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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも炭素と水素とから構成される有機化合物を含む原料を、触媒を用いて水蒸気
と反応させて水素リッチな改質ガスを生成する改質反応部を備えた水素生成部と、
　少なくとも前記改質反応部を加熱する加熱部と、
　前記水素生成部に前記原料を供給する原料供給部と、
　前記水蒸気のもととなる水を前記水素生成部に供給する水供給部と、
　少なくとも前記加熱部、前記原料供給部、及び前記水供給部を制御する制御部と、
　前記改質反応部の温度を検出する改質温度検出手段と、を備え、
　運転停止動作の開始時に、前記加熱部における加熱が停止され、前記運転停止動作にお
いて、装置内の前記水素リッチなガスを置換するための置換ガスを通流させて装置内ガス
置換動作が行われる水素製造装置であって、
　前記装置内ガス置換動作では、前記原料供給部から供給される前記原料、前記水供給部
から供給される前記水から生成された前記水蒸気、装置外部から供給される空気、装置外
部から供給される不活性ガス、又は、これらを二種以上混合したガス、が前記置換ガスと
して用いられ、
　前記制御部には、前記運転停止動作の開始時における少なくとも改質反応部の温度を含
む装置の異なる温度状態に応じて使用する前記置換ガスの組成が予め設定されており、
　前記制御部には、前記運転停止動作における前記改質反応部が、水蒸気の水凝縮が生じ
る状態であるか否か、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否か、一酸化炭素及び二酸



(2) JP 4664808 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

化炭素の不均化反応が起こる状態であるか否か、又は、前記触媒の酸化が起こる状態であ
るか否か、の判定基準となる基準温度が設定され、
　前記制御部は、前記運転停止動作の開始時において、前記改質温度検出手段で検出され
た前記改質反応部の温度を前記基準温度と比較することにより前記装置の温度状態を判定
し、前記判定結果に応じて前記設定から選択される前記置換ガスを用いて前記装置内ガス
置換動作を行うよう前記加熱部、前記原料供給部、及び前記水供給部を制御することを特
徴とする水素製造装置。
【請求項２】
　前記改質反応部以外の所定部分の温度を検出する温度検出手段をさらに備え、前記温度
検出手段で検出された前記運転停止動作における前記所定部分の温度も考慮して前記装置
の温度状態を判定する請求項１記載の水素製造装置。
【請求項３】
　前記改質反応部で生成された水素リッチなガスから変成反応により一酸化炭素を除去す
る一酸化炭素変成部と、
　前記一酸化炭素変成部から得られた変成後ガスを選択酸化してさらに一酸化炭素を除去
する一酸化炭素選択酸化部と、
　前記一酸化炭素変成部の温度を検出する変成温度検出手段と、
　前記一酸化炭素選択酸化部の温度を検出する選択酸化温度検出手段と、をさらに備え、
　前記制御部は、前記運転停止動作において前記変成温度検出手段によって検出される前
記一酸化炭素変成部の温度と前記選択酸化温度検出手段によって検出される前記一酸化炭
素選択酸化部の温度とに基づき、前記運転停止動作における前記一酸化炭素変成部及び前
記一酸化炭素選択酸化部が水蒸気の水凝縮が生じる状態であるか否かを判定し、その判定
結果と前記改質反応部の温度状態の判定結果とに基づいて前記装置の温度状態を判定する
請求項２記載の水素製造装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記運転停止動作以前の装置の運転状態を記憶し、前記運転停止動作に
おいては、前記記憶された前記装置の運転状態から該運転停止動作における前記装置の温
度状態を推測する請求項１記載の水素製造装置。
【請求項５】
　運転動作の継続時間と装置の温度状態との相関関係が予め制御部に記憶されるとともに
、前記運転停止動作の開始時までの運転動作の継続時間が前記運転停止動作以前の装置の
運転状態として前記制御部により取得され、
　前記制御部は、前記取得された前記運転停止動作の開始時までの運転動作の継続時間か
ら、前記予め記憶された相関関係に基づいて、前記運転動作における装置が、水蒸気から
水の凝縮が生じる状態であるか否か、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否か、一酸
化炭素及び二酸化炭素の不均化反応が起こる状態であるか否か、又は、前記触媒の酸化が
起こる状態であるか否か、を判定する請求項４記載の水素製造装置。
【請求項６】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記水の凝縮が生じる状
態である時、前記水蒸気のみの組成を除く組成の前記置換ガスで前記装置内ガス置換動作
を行うよう第１の置換ガス設定が記憶されている請求項１記載の水素製造装置。
【請求項７】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記水の凝縮及び前記原
料の熱分解を回避可能な状態である時、前記原料、前記水蒸気、前記空気、前記不活性ガ
ス、又はこれらを二種以上含む前記混合ガスで前記装置内ガス置換動作を行うよう第２の
置換ガス設定が記憶されている請求項１記載の水素製造装置。
【請求項８】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記原料の熱分解を起こ
す状態である時、前記原料のみの組成を除く組成を有する前記置換ガスで前記装置内ガス
置換動作を行うよう第３の置換ガス設定が記憶されている請求項１記載の水素製造装置。
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【請求項９】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記不均化反応を起こす
状態である時、前記水蒸気を含む前記置換ガスで前記装置内ガス置換動作を行うよう第４
の置換ガス設定が記憶されている請求項１記載の水素製造装置。
【請求項１０】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記触媒の酸化を起こす
状態である時、前記空気のみの組成を除く組成を有する前記置換ガスで前記装置内ガス置
換動作を行うよう第５の置換ガス設定が記憶されている請求項１記載の水素製造装置。
【請求項１１】
　前記制御部には、
　前記改質反応部が水蒸気から水の凝縮が生じる状態であるか否かの判定基準となる第１
の基準温度と、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否かの判定基準となる前記第１の
基準温度よりも高い第２の基準温度と、前記不均化反応が起こる状態であるか否かの判定
基準となる前記第２の基準温度よりも高い第３の基準温度と、前記触媒の酸化が起こる状
態であるか否かの判定基準となる前記第３の温度よりも高い第４の基準温度とが予め設定
されるとともに、
　前記運転停止動作において検出された前記改質反応部の温度が
　前記第１の基準温度未満であれば、前記第１の置換ガス設定に基づいて前記原料を前記
置換ガスとし、
　前記第１の基準温度以上かつ前記第２の基準温度未満であれば、前記第２の置換ガス設
定に基づいて前記原料を前記置換ガスとし、
　前記第２の基準温度以上かつ前記第３の基準温度未満であれば、前記第３の置換ガス設
定に基づいて前記水蒸気を前記置換ガスとし、
　前記第３の基準温度以上かつ前記第４の基準温度未満であれば、前記第４の置換ガス設
定に基づいて前記原料と前記水蒸気とを含み前記原料由来の炭素原子Ｃに対する水分子Ｓ
の比Ｓ／Ｃが２以上である混合ガスを前記置換ガスとし、
　前記第４の基準温度以上であれば、前記第５の置換ガス設定に基づいて水素生成動作時
と同様の供給量で供給される前記原料と前記水蒸気との混合ガスを前記置換ガスとして、
前記装置内ガス置換動作が行われる請求項６記載の水素製造装置。
【請求項１２】
　前記制御部には、前記運転動作の継続時間と前記改質反応部の温度との相関関係に基づ
いて、運転停止動作における前記改質反応部が水蒸気から水の凝縮が生じる状態であるか
否かの判定基準となる第１の基準時間と、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否かの
判定基準となる前記第１の基準時間よりも長い第２の基準時間と、前記不均化反応が起こ
る状態であるか否かの判定基準となる前記第２の基準時間よりも長い第３の基準時間と、
前記触媒の酸化が起こる状態であるか否かの判定基準となる前記第３の基準時間よりも長
い第４の基準時間と、が予め設定されており、
　前記運転の継続時間が、
　前記第１の基準時間未満であれば、前記第１の置換ガス設定に基づいて前記原料を前記
置換ガスとし、
　前記第１の基準時間以上かつ前記第２の基準時間未満であれば、前記第２の置換ガス設
定に基づいて前記原料を前記置換ガスとし、
　前記第２の基準時間以上かつ前記第３の基準時間未満であれば、前記第３の置換ガス設
定に基づいて前記水蒸気を前記置換ガスとし、
　前記第３の基準時間以上かつ前記第４の基準時間未満であれば、前記第４の置換ガス設
定に基づいて前記原料と前記水蒸気とを含み前記原料由来の炭素原子Ｃに対する水分子Ｓ
の比Ｓ／Ｃが２以上である混合ガスを前記置換ガスとし、
　前記第４の基準温度以上であれば、前記第５の置換ガス設定に基づいて水素生成動作時
と同様の供給量で供給される前記原料と前記水蒸気との混合ガスを前記置換ガスとして、
前記装置内ガス置換動作が行われる請求項６記載の水素製造装置。
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【請求項１３】
　前記制御部は、前記運転停止動作中の前記装置内ガス置換動作において、前記運転停止
動作に伴う前記装置の温度状態変化に応じて前記装置内ガス置換動作を制御する請求項１
記載の水素製造装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記運転停止動作中の前記装置の温度状態を判定し、その判定結果から
適切な前記置換ガスの設定を選択する請求項１３記載の水素製造装置。
【請求項１５】
　請求項１に記載の水素製造装置と、前記水素製造装置で生成された水素リッチガスが原
料として供給されるとともに酸素が酸化剤として供給されて前記水素リッチガスの酸化に
より熱と電気とを発生させる燃料電池と、を備えたことを特徴とする燃料電池発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも炭素原子と水素原子とを含む原料を水蒸気改質して水素リッチガ
スを発生させる水素製造装置、ならびに、この水素リッチガスを用いて電気と熱とを発生
させる燃料電池発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、水素ガスの供給系統は、一般的なインフラとして整備されていない。このため、
分散型発電装置として開発及び商品化が進められている燃料電池発電装置では、発電燃料
となる水素ガスが装置に直接供給される代わりに、水素ガス生成手段が燃料電池に併設さ
れ、この水素ガス生成手段で生成された水素ガスが燃料電池に供給される構成のものがあ
る。例えば、都市ガス、ＬＰＧ等の既存のインフラから供給される原料を用いて水素を生
成する水素製造装置が併設された燃料電池発電装置がある。
【０００３】
　水素製造装置の多くは、都市ガスやＬＰＧ等の原料を触媒を用いて化学反応（具体的に
は水蒸気改質）させて水素ガスを生成する。このような水素製造装置では、装置の運転と
停止とを繰り返すと、連続運転を行った場合に比べて、高温下で触媒の酸化還元が繰り返
される可能性が高くなり、その結果、触媒活性が低下する可能性が高くなる。特に、装置
の停止では、装置内の触媒が高温状態であり、また、停止に伴う温度低下によって装置内
