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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　原料ガスから部分酸化を含む反応により水素リッチな改質ガスを生成する改質反応部
（６）を有する部分酸化改質装置であって、
　　円筒状のハウジング（１）と、該ハウジング（１）内に間隔をあけて配置され、内部
に上記改質反応部（６）が設けられた円筒状の隔壁（２）とを備え、
　　上記隔壁（２）内に、上記改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改質ガス通
路（１１）が、またハウジング（１）と隔壁（２）との間に、上記改質反応部（６）の入
口部（６ａ）に連通する原料ガス通路（３）がそれぞれ設けられ、
　　上記改質ガス通路（１１）の改質ガスと原料ガス通路（３）の原料ガスとの間で熱交
換させる熱交換器（１４）が設けられていることを特徴とする部分酸化改質装置。
【請求項２】
　　改質反応部（６）と原料ガス通路（３）との間の熱移動量を制御する熱移動量制御体
（１０）が設けられていることを特徴とする請求項１記載の部分酸化改質装置。
【請求項３】
　　熱移動量制御体（１０）は耐火性の断熱材であることを特徴とする請求項２記載の部
分酸化改質装置。
【請求項４】
　　改質反応部（６）、原料ガス通路（３）、改質ガス通路（１１）及び熱移動量制御体
（１０）がハウジング（１）内に一体的に設けられていることを特徴とする請求項１記載
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の部分酸化改質装置。
【請求項５】
　　改質反応部（６）がハニカム構造のモノリス（７）からなるものであることを特徴と
する請求項１記載の部分酸化改質装置。
【請求項６】
　　熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）及び改質ガス通路（１１）にそれぞれ臨み
かつガス流に沿って流れる伝熱フィン（１５），（１６）を有し、
　　上記伝熱フィン（１５），（１６）は、波形に折り曲げられていることを特徴とする
請求項１記載の部分酸化改質装置。
【請求項７】
　　伝熱フィン（１５），（１６）は周囲壁部に対しろう付けされて固定されていること
を特徴とする請求項６記載の部分酸化改質装置。
【請求項８】
　　伝熱フィン（１５），（１６）にスリット（１７）が形成されていることを特徴とす
る請求項６又は７記載の部分酸化改質装置。
【請求項９】
　　熱交換器（１４）上流側の原料ガス通路（３）に、改質反応部（６）又は熱交換器（
１４）の少なくとも一方を該改質反応部（６）又は熱交換器（１４）から離れた状態で取
り囲むように配置された略環状空間からなる熱回収部（３４）が設けられていることを特
徴とする請求項１記載の部分酸化改質装置。
【請求項１０】
　　熱回収部（３４）と改質反応部（６）又は熱交換器（１４）との間に熱移動量制御体
（２２）が介在されていることを特徴とする請求項９記載の部分酸化改質装置。
【発明の詳細な説明】
（技術分野）
　　本発明は、炭化水素系の原料ガスを部分酸化反応により改質して燃料電池等に供給す
るための水素を生成する部分酸化改質装置に関する。
（背景技術）
　　一般に、炭化水素やメタノールを改質して水素を生成することができ、このように改
質によって水素を生成する燃料改質装置は、燃料電池や水素エンジン等に使用することが
できる。
【０００１】
　　このような改質装置として、従来、例えば特開平１１―６７２５６号公報に示される
ように、燃料電池システムに組み込まれたものが知られている。この燃料改質装置は、部
分酸化反応に対して活性を呈する触媒が充填された燃料改質器を備えており、この燃料改
質器に原料ガスを導入して、その部分酸化反応によって水素を発生させるようにしている
。
【０００２】
　　すなわち、部分酸化反応においては、次式に示すように、メタン、酸素及び水を含む
原料ガスが部分酸化されて二酸化炭素と水素とに変化するようになっており、その反応の
際に反応熱が生じる。
【０００３】
　　ＣＨ４＋（１／２）Ｏ２＋Ｈ２Ｏ→ＣＯ２＋３Ｈ２

　　ところで、この種の改質装置として、管（ハウジング）の内部に粒状の触媒又はモノ
