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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素分離膜複合体（１２）で仕切られた燃料ガス室（１４）と透過室（１６）とを備え
、前記水素分離膜複合体（１２）は、燃料ガス室と透過室の差圧に耐えるように支持され
た金属多孔板（１２ａ）と、該金属多孔板の燃料ガス室側に密着して積層された焼結金属
板（１２ｂ）と、該焼結金属板の表面にコーティングされた水素分離膜（１１）とからな
り、前記燃料ガス室（１４）には、ＣＯシフト触媒（１７ａ）が充填されており、一酸化
炭素を含む燃料ガスが透過室より高い圧力で供給され、前記透過室（１６）には、メタネ
ーション触媒（１７ｂ）が充填されている、ことを特徴とするＣＯ除去装置。
【請求項２】
　前記透過室（１６）は、４００℃以上、４５０℃以下の温度かつ常圧に保持され、前記
水素分離膜（１１）は、透過ガス中のＣＯ濃度が３％以下になるように厚さが設定されて
いる、ことを特徴とする請求項１に記載のＣＯ除去装置。
【請求項３】
　前記水素分離膜複合体（１２）、燃料ガス室（１４）及び透過室（１６）は平板状に形
成され、かつ交互に複数が積層されている、ことを特徴とする請求項１又は２に記載のＣ
Ｏ除去装置。
【請求項４】
　燃料を加圧状態で水素を含む改質ガスに改質する改質器（２２）と、前記改質ガスから
水素リッチの透過ガスを透過させるＣＯ除去装置（１０）と、前記透過ガスを用いて発電
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する燃料電池（２４）とを備え、前記ＣＯ除去装置（１０）は、水素分離膜複合体（１２
）で仕切られた燃料ガス室（１４）と透過室（１６）とを備え、透過室（１６）にはメタ
ネーション触媒（１７ｂ）が充填されており、前記燃料ガス室（１４）を透過せずに通過
した不透過ガスは、減圧して改質器（２２）の燃焼室に供給され、前記透過室（１６）に
は水蒸気が供給され、該水蒸気は透過ガスと共に燃料電池に供給される、ことを特徴とす
る燃料電池発電装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、燃料電池に供給する燃料ガス中のＣＯ濃度を低減するためのＣＯ除去装置とこ
れを用いた燃料電池発電装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、燃料電池自動車や小型の定置式の燃料電池の研究開発が活発に行われており、燃料
電池として作動温度が比較的低い固体高分子型燃料電池（ＰＥＦＣ）が有力視されている
。また燃料としては、都市ガス、ナフサ、メタノール等が用いられ、これを改質して水素
を含む燃料ガスとして用いる。
【０００３】
固体高分子型燃料電池（ＰＥＦＣ）は、他の燃料電池に比べて比較的低温（１００℃前後
）で運転される。また、ＰＥＦＣのアノード触媒は、ガス中のＣＯによって被毒され、電
池性能が大きく低下するため、ＰＥＦＣに供給する燃料ガス中のＣＯ濃度をｐｐｍオーダ
ー（例えば数１０ｐｐｍ）まで低減する必要がある。そのため、燃料ガス中のＣＯ濃度を
低減する手段として、特開平６－１６８７３３号、特開平７－５７７５８号、特開平９－
１０５３８号、等が従来から提案されていた。
【０００４】
特開平６－１６８７３３号の「燃料電池用水素の製造方法及び装置並びに供給方法」は、
炭化水素又はメタノールを水蒸気で改質し、生成する水素を逐次水素分離機能膜により透
過させ、水蒸気に同伴させて水素を系外に取り出すものであり、改質速度を高め、かつ分
離膜の水素透過速度を高めることができる特徴がある。
【０００５】
特開平７－５７７５８号の「燃料電池システム」は、水素ガスが溶存することができパラ
ジウムを含有する合金からなるガス分離膜を用いて、燃料ガス中の水素を分離し、燃料電
池の負極に水素を供給するものであり、燃料ガスに含有する微量の一酸化炭素を除去でき