が減圧されることから装置内に空気が混入する確率が高くなる。そして、このように触媒
が高温の酸化雰囲気下におかれると、シンタリング等により触媒の活性低下が顕著となる
。
【０００４】
　水素製造装置の停止により生じる触媒活性の低下を防止するためには、窒素ガス等の不
活性ガスを置換ガスとして用いて装置内部に残留する生成ガスを置換する（以下、これを
装置内ガス置換と呼ぶ）ことが望ましい。しかしながら、水素ガス同様、不活性ガスのイ
ンフラも整っていないのが現状であり、このため、不活性ガスを用いずに装置内ガス置換
を行って触媒活性の低下を防止することが望まれる。このような水素製造装置として、例
えば、装置の停止動作において、触媒の温度が低下した後に原料および水の供給を停止さ
せ、それにより、装置内に空気が混入しても触媒の酸化が防止されるように構成されたも
のがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、改質反応部の温度が検出可能に構成され、装置の停止時に改質反応部の温度を検
出するとともに、検出温度が所定温度以下になったら原料ガスで装置内ガス置換を行って
空気混入を防止する構成のものがある。かかる構成では、原料ガスで装置内ガス置換を行
うことにより、特に、水蒸気および酸素によるシフト触媒の活性低下を防止することがで
きる（例えば、特許文献２参照）。さらに、装置の停止動作中に原料と水蒸気との混合ガ
スを装置内に流通させて触媒を自然冷却させ、冷却後、空気で装置内ガス置換を行う構成
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のものや（例えば、特許文献３及び特許文献４参照）、原料で装置内ガス置換を行うもの
がある（例えば、特許文献５参照）。
【特許文献１】特開２０００－２９０００１号公報
【特許文献２】特開２０００－９５５０４号公報
【特許文献３】特開２００２－８７０１号公報
【特許文献４】特開２００２－９３４４７号公報
【特許文献５】特開２００２－１５１１２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、停止時における水素製造装置の温度状態は、停止に到るまでの装置の運転状
況により相違する。ここで、停止時とは、運転停止の制御信号が制御部から出力された時
点をさし、一方、この信号の出力時から装置が完全に停止するまでの期間を停止動作期間
と呼ぶ。
【０００７】
　例えば、水素製造装置は、長時間運転した後に停止した場合と、運転開始直後に停止し
た場合とで、停止時の装置の温度状態が異なる。また、水素製造装置の運転開始直後に装
置を停止した場合であっても、運転開始前の装置の状況によって、装置内が十分に加熱さ
れていない状態と、ある程度加熱された状態とが存在する。例えば、長時間の停止により
温度が室温まで低下した装置の運転を開始してその直後に装置を停止させた場合には、装
置内は十分に加熱されておらず、一方、長時間運転を行って高温に保持された装置を一旦
停止させ、その後、直ちに運転を再開するとともにさらに再び装置を停止させた場合には
、装置内はある程度加熱されて温度が高く保たれた状態となっている。
【０００８】
　以上のように、停止時における水素製造装置の温度状態は、停止に到るまでの装置の運
転状況によって多様であるが、この多様な装置の温度状態に対して、上記従来の装置内ガ
ス置換方法が適切に対応しているとは限らず、また、適切な置換方法が行われないと、改
質触媒の触媒活性低下等を招く。例えば、原料と水（水蒸気）とが適切な比率でないガス
により置換を行うと、装置内が高温の場合には触媒が酸化したり原料中の炭素が析出した
りする。また、装置内が低温であれば、装置内で水蒸気が凝縮して水が生成する。そして
、これらの結果、改質触媒の触媒活性が低下する。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、装置の停止に伴う触媒活性の低下が防止さ
れ、良好な水素製造を安定して行うことが可能な水素製造装置及び該装置を備えた燃料電
池発電装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る水素製造装置は、少なくとも炭素と水素とか
ら構成される有機化合物を含む原料を、触媒を用いて水蒸気と反応させて水素リッチな改
質ガスを生成する改質反応部を備えた水素生成部と、少なくとも前記改質反応部を加熱す
る加熱部と、前記水素生成部に前記原料を供給する原料供給部と、前記水蒸気のもととな
る水を前記水素生成部に供給する水供給部と、少なくとも前記加熱部、前記原料供給部、
及び前記水供給部を制御する制御部とを備え、運転停止動作の開始時に、前記加熱部にお
ける加熱が停止され、前記運転停止動作において、装置内の前記水素リッチなガスを置換
するための置換ガスを通流させて装置内ガス置換動作が行われる水素製造装置であって、
前記装置内ガス置換動作では、前記原料供給部から供給される前記原料、前記水供給部か
ら供給される前記水から生成された前記水蒸気、装置外部から供給される空気、装置外部
から供給される不活性ガス、又は、これらを二種以上混合したガス、が前記置換ガスとし
て用いられ、前記制御部には、前記運転停止動作の開始時における少なくとも改質反応部
の温度を含む装置の異なる温度状態に応じて使用する前記置換ガスの組成が予め設定され
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ており、前記制御部は、前記運転停止動作の開始時において前記装置の温度状態を判定し
、前記判定結果に応じて前記設定から選択される前記置換ガスを用いて前記装置内ガス置
換動作を行うよう前記加熱部、前記原料供給部、及び前記水供給部を制御するものである
。
【００１１】
　かかる構成によれば、停止時の装置の温度状態に応じて適切な方法、具体的には装置の
温度状態に応じた適切な組成の置換ガスを用いて装置内ガス置換を行うことが可能となる
。このため、高温条件下や適切でない置換ガスの組成によって生じる、原料等からの炭素
析出や装置内における水蒸気からの水凝縮や触媒の高温酸化等に起因して生じる触媒活性
の低下を防止しながら速やかにかつ置換ガスを効率よく有効利用して装置内ガス置換を行
うことが可能となる。
【００１４】
　前記改質反応部以外の所定部分の温度を検出する温度検出手段をさらに備え、前記温度
検出手段で検出された前記運転停止動作における前記所定部分の温度も考慮して前記装置
の温度状態を判定してもよい。
【００１５】
　前記改質反応部で生成された水素リッチなガスから変成反応により一酸化炭素を除去す
る一酸化炭素変成部と、前記一酸化炭素変成部から得られた変成後ガスを選択酸化してさ
らに一酸化炭素を除去する一酸化炭素選択酸化部と、前記一酸化炭素変成部の温度を検出
する変成温度検出手段と、前記一酸化炭素選択酸化部の温度を検出する選択酸化温度検出
手段と、をさらに備え、前記制御部は、前記運転停止動作において前記変成温度検出手段
によって検出される前記一酸化炭素変成部の温度と前記選択酸化温度検出手段によって検
出される前記一酸化炭素選択酸化部の温度とに基づき、前記運転停止動作における前記一
酸化炭素変成部及び前記一酸化炭素選択酸化部が水蒸気の水凝縮が生じる状態であるか否
かを判定し、その判定結果と前記改質反応部の温度状態の判定結果とに基づいて前記装置
の温度状態を判定してもよい。
【００１６】
　前記制御部は、前記運転停止時以前の装置の運転状態を記憶し、前記運転停止動作にお
いては、前記記憶された前記装置の運転状態から該運転停止動作における前記装置の温度
状態を推測してもよい。
【００１７】
　運転動作の継続時間と装置の温度状態との相関関係が予め制御部に記憶されるとともに
、前記運転停止動作の開始時までの運転動作の継続時間が前記運転停止時以前の装置の運
転状態として前記制御部に取得され、前記制御部は、前記取得された前記運転停止動作の
開始時までの運転動作の継続時間から、前記予め記憶された相関関係に基づいて、前記運
転停止動作における装置が水蒸気から水の凝縮が生じる状態であるか否か、前記原料の熱
分解が起こる状態であるか否か、一酸化炭素及び二酸化炭素の不均化反応が起こる状態で
あるか否か、又は、前記触媒の酸化が起こる状態であるか否かを判定してもよい。
【００１８】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記水の凝縮が生じる状
態である時に前記水蒸気のみの組成を除く組成を有する前記置換ガスで前記装置内ガス置
換動作を行うよう第１の置換ガス設定が記憶されてもよい。
【００１９】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記水の凝縮及び前記原
料の熱分解を回避可能な状態である時、前記原料、前記水蒸気、前記空気、前記不活性ガ
ス、又はこれらを二種以上含む混合ガスで前記装置内ガス置換動作を行うよう第２の置換
ガス設定が記憶されてもよい。
【００２０】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記原料の熱分解を起こ
す状態である時、前記原料のみの組成を除く組成を有する前記置換ガスで前記装置内ガス
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置換動作を行うよう第３の置換ガス設定が記憶されてもよい。
【００２１】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記不均化反応を起こす
状態である時に前記水蒸気を含む前記置換ガスで前記装置内ガス置換動作を行うよう第４
の置換ガス設定が記憶されてもよい。
【００２２】
　前記制御部には、前記運転停止動作における装置の温度状態が前記触媒の酸化を起こす
状態である時に前記空気のみの組成を除く組成の前記置換ガスで前記装置内ガス置換動作
を行うよう第５の置換ガス設定が記憶されてもよい。
【００２３】
　前記制御部には、前記改質反応部が水蒸気から水の凝縮が生じる状態であるか否かの判
定基準となる第１の基準温度と、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否かの判定基準
となる前記第１の基準温度よりも高い第２の基準温度と、前記不均化反応が起こる状態で
あるか否かの判定基準となる前記第２の基準温度よりも高い第３の基準温度と、前記触媒
の酸化が起こる状態であるか否かの判定基準となる前記第３の温度よりも高い第４の基準
温度とが予め設定されるとともに、前記運転停止動作において検出された前記改質反応部
の温度が前記第１の基準温度未満であれば、前記第１の置換ガス設定に基づいて前記原料
を前記置換ガスとし、前記第１の基準温度以上かつ前記第２の基準温度未満であれば、前
記第２の置換ガス設定に基づいて前記原料を前記置換ガスとし、前記第２の基準温度以上
かつ前記第３の基準温度未満であれば、前記第３の置換ガス設定に基づいて前記水蒸気を
前記置換ガスとし、前記第３の基準温度以上かつ前記第４の基準温度未満であれば、前記
第４の置換ガス設定に基づいて前記原料と前記水蒸気とを含み前記原料由来の炭素原子Ｃ
に対する水分子Ｓの比Ｓ／Ｃが２以上である混合ガスを前記置換ガスとし、前記第４の基
準温度以上であれば、前記第５の置換ガス設定に基づいて水素生成動作時と同様の供給量
で供給される前記原料と前記水蒸気との混合ガスを前記置換ガスとして、前記装置内ガス
置換動作が行われてもよい。
【００２４】
　前記制御部には、前記運転動作の継続時間と前記改質反応部の温度との相関関係に基づ
いて、運転停止動作における前記改質反応部が水蒸気から水の凝縮が生じる状態であるか
否かの判定基準となる第１の基準時間と、前記原料の熱分解が起こる状態であるか否かの
判定基準となる前記第１の基準時間よりも長い第２の基準時間と、前記不均化反応が起こ
る状態であるか否かの判定基準となる前記第２の基準時間よりも長い第３の基準時間と、
前記触媒の酸化が起こる状態であるか否かの判定基準となる前記第３の基準時間よりも長
い第４の基準時間と、が予め設定されており、前記運転動作の継続時間が、前記第１の基