リスを充填した構造の改質反応部を有するものがあり、このものでは、例えば８００℃程
度に昇温する改質反応部の反応熱が熱ロスとして外部に流出し易く、改質反応部内で温度
むらが生じて反応効率や熱効率が下がるという問題があった。この反応熱を外部に逃がさ
ないようにするには、管の周りに厚さの厚い断熱材を設ける必要がある。
【０００４】
　　また、改質反応部での原料ガスの部分酸化反応を促進するために、その改質反応部に
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供給する原料ガスを所定温度（例えば４６０℃）に予熱しておく必要があり、その予熱の
ために熱交換器からなる予熱器を設ける必要もある。
【０００５】
　　本発明の目的は、改質装置の構造に工夫を凝らすことで、その改質反応部内の温度む
らを低減し、かつその熱効率を向上させるとともに、改質装置をシンプルでコンパクトな
構造とすることにある。
（発明の開示）
　　上記の目的を達成するために、本発明では、改質装置を２重壁タイプのものとし、そ
の内壁内に改質反応部を、また内壁外側に原料ガス通路をそれぞれ配置するようにした。
【０００６】
　　具体的に、本発明は、原料ガスから部分酸化を含む反応により水素リッチな改質ガス
を生成する改質反応部（６）を有する部分酸化改質装置であって、円筒状のハウジング（
１）と、該ハウジング（１）内に間隔をあけて配置され、内部に上記改質反応部（６）が
設けられた円筒状の隔壁（２）とを備え、上記隔壁（２）内に、上記改質反応部（６）の
出口部（６ｂ）に連通する改質ガス通路（１１）が、またハウジング（１）と隔壁（２）
との間に、上記改質反応部（６）の入口部（６ａ）に連通する原料ガス通路（３）がそれ
ぞれ設けられ、上記改質ガス通路（１１）の改質ガスと原料ガス通路（３）の原料ガスと
の間で熱交換させる熱交換器（１４）が設けられている。
【０００７】
　　こうすると、上記改質反応部（６）に供給される、原料ガス通路（３）の原料ガスが
改質反応部（６）での反応熱により高温度となった改質ガスと熱交換器（１４）での熱交
換により加熱されることとなり、改質反応部（６）での反応熱を原料ガスの予熱のために
回収して、この自己熱回収により改質装置の熱効率を向上させることができる。
【０００８】
　　しかも、このように改質反応部（６）の反応熱により原料ガス通路（３）の原料ガス
が加熱されるので、その原料ガスを予熱するための予熱器が原料ガス通路（３）と改質ガ
ス通路（１１）との間に一体的に形成されることとなり、改質装置の構造をシンプルでコ
ンパクトなものとすることができる。
【０００９】
　　上記改質反応部（６）と原料ガス通路（３）との間の熱移動量を制御する熱移動量制
御体（１０）を設けることもできる。こうすれば、改質反応部（６）と原料ガス通路（３
）の燃料ガスとの間の熱交換量を熱移動量制御体（１０）によって適正にコントロールす
ることができるとともに、この熱移動量の制御により改質反応部（６）での温度むらを低
減することができる。
【００１０】
　　その場合、上記熱移動量制御体（１０）は耐火性の断熱材とする。このことで、熱移
動量制御体（１０）の具体的構成が容易に得られる。
【００１１】
　　さらに、上記改質反応部（６）、原料ガス通路（３）、改質ガス通路（１１）及び熱
移動量制御体（１０）をハウジング（１）内に一体的に設けてもよい。このことで、改質
装置の構造をさらにシンプルにしてコストダウンを図ることができる。
【００１２】
　　上記改質反応部（６）はハニカム構造のモノリス（７）からなるものとする。このこ
とで、望ましい構造の改質反応部（６）が得られる。
【００１３】
　　上記熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）及び改質ガス通路（１１）にそれぞれ
臨みかつ各ガス流に沿って延びる伝熱フィン（１５），（１６）を有するものとするのが
よい。こうすると、熱交換器（１４）でのガスの圧力損失を低減できるとともに、熱交換
器（１４）をコンパクトにすることができる。
【００１４】
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　　上記伝熱フィン（１５），（１６）は、波形に折り曲げられているものとする。こう
