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研究成果の概要（和文）：
水素社会の実現には体積効率が高く、耐久性の高い水素貯蔵手段の開発が必要不可欠である。
水素吸蔵合金は体積効率が高いものの、低温特性、耐久性に課題がある。本研究は V 系プロチ
ウム合金の耐久性、低温特性向上を目指すものである。成果として-30℃の平衡放出圧 0.2MPa
以上、有効水素量 2mass%程度、200 サイクル時の水素容量維持率 99%以上の世界最高水準のプ
ロチウム吸蔵合金の開発に成功した。
研究成果の概要（英文）：
For implementation of hydrogen society, development of high volume efficient and high
durability hydrogen storage method is the most urgent issue. Hydrogen (protium) storage
alloys are known for its volume efficiency but their poor desorption characteristics at
cold temperature and durability should be improved. Through this research, V-rich
V-Ti-Cr-M(M=Al, Mo) with high effective cyclic protium capacity(about 2.3mass%), high
durability (maintaining 99%of initial capacity after 200 cycles) and good hydrogen
desorption characteristics (0.2Mpa at -30degree Celsius). These alloys are holding state
of the art performance as of Fy2011.
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１．研究開始当初の背景

した。

水素吸蔵合金は体積貯蔵率が高く、燃料電
池自動車用水素貯蔵手段として注目されて

４．研究成果
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２．研究の目的
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３．研究の方法
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実験方法
試料はアークメルトにて溶解後、処理温度
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