準時間未満であれば、前記第１の置換ガス設定に基づいて前記原料を前記置換ガスとし、
前記第１の基準時間以上かつ前記第２の基準時間未満であれば、前記第２の置換ガス設定
に基づいて前記原料を前記置換ガスとし、前記第２の基準時間以上かつ前記第３の基準時
間未満であれば、前記第３の置換ガス設定に基づいて前記水蒸気を前記置換ガスとし、前
記第３の基準時間以上かつ前記第４の基準時間未満であれば、前記第４の置換ガス設定に
基づいて前記原料と前記水蒸気とを含み前記原料由来の炭素原子Ｃに対する水分子Ｓの比
Ｓ／Ｃが２以上である混合ガスを前記置換ガスとし、前記第４の基準温度以上であれば、
前記第５の置換ガス設定に基づいて水素生成動作時と同様の供給量で供給される前記原料
と前記水蒸気との混合ガスを前記置換ガスとして前記装置内ガス置換動作が行われてもよ
い。
【００２５】
　前記制御部は、前記運転停止動作中の前記装置内ガス置換動作において、前記停止に伴
う前記装置の温度状態の変化に応じて前記装置内ガス置換動作を制御してもよい。例えば
、前記制御部は、前記運転停止動作中の前記装置の温度状態を判定し、その判定結果から
適切な前記置換ガスの設定を選択してもよい。
【００２６】
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　本発明に係る燃料電池発電装置は、上記構成を有する水素製造装置と、前記水素製造装
置で生成された水素リッチガスが原料として供給されるとともに酸素が酸化剤として供給
されて前記水素リッチガスの酸化により熱と電気とを発生させる燃料電池と、を備えたも
のである。
【００２７】
　かかる構成によれば、水素製造装置において良好な水素製造が安定して行われるので、
燃料電池に原料たる水素リッチガスを安定して供給することが可能となる。したがって、
信頼性が高く経済性及び省エネルギー性に優れたコージェネレーション装置を実現するこ
とが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の水素製造装置は、原料を改質して水素リッチな改質ガスを生成する改質
反応部と、前記改質ガスが流れる改質ガス流路と、燃焼燃料を空気と混合して燃焼させて
前記改質反応部を加熱する加熱部と、前記改質ガス流路と隔壁で隔てられ、前記燃焼によ
って発生する燃焼後ガスが流れる燃焼後ガス流路と、酸化雰囲気中で表面に酸化膜が形成
されるシース管と該シース管中に配設された熱検出素子とを有し、前記熱検出素子により
前記改質反応部の温度を検出する改質反応温度測定器と、を備え、前記改質反応温度測定
器の前記シース管が前記隔壁に接触して配設されている。
【００２９】
　前記隔壁に、前記燃焼後ガス流路側から見て凹むように凹部が形成され、該凹部に前記
改質反応温度測定器の前記シース管が該凹部の壁に接触するようにして収容されていても
よい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る水素製造装置によれば、装置の停止に伴う触媒活性の低下が防止されて良
好な水素製造を安定して行うことが可能な水素製造装置を実現することが可能となる。ま
た、このような水素製造装置を備えた本発明に係る燃料電池発電装置によれば、信頼性が
高く良好なコージェネレーション運転を安定して行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　図１は、発明の実施の形態１に係る水素製造装置の構成を模式的に示すブロック図であ
る。また、図２は、図１の改質反応部の構成を模式的に示す断面図である。また、図３は
、図１の制御部の構成を模式的に示すブロック図である。
【００３３】
　図１に示すように、水素製造装置１００は、予熱部８及び改質反応部２を備えた水素生
成部１と、原料供給部６と、水供給部７と、燃焼部４と、制御部９とを主たる構成要素と
して備えている。
【００３４】
　原料供給部６は、原料流路ａを介して水素生成部１の予熱部８に接続されている。水供
給部７は、水流路ｂを介して水素生成部１の予熱部８に接続されている。また、予熱部８
は、混合原料流路ｃを介して改質反応部２に接続されている。また、ここでは、燃焼部４
における燃焼燃料の燃焼で生じる熱が、改質反応部２及び予熱部８の順で伝熱されるよう
に、水素生成部１において改質反応部２が予熱部８よりも燃焼熱の伝熱経路の上流側に配
置されている。また、水素生成部１の適所には改質反応部２の温度を測定する改質温度測
定部３が配設されている。燃焼部４は、空気を供給するための燃焼ファン５を備えるとと
もに、燃焼に伴って生じる燃焼後ガスを排出するための燃焼後ガス流路ｇを備えている。
また、燃焼部４には、原料供給部６から供給される原料の一部を燃焼部４に燃焼燃料とし
て供給する燃焼燃料流路ｆが接続されている。制御部９は、原料供給部６、水供給部７、
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燃焼部４、及び燃焼ファン５を制御可能に構成され、また、改質温度測定部３で検出され
た温度情報が伝達されるように構成されている。この制御部９により、水素製造装置の起
動、運転、及び停止の各動作が制御される。
【００３５】
　図２に示すように、改質反応部２は、円筒状の本体３０から構成されている。なお、こ
こでは図示を省略しているが、改質反応部２は高温となるので、外部への放熱を防ぐため
に、本体３０の外壁が断熱材によって覆われている。本体３０の内部には、異なる径を有
する複数の円筒体が同心的に配置されており、それにより、本体３０の内部空間が、各円
筒体によって半径方向に区画され、軸方向に延びる複数の環状の間隙３１が形成されてい
る。ここでは、本体３０の内部を半径方向に区画する円筒体の周壁を縦壁３２と呼ぶ。縦
壁３２の軸方向の所定端部には、縦壁３２と同心的に配置された円板状又は中空円板状の
横壁３３が配置されている。
【００３６】
　このような縦壁３２及び横壁３３によって形成された間隙３１により、本体３０の内部
には半径方向の外周側から中心に向けて、二重構造の燃焼後ガス流路ｇの下流流路ｇ１、
改質ガス流路ｄ、改質触媒収容部ｅ、及び、燃焼後ガス流路ｇの上流流路ｇ２が形成され
る。
【００３７】
　本体軸方向に形成された燃焼後ガス流路ｇの下流流路ｇ１と上流流路ｇ２とは、本体３
０の底部で連通している。また、燃焼後ガス流路ｇの上流流路ｇ２は、後述する燃焼部４
の輻射筒４０の上面及び側面に沿って形成されて輻射筒４０の噴出孔を介して筒内部と連
通しており、また、下流流路ｇ１の端部は、改質反応部２の外部に燃焼ガスを取り出し可
能に形成されている。
【００３８】
　改質触媒収容部ｅに改質触媒が充填されて改質触媒層２０が形成されている。ここでは
、ルテニウム触媒をアルミナ担体に担持して調製したものが改質触媒として用いられてい
る。改質触媒層２０は、燃焼後ガス流路ｇの上流流路ｇ２を介して燃焼部４の輻射筒４０
の上面及び側面に沿って配置されている。改質触媒層２０の上端の中央部は、予熱部８（
図１参照）に連通する混合原料流路ｃに臨み、下端は、改質ガス流路ｄに臨んでいる。ま
た、改質ガスの導入口となる改質ガス流路ｄの上流側端部には、改質温度測定部３が配設
されている。ここでは、改質温度測定部３が温度検出手段として熱電対を備え、改質触媒
層２０を通流した気体の集合部分にこの熱電対が配置されている。なお、改質温度測定部
３は、改質触媒層２０の温度変化が比較的早く測定できる箇所及び雰囲気中であれば、配
置位置はこれに限定されるものではない。ここでは、改質触媒層２０を通流した後の気体
の温度を改質反応部２の温度とし、改質温度測定部３で検出された温度によって改質反応
部２の温度状態が把握される。ここで、本発明においては（特許請求の範囲及び明細書に
おいては）、「温度を検出する」とは、温度を直接検出する場合と温度を間接的に検出す
る場合との双方を含む。温度を直接検出するとは、温度という物理量を検出することを意
味し、例えば、ある検出対象の温度を熱電対やサーミスタで検出する場合がこれに該当す
る。一方、温度を間接的に検出するとは、当該検出対象の温度と関連する温度以外の物理
量や時間を検出することを意味し、例えば、改質反応部内部の圧力や改質反応部の運転時
間を検出する場合が該当する。
【００３９】
　改質反応部２の本体３０の中心部には、輻射筒４０が縦壁３２と同心的に挿入されてい
る。輻射筒４０の上端は燃焼後ガス流路ｇの上流流路ｇ２に連通しており、輻射筒４０の
下端には燃料噴出口４１ａを有するバーナ４１が配設されている。この輻射筒４０の内部
空間が燃焼空間４４を構成しておりここに火炎４２が形成される。また、バーナ４１を囲
むように、燃焼ファン５（図１参照）から送られた空気の流路４３が形成され、この空気
の流路４３が空気噴出口４３ａを通じて燃焼空間４４に連通している。バーナ４１は燃焼
燃料流路ｆを介して原料供給部６（図１参照）に接続されている。このように、ここでは
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、輻射筒４０、バーナ４１、空気の流路４３によって燃焼部４が構成され、燃焼ファン５
たるシロッコファンによって空気が空気流路４３に供給される。シロッコファンの回転数
は制御部９によって制御されており、それにより、燃焼部４への空気の供給量が調整され
る。燃焼部４での燃焼燃料の燃焼によって改質反応部２が加熱され、ここでは、改質反応
部２の温度が、原料として改質反応部２に供給されるメタン、エタン、プロパン等の炭化
水素系原料の８５～９５％程度が水蒸気改質可能である温度、例えば６５０～７００℃程
度、となるように加熱量が制御部９によって制御されている。
【００４０】
　原料供給部６（図１参照）は、天然ガスやＬＰＧ等の炭化水素系原料、ナフサ系原料、
メタノール等のアルコール原料等を、原料流路ａを介して水素生成部１に供給するように
構成されている。ここでは、炭化水素系有機化合物（具体的には主としてメタン）を含み
既存のインフラから供給される天然ガスを原料として利用するように原料供給部６が構成
されている。なお、図示を省略しているが、原料供給部６は、原料の供給圧力を増加させ
るブースタを備えるとともに、原料中の硫黄成分を低減する脱硫部を備え、脱硫部は、例
えば原料中の付臭成分を除去するゼオライト吸着剤を備えている。
【００４１】
　水供給部７（図１参照）は、ここでは図示を省略しているが、イオン交換器及びプラン
ジャーポンプを備えており、例えば、供給された水道水をイオン交換器で処理した後、プ
ランジャーポンプで加圧して水素生成部１に供給する。
【００４２】
　図３に示すように、制御部９は、マイコン等のコンピュータによって構成されており、
処理制御部（ＣＰＵ）６１と、半導体メモリから構成された記憶部（内部メモリ）６２と
、操作入力部６３と、表示部６４と、時計部６５とから構成されている。制御部９では、
これらの各処理部６１～６５により、原料及び水の供給量、燃焼部４における燃焼量、及
び、燃焼ファン５の出力の制御等が行われる。そして特に、装置の停止の際には、改質温
度測定部３で検出された装置停止時の改質反応部２の温度に基づいて装置の温度状態を把
握し、この装置の温度状態に対応した装置内ガス置換動作を行うように原料供給部６及び
水供給部７を制御して置換ガスの組成を調整する。この装置内ガス置換動作の詳細につい
ては後述する。
【００４３】
　次に、水素製造装置の動作について説明する。水素製造装置の動作は、運転開始の制御
信号が出力されてから運転停止の制御信号が出力されるまでの間に実施される運転動作と
、運転停止の制御信号が出力されてから実際に装置が停止するまでの間に実施される停止
動作（運転停止動作）とに分けられる。運転動作では、装置の起動動作と水素生成動作と
が実施され、また、停止動作では、装置内ガス置換動作が実施される。
【００４４】
　まず、水素製造装置の運転動作では、制御部９の処理制御部６１から運転開始の制御信
号が出力されて装置が起動する。具体的には、燃焼燃料流路ｆを介して燃焼部４のバーナ
４１に燃焼燃料が所定の供給量で供給されるとともに、所定の供給量で燃焼ファン５から
燃焼部４の燃焼空間４４に空気が供給される。ここでは、空気供給量は、メタンの完全燃