すると、伝熱フィン（１５），（１６）ないし熱交換器（１４）を容易に製造することが
できる。
【００１５】
　　また、上記伝熱フィン（１５），（１６）を周囲壁部に対しろう付けして固定するよ
うにしてもよい。このことで、伝熱フィン（１５），（１６）と周囲壁部との接触熱抵抗
が小さくなり、量産した場合での熱交換性能を安定して確保することができる。
【００１６】
　　上記伝熱フィン（１５），（１６）にスリット（１７）を形成することもできる。こ
のことで、各ガス通路（３），（１１）が熱交換器（１４）における伝熱フィン（１５）
，（１６）により伝熱面側とその反対側との２つの通路に区画されていても、両通路のガ
スがスリット（１７）を通して混合されるようになり、反対側通路のガスの熱交換を良好
に行うことができるとともに、スリット（１７）の角部による前縁効果をも得られ、これ
らにより熱交換器（１４）の熱交換特性を向上させることができる。
【００１７】
　　上記熱交換器（１４）上流側の原料ガス通路（３）に、改質反応部（６）又は熱交換
器（１４）の少なくとも一方を離れた状態で取り囲むように該改質反応部（６）又は熱交
換器（１４）から配置された略環状空間からなる熱回収部（３４）を設けてもよい。
【００１８】
　　このことで、改質反応部（６）又は熱交換器（１４）から周辺に逃げる熱を熱回収部
（３４）で回収して原料ガスを加熱することができ、部分酸化改質装置全体の熱損失を低
減して、改質反応部（６）の入口部（６ａ）での原料ガス温度を改質反応部（６）での触
媒反応が良好に維持される温度に保つことができる。
【００１９】
　　上記熱回収部（３４）と改質反応部（６）又は熱交換器（１４）との間に熱移動量制
御体（２２）を介在することもできる。こうすれば、熱回収部（３４）と改質反応部（６
）又は熱交換器（１４）との離間距離を小さくして、熱回収部（３４）を設けつつ、部分
酸化改質装置をコンパクトにすることができる。
（発明を実施するための最良の形態）
　　本発明を実施するための最良の形態を実施例として説明する。
【００２０】
　　（実施例１）
　　図１は本発明の実施例１に係る部分酸化改質装置（Ａ）を示し、（１）はその有底角
筒状のハウジングで、このハウジング（１）の内部には１対の対向する隔壁（２），（２
）がハウジング（１）内を１つの内側空間及び２つの外側空間に区画するように配設され
、この隔壁（２），（２）はハウジング（１）と一体に形成されている（図２及び図３参
照）。各隔壁（２）においてハウジング（１）底部側（図１で上側）の端部は切り欠かれ
て上記内側及び外側空間同士が連通しており、この内側及び外側空間の間の連通部と両外
側空間自体とが原料ガス通路（３）に構成されている。この原料ガス通路（３）において
両外側空間のハウジング（１）開口側（図１で下側）の端部は原料ガス入口（４）とされ
、この原料ガス入口（４）は図外の原料ガス管に接続されており、この原料ガス管から供
給された原料ガス（都市ガス及び加湿空気を含む）を原料ガス入口（４）を経てハウジン
グ（１）と各隔壁（２）との間の原料ガス通路（３）に供給するようにしている。
【００２１】
　　上記隔壁（２），（２）間の内側空間においてハウジング（１）底部側には、上記原
料ガスを改質して原料ガスから部分酸化を含む反応により水素リッチな改質ガスを生成す
る改質反応部（６）が設けられ、この改質反応部（６）のハウジング（１）底部側の入口
部（６ａ）は上記ハジング（１）底部に対応する原料ガス通路（３）に連通している。す
なわち、改質反応部（６）に対し原料ガスを供給する原料ガス通路（３）が改質反応部（
６）の周りに部分的に配置され、これら改質反応部（６）と原料ガス通路（３）とはハウ
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ジング（１）内に一体的に設けられている。
【００２２】
　　上記改質反応部（６）は、図３に示すように隔壁（２），（２）間に装填されたハニ
カム構造を有するモノリス（７）からなり、このモノリス（７）においてハウジング（１
）の軸心方向（図１で上下方向）に貫通する多数の貫通孔がガス通路（８）とされている
。上記モノリス（７）は例えばセラミックやアルミニウム等からなり、このモノリス（７
）を担体としてＰｔ、Ｒｈ、Ｒｕの少なくともいずれか１つからなる貴金属系の触媒が担