る特徴がある。
【０００６】
特開平９－１０５３８号の「吸着／スチーム脱着サイクルに基づく一酸化炭素の除去方法
」は、ＣＯ含有ガス流を、ＣＯを選択的に吸着できる吸着剤に通すものであり、これによ
りガス流の一酸化炭素含有量を低下させるものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した特開平６－１６８７３３号と特開平７－５７７５８号のＣＯ濃度低減手段では、
水素分離機能膜（以下、水素分離膜という）の膜厚を十分に厚くする必要があり（例えば
膜厚約２０μｍ）、透過性能が低く、装置が大型となる問題点があった。また、水素分離
膜には貴金属であるパラジウムやパラジウム合金を用いているため高価であり、コスト高
になる。更に、厚い水素分離膜を用いて透過流量を確保するため、膜の差圧を大きくする
必要が生じる問題点があった。
【０００８】
また、特開平９－１０５３８号のＣＯ濃度低減手段では、水素分離膜を用いないので差圧
が低くできるが、吸着剤として高価な白金、パラジウム、等を大量に必要とするため、更
にコスト高になる問題点があった。
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【０００９】
更に、水素分離膜を用いずに、選択酸化部と部分酸化部を備えた「燃料改質装置」（特開
平８－１５７２０１号）も開示されているが、選択酸化部と部分酸化部を異なる最適温度
に保持するために熱交換器等を余分に必要とし、装置が複雑かつ大型になる問題点があっ
た。
【００１０】
本発明は上述した種々の問題点を解決するために創案されたものである。すなわち、本発
明の目的は、燃料ガス中のＣＯ濃度をｐｐｍオーダー（例えば数１０ｐｐｍ）まで低減す
ることができ、かつ高価な貴金属の使用量が少なく、構造がシンプルであり、かつコンパ
クト化が可能なＣＯ除去装置とこれを用いた燃料電池発電装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、水素分離膜複合体（１２）で仕切られた燃料ガス室（１４）と透過室（
１６）とを備え、前記水素分離膜複合体（１２）は、燃料ガス室と透過室の差圧に耐える
ように支持された金属多孔板（１２ａ）と、該金属多孔板の燃料ガス室側に密着して積層
された焼結金属板（１２ｂ）と、該焼結金属板の表面にコーティングされた水素分離膜（
１１）とからなり、前記燃料ガス室（１４）には、ＣＯシフト触媒（１７ａ）が充填され
ており、一酸化炭素を含む燃料ガスが透過室より高い圧力で供給され、前記透過室（１６
）には、メタネーション触媒（１７ｂ）が充填されている、ことを特徴とするＣＯ除去装
置が提供される。
【００１２】
上記本発明の構成によれば、水素分離膜複合体（１２）を構成する水素分離膜（１１）は
、金属多孔板（１２ａ）と焼結金属板（１２ｂ）とで支持されているので、水素分離膜（
１１）を薄膜（例えば、膜厚１０μｍ以下）にしても燃料ガス室と透過室の差圧（例えば
０．２～０．４ＭＰａ）に耐えることができる。従って、燃料ガス室（１４）に供給され
た一酸化炭素を含む燃料ガスから、比較的低い差圧でＨ2ガスを効率的に透過室側に透過
させることができる。
また、燃料ガス室（１４）には、ＣＯシフト触媒（１７ａ）が充填されているので、シフ
ト反応（ＣＯ＋Ｈ2Ｏ→ＣＯ2＋Ｈ2）により燃料ガス室側のＣＯ濃度を低減することがで
きる。
更に、水素分離膜（１１）を薄膜にしたことにより、膜にピンホールが生じやすくなり、
ＣＯガスがわずかに透過側に漏洩するが、透過室にメタネーション反応の触媒が充填され
ていることから、この若干のＣＯガスはメタネーション反応（ＣＯ＋３Ｈ2→ＣＨ4＋Ｈ2

Ｏ）によりメタンに転化し、燃料電池の被毒を防止することができる。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記透過室（１６）は、４００℃以上、４５０℃
の温度かつ常圧に保持され、前記水素分離膜（１１）は、透過ガス中のＣＯ濃度が３％以