焼に必要な理論空気量の１．５倍としている。そして、この燃焼燃料と空気とを反応させ
て燃焼空間４４に火炎４２を形成し、燃焼熱及び燃焼後ガスの熱によって改質反応部２及
び予熱部８を加熱する。加熱時には、改質反応部２の温度は改質温度測定部３によって常
時検出され、検出温度の情報が、制御部９の処理制御部６１に伝達される。ここでは、こ
のように燃焼部４での燃焼が開始されて改質反応部２及び予熱部８が予熱される動作を、
起動動作と呼ぶ。
【００４５】
　上記のように改質反応部２及び予熱部８を加熱して改質反応部２（より具体的には改質
触媒層２０）及び予熱部８の温度を上昇させた後、予熱部８に、原料供給部６から原料を
供給するとともに水供給部７から水を供給する。供給された水は予熱部８で蒸発して水蒸
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気となり、この水蒸気と原料とが混合されて混合原料流路ｃを介して改質反応部２に供給
される。改質反応部２では、改質反応により原料が水蒸気改質されて改質ガス、すなわち
水素リッチガス（以下、単に水素ガスと呼ぶ）が生成される。生成された水素ガスは、改
質ガス流路ｄを介して水素製造装置の外部に取り出される。ここでは、このように原料と
水蒸気とが改質反応部２に供給されて改質反応により水素ガスが生成する動作を、水素生
成動作と呼ぶ。
【００４６】
　水素生成動作時には、改質反応部２に供給される原料（具体的にはメタン）の８５～９
５％程度が改質するように、改質温度測定部３での検出温度が６５０℃程度に保持される
よう制御部９によって燃焼部４の加熱量が制御されている。また、改質反応部２に供給さ
れる原料及び水蒸気の混合ガス中における水分子と炭素原子との比（これをスチーム／カ
ーボン比と呼びＳ／Ｃと表す）が３となる、すなわち、改質反応部２に供給される混合ガ
ス中では炭素原子１モルに対して水分子が３モルとなるようにＳ／Ｃが設定されている。
従って、メタン１モルに対する理論水量は２モルであるのに対して、ここでは３モルの水
が供給される。このようなＳ／Ｃは、ユーザが制御部９の操作入力部６３に所望の値（こ
こでは３）を表示部６４で確認しながら入力し、この入力された値が処理制御部６１によ
って記憶部６２に記憶されて設定が行われる。また、このような水素製造装置の運転動作
では、制御部９の処理制御部６１が改質温度測定部３により改質反応部２の温度を取得し
て改質反応部２の温度状態を把握し、該温度状態に従って、原料、水、空気の供給量や燃
焼部４における燃焼燃料の燃焼量等を制御する。
【００４７】
　次に、水素製造装置の停止動作について説明する。ここでは、運転停止の制御信号の出
力時を停止動作の開始時と呼び、該停止動作の開始時から実際に装置が停止するまでの期
間を停止動作期間と呼ぶ。
【００４８】
　従来の課題において前述したように、改質触媒層２０を構成する改質触媒は、温度の影
響を受けてシンタリングや酸化等が生じると触媒活性が低下する。特に、装置の停止動作
期間では、改質触媒が高温酸化されやすいので触媒活性が低下しやすい。例えば、停止動
作期間における水素製造装置では、装置の温度低下に伴う内部ガスの体積収縮により外部
から装置内部に空気が混入する確率が高くなるので、改質触媒が高温酸化されやすく、こ
のため、触媒活性の低下傾向が大きくなる。
【００４９】
　図４は、改質触媒の酸化温度と、改質触媒の比表面積との関係を示す図である。ここで
、触媒比表面積とは、改質触媒を構成するＲｕ金属の酸化前の表面積に対する酸化後の表
面積の相対比であり、具体的には、酸化前後におけるＲｕ金属の一酸化炭素吸着量の比で
ある。Ｒｕ金属は、酸化されるとシンタリングにより酸化前に比べて表面積が小さくなる
。ここで、触媒活性と触媒表面積との間には相関関係があり、表面積が小さくなるほど触
媒活性が低くなることから、触媒比表面積の低下は、触媒活性の低下を示している。
【００５０】
　図４に示すように、改質触媒では、酸化温度が高温になるほど触媒比表面積が減少して
おり、よって、酸化温度が高温であるほど触媒活性が低下することが明らかである。これ
は、高温酸化ほどシンタリングが発生しやすいことに起因する。例えば、水素生成動作で
は改質触媒は上記のように６５０℃程度に保持されているが、装置の停止に伴って改質触
媒がこの高温下で酸化雰囲気中におかれると、シンタリングにより改質触媒の活性が顕著
に低下する。
【００５１】
　このような触媒活性の低下を抑制するためには、改質触媒が高温である停止動作期間中
に装置内が酸化雰囲気となることを避けるとともに、改質触媒の温度を速やかに低下させ
る必要がある。したがって、装置の停止動作では、改質触媒が高温である時に酸化雰囲気
となる条件で装置内ガス置換動作を行うことは極力避ける必要がある。また、改質触媒が
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高温であると、原料の熱分解や一酸化炭素及び二酸化炭素の不均化反応により炭素析出等
が生じる可能性が高いことから、原料リッチな条件で装置内ガス置換動作を行うことも極
力避けることが望ましい。
【００５２】
　一方、例えば装置の起動動作開始直後に装置を停止させた場合のように、改質触媒の温
度が低温である場合には、上記のような酸化による触媒活性の低下や炭素析出等が生じに
くいため、原料リッチな条件で装置内ガス置換動作を行うことが可能となる。しかしなが
ら、この場合には改質触媒が低温であるので、装置内ガス置換動作に使用する置換ガス中
の水蒸気含量が多いと、水蒸気が改質触媒上で凝縮して水を生じ（以下、これを水凝縮と
呼ぶ）、この水が触媒活性を低下させる可能性がある。したがって、この場合には、置換
ガス中の水蒸気含量が少ないことが望まれる。
【００５３】
　以上のように、改質触媒の触媒活性の低下を防止するためには、停止動作において、装
置の温度状態に応じて適切な方法で装置内ガス置換を行う必要がある。そこで、本実施の
形態では、以下の方法により、装置の温度状態に適宜対応して適切な装置内ガス置換方法
を選択及び実施し、改質触媒の触媒活性を低下させることなく装置を停止させる。
【００５４】
　以下、図５に則して装置内ガス置換動作の詳細を説明する。
【００５５】
　図５は、制御部９に格納された停止動作プログラムの内容を概略的に示すフローチャー
トである。装置内ガス置換動作の概略を説明すると、まず、制御部９の処理制御部６１か
ら運転停止の制御信号が出力されて運転動作から停止動作に移行し、具体的には、燃焼部
４への燃料及び空気の供給が停止される（ステップＳ１）。この移行時点すなわち運転停
止動作の開始時において、改質温度測定部３により改質反応部２の温度が検出され、その
温度情報が制御部９の処理制御部６１に取得される（ステップＳ２）。そして、処理制御
部６１は、予め記憶部６２に設定された判定基準となる第１～第４の基準温度と取得され
た改質反応部２の温度とを比較し、その比較結果に基づいて、停止動作の開始時の改質反
応部２の温度状態が後述の第１～第５の状態のいずれであるかを判定する。そして、その
判定結果に応じて、予め記憶部６２に記憶された後述の第１～第５の置換設定の中から適
切な設定が選択され、その設定に従った組成の置換ガスが装置内に供給されるように原料
供給部６からの原料供給及び水供給部７からの水供給が制御されて装置内ガス置換動作が
実施される（ステップＳ３～１１）。
【００５６】
　具体的には、処理制御部６１における上記判定において、改質反応部２の温度状態が、
水凝縮が生じる第１の状態、水凝縮及び原料由来の炭素（ここでは原料をメタン単独と想
定している）の熱分解による析出を回避可能である第２の状態、該熱分解が進行して炭素
析出が生じる第３の状態、一酸化炭素及び二酸化炭素の不均化反応が進行して炭素析出が
生じる第４の状態、及び、改質触媒が酸化する第５の状態の５つに分けて判定される。こ
こでは、改質反応部２が第１の状態であるか否かを判定する際の基準温度を第１の基準温
度とし、第２の状態であるか否かを判定する際の基準温度を第２の基準の温度とし、第３
の状態であるか否かを判定する際の基準温度を第３の基準温度とし、第４の状態であるか
否かを判定する際の基準温度を第４の基準温度としている。この場合、第１の基準温度を
１００℃、第２の基準温度を３００℃、第３の基準温度を４００℃、及び第４の基準温度
を５００℃としている。このような第１～第４の基準温度は、制御部９において、表示部
６４で確認しながら操作入力部６３に各数値を入力することにより記憶部６２に記憶及び
設定される。
【００５７】
　また、制御部９の記憶部６２には、改質反応部２内で水凝縮が起こらず、かつ、原料由
来の炭素や不均化反応由来の炭素を析出させず、かつ、改質触媒を酸化させないように、
改質反応部２の温度状態に応じて装置内ガス置換動作に使用する置換ガスの組成が予め設
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定されている。ここでは、改質反応部２が水凝縮を生じる第１の状態であれば原料を置換
ガスとして装置内ガス置換を行うよう設定されており（以下、これを第１の置換設定と呼
ぶ）、また、水凝縮及び原料由来炭素の析出を回避可能な第２の状態であれば原料を置換
ガスとして装置内ガス置換を行うように設定されており（以下、これを第２の置換設定と
呼ぶ）、また、該炭素析出が生じる第３の状態であれば水蒸気を置換ガスとして装置内ガ
ス置換を行うように設定されており（以下、これを第３の置換設定と呼ぶ）、また、不均
化反応による炭素析出が生じる第４の状態であれば水蒸気含量の多い原料及び水蒸気の混
合ガスを置換ガスとして装置内ガス置換を行うように設定されており（以下、これを第４
の置換設定と呼ぶ）、また、改質触媒が酸化する第５の状態であれば水素生成動作時と同
様の供給量で原料及び水蒸気を供給してその混合ガスを置換ガスとして装置内ガス置換を
行うように設定されている（以下、これを第５の置換設定と呼ぶ）。
【００５８】
　図５に示すように、制御部９では、まず、ステップＳ２において取得された運転の停止
動作開始時の改質反応部２の温度と、第４の基準温度（５００℃）とを比較することによ
り、改質反応部２が、触媒酸化が起こる状態（第５の状態）であるか否かを判定する（ス
テップＳ３）。検出温度が第４の基準温度以上であれば、改質反応部２において触媒酸化
が起こる状態（すなわち第５の状態）であると判定され、よって、第５の置換設定が選択
される。それにより、水素生成動作時と同様の供給量で原料及び水が水素生成部１に供給
されるように原料供給部６及び水供給部７が制御されて原料と水蒸気との混合ガスが供給
される。この混合ガスが改質反応部２に供給されると、水素生成動作時と同様、高温の改
質反応部２において吸熱反応である改質反応が進行し、それにより、速やかに触媒温度を
低下させることができる（ステップＳ４）。
【００５９】
　一方、検出温度が第４の基準温度（５００℃）未満である場合には、さらに第３の基準
温度（４００℃）との比較を行い、改質反応部２が、不均化反応が起こる状態（すなわち
第４の状態）であるか否かを判定する（ステップＳ５）。改質反応部２の検出温度が第３
の基準温度以上（すなわち４００℃以上５００℃未満）であれば、触媒の酸化は起こりに
くいが不均化反応により炭素析出が生じる状態（第４の状態）であると判定され、その判
定結果に従って第４の置換設定が選択される。改質反応部２が第４の状態にある時、原料
のみ又は水蒸気含量が少ない混合ガスにより装置内ガス置換を行うと不均化反応により炭
素析出が起こる可能性があるが、ここでは、第４の置換設定に従って置換ガスのＳ／Ｃが
２以上となる（すなわち水蒸気含量が高くなる）ように水供給部７からの水供給量及び原
料供給部６からの原料供給量が制御部９によって調整されるので、不均化反応による炭素
析出を防止することが可能となる（ステップＳ６）。
【００６０】
　また、検出温度が第３の基準温度（４００℃）未満である場合には、さらに第２の基準
温度（３００℃）との比較を行い、改質反応部２が原料由来の炭素が熱分解により析出す
る状態（すなわち第３の状態）であるか否かを判定する（ステップＳ７）。改質反応部２