持されており、このモノリス（７）のガス通路（８）を通過する間に原料ガスが触媒によ
り以下の式のように部分酸化反応して水素リッチな改質ガスに改質されるようになってい
る。
【００２３】
　　ＣＨ４＋（１／２）Ｏ２＋Ｈ２Ｏ→ＣＯ２＋３Ｈ２

　　また、上記隔壁（２），（２）間の内側空間において改質反応部（６）周りの両側に
は耐火性の断熱材からなる１対の熱移動量制御体（１０），（１０）が気密充填された状
態で配置されており、この各熱移動量制御体（１０）により、改質反応部（６）と原料ガ
ス通路（３）との間の熱移動量を制御するようにしている。
【００２４】
　　一方、隔壁（２），（２）間の内側空間においてハウジング（１）開口側（図１で下
側）の空間は上記改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改質ガス通路（１１）に
形成されており、改質反応部（６）で原料ガスから生成された改質ガスを改質ガス通路（
１１）に流すようにしている。よって、改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改
質ガス通路（１１）の周りに上記原料ガス通路（３）が設けられている。また、上記改質
反応部（６）、原料ガス通路（３）、改質ガス通路（１１）及び熱移動量制御体（１０）
，（１０）はハウジング（１）内に一体的に設けられている。尚、上記改質ガス通路（１
１）におけるハウジング（１）開口側の端部は改質ガス出口（１２）とされ、この改質ガ
ス出口（１２）は図外の改質ガス管を介して例えば燃料電池等に接続されている。
【００２５】
　　また、図２に示すように、上記原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガス通路（１１
）の改質ガスとの間で熱交換させる熱交換器（１４）が設けられている。この熱交換器（
１４）は、各隔壁（２）から原料ガス通路（３）に臨むように互いに平行に突出する複数
の原料ガス側伝熱フィン（１５），（１５），…と、改質ガス通路（１１）に臨むように
互いに平行に突出する複数の改質ガス側伝熱フィン（１６），（１６），…とを有する。
そして、原料ガス通路（３）は上記複数の原料ガス側伝熱フィン（１５），（１５），…
からなる混合器を有し、この混合器により、改質反応部（６）に供給される原料ガス、つ
まりその都市ガスと加湿空気とを撹拌して混合させるようにしている。
【００２６】
　　さらに、上記ハウジング（１）の底部には加熱手段としての電気ヒータ（２０）がそ
の加熱部をハウジング（１）内の原料ガス通路（３）に臨ませた状態で取り付けられてお
り、改質装置（Ａ）の起動時にこの電気ヒータ（２０）を作動させて原料ガスを所定温度
まで加熱（予熱）するようにしている。尚、電気ヒータ（２０）に代えてグロープラグを
設けてもよく、さらには原料ガス自体を着火燃焼させるバーナ等を設けることもできる。
また、図１～図３において、（２２）はハウジング（１）の周りを断熱のために覆う断熱
材である。
【００２７】
　　したがって、この実施例においては、改質装置（Ａ）の定常運転時、原料ガス管から
供給された原料ガス（都市ガス及び加湿空気を含む）が原料ガス入口（４）を経てハウジ
ング（１）内に導入され、そのハウジング（１）と各隔壁（２）との間の原料ガス通路（
３）に供給される。この原料ガス通路（３）には熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィ
ン（１５），（１５），…が臨み、熱交換器（１４）の改質ガス側伝熱フィン（１６），
（１６），…は隔壁（２），（２）間の改質ガス通路（１１）に臨んでいるので、この熱
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交換器（１４）により原料ガスと改質ガスとが熱交換されて原料ガスが改質ガスの熱を受
けて所定温度（例えば４６０℃）に予熱される。また、そのとき、上記熱交換器（１４）
の原料ガス側伝熱フィン（１５），（１５），…で構成される混合器により、原料ガスの
都市ガスと加湿空気とが撹拌されて混合される。
【００２８】
　　このようにして改質ガスとの熱交換により予熱された原料ガスは原料ガス通路（３）
をハウジング（１）底部側に流れ、その間に改質反応部（６）の反応熱が熱移動量制御体
