるマテリアルとして、エタンの類縁体の無機化合物であるアン

モニアボランの評価を行ってきた。アンモニアボランは常温では固体の状態で、重

量の 19%は水素で出来ており、残念なことに、バルク状のアンモニアボランを自動

車向けの水素貯蔵媒体として用いるには、水素の放出速度が遅すぎた。 
 
しかし、多くの専門分野の研究者から成る PNNL の研究チームは、水素放出の運

動速度へのナノスケールの影響について研究を行ってきた。そして、直径 6.5 ナノ

メーターのメソ多孔性シリカの細孔の中にアンモニアボランを入れた時に、水素分

子の放出速度が約 2 桁増加することが観測されたのである。 
 

研究チームが次に取り組んでいる課題の 1 つは、水素の貯蔵量を最適化し、その

貯蔵プロセスをリバーシブル化する方法について解明することである。この研究は、

DOE Center of Excellence in Chemical Hydrogen Storage(DOE の化学的水素貯

蔵中核研究センター)の研究の一環として継続される予定である。 
 

この研究活動に取り組む本研究チームには、以下の研究者が参加している。Tom 
Autrey, Maciej Gutowski、Anna Gutowska、 Liyu Li、Yongsoon Shin、Chongmin 
Wang、Shari Li、John C. Linehan、R. Scott Smith、 Bruce D. Kay、Benjamin 
Schmid、Nancy Hess、Wendy Shaw。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、PNNLの以下 ”Chemical & Materials Sciences Division Research 
Highlights：Hydrogen Storage in Ammonia Borane”の記事を翻訳したものである。 
http://www.pnl.gov/science/highlights/highlight.asp?id=322 
  

                                                 
注1 PNNL：Pacific Northwest National Laboratory (http://www.pnl.gov/) 
DOE傘下の国立研究所のひとつであり、多方面にわたる基礎的な研究開発を行っているが、なかでも

廃棄物処理、環境復旧、地球環境、エネルギーセキュリティなどの環境関連が中心テーマとなりつつ

ある。独)産業技術総合研究所のサイトより引用

(http://www.aist.go.jp/FORMER-AIST/nss/j-window/document/pnl.htm) 
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（2）可逆的水素貯蔵のための、熱力学を利用したナノフェイズ材料 
(②効率よく水素を吸収・放出する溶液（ボーラス構造に閉じ込めて用いる）〔HRL
研究所〕に関連する資料) 
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 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
 
 
出典：本資料は HRL が DOE に提出した技術開発経緯をまとめた以下の資料を一

部翻訳したものである。 
“Thermodynamically Tuned Nanophase Materials for Reversible Hydrogen 
Storage” 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review10/st065_liu_2010_p_web
.pdf 
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（3）バークレー研究所、水素電池を向上させるナノ結晶水素貯蔵マトリッ

クスを発見（米国） 
（③高水素吸収能の有機金属フレーム材料 〔Lawrence Berkeley 国立研究所〕

関連資料） 

 
もし水素で携帯電話を動かすことが出来たら、何日間もパワーを保持できる。し

かし一方で、その原料を保存する高圧タンクを持ち歩く必要も出てくる。それでは

大変であるから、リチウムイオン蓄電池やそれに似た電池が依然として使用されて

いる。しかし、ローレンス･バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National 
Laboratory)の科学者により、水素タンクを不要とする道が見出された。これは、ガ

ス･バリヤーがあるポリマーマトリックスをポリメタクリル酸メチルから作り、水素

ガスの侵入は認めるが、酸素や他のすべては排除できるという方法である。このマ

トリックスには、MgH2を形成し、安全で、（比較的）低圧な貯蔵を可能とする水素

と反応するナノ結晶マグネシウムが含まれている。その後H2は再放出され、次のバ

ッチの水素と結合するため、ナノ結晶マグネシウムが再充填される。Cella Energy
社の水素貯留法注2に少し似ているが、正直なところ我々の発見の方がより有望と思

われる。この発見の生産化には、まだ長く苦しい月日が必要である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国ローレンス･バークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したも

のである。“Berkeley Lab scientists create nanocrystal hydrogen storage matrix, 
could make for H2 batteries” 
http://www.engadget.com/2011/03/14/berkeley-lab-scientists-create-nanocrystal-
hydrogen-storage-matr/ 
                                                 