下になるように厚さが設定されている。
【００１４】
　メタネーションの平衡定数と温度の関係から、４００℃以上、４５０℃以下の温度範囲
における常圧でのメタネーションの平衡定数Ｋは、約１５００～１７０００であり、この
温度範囲において、透過ガス中のＣＯ濃度が３％以下であれば、メタネーション触媒によ
り出口ＣＯ濃度を１０ｐｐｍ以下にすることができることが後述するシミュレーション結
果から確認された。
【００１５】
また、前記水素分離膜複合体（１２）、燃料ガス室（１４）及び透過室（１６）は平板状
に形成され、かつ交互に複数が積層されている。この構成により、水素分離膜の面積を容
易に広くでき、かつＣＯ除去装置を耐圧構造でコンパクトにすることができる。
【００１６】
また、本発明によれば、燃料を加圧状態で水素を含む改質ガスに改質する改質器（２２）
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と、前記改質ガスから水素リッチの透過ガスを透過させるＣＯ除去装置（１０）と、前記
透過ガスを用いて発電する燃料電池（２４）とを備え、前記ＣＯ除去装置（１０）は、水
素分離膜複合体（１２）で仕切られた燃料ガス室（１４）と透過室（１６）とを備え、透
過室（１６）にはメタネーション触媒（１７ｂ）が充填されており、前記燃料ガス室（１
４）を透過せずに通過した不透過ガスは、減圧して改質器（２２）の燃焼室に供給され、
前記透過室（１６）には水蒸気が供給され、該水蒸気は透過ガスと共に燃料電池に供給さ
れる、ことを特徴とする燃料電池発電装置が提供される。
【００１７】
この構成により、透過室（１６）にはメタネーション触媒（１７ｂ）が充填されているの
で、水素分離膜を薄膜にしても透過側に漏洩する若干のＣＯガスをメタネーション反応（
ＣＯ＋３Ｈ2→ＣＨ4＋Ｈ2Ｏ）によりメタンに転化し、燃料電池の被毒を防止することが
できる。
また、透過室（１６）には水蒸気が供給され、この水蒸気は透過ガスと共に燃料電池に供
給されるので、透過室内の水素濃度を低減し、水素分離膜の透過効率を更に高めることが
できる。
更に、燃料ガス室（１４）を通過した不透過ガスが、減圧して改質器（２２）の燃焼室に
供給されるので、改質器（２２）の燃焼室を低圧（例えば常圧）にすることができる。従
って、燃料電池で反応後の透過ガスもこの燃焼室に供給し、残存する可燃成分を燃焼させ
て熱効率を高めることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお、各図において共通す
る部分には同一の符号を付して使用する。
【００１９】
図１は、本発明のＣＯ除去装置を備えた燃料電池発電装置の全体システム図である。この
図において、１は燃料、２は改質ガス、３は不透過ガス、４は透過ガス、５は可燃排ガス
、６は燃焼排ガス、７は水、８　水蒸気、９　空気、１０はＣＯ除去装置、２２は改質器
、２４は燃料電池、２５は蒸発器、２６は燃料予熱器、２７は空気予熱器、２８ａはコン
プレッサ、２８ｂはポンプ、２８ｃはブロアである。
また、
【００２０】
ＣＯ除去装置１０は、水素分離膜複合体１２で仕切られた燃料ガス室１４と透過室１６と
を備える。燃料ガス室（１４）には、ＣＯシフト触媒１７ａが充填され、透過室１６には
メタネーション触媒１７ｂが充填されている。
【００２１】
改質器２２は、改質触媒が充填された改質室２２ａと燃焼室２２ｂとからなる。改質室２
２ａは高圧であり、チャーブラ型の耐圧構造となっている。一方、燃焼室２２ｂは常圧で
あり、内部で燃料を燃焼させて改質室２２ａを約７００～７８０℃の改質温度に加熱する
。燃料１はコンプレッサ２８ａで加圧され、加圧状態で改質室２２ａに供給され、燃焼室
２２ｂからの加熱により改質反応で水素を含む燃料ガス２（改質ガス）に改質される。
【００２２】
燃料１には、都市ガス、ナフサ、メタノール等を用いる。また、ＣＯ除去装置１０の水素
分離膜複合体１２を透過せずに通過したＣＯ濃度の高い未透過ガス３は、減圧弁２１によ
り常圧まで減圧して改質器２２の燃焼室２２ｂに供給され、燃焼室２２ｂの燃料として用