（１０）（断熱材）及び隔壁（２）を経て原料ガスに伝達され、この伝熱により原料ガス
がさらに加熱される。
【００２９】
　　上記原料ガス通路（３）を通過した原料ガスはハウジング（１）底部側の入口部（６
ａ）から改質反応部（６）内に流入して、そのハニカム構造のモノリス（７）におけるガ
ス通路（８）で触媒と反応し、その部分酸化を含む反応により水素リッチな改質ガスに改
質される。
【００３０】
　　そのとき、上記混合器により原料ガスの都市ガスと加湿空気とが混合されているので
、改質反応部（６）での部分酸化反応が効率よく行われる。
【００３１】
　　また、上記改質反応部（６）での反応熱は、後続して原料ガス通路（３）を流れる原
料ガスに熱移動量制御体（１０）及び隔壁（２）を介して伝達される。そして、上記熱移
動量制御体（１０）により改質反応部（６）とその周囲にある原料ガス通路（３）との間
の熱移動量が制御され、このことで、改質反応部（６）の反応熱が原料ガス通路（３）の
燃料ガスを加熱するための熱交換量を適正にコントロールすることができる。逆に、この
熱移動量の制御により改質反応部（６）での温度むらを低減して改質反応部（６）での部
分酸化反応をさらに効率よく行わせることができる。
【００３２】
　　上記改質反応部（６）で原料ガスから生成された高温度の改質ガスは改質反応部（６
）の出口部（６ｂ）からハウジング（１）開口側の隔壁（２），（２）間の改質ガス通路
（１１）に流れ、その改質ガス通路（１１）から改質ガス出口（１２）を介して改質ガス
管に送り出され、その後に燃料電池等に供給される。そして、上記改質ガス通路（１１）
には上記熱交換器（１４）の改質ガス側伝熱フィン（１６），（１６），…が臨んでいる
ので、この改質ガスの熱が熱交換器（１４）により回収されて、後に続いて原料ガス通路
（３）を流れる原料ガスに原料ガス側伝熱フィン（１５），（１５），…を介して伝達さ
れる。
【００３３】
　　この実施例の場合、上記のように、改質反応部（６）の周りに原料ガス通路（３）が
設けられているので、改質反応部（６）の周りが原料ガス通路（３）により覆われて、改
質反応部（６）が原料ガス通路（３）により断熱されるようになり、このことで改質反応
部（６）内の温度むらをさらに低減することができる。
【００３４】
　　また、逆に、上記改質反応部（６）周りの原料ガス通路（３）の原料ガスが改質反応
部（６）での反応熱により加熱されるので、改質反応部（６）での反応熱を原料ガスの予
熱のために回収して、この自己熱回収により改質装置（Ａ）の熱効率を向上させることが
できる。
【００３５】
　　しかも、このように改質反応部（６）の反応熱により改質反応部（６）周りの原料ガ
ス通路（３）の原料ガスが加熱されるので、その原料ガスを予熱するための予熱器が原料
ガス通路（３）と改質反応部（６）との間に一体的に形成されることとなり、改質装置（
Ａ）の構造をシンプルでコンパクトなものとすることができる。
【００３６】
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　　しかも、上記改質反応部（６）と原料ガス通路（３）とはハウジング（１）内に一体
的に設けられているので、改質装置（Ａ）の構造をさらにシンプルにしてコストダウンを
図ることができる。
【００３７】
　　また、上記改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改質ガス通路（１１）の周
りに原料ガス通路（３）が設けられていて、この原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガ
ス通路（１１）の改質ガスとが熱交換器（１４）により熱交換するので、その熱交換器（
１４）は原料ガス通路（３）と改質ガス通路（１１）との間に一体的に形成されたものと
なり、改質装置（Ａ）をシンプルでコンパクトな構造にすることができる。
【００３８】
　　さらに、改質反応部（６）、原料ガス通路（３）、改質ガス通路（１１）及び熱移動
量制御体（１０），（１０）がハウジング（１）内に一体的に設けられているので、改質
装置（Ａ）の構造をさらにシンプルにしてコストダウンを図ることができる。
【００３９】
　　また、改質装置（Ａ）の起動時には、電気ヒータ（２０）が作動して原料ガス通路（