の検出温度が第３の基準温度以上（すなわち３００℃以上４００℃未満）であれば、不均
化反応は起こりにくいが原料由来の炭素が析出する状態（第３の状態）であると判定され
、その判定結果に従って第３の置換設定が選択される。それにより、水供給部７から水が
供給されて装置内が水蒸気により置換される（ステップＳ８）。
【００６１】
　また、検出温度が第２の基準温度（３００℃）未満である場合には、さらに第１の基準
温度（１００℃）との比較を行い、改質反応部２が水凝縮及び原料由来の炭素の析出を回
避可能な状態（すなわち第２の状態）であるか否かを判定する（ステップＳ９）。改質反
応部２の検出温度が第１の基準温度以上（すなわち１００℃以上３００℃未満）であれば
、装置内が水凝縮及び原料由来炭素の析出を回避可能な状態（第２の状態）であると判定
され、その判定結果に従って第２の置換設定が選択される。それにより、原料供給部６か
ら原料が供給されて装置内が原料により置換される（ステップＳ１０）。一方、検出温度
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が第１の基準温度（１００℃）未満である場合には、装置内が水凝縮を生じる状態（すな
わち第１の状態）であると判定され、その判定結果に従って第１の置換設定が選択される
。そして、原料供給部６から原料が供給されて装置内が原料により置換される（ステップ
Ｓ１１）。
【００６２】
　ところで、上記のようにして停止動作の開始時の改質反応部２の温度に応じて装置内ガ
ス置換動作を行うと、停止動作の開始時からの時間経過に伴って装置の温度が低下する。
このため、装置の温度低下に応じて、装置内置換動作で使用するガス種（具体的にはガス
の組成）を随時変更させる必要がある。それゆえ、ここでは、停止動作の開始以降の停止
動作においても、検出された改質反応部２の温度から制御部９が第１～第４の基準温度に
基づいて装置の温度状態を判定し、その判定に従って、置換ガスの設定を適宜選択して設
定の切替を行い置換ガスの種類を適宜変更する。
【００６３】
　例えば、停止動作の開始時の改質反応部２の検出温度が第１の基準温度（１００℃）未
満である場合には、前述のように装置内が原料で置換されるため（ステップＳ９，１１）
、装置の温度が低下しても水凝縮は発生しない。したがって、この場合には、所定時間原
料を供給して装置内を十分置換できる量の原料を通気させた後、原料供給部６を制御して
原料の通気を停止して停止動作を終了する（ステップＳ１２，１３）。また、停止動作の
開始時の検出温度が第１の基準温度以上かつ第２の基準温度未満（１００℃以上３００℃
未満）の場合においても、前述のように装置内が原料で置換されるため（ステップＳ９，
１０）、装置の温度が低下しても水凝縮は発生せず、よって、所定時間原料を供給して装
置内を十分置換できる量の原料を通気させた後、原料供給部６を制御して原料の通気を停
止させ停止動作を終了する（ステップＳ１２，１３）。
【００６４】
　一方、停止動作の開始時の改質反応部２の検出温度が第２の基準温度以上かつ第３の基
準温度未満（３００℃以上４００℃未満）である場合には、前述のように水蒸気を通気さ
せて置換が行われるが、このような水蒸気を用いた置換では、装置の温度が低下して第１
の基準温度（１００℃）より低くなると、装置内で水凝縮が生じるおそれがある。そこで
、ここでは、装置内ガス置換動作における改質反応部２の温度を改質温度測定部３により
検出して検出温度が第２の基準温度（３００℃）より低くなったら（ステップＳ１５）、
水供給部７から水素生成部１への水供給を停止して水蒸気の通気を停止するとともに、原
料供給部６を制御して装置内を十分置換できる量の原料を所定時間通気させる。その後、
原料供給部６を制御して原料の通気を停止させて停止動作を終了する（ステップＳ１４，
１２，１３）。
【００６５】
　また、停止動作の開始時の改質反応部２の検出温度が第３の基準温度以上かつ第４の基
準温度未満（４００℃以上５００℃未満）である場合には、前述のように水蒸気と原料と
の混合ガスにより置換が行われるので、上記の場合と同様、温度低下による水凝縮の発生
を防止するために、改質反応部２の温度が第２の基準温度（３００℃）より低くなったら
（ステップＳ１６）、水供給部７から水素生成部１への水供給を停止して水蒸気の通気を
停止するとともに装置内を十分置換できる量の原料を所定時間通気させる。その後、原料
供給部６を制御して原料の通気を停止させて停止動作を終了する（ステップＳ１４，１２
，１３）。
【００６６】
　また、停止動作の開始時の検出温度が第４の基準温度（５００℃）より高い場合には、
装置の温度が低下して第４の基準温度（５００℃）より低くなるまで前述のように水と原
料とを供給して混合ガスによる置換を行い（ステップＳ４）、第４の基準温度より低くな
ったら、原料供給部６を制御して原料の供給を停止させ水蒸気のみを通気させる（ステッ
プＳ１７，１８）。さらに、改質反応部２の温度が第２の基準温度（３００℃）より低く
なったら、水供給部７を制御して水の供給を停止するとともに原料供給部６を制御して原
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料を再び供給し、装置内を十分置換できる量の原料を所定時間通気させる。その後、原料
供給部６を制御して原料の通気を停止させて停止動作を終了する（ステップＳ１９，１４
，１２，１３）。
【００６７】
　このように、時間経過に伴う装置の温度低下に応じて装置内置換動作に用いる置換ガス
を適宜変更することにより、温度低下に関わらず、水凝縮や原料の炭素析出等の発生を防
止しながら速やかに停止動作を行うことが可能となる。
【００６８】
　以上のように、本実施の形態の水素製造装置によれば、装置停止動作の開始時の改質反
応部２の温度ならびに停止動作中における改質反応部２の温度変化に対応して、適切な置
換ガスを用いて装置内ガス置換を行うことが可能となるため、置換ガスを効率よく有効に
利用しつつ温度に起因して生じる改質触媒のシンタリング、酸化等や、炭素析出による流
路閉塞等の問題を確実に回避することができる。したがって、改質触媒の触媒活性の低下
を防止することが可能となり、その結果、良好な水素生成を安定して行うことが可能とな
る。
【００６９】
　実施例として、上記の方法により水素製造装置の運転及び停止の一連の動作を繰り返し
行ったところ、２００回程度繰り返し該動作を行った後でも、改質触媒では大きな触媒活
性の低下が見られなかった。
【００７０】
　なお、置換ガス組成の設定や基準温度の設定は、停止動作における装置の温度状態を考
慮して適切に設定されるのであれば、上記に限定されるものではない。
【００７１】
　例えば、運転停止動作の開始時の装置の温度状態が第２の状態である時には、水蒸気の
みを置換ガスとして用いてもよく、また、原料と水蒸気との混合ガスを置換ガスとして用
いてもよい。このように水蒸気を含む置換ガスを用いる場合には、停止動作期間中に装置
の温度が低下して１００℃より低くなったところで水蒸気の供給を停止させて置換ガスを
原料に変更する。また、停止動作の開始時の装置の温度状態が第３の状態である時には、
原料と水蒸気との混合ガスを置換ガスとして用いてもよい。また、停止動作の開始時の装
置の温度状態が第４の状態及び第５の状態である時には、水蒸気のみを置換ガスとして用
いてもよい。なお、停止動作の開始時の装置の温度状態が第５の状態である場合には、水
蒸気と共に原料を供給することで前述のように吸熱反応により速やかに触媒温度を低下さ
せることが可能であることから、上記のように水蒸気と原料との混合ガスを置換ガスとし
て供給することが望ましい。それにより、確実に触媒酸化によるシンタリングを防止する
ことができる。
【００７２】
　さらに、水蒸気及び原料以外に、装置外部から窒素ガス等の不活性ガスや空気を供給し
て置換ガスとして利用してもよく、具体的には、窒素ボンベや空気供給ポンプが配設され
た構成を水素製造装置が有してもよい。不活性ガスを原料や水蒸気と組み合わせて装置内
ガス置換を行うことにより、従来のように不活性ガスのみで置換を行う場合に比べて、不
活性ガスの使用量を大幅に低減することができる。また、空気を単独で又は原料や水蒸気
と組み合わせて置換ガスとして用いることにより、装置の停止動作における原料及び水の
供給量を低減させることが可能となる。例えば、停止動作の開始時の装置の温度状態が第
１の状態である時に、原料と不活性ガスとの混合ガス、又は、空気を置換ガスとして用い
てもよい。また、停止動作の開始時の装置の温度状態が第２～第５の状態である時には、
原料、水蒸気、不活性ガス及び空気のいずれかをそれぞれ適切な割合で２種以上含む混合
ガスで装置内置換動作を行ってもよい。
【００７３】
　また、本実施の形態の変形例として、例えば、水素製造装置の改質ガス流路ｄの出口（
取り出し口）付近に流路閉鎖弁を設け、停止動作を終了させる際に原料の供給を停止する
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とともにこの流路閉鎖弁を閉じ、停止した装置内に置換ガスを封入する構成であってもよ
い。
【００７４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る水素製造装置は、実施の形態１と同様の装置構成を有する
。このような本実施の形態の水素製造装置では、実施の形態１と同様、停止動作の開始時
の装置の温度状態に応じて装置内ガス置換方法が適宜選択されるが、実施の形態１では停
止動作の開始時の改質反応部２の温度を検出して装置の温度状態を判定したのに対して、
本実施の形態では、停止動作の開始時以前の運転動作時間に基づいて装置の温度状態の判
定が行われる。
【００７５】
　水素製造装置の装置内の温度は、運転動作時間に依存することが多く、例えば、一定条
件下で運転した場合、運転時間が長いほど装置内の温度が高くなる。
【００７６】
　図６は、運転動作時間と改質反応部２の温度との関係を示す図である。図６に示すよう
に、運転動作時間が長くなるに従って改質反応部２の温度が高くなり、運転開始（起動時
）から８分後まで（期間Ａ）は改質反応部２の温度は１００℃未満であり、８分後から１
５分後まで（期間Ｂ）は１００℃以上３００℃未満であり、１５分後から１８分後まで（
期間Ｃ）は３００℃以上４００℃未満であり、１８分後から２２分後まで（期間Ｄ）は４
００℃以上５００℃未満であり、２２分後以降（期間Ｅ）は５００℃以上となっている。
【００７７】
　このように、改質反応部２の温度と装置の運転動作時間との間には相関関係が存在する
ことから、ここでは、装置の停止動作の開始時に到るまでの運転動作時間に基づいて停止
動作の開始時の装置の温度状態を判定し、その判定結果に従って適切な置換設定が選択さ
れて装置内ガス置換動作が行われる。以下、本実施の形態における停止動作を、制御部９
に格納された停止動作プログラムに則して説明する。
【００７８】
　図７は、制御部９に格納された停止動作プログラムの内容を概略的に示すフローチャー
トである。図７に示すように、制御部９の時計部６５が、装置の起動時（すなわち起動開
始の制御信号の出力時点）から装置の停止動作の開始時（すなわち停止の制御信号の出力
時点）までの経過時間を運転動作時間として計測し、装置の停止動作の開始時に計測結果
が制御部９に伝達されて処理制御部６１がこれを取得する（ステップＳ２１，２２）。一
方、制御部９の記憶部６２には、図６に示す運転動作時間と改質反応部２の温度との相関
関係データが予め記憶されている。そして、停止動作の開始時には、処理制御部６１が、
取得した運転動作時間と前記相関データとを比較し、装置が前記第１～第５のいずれの状
態であるかを判定する。そして、その判定結果に基づいて、前記第１～第５の置換設定か
ら適切な設定が選択されて装置内ガス置換動作が実施される（ステップＳ２３～３１）。
【００７９】
　具体的には、まず、運転動作時間が２２分未満であるか否かを判定し（ステップＳ２３
）、運転動作時間が２２分以上である場合には、記憶部６２に記憶されたデータに基づい
