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» 2015年12⽉16⽇ 07時00分 更新

蓄電・発電機器：

来るか⽔素社会、⾒えない炎を捉えるパナソニック (1/3)
パナソニックは「エコプロダクツ2015」で⽔素ステーション⽤の炎検知センサーなど、⽔素社会の実
現に向けた同社の⽔素関連製品を複数展⽰した。純⽔素燃料電池のコンセプトモデルや⽔素メーター
など、⽔素が本格的に普及した将来を⾒据えた製品のコンセプトも披露している。
[陰⼭遼将，スマートジャパン]
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パナソニックは2015年12⽉10〜12⽇に東京ビッグサイトで開催された「エコプロダ
クツ2015」に出展し、「A Better Life, A Better World」をコンセプトに同社の⼿掛け
る環境・エネルギー関連の製品やソリューションを展⽰。ブース内には⽔素社会をテーマ
にしたコーナーも設けており、関連製品を複数披露した。その1つが今回初公開になると
いう⽔素ステーション⽤の紫外線式⽔素炎センサーだ（図1）。
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再⽣可能エネルギーを最⼤限に増やす、固定価
格買取制度の改⾰案
エネルギー列島2015年版 －中国編－
世界最先端の⽯炭ガス化発電所、福島県の2カ
所で2016年9⽉に着⼯へ
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≫ 電⼦ブックレット⼀覧

⼈気記事トップ10
図1 パナソニックが展⽰した⽔素ステーション⽤の紫外線式⽔素炎センサー（クリックで拡⼤）

⽔素は空気中に4〜75％の濃度となった場合、静電気などのエネルギーが加わると引⽕
する。しかし⾮常に軽い気体で拡散性も⾼い⽔素が、開放空間で4％以上の濃度になるこ
とは少ない。
とはいえ可燃性ガスであることには変わりなく、扱いには安全対策が必要だ。⽔素ステ
ーションの設置に関しては天井部分の⾵通しを良くするなどの、さまざまな対策が施され
ている。パナソニックが展⽰したような⽔素の燃焼による⽕災を検知するセンサーの設置
もその1つだ。⽔素は燃焼しても炎が無⾊透明でほとんど⾒えないため、センサーを使っ
た検知が必要になる。
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パナソニックが開発した⽔素炎センサーは、紫外線を利⽤して⾒えない炎を検知する。

伸び悩む再⽣可能エネルギー、⽊質

こうした紫外線⽅式のセンサーは他社も開発しているが、同社の製品の特徴は太陽光の影

バイオマスだけ着実に増加

響を受けない点だという。紫外線は太陽光にも含まれているため、⽇が当たることで誤検
知が起きたり、これを防ぐために設置場所などを⼯夫したりする必要があった。

⽇本で⼈⼝2番⽬の県とJリーグチー
ムが「電⼒地産地消」でタッグ

→
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次のページへ

波⻑の違いで太陽光を⾒分ける
太陽光と⽔素炎に含まれる紫外線には違いがある。太陽光はオゾン層を通過して地表に
到達する。この時に短波⻑の紫外線は吸収されてしまう。⼀⽅地上で発⽣する⽔素炎に
は、短波⻑の紫外線も含まれている。これをセンサーで検知することで、太陽光に影響さ
れることなく⾒えない⽔素炎を検知する仕組みだ（図2）。
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格買取制度の改⾰案
エネルギー列島2015年版 －中国編－
世界最先端の⽯炭ガス化発電所、福島県の2カ
所で2016年9⽉に着⼯へ
動き出す電⼒システム改⾰-X
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図2 パナソニックが開発した⽔素炎センサーの概要（クリックで拡⼤）出典：パナソニック

開発した⽔素炎センサーは10メートル以上先のライターの炎でも瞬時に検知できる。
パナソニックが持つセンサー技術を組み合わせて開発した製品だという。⼩型なのも特徴
で、⽔素ステーションに取り付けやすくした。既に量産体制に⼊っており、引き合いも多
いという。⽔素ステーションの他、⽔素を利⽤する施設向けに販売していく計画だ。

次世代エネファームとなるか、純⽔素燃料電池
⽔素炎センサーは今現在のニーズに向けた製品だが、展⽰ブースでは⽔素利⽤がより⼀
般的となった未来の社会を意識した製品も参考出展した。1つが現在研究開発を進めてい
る純⽔素燃料電池だ（図3）。
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40億円を投じてバイオマス発電、⼭
林に残る⽊材から1万2000世帯分の

図3 パナソニックが参考出展した「純⽔素燃料電池」のモックアップ。写真は750Wの家庭⽤だが、5kWの業

電⼒

務⽤もある。「エネファーム」のように都市ガスから⽔素を取り出す機構などが必要なくなるため、⼩型化は
しやすいという（クリックで拡⼤）

» 10位以下のランキングを⾒る

現在普及が進んでいる家庭⽤燃料電池「エネファーム」は、都市ガスを改質して取り出
した⽔素で発電する仕組みだ。⼀⽅、純⽔素燃料電池は⽔素インフラの整備が進み、家庭
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などにも⽔素が直接供給される未来（2030年ごろ）をイメージした製品で、⽔素で直接
発電して電⼒を⽣み出す。パナソニックは再⽣可能エネルギーによる⽔素製造技術の研究
も進めており、こうした⽔素と純⽔素燃料電池を使えばCO2フリーな社会が実現できると

新電⼒特集

いうコンセプトだ。
同社では純⽔素燃料電池の実証を2012年から⼭梨県で開始している。今後も実証を継
続して、2020年ごろには実⽤化のめどを⽴てたいという。
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ゼロエネルギーを⽬指すオフィスにふさわしい有機EL照明パネルとは
フロン排出抑制法 運⽤の⼿引き 管理者・ユーザー編
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50RT 太陽光：北海道に18万枚のシャープ製パネ

@ITM_SmartJAPANさん宛にツイートする
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