３）内の原料ガスが電気ヒータ（２０）により加熱されて、改質反応部（６）の触媒の活
性温度まで昇温される。このことで、改質装置（Ａ）の定常運転までの起動時間を短縮す
ることができる。
【００４０】
　　（実施例２）
　　図４は本発明の実施例２を示し（尚、以下の各実施例では、図１～図３と同じ部分に
ついては同じ符号を付してその詳細な説明は省略する）、ハウジング（１）や隔壁（２）
，（２）等の形状を変更したものである。
【００４１】
　　すなわち、この実施例では、ハウジング（１）及び隔壁（２）は互いに同心状に配置
された円筒状のものとされ、隔壁（２）周囲の環状の外側空間が原料ガス通路（３）に形
成され、内側の空間に改質反応部（６）、熱移動量制御体（１０）及び改質ガス通路（１
１）が設けられている。尚、図示しないが、改質反応部（６）のモノリス（７）は円柱状
となり、熱移動量制御体（１０）は環状のものとなる。
【００４２】
　　そして、熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５），（１５），…は隔壁（
２）の外周面に突設される一方、改質ガス側伝熱フィン（１６），（１６），…は隔壁（
２）内面に改質ガス通路（１１）を複数の部分に区画するように突設されている。
【００４３】
　　したがって、この実施例においても上記実施例１と同様の作用効果を奏することがで
きる。特に、改質反応部（６）及び改質ガス通路（１１）の各々の全体の周りに原料ガス
通路（３）が配置されているので、改質反応部（６）での温度むらの低減や熱効率の向上
の効果がさらに有効に得られる。
【００４４】
　　（実施例３）
　　図５は実施例３を示し、改質反応部（６）周りの構造を変えたものである。すなわち
、この実施例では、上記実施例１（図１参照）と同様に、ハウジング（１）及び隔壁（２
）は角筒状のものとされている。また、改質反応部（６）に対応する隔壁（２）の周囲に
それ全体を取り巻くように位置する外側空間が原料ガス通路（３）とされ、内側の空間に
、角柱状のモノリス（７）を有する改質反応部（６）と、その周りに位置する角筒状の熱
移動量制御体（１０）とが設けられている。その他の構成は実施例１と同様であり、従っ
て、この実施例でも実施例１と同様の作用効果を奏することができる。
【００４５】
　　（実施例４）
　　図６及び図７は実施例４を示し、上記実施例２では、熱交換器（１４）は伝熱フィン
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（１５），（１６）を有するものとしているのに対し、原料ガス通路（３）及び改質ガス
通路（１１）にそれぞれ位置する多孔性固体を有するものとしている。
【００４６】
　　すなわち、この実施例では、上記実施例２の構成（図４参照）において、原料ガス側
伝熱フィン（１５），（１５），…及び改質ガス側伝熱フィン（１６），（１６），…は
省略され、その代わり、原料ガス通路（３）に例えば金属発泡材や発泡セラミックからな
る円筒状の原料ガス側多孔性固体（２４）がハウジング（１）の内周面と隔壁（２）の外
周面との間にそれぞれ空間（いずれも原料ガス通路（３））をあけて配置されており、こ
の原料ガス側多孔性固体（２４）外側の原料ガス通路（３）の原料ガスが多孔性固体（２
４）を通ってその内側の原料ガス通路（３）に流れるようになっている。
【００４７】
　　一方、改良ガス通路（１１）には同様の改質ガス側多孔性固体（２５）が隔壁（２）
内周面との間に空間（改質ガス通路（１１））をあけて設けられており、この改質ガス側
多孔性固体（２５）内側の改質ガス通路（１１）の改質ガスが多孔性固体（２５）を通っ
て外側の改質ガス通路（１１）に流れるようになっている。そして、これら多孔性固体（
２４），（２５）による輻射によって原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガス通路（１
１）の改質ガスとの間で熱交換させるようにしている。その他は実施例２と同様の構成で
ある。よって、この実施例でも実施例２と同様の効果が得られる。
【００４８】
　　以下、参考例について説明する。
【００４９】
　　（参考例１）
　　図８は参考例１を示す（尚、この参考例１以下の各参考例つまり参考例１～７におい