て処理制御部６１は改質反応部２の温度が５００℃以上であると推定し、よって、改質反
応部２は改質触媒の酸化が起こる状態（第５の状態）であると判定する。したがって、こ
の場合には、第５の置換設定が選択されて水素生成動作時と同様の供給量で原料と水とが
水素生成部１に供給され、原料と水蒸気との混合ガスにより置換動作が実施される（ステ
ップＳ２４）。
【００８０】
　また、運転動作時間が２２分未満である場合には、さらに、１８分未満であるか否かを
判定する（ステップＳ２５）。運転動作時間が１８分以上２２分未満である場合には、処
理制御部６１は改質反応部２の温度が４００℃以上５００℃未満であると推定し、よって
、改質反応部２は改質触媒の酸化は起こらないが不均化反応が起こる状態（すなわち第４
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の状態）であると判定する。したがって、この場合には第４の置換設定が選択されてＳ／
Ｃが２以上の原料と水蒸気との混合ガスを置換ガスとして置換動作が実施される（ステッ
プＳ２６）。
【００８１】
　また、運転動作時間が１８分未満である場合には、さらに、１５分未満であるか否かを
判定する（ステップＳ２７）。運転動作時間が１５分以上１８分未満である場合には、処
理制御部６１は改質反応部２の温度が３００℃以上４００℃未満であると推定し、よって
、改質反応部２は不均一化反応は起こらないが原料由来の炭素が熱分解により析出する状
態（すなわち第３の状態）であると判定する。したがって、この場合には第３の置換設定
が選択され、水蒸気を置換ガスとして置換動作が実施される（ステップＳ２８）。
【００８２】
　また、運転動作時間が１５分未満である場合には、さらに、８分未満であるか否かを判
定する（ステップＳ２９）。運転動作時間が８分以上１５分未満である場合には、処理制
御部６１は改質反応部２の温度が１００℃以上３００℃未満であると推定し、よって、改
質反応部２が水凝縮及び原料由来炭素の析出を回避可能な状態（すなわち第２の状態）で
あると判定する。したがって、この場合には第２の置換設定が選択され、原料を置換ガス
として置換動作が実施される（ステップＳ３０）。
【００８３】
　また、運転動作時間が８分未満である場合には、処理制御部６１は改質反応部２の温度
が１００℃未満であると推定し、よって、改質反応部２が水凝縮する状態（すなわち第１
の状態）であると判定する。したがって、この場合には第１の置換設定が選択され、原料
を置換ガスとして置換動作が実施される（ステップＳ３１）。
【００８４】
　ここで、本実施の形態においても、実施の形態１の場合と同様、装置内置換動作中の改
質反応部２の温度低下に応じて置換ガス種を変更する。
【００８５】
　具体的には、停止動作の開始時の改質反応部２が第１の状態であると判定された場合に
は、前述のように装置内が原料で置換されるため（ステップＳ２９，３１）、装置の温度
が低下しても水凝縮は発生しない。したがって、この場合には、所定時間原料を供給して
装置内を十分置換できる量の原料を通気させた後、原料供給部６を制御して原料の通気を
停止して停止動作を終了する（ステップＳ３２，３３）。また、停止動作の開始時の改質
反応部２が第２の状態であると判定された場合も装置内が原料で置換されるため（ステッ
プＳ２９，３０）、装置の温度が低下しても水凝縮は発生せず、よって、上記の場合と同
様に装置内を十分置換できる量の原料ガスを所定時間通気させた後、原料供給部６を制御
して原料ガスの通気を停止させて停止動作を終了する（ステップＳ３２，３３）。
【００８６】
　また、停止動作の開始時の改質反応部２が第３の状態であると判定された場合には、前
述のように水蒸気により装置内が置換されるため（ステップＳ２７，２８）、装置の温度
が低下して１００℃より低くなると、水凝縮が生じるおそれがある。そこで、ここでは、
改質温度測定部３により検出した改質反応部２の温度が３００℃未満となったら（ステッ
プＳ３４）、水供給部７を制御して水蒸気の通気を停止するとともに装置内を十分置換で
きる量の原料を所定時間通気させる。その後、原料供給部６を制御して原料の通気を停止
させて停止動作を終了する（ステップＳ３５，３２，３３）。
【００８７】
　また、停止動作の開始時の改質反応部２が第４の状態であると判定された場合には、前
述のように水蒸気と原料との混合ガスにより装置内が置換されるため（ステップＳ２５，
２６）、上記の場合と同様、水凝縮の発生を防止するために、装置の温度が低下して３０
０℃未満となったら（ステップＳ３６）、水供給部７を制御して水の供給を停止させて水
蒸気の通気を停止させるとともに装置内を十分置換できる量の原料を所定時間通気させる
。その後、原料供給部６を制御して原料の通気を停止させて停止動作を終了する（ステッ
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プＳ３５，３２，３３）。
【００８８】
　また、停止動作の開始時の改質反応部２が第５の状態であると判定された場合には、改
質温度測定部３で検出される改質反応部２の温度が５００℃未満となったら（ステップＳ
３７）、原料供給部６を制御して原料の供給を停止させ、水蒸気のみを置換ガスとして通
気させる（ステップＳ３８）。そして、改質反応部２の温度が３００℃未満になったら（
ステップＳ３９）、水供給部７を制御して水の供給を停止させ水蒸気の供給を停止させる
とともに装置内を十分置換できる量の原料を所定時間通気させ、その後、原料供給部６を
制御して原料の通気を停止させて停止動作を終了する（ステップＳ３５，３２，３３）。
【００８９】
　以上のように、本実施の形態の水素製造装置によれば、実施の形態１と同様の効果が得
られる。
【００９０】
　本実施の形態では、装置の起動条件や運転条件によって、同じ運転動作時間であっても
、装置の温度状態にばらつきが生じることがある。このため、運転動作続時間による制御
とともに、実施の形態１のような改質反応部２の温度による装置の温度状態の把握を併用
することが好ましい。それにより、装置の温度状態の判定精度を向上させることが可能と
なる。
【００９１】
　ところで、本発明に係る水素製造装置は種々の用途に利用可能であり、その用途に応じ
て、適宜、上記以外の構成を備えてもよい。例えば、燃料電池発電装置に供給する水素を
生成する水素製造装置では、一酸化炭素の濃度が低減された水素を生成する必要があるた
めに、改質反応部２の下流にさらに一酸化炭素変成部及び一酸化炭素選択酸化部が設けら
れた構成を有する。以下においては、かかる構成の水素製造装置を例示して説明する。
【００９２】
　（実施の形態３）
　図８は、本発明の実施の形態３に係る水素製造装置の構成を示す模式図である。図８に
示すように、本実施の形態の水素製造装置は、実施の形態１の水素製造装置と同様の装置
構成を有するが、以下の点が実施の形態１とは異なっている。
【００９３】
　本実施の形態の水素製造装置１００’は、水素生成部１の下流側に、さらに一酸化炭素
変成部１０と、一酸化炭素選択酸化部１１とがこの順で配設されている。具体的な構成は
、例えば、改質反応部２が図２のような円筒形状を有する水素製造装置において、一酸化
炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１が、燃焼部４で生じる熱の伝熱経路におい
て、改質反応部２よりも下流側に配設されている。燃焼部４による加熱により、運転動作
中の一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度は、２００℃～２５０℃
程度及び１００℃～１５０℃程度となる。
【００９４】
　一酸化炭素変成部１０は、白金族系変成触媒を備えて構成されている。また、一酸化炭
素選択酸化部１１は、白金族系酸化触媒を備えて構成されている。一酸化炭素変成部１０
のガス入口は、水素生成部１の改質ガス反応部２の改質ガス流路ｄに連通する改質ガス取
り出し配管１２に接続され、一酸化炭素変成部１０のガス出口は、変成後ガス取り出し配
管１３によって一酸化炭素選択酸化部１１のガス入口に接続されている。変成後ガス取り
出し配管１３には、空気を導入する空気供給配管１４が接続されており、この空気供給配
管１４を通じて一酸化炭素選択酸化部１１での酸化反応に使用される空気が一酸化炭素選
択酸化部１１に供給される。一酸化炭素選択酸化部１１のガス出口には、水素ガス取り出
し配管１５が接続されている。
【００９５】
　さらに、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１には、それぞれ、変成温
度測定部１６及び選択酸化温度測定部１７が配設されており、これらは具体的には熱電対
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で構成されている。変成温度測定部１６は、変成触媒及び／又は一酸化炭素変成部１０内
の温度（雰囲気温度又は構成部材の温度）を検出するように配置され、また、選択酸化温
度測定部１７は、酸化触媒及び／又は一酸化炭素選択酸化部１１内の温度（雰囲気温度又
は構成部材の温度）を検出するように配置されている。また、変成温度測定部１６および
選択酸化温度測定部１７で検出された一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１
１の温度情報が制御部９に伝達されるように構成されている。
【００９６】
　かかる構成の水素製造装置１００’では、実施の形態１のようにして改質反応部２で生
成された改質ガスが、改質ガス取り出し配管１２を通じて水素生成部１から一酸化炭素変
成部１０に供給される。一酸化炭素変成部１０では、変成触媒を用いて改質ガスの変成反
応が行われ、改質ガス中の一酸化炭素濃度の低減化が図られる。また、一酸化炭素変成部
１０で得られたガス、すなわち変成後ガスは、変成後ガス取り出し配管１３を通じて一酸
化炭素選択酸化部１１に供給される。この時、変成後ガス取り出し配管１３に接続された
空気供給配管１４を通じて、空気が変成後ガスとともに一酸化炭素選択酸化部１１に供給
される。一酸化炭素選択酸化部１１では、空気と酸化触媒とを用いて変成後ガスの酸化反
応が行われ、それにより、変成後ガス中の一酸化炭素濃度の低減化がさらに図られる。こ
のようにして一酸化炭素濃度が低減された水素ガスが、水素ガス取り出し配管１５を通じ
て装置の外部に取り出される。
【００９７】
　ところで、前述の実施の形態１では、装置の停止動作の開始時の改質反応部２の温度を
改質温度測定部３により検出し、この検出温度に基づいて制御部９で装置の温度状態を判
定しているが、本実施の形態の水素製造装置では、停止動作の開始時に、改質温度測定部
３で改質反応部２の温度を検出するだけでなく、変成温度測定部１６で一酸化炭素変成部
１０の温度を検出するとともに、選択酸化温度測定部１７で一酸化炭素選択酸化部１１の
温度を検出する。そして、検出された改質反応部２、一酸化炭素変成部１０、及び一酸化
炭素選択酸化部１１の温度に基づいて制御部９が装置の温度状態を判定し、その判定結果
に従って装置の温度状態に応じた置換ガスの設定で置換動作が行われる。このような本実
施の形態の構成によれば、以下の効果が奏される。
【００９８】
　停止動作の開始時の装置の温度状態は、前述のように装置停止前の運転状況によって相
違するだけではなく、装置を構成する各部分においても、構成や配置等によりそれぞれ異
なっている。例えば、図９は、十分に冷えた状態から装置を起動させて運転した際の、改
質温度測定部３、変成温度測定部１６、及び、選択酸化温度測定部１７における各検出温
度を示す図である。図９に示すように、ここでは起動前は装置が十分に冷えた状態である
ため、改質温度測定部３、変成温度測定部１６、及び、選択酸化温度測定部１７で検出さ
れ改質反応部２、一酸化炭素変成部１０、及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度は室温程
度となっている。このように冷えた状態から装置を起動させると、装置構成上、改質反応
部２が一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１よりも燃焼部４の伝熱経路の