いられる。更に、水素分離膜複合体１２を透過した透過ガス４が燃料電池内で反応した後
の未燃成分を含む可燃排ガス５も、燃焼室２２ｂに供給され、燃焼室２２ｂの燃料として
用いるようになっている。
【００２３】
改質器２２の燃焼室２２ｂを出た燃焼排ガス６は燃料予熱器２６で燃料１を予熱し、更に
蒸発器２５で水７を蒸発させて水蒸気８を発生させる。この水蒸気８の一部は、燃料予熱
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器２６の上流側の燃料１に混入され、改質反応に用いられる。また、残りの水蒸気８は、
ＣＯ除去装置１０の透過室１６に供給され、透過室１６の水素濃度を低減するとともに、
透過ガス４に混合されて燃料電池２４に供給される。
【００２４】
燃料電池２４は、好ましくは、固体高分子型燃料電池（ＰＥＦＣ）であり、ＣＯ除去装置
（１０）を透過した水素リッチの透過ガス４（水蒸気を含む）とコンプレッサ２８ｃから
供給された空気９とを用いて発電するようになっている。
【００２５】
図２は、本発明のＣＯ除去装置の模式的斜視図であり、図３は、本発明のＣＯ除去装置の
構造説明図である。
【００２６】
図３において、（Ａ）は水素分離膜複合体１２の断面図、（Ｂ）はこれを支持する透過室
側の上面図（平面図）である。図３（Ａ）に示すように、本発明のＣＯ除去装置１０を構
成する水素分離膜複合体１２は、燃料ガス室と透過室の差圧に耐えるように支持された金
属多孔板１２ａと、金属多孔板１２ａの燃料ガス室側に密着して積層された焼結金属板１
２ｂと、焼結金属板１２ｂの表面にコーティングされた水素分離膜１１とからなる。
また、図３（Ｂ）に示すように、この水素分離膜複合体１２全体は透過室１６に設けられ
たバー材１８で支持されている。このバー材１８の間隔は十分小さく設定され、金属多孔
板１２ａを燃料ガス室と透過室の差圧（例えば、０．２～０．４ＭＰａ）に耐えるように
構成されている。
【００２７】
　水素分離膜１１は、パラジウム膜又はパラジウム－銀合金膜である。この水素分離膜１
１は、透過ガス中のＣＯ濃度が３％以下になるように、４～２０μｍの厚さに設定されて
いる。また透過室１６には、メタネーション触媒１７ｂが充填されている。
【００２８】
また、図２に示すように、水素分離膜複合体１２、燃料ガス室１４及び透過室１６は平板
状に形成されている。また、この図では、単一の燃料ガス室１４（原料室）の上下に１対
の透過室１６を配置した状態を示しているが、これを燃料ガス室１４と透過室１６を交互
に複数積層するのがよい。
【００２９】
　また、図１において、高圧ラインを太い実線で示すように、燃料ガス室１４には、改質
器２２の改質室２２ａから一酸化炭素を含む燃料ガス２（改質ガス）が透過室より０．２
～０．４ＭＰａ程度高い圧力で供給され、透過室１６は、４００℃以上、４５０℃以下の
温度かつ常圧に保持されている。
【００３０】
上述した本発明の燃料電池発電装置は、以下のように作動する。
１．改質器２２の燃焼排ガス６を利用して燃料１（例えば都市ガス）の燃料予熱と水の蒸
発を行う。
２．ＣＯ除去装置１０の不透過ガス３（Ｈ2、ＣＯ、ＣＨ4を含む）を改質器の熱源とする
。
３．蒸発器２５で発生した水蒸気をＣＯ除去装置１０の透過側に流す。透過側にはメタネ
ーション触媒１７ｂが充填されており、メタネーション反応（ＣＯ＋３Ｈ2→ＣＨ4＋Ｈ2

Ｏ）によりＣＯ濃度が低減する。
４．ＣＯ除去装置１０の原料ガス側にはＣＯシフト触媒が充填されており、シフト反応（
ＣＯ＋Ｈ2Ｏ→ＣＯ2＋Ｈ2）が進んでＣＯ濃度を低減する。また、水素分離膜１１で原料
側の水素を透過側に透過しているため平衡を越えた反応が進む。
５．ＣＯ除去装置１０でＣＯ濃度が１０ｐｐｍ以下になった透過ガスを空気予熱器２７で
冷却して燃料電池２４のアノード側（燃料極）に供給する。
【００３１】
図４は、メタネーションの平衡定数と温度との関係図である。この図において、横軸は温