て、「上」及び「下」という用語はそれぞれ各図に示す上側及び下側を示す意味で用いて
おり、部分酸化改質装置（Ａ）自体の上下方向を限定するものではない）。この参考例１
では、ハウジング（１）は略密閉円筒状のもので、このハウジング（１）内の上端部が改
質ガス出口（１２）に形成されている。ハウジング（１）内の下部には略密閉円筒状の隔
壁（２）が下壁部をハウジング（１）の下壁部との間に隙間をあけた状態で同心状に配置
固定されている。隔壁（２）内の空間は入口側仕切壁（２７）により上下２つの空間に仕
切られ、下側の空間には改質反応部（６）が収容されている。また、隔壁（２）の下壁部
及び上記入口側仕切壁（２７）にはそれぞれ多数のガス孔（２８），（２８），…が貫通
形成されている。
【００５０】
　　ハウジング（１）の上部は、下部と同じ位置にある内側壁部（１ａ）と、この内側壁
部（１ａ）の外周面に間隔をあけた状態で気密状に接合された外側壁部（１ｂ）との２重
壁構造に設けられ、両壁部（１ａ），（１ｂ）間には円環状の空間が形成されている。そ
して、このハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間は隔壁（２）内の上側
空間に対し隔壁（２）上端部とハウジング（１）の内側壁部（１ａ）との間に両者を気密
状に貫通するように架設した連通管（２９）内の連通路（３０）により連通されている。
【００５１】
　　一方、ハウジング（１）の外側壁部（１ｂ）の下端部には円周方向に等間隔をあけた
位置に複数本（図示例では２本）の連通管（３１），（３１），…の内端部が貫通した状
態で気密状に接合され、この各連通管（３１）内の連通路（３２）はハウジング（１）の
内側及び外側の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の下端部に連通されている。そして、
上記各連通管（３１）内の連通路（３２）、ハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ
）間の空間、連通管（２９）内の連通路（３０）並びに隔壁（２）内の上側空間により、
改質反応部（６）の入口部（６ａ）に連通する原料ガス通路（３）の下流半部が、またハ
ウジング（１）及び隔壁（２）の各下壁部間の空間並びに隔壁（２）の外周面とハウジン
グ（１）の内周面との間の空間により、改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改
質ガス通路（１１）がそれぞれ形成されており、後述の熱回収部（３４）からの原料ガス
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を各連通路（３２）を経てハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間に供給
し、その空間の上端部から連通路（３０）を介して隔壁（２）内の上側空間に導入して、
入口側仕切壁（２７）のガス孔（２８），（２８），…により改質反応部（６）上端の入
口部（６ａ）に供給する一方、この改質反応部（６）での改質により生成されて出口部（
６ｂ）から出た改質ガスを、隔壁（２）下壁部のガス孔（２８），（２８），…を経て隔
壁（２）及びハウジング（１）の各下壁部間の空間、並びに隔壁（２）外周面とハウジン
グ（１）内周面との間の空間を介してハウジング（１）上端の改質ガス出口（１２）に供
給するようにしている。
【００５２】
　　上記改質反応部（６）の出口部（６ｂ）に連通する改質ガス通路（１１）と、改質反
応部（６）の入口部（６ａ）に連通する原料ガス通路（３）との間に、該改質ガス通路（
１１）の改質ガスと原料ガス通路（３）の原料ガスとの間で熱交換させる熱交換器（１４
）が設けられている。この熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）と改質ガス通路（１
１）とに臨みかつ各々内部のガス流に沿って延びる伝熱フィン（１５），（１６）を有す
るフィン付熱交換器からなる。すなわち、ハウジング（１）の内側壁部（１ａ）外周面と
外側壁部（１ｂ）内周面との間には上記連通路（３０）の接続位置よりも下側位置に原料
ガス通路（３）に臨む原料ガス側伝熱フィン（１５）が、また隔壁（２）外周面とハウジ
ング（１）の内側壁部（１ａ）内周面との間には改質ガス通路（１１）に臨む改質ガス側