上流側に位置するので、改質反応部２が他の２つよりも優先的に燃焼部４の熱で加熱され
温度が速やかに上昇する。それゆえ、改質反応部２の温度は、起動開始からの経過時間が
短くても高くなる。一方、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１は、燃焼
部４の熱の伝熱経路において改質反応部２の下流側に位置するため、改質反応部２に比べ
て温度の上昇が緩やかである。
【００９９】
　一方、図１０は、長時間運転した後に一旦装置を停止させ、その後速やかに運転を再開
した場合の改質温度測定部３、変成温度測定部１６、及び、選択酸化温度測定部１７にお
ける各検出温度を示す図である。長時間運転した後に一旦装置を停止させると、運転中に
高温に保持されていた改質反応部２では停止に伴って急激に温度が低下する。一方、運転
中の温度が改質反応部２よりも低く保持されていた一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素
選択酸化部１１では、改質反応部２のように温度が急激に低下することはなく、改質反応
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部２からの放熱を受けて加熱され改質反応部２よりも温度が高くなる。一旦停止後に運転
を再開すると、改質反応部２は、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１よ
り優先的に燃焼部４の熱により加熱され、速やかに温度が上昇する。一方、一酸化炭素変
成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１は、改質反応部２に比べて温度の上昇が緩やかで
あるが、この場合は、前述のように運転再開時の温度が比較的高温であるため、改質反応
部２に比べて加熱が緩やかであっても、図９に示す場合に比べて、速やかに温度が上昇す
る。
【０１００】
　次に、上記の図９及び図１０の各運転状況下において、例えば起動開始から１０分経過
後に装置を停止させた場合について考える。図９及び図１０に示すように、室温まで冷却
された状態の図９の場合には、装置の停止動作の開始時の改質反応部２の温度は２００℃
程度であり、一方、図１０の場合には、停止動作の開始時の改質反応部２の温度は６００
℃程度である。また、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１では、図９の
場合における停止動作の開始時の温度はともに室温程度であるのに対して、図１０の場合
における停止動作の開始時の温度は一酸化炭素変成部１０が２００℃程度、一酸化炭素選
択酸化部１１が１５０℃程度である。
【０１０１】
　起動開始から１０分経過後に装置を停止させて実施の形態１のように改質反応部２の温
度に応じて装置の温度状態の判定を行うと、図９の場合では、改質反応部２の温度が２０
０℃程度であることから装置の温度状態が第２の状態（すなわち水凝縮と炭素析出を回避
可能な状態）と判定される。ここで、例えば、装置が第２の状態である場合に原料と水蒸
気との混合ガスを置換ガスとするよう第２の置換設定がなされていると、改質反応部２の
温度に基づく判定結果に従って、第２の置換設定すなわち混合ガスにより装置内ガス置換
が行われるが、前述のようにこの時の一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１
１の温度は１００℃未満であるため、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１
１では置換ガス中の水蒸気が凝縮して水を生じる。このため、停止動作の開始時の改質温
度測定部３の検出温度に基づいて置換設定が選択されたにもかかわらず、一酸化炭素変成
部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１における水凝縮により触媒活性が低下するおそれが
ある。
【０１０２】
　一方、図１０の場合では、改質反応部２の温度が６００℃程度であることから装置の温
度状態が第５の状態（すなわち改質触媒の酸化反応が起こる状態）と判定される。ここで
、例えば、装置が第５の状態である場合に原料と水蒸気との混合ガスを置換ガスとするよ
う第５の置換設定がなされていると、第５の置換設定に従って原料と水蒸気との混合ガス
により装置内ガス置換が行われるが、この時の一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択
酸化部１１の温度は１００℃より高温であるため、置換ガス中の水蒸気から凝縮水が生じ
ることはない。
【０１０３】
　このように、装置を停止させる前の運転状況によって、改質反応部２、一酸化炭素変成
部１０、及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度状態がそれぞれ異なり、特に、一酸化炭素
変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度状態は、燃焼部４による加熱に伴う温度
上昇が改質反応部２に比べて緩やかであるため、装置停止前の運転状況の影響が大きい。
したがって、より確実に触媒活性の低下を防止するためには、装置の停止動作の開始時に
おける改質反応部２の温度のみから装置の温度状態を判定するだけでなく、一酸化炭素変
成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度も考慮し総括的に判定を行って装置の温度
状態をより正確に把握することが好ましい。
【０１０４】
　本実施の形態では、改質反応部２の温度を検出する改質温度測定部３の他に、一酸化炭
素変成部１０の温度を検出する変成温度測定部１６と、一酸化炭素選択酸化部１１の温度
を検出する選択酸化温度測定部１７とがさらに設けられ、装置の停止動作の開始時には、



(21) JP 4664808 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

改質反応部２、一酸化炭素変成部１０、及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度を、それぞ
れ改質温度測定部３、変成温度測定部１６、及び選択酸化温度測定部１７で検出する。検
出された温度情報は、制御部９の処理制御部６１に伝達される。そして、これらの温度を
取得した処理制御部６１は、以下のようにして装置の温度状態の判定を行う。
【０１０５】
　すなわち、本実施の形態における装置の温度状態の判定方法では、処理制御部６１が、
まず、図５の実施の形態１の方法と同様にして、停止動作の開始時に改質温度測定部３で
検出した改質反応部２の温度をもとに、第１から第４の基準温度との比較によって、第１
～第５の状態のうちから停止動作の開始時の装置の温度状態を判定する。そして、ここで
はさらに、この改質反応部２の温度に基づく判定とともに、変成温度測定部１６で検出し
た停止動作の開始時の一酸化炭素変成部１０の温度及び選択酸化温度測定部１７で検出し
た停止動作の開始時の一酸化炭素選択酸化部１１の温度が、１００℃未満であるか否かの
判定が行われる。一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１のうちの少なくと
も一方が１００℃未満である場合には、改質反応部２の温度が１００℃以上であっても、
水蒸気を含まないガスを用いて装置内ガス置換を行う。一方、一酸化炭素変成部１０及び
一酸化炭素選択酸化部１１の温度が１００℃以上である場合には、改質反応部２の温度に
基づいて選択された置換設定に従って水蒸気を含むガスを用いて装置内ガス置換を行う。
【０１０６】
　また、本実施の形態では、実施の形態１において前述したように、停止動作中における
改質反応部２、一酸化炭素変成部１０、及び一酸化炭素選択酸化部１１の温度変化に応じ
て、適宜最適な置換設定を選択して置換ガス種を変更する。
【０１０７】
　本実施の形態によれば、より正確に運転停止動作の開始時の装置の温度状態を把握する
ことができるので、より適切な装置内ガス置換動作を行うことが可能となる。具体的には
、改質反応部２はもちろんのこと、一酸化炭素変成部１０及び一酸化炭素選択酸化部１１
における水凝縮を防止しながら装置内ガス置換動作を行うことが可能となる。例えば、本
実施の形態の実施例として、図９及び図１０の場合の各状況下で装置を運転し、起動開始
から１０分経過後に装置を停止させて上記方法により装置内ガス置換動作を行うとともに
、その後、再び装置を起動させる一連の動作を繰り返し１００回程度行ったところ、改質
触媒では大きな触媒活性の低下が見られず、安定して良好な水素製造を行うことが可能で
あった。
【０１０８】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係る水素製造装置は、実施の形態３の水素製造装置と同様の構
成を有し、実施の形態１の場合と同様にして改質温度測定部３で検出される改質反応部２
の温度に基づき装置の温度状態の判定を行うものであるが、ここでは、運転停止以前の装
置の運転状況に関するデータ、具体的には、停止以前の運転動作時間や、起動時及び運転
時の各部の温度等のデータ（以下、これらのデータを運転データと呼ぶ）が制御部９の記
憶部６２に記憶されており、停止動作の開始時における装置の温度状態の判定では、改質
反応部２の温度とともに、この運転データを考慮して装置の温度状態の判定が行われる。
【０１０９】
　停止動作の開始時の改質反応部２の温度だけで装置の温度状態を判定すると、実施の形
態３において前述したように、一酸化炭素変成部１０や一酸化炭素選択酸化部１１の温度
状態が反映されないため、適切な装置内ガス置換動作を行えない場合がある。ところで、
前述の図９及び図１０に示すように、停止動作の開始時の一酸化炭素変成部１０及び一酸
化炭素選択酸化部１１の温度は、装置の運転及び停止の動作履歴や停止前の運転動作時間
等によって決まるものである。そこで、本実施の形態では、装置の運転及び停止の動作履
歴や停止前の運転動作時間を装置の運転データとして制御部９の記憶部６２に記憶し、装
置の温度状態の判定時には、改質反応部２の温度とともにこの運転データを考慮して判定
を行う。このように装置の運転及び停止の動作履歴や停止前の運転動作時間を考慮するこ
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とにより、温度を直接測定しなくても停止動作の開始時の一酸化炭素変成部１０及び一酸
化炭素選択酸化部１１等の改質反応部２以外の状態を推定でき、よって、各部の温度を考
慮して総括的に装置の温度状態の判定を行うことが可能となる。したがって、改質温度測
定部３の検出温度には反映されない装置の温度状態、ここでは一酸化炭素変成部１０や一
酸化炭素選択酸化部１１等の温度状態、を考慮して装置内ガス置換動作を行うことができ
、よって、実施の形態３の場合と同様、より適切な装置内ガス置換を実施することが可能
となる。
【０１１０】
　（実施の形態５）
　図１１は、本発明の実施の形態５に係る燃料電池発電装置の構成を示す模式的なブロッ
ク図である。図１１に示すように、本実施の形態の燃料電池発電装置は、実施の形態３の
水素製造装置１００’と、固体高分子型燃料電池（以下、単に燃料電池と呼ぶ）１０１と
、水回収装置１０２と、ブロワ１０３と、制御装置９とを主たる構成要素として備えてい
る。制御装置９は、水素製造装置１００’、燃料電池１０１、水回収装置１０２、及びブ
ロワ１０３の制御を行うものであり、ここでは、制御装置９に燃料電池発電装置の停止の
制御信号が出力された時点を燃料電池発電装置の停止動作の開始時とし、全ての構成要素
１００’，１０１，１０２，１０３の動作が停止した状態が燃料電池発電装置の停止であ
る。そして、この燃料電池発電装置の停止動作の開始時が、水素製造装置１００’の停止
動作の開始時に相当する。
【０１１１】
　水素製造装置１００’は、発電燃料配管１０４及び燃料オフガス配管１０５を介して燃