注2 訳者注：マイクロファイバーの中に水素を貯蔵する新技術。詳細はリンクを参照。 
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（4）オレゴン大学、液体ベースの水素貯蔵材料を開発（米国） 
（④車載・地上機器用、水素貯蔵用の液体ベースの化学材料 〔Oregon 大学〕

関連資料） 
 
【2011年11月22日-オレゴン州EUGENE】オレゴン大学の化学者は、水素が室温で

も安全に機能し、空気や湿気の両方に対して安定性のある、窒化ホウ素ベースの水

素用液相貯蔵材料を開発した。この功績は、昨今の貯蔵や輸送における障害を打破

する道筋になるかもしれない。 
 

オレゴン大学の4人の化学者からなるチームが、

『Journal of the American Chemical Society』の

発行前にオンラインで発表した論文において、窒

化 ホ ウ 素 - メ チ ル シ ク ロ ペ ン タ ン

(BN-methylcyclopentane)と呼ばれる環状アミン

ボランベースのプラットフォームの開発について

述べている。さらに温度や安定性などの特性に加

え、相変化のない、つまりはクリーンで素早く、

かつ制御可能な水素放出についても注目をしている。放出用の触媒として、入手が

容易な塩化鉄が使用され、使用燃料を使える状態にして戻すことが可能である。 
 
このプラットフォームを前進させる上での大きな課題は、水素収率（歩止まり）

の増加と、エネルギー効率を上げた再生メカニズムの開発の必要性であると研究者

は注意を促している。 
 

（ニュース更新日 2011 年 12 月 12 日：米国エネルギー省(DOE)は、水素貯蔵に関

するプロジェクト支援のため、新たに合計700万ドルの資金援助をすると発表した。

その中の最大 200 万ドルが、ここで述べられている研究を拡大するため、オレゴン

大学Shih-Yuan Liu氏のもとに充てられる。また、オレゴン大学のこの助成金の中

には、アラバマ大学とPacific Northwest国立研究所の共同研究も含まれている。

DOEによる発表はこちら） 

 
「再生可能な水素の生産と並んで、水素貯蔵技術

の開発は、継続して水素ベースのエネルギーインフ

ラを確立する重要な課題となる。」と語るのは、オレ

ゴン大学にある材料科学研究所（Materials Science 
Institute）の 化学研究科 教授で研究者でもあ

るShih-Yuan Liu氏である。 
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この研究に資金提供を行ったDOEは、2017年までに水素燃料用の実現可能な液体

または固体の保存担体の開発に乗り出している。オレゴン大学の新たなアプローチ

は、他で研究中の多くの技術とは異なり、固体ではなくむしろ液体ベースである。

その方が、ガソリンインフラから水素インフラへの移行が容易だと考えられるとLiu
氏は説明する。 
 
「材料をベースとする水素貯蔵の分野は、金属水素化物や吸着材料、そしてアンモ

ニアボランなどの固相の材料研究が優勢であった。将来、液相の水素貯蔵材料が利

用できるようになれば、携帯電話や運搬用の装置にとって、液体ベースの燃料イン

フラを活かした実用的な水素貯蔵の選択肢ができることとなる。」とLiu氏は述べる。 
 
手掛かりは化学である。Liu氏のチームは、初期段階で6員環を有するアミノボラ

ン材料を見い出した。これは水素を放出することで、三量体を形成、つまり望み通

りのより大きな分子を形成するものである。しかし、これらの初期材料は固体であ

る。研究チームは、この構造を環のサイズを6員環から5員環に員環数を減らすなど

して微調整することにより、低蒸気圧を有し、水素の放出時も液体特性を変化させ

ない液体バージョンの開発に成功した。 
 
 Liu氏曰く、主にこの新たなプラットフォームにより、ポータブル燃料電池機器へ

の使用が、より容易に可能となるという。 
 
この論文の共著者はCenter for Advanced Materials Characterization in Oregon 

(CAMCOR)の博士課程の学生であるWei Luo氏、Patrick G. Campbell氏、およびLev 
N. Zakharov氏である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、オレゴン大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“UO chemists develop liquid-based hydrogen storage material” 
http://uonews.uoregon.edu/archive/news-release/2011/11/uo-chemists-develop-li
quid-based-hydrogen-storage-material 
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