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度、縦軸は平衡定数である。この図からメタネーション反応の平衡定数Ｋは、４５０℃に
おいて、約１５００、４００℃において、約１７０００であることがわかる。
【００３２】
　図５は、メタネーション触媒後のＣＯ濃度を示すシミュレーション結果である。この図
において、横軸は入口ＣＯ濃度（％）、縦軸は出口ＣＯ濃度（ｐｐｍ）である。この図か
ら、４００℃以上、４５０℃以下の温度範囲において、透過ガス中のＣＯ濃度が３％以下
であれば、メタネーション触媒により出口ＣＯ濃度を１０ｐｐｍ以下にすることができる
ことがわかる。
【００３３】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々に
変更できることは勿論である。
【００３４】
【発明の効果】
上述した本発明の構成によれば、水素分離膜複合体１２を構成する水素分離膜１１が、金
属多孔板１２ａと焼結金属板１２ｂとで支持されているので、水素分離膜１１を薄膜（例
えば、膜厚１０μｍ以下）にしても燃料ガス室と透過室の差圧（例えば０．２～０．４Ｍ
Ｐａ）に耐えることができる。従って、燃料ガス室１４に供給された一酸化炭素を含む燃
料ガスから、比較的低い差圧で分子量の大きいＣＯガス以外を効率的に透過室側に透過さ
せることができる。
また、燃料ガス室１４には、ＣＯシフト触媒１７ａが充填されているので、シフト反応（
ＣＯ＋Ｈ2Ｏ→ＣＯ2＋Ｈ2）により燃料ガス室側のＣＯ濃度を低減することができる。
更に、水素分離膜１１を薄膜にしたことにより、膜にピンホールが生じやすくなり、ＣＯ
を含んだガスがわずかに透過側に漏洩するが、透過室にメタネーション反応の触媒が充填
されていることから、この若干のＣＯガスはメタネーション反応（ＣＯ＋３Ｈ2→ＣＨ4＋
Ｈ2Ｏ）によりメタンに転化し、燃料電池の被毒を防止することができる。
【００３５】
また、透過室１６には水蒸気が供給され、この水蒸気は透過ガスと共に燃料電池に供給さ
れるので、透過室内の水素濃度を低減し、水素分離膜の透過効率を更に高めることができ
る。
更に、燃料ガス室１４を通過した不透過ガスが、減圧して改質器２２の燃焼室に供給され
るので、改質器２２の燃焼室を低圧（例えば常圧）にすることができる。従って、燃料電
池で反応後の透過ガスもこの燃焼室に供給し、残存する可燃成分を燃焼させて熱効率を高
めることができる。
【００３６】
上述したように、本発明のＣＯ除去装置とこれを用いた燃料電池発電装置は、燃料ガス中
のＣＯ濃度をｐｐｍオーダー（例えば数１０ｐｐｍ）まで低減することができ、かつ高価
な貴金属の使用量が少なく、構造がシンプルであり、かつコンパクト化が可能である、等
の優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＣＯ除去装置を備えた燃料電池発電装置の全体システム図である。
【図２】本発明のＣＯ除去装置の模式的斜視図である。
【図３】本発明のＣＯ除去装置の構造説明図である。
【図４】メタネーションの平衡常数と温度との関係図である。
【図５】メタネーション触媒後のＣＯ濃度を示すシミュレーション結果である。
【符号の説明】
１　燃料、２　改質ガス（燃料ガス）、３　不透過ガス、
４　透過ガス、５　可燃排ガス、６　燃焼排ガス
、７　水、８　水蒸気、９　空気、
１０　ＣＯ除去装置、１１　水素分離膜、
１２　水素分離膜複合体、１２ａ　金属多孔板、１２ｂ　焼結金属板、
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１４　燃料ガス室、１６　透過室、
１７ａ　ＣＯシフト触媒、１７ｂ　メタネーション触媒、
１８　バー材、２２　改質器、２４　燃料電池、
２５　蒸発器、２６　燃料予熱器、２７　空気予熱器、
２８ａ　コンプレッサ、２８ｂ　ポンプ、２８ｃ　ブロア

【図１】 【図２】

【図３】
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