料電池１０１に接続されている。また、燃料電池１０１は、空気配管１０６を介してブロ
ワ１０３に接続されるとともに、水回収配管１０７を介して水回収装置１０２に接続され
ている。この水回収装置１０２は、さらに水回収配管１０７を介して水素製造装置１００
’の水供給部７に接続されている。
【０１１２】
　燃料電池発電装置の運転の際には、まず、前述のように水素製造装置１００’で水素ガ
スの生成が行われる。生成された水素ガスは、発電燃料として、発電燃料配管１０４を通
じて燃料電池１０１の燃料極側に供給される。一方、燃料電池１０１の空気極側には、空
気配管１０６を介して、ブロワ１０３から空気が供給される。燃料電池１０１では、供給
された水素ガスと空気とが反応（以下、発電反応と呼ぶ）して発電が行われるとともに、
この発電反応に伴って熱が発生する。ここでは図示を省略しているが、燃料電池１０１で
得られた電気エネルギーは、電力負荷端末に供給されて種々の用途で使用され、一方、発
電反応に伴って発生した熱エネルギーは、熱回収手段によって回収され、その後、熱負荷
端末に供給されて種々の用途で利用される。熱回収手段としては、例えば、温水回収装置
等が用いられる。
【０１１３】
　燃料電池１０１での発電反応により生じた水は、水回収配管１０７を通じて水回収装置
１０２に回収され、その一部又は全部が、さらに、水回収装置１０７を通じて水素製造装
置１００’の水供給部７に送られる。一方、発電反応に利用されなかった未使用の水素ガ
ス（いわゆるオフガス）は、燃料電池１０１から取り出され、燃料オフガス配管１０５を
通じて水素製造装置１００’の燃焼部４に燃焼燃料として供給される。
【０１１４】
　本実施の形態の燃料電池発電装置では、水素製造装置１００’において効率よく安定し
て水素ガスの製造を行うことが可能であるため、燃料電池１０１に安定して水素ガスの供
給を行うことが可能となる。それゆえ、燃料電池１０１において、安定して電力エネルギ
ー及び熱エネルギーを発生させることが可能となり、省エネルギー性及び経済性に優れた
コージェネレーション装置を実現することが可能となる。
【０１１５】
　（実施の形態６）
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　図１２は本発明の実施の形態６に係る水素製造装置の改質反応部の要部の構成を示す模
式的な断面図、図１３は図１２の改質温度測定部を拡大して示す部分拡大断面図である。
図１２及び図１３において図２と同一符号は同一又は相当する部分を示す。
【０１１６】
　図１２及び図１３に示すように、本実施の形態では、改質温度測定部３が、改質反応部
２の温度を改質ガス流路ｄと燃焼後ガス流路ｇとの間の隔壁（横壁）３３ａを介して検出
するように構成されている。また、水素製造装置１００は、停止時に、内部が置換ガスに
よってパージされないか、又は最終的に空気によってパージされるように構成されている
。その他の点は、実施の形態１と同様である。
【０１１７】
　具体的には、図１３に示すように、改質ガス流路ｄと燃焼後ガス流路ｇとの間の隔壁３
３ａに、燃焼後ガス流路ｇ側から見て凹んでおりかつ改質ガス流路ｄに突出している円筒
状の凹部３３ｃが形成されている。また、燃焼後ガス流路の外壁（横壁）３３ｂの前記凹
部３３ｃに対向する部分に貫通孔３３ｄが形成されている。
【０１１８】
　一方、改質温度測定部３は、一端が開放され他端が閉鎖された円筒状のシース管５１を
有している。シース管５１の開放された一端（以下、開放端という）にはフランジ５１ａ
が形成されている。シース管５１の内部には、先端５４ａが該シース管５１の底部５１ｂ
に接触するようにして、熱電対５４が挿入されている。さらに、シース管５１の内部には
、熱電対５４と管壁との間を埋めるように、粉状の充填材５４が充填されている。この充
填材５４は、熱電対の移動を防止するためのもので、熱伝導性及び電気絶縁性の材料、例
えば酸化マグネシウム（ＭｇＯ２）で構成されている。そして、フランジ５１ａに合わさ
る蓋板５２によってシース管５１の開放端が封止されている。蓋板５２は溶接等の適宜な
手段によってシース管５１のフランジ５１ａに接合されている。また、蓋板５２には貫通
孔が形成されていて、熱電対５４はこの貫通孔を通ってシース管５１の外部に導出されて
いる。
【０１１９】
　この改質温度測定部３のシース管５１が、底部５１ｂを先にして（上に向けて）燃焼後
ガス流路ｇの外壁３３ｂの貫通孔３３ｄを通って隔壁３３ａの凹部３３ｃに嵌挿されてい
る。シース管５１の底部５１ｂ（先端部）は凹部３３ｃの底部（隔壁３３ａ）に接触して
いる。シース管５１は、フランジ５１ａを燃焼後ガス流路ｇの外壁３３ｂにネジ等の適宜
な固定具で固定することによって、該外壁３３ｂに固定されている。フランジ５１ａは、
燃焼後ガス流路ｇの外壁３３ｂとの間にパッキング５５を挟むようにして該外壁３３に固
定されており、それにより、燃焼後ガス流路ｇと外部との間がシールされている。
【０１２０】
　シース管５１及び蓋材５２は、熱伝導性、耐食性、及び耐熱性を有する材料で構成され
ている。これらの特性は、腐食性の雰囲気で使用される温度測定装置用の材料として基本
的に要求されるものである。さらに、シース管５１及び蓋材５２は、本発明を特徴付ける
構成として、酸化雰囲気中で、その表面に腐食に対する保護膜として機能する酸化膜が形
成される。具体的には、本実施の形態では、シース管５１及び蓋材５２はステンレスで構
成され、酸化雰囲気中でその表面にステンレスの酸化膜が形成される。
【０１２１】
　次に、以上のように構成された改質温度測定部３の作用を説明する。
【０１２２】
　図２及び図１３を参照して、例えば、本実施の形態の改質温度測定部３のシース管５１
が実施の形態１（図２参照）と同様に、改質ガス流路ｄと燃焼後ガス流路ｇとの間の隔壁
（縦壁）に、該隔壁３３を貫通するように取り付けられていると仮定すると、シース管５
１が改質ガス流路ｄ中に位置することになる。本実施の形態では、改質ガス流路ｄは、水
素製造装置が停止すると、空気の侵入あるいは空気からなる置換ガスの封入によって、酸
化雰囲気となる。この場合には、シース管５１の表面に酸化膜が形成される。一方、水素
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製造装置の運転時には、改質ガス流路ｄは水素リッチなガスが充満する。すると、改質ガ
ス流路ｄは還元雰囲気となり、シース管５１の表面の酸化膜は還元されて鉄（ステンレス
ではない）になる。そして、改質ガス流路ｄが、次の水素製造装置の運転停止により酸化
雰囲気になると、この鉄が酸化されていわゆる鉄錆となり、それにより、シース管５１が
腐食される。そして、このような水素製造装置の運転及び停止の繰り返しに伴うシース管
５１の酸化還元の繰り返しにより腐食が進行する。
【０１２３】
　これに対し、本実施の形態では、シース管５１が燃焼後ガス流路ｇ内に位置している。
そして、燃焼後ガス流路ｇは水素製造装置の停止時には空気が侵入して酸化雰囲気となる
。一方、水素製造装置の運転時には燃焼後ガスが充満するが、この燃焼後ガスには、燃料
ガスの燃焼用に供給されて燃料ガスの燃焼に消費されなかった空気が含まれているため、
燃焼後ガス流路ｇは酸化雰囲気となる。つまり、燃焼後ガス流路ｇは常に酸化雰囲気とな
っている。従って、水素製造装置の運転及び停止が繰り返されても、上記メカニズムによ
る腐食を防止することができる。なお、改質温度測定部３は、シース管５１の先端（底部
）５１ｂが改質ガス流路ｄを区画する隔壁３３ａ（正確には凹部３３ｃ）に接触し、かつ
熱電対５４の先端５４ａがシース管５１の先端５１ｂに接触しているので、改質反応部２
の温度を正確に検出することができる。この場合、必要に応じて、熱電対５４で検出した
温度を適宜補正してもよく、それによって、より正確に改質反応部２の温度を検出するこ
とができる。
【０１２４】
　以上に説明したように、本実施の形態によれば、酸化雰囲気中でその表面に酸化膜が形
成されるシース管５１を有する改質温度測定部３の水素製造装置の運転及び停止の繰り返
しによる腐食を防止することができる。
【０１２５】
　なお、実施の形態１乃至５では、改質反応部２等の水素製造装置の所要の箇所の温度を
直接検出したが、これを、例えば圧力等の検出により間接的に検出してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明は、装置の停止動作に伴って生じる触媒活性の低下を防止することが可能な水素
製造装置として有用であり、特に、頻繁に装置の運転と停止とを行っても触媒活性が低下
することがない水素製造装置として有用である。このような水素製造装置は、例えば燃料
電池発電装置に利用可能であり、それにより、経済性及び省エネルギー性に優れたコージ
ェネレーション装置が実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る水素製造装置の構成を示す模式的なブロック図であ
る。
【図２】図１の改質反応部の要部の構成を示す模式的な断面図である。
【図３】図１の制御部の構成を示すブロック図である。
【図４】酸化温度と改質反応部のＲｕ金属触媒の比表面積との関係を示す図である。
【図５】図１の制御部に格納された停止動作プログラムの内容を概略的に示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明の実施の形態２に係る水素製造装置の制御部に記憶された運転動作時間と
改質反応部の温度との関係を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る水素製造装置の制御部に格納された停止動作プログ
ラムの内容を概略的に示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態３に係る水素製造装置の構成を示す模式的なブロック図であ
る。
【図９】十分に温度が低下した状態から起動させた場合の改質反応部、一酸化炭素変成部
、及び一酸化炭素選択酸化部の温度変化を示す図である。
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【図１０】長時間運転した後に一旦停止させて直ぐに再起動させた場合の改質部、一酸化
炭素変成部、及び一酸化炭素選択酸化部の温度変化を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態５に係る燃料電池発電装置の構成を示す模式的なブロック
図である。
【図１２】本発明の実施の形態６に係る水素製造装置の改質反応部の要部の構成を示す模
式的な断面図である。
【図１３】図１２の改質温度測定部を拡大して示す部分拡大断面図である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１ 水素生成部
　２ 改質反応部
　３ 改質温度測定部
　４　燃焼部
　５　燃焼ファン
　６　原料供給部
　７　水供給部
　８　予熱部
　９　制御部
　１０　一酸化炭素変成部
　１１　一酸化炭素選択酸化部
　１６　変成温度測定部
　１７　選択酸化温度測定部
　２０　改質触媒層
　３０　本体
　３１　間隙
　３２　縦壁
　３３　横壁
　４０　輻射筒
　４１　バーナ
　４２　火炎
　４３　空気の流路
　４４　燃焼空間
　５１　シース管
　５１ａ　フランジ
　５１ｂ　底部
　５２　蓋材
　５３　充填材
　５４　熱電対
　５４ａ　先端
　５５　パッキング
　６１　処理制御部
　６２　記憶部
　６３　操作入力部
　６４　表示部
　６５　時計部
　１００，１００’　水素製造装置
　１０１　燃料電池
　１０２　水回収装置
　１０３　ブロワ 
　ｃ　混合原料流路
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　ｄ　改質ガス流路
　ｅ　改質触媒収容部
　ｇ　燃焼後ガス流路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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