伝熱フィン（１６）がそれぞれ互いに対応するように接合固定されている。図９に拡大し
て示すように、この各伝熱フィン（１５），（１６）は波形に折り曲げられていて、原料
ガス側伝熱フィン（１５）の各折曲げ角部はハウジング（１）の外側壁部（１ｂ）内周面
及び内側壁部（１ａ）外周面に対し、また改質ガス側伝熱フィン（１６）の各折曲げ角部
は隔壁（２）の外周面及びハウジング（１）の内側壁部（１ａ）内周面に対しそれぞれろ
う付けされて固定されている。
【００５３】
　　以上の構造により、熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガス
通路（１１）の改質ガスとがいずれも伝熱フィン（１５），（１６）の入口側（図８の下
側）から出口側（同上側）に向かって同じ向きに流れる並行流式（「並流式」ともいう）
の熱交換器とされている。また、この熱交換器（１４）と改質反応部（６）の出口部（６
ｂ）とを連通する部分の改質ガス通路（１１）は改質反応部（６）の周りに設けられてい
る。
【００５４】
　　さらに、上記ハウジング（１）の周りには円環状空間からなる熱回収部（３４）が改
質反応部（６）及び熱交換器（１４）の双方を該改質反応部（６）及び熱交換器（１４）
から所定寸法離れた状態で取り囲むように配置されている。すなわち、ハウジング（１）
の周りには略ハウジング（１）の下端から隔壁（２）の上端までの長さを有する円筒体（
３５）が同心状に配設されている。この円筒体（３５）は互いに同心状に配置された径の
異なる円筒状の内外側壁（３５ａ），（３５ｂ）と、両側壁（３５ａ），（３５ｂ）間の
円環状空間の上下開口をそれぞれ気密状に閉塞する円環状の上下壁（３５ｃ），（３５ｄ
）とからなっていて、これら内外側壁（３５ａ），（３５ｂ）及び上下壁（３５ｃ），（
３５ｄ）に囲まれた空間が熱回収部（３４）に構成されている。そして、上記内側壁（３
５ａ）の略上下中央位置に、上記ハウジング（１）の外側壁部（１ｂ）下端部に内端部を
接合固定せしめた各連通管（３１）の外端部が貫通状態で接合固定され、一方、外側壁（
３５ｂ）の下端部は原料ガス入口管（３７）内の原料ガス入口（４）に連通しており、こ
の原料ガス入口（４）から熱回収部（３４）に至る部分により原料ガス通路（３）の上流
半部が構成されている。よって、熱回収部（３４）は、熱交換器（１４）上流側の原料ガ
ス通路（３）に、改質反応部（６）及び熱交換器（１４）を該改質反応部（６）及び熱交
換器（１４）から離れた状態で取り囲むように設けられている。また、熱回収部（３４）
と熱交換器（１４）とは複数の並列の連通路（３２），（３２），…により連通されてい
る。尚、上記改質反応部（６）と熱回収部（３４）との間隔は、例えばハウジング（１）
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下部の外径ｄ１が６０．５ｍｍのときに円筒体（３５）の内側壁（３５ａ）の内径ｄ２が
１３４．２ｍｍとなるように設定される。
【００５５】
　　また、上記ハウジング（１）、連通管（３１）、円筒体（３５）及び原料ガス入口管
（３７）はいずれもセラミックウール等の熱移動量制御体としての断熱材（２２）内に埋
設されている。このことで、熱回収部（３４）と改質反応部（６）及び熱交換器（１４）
との間、具体的には円筒体（３５）の内側壁（３５ａ）内周面とハウジング（１）外周面
との間に熱移動量制御体として機能する断熱材（２２）が介在されている。
【００５６】
　　したがって、この参考例の場合、原料ガス入口（４）に導入された原料ガスは円筒体
（３５）内の熱回収部（３４）に供給された後、この熱回収部（３４）から各連通路（３
２）を介してハウジング（１）の内側及び外側の壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の下端
部に導入される。この空間に導入された原料ガスは熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フ
ィン（１５）の間を通って改質ガスとの熱交換により加熱されながら上端部に向かい、そ
の上端部から連通路（３０）を経由して隔壁（２）内の上側空間に供給され、この上側空
間から入口側仕切壁（２７）のガス孔（２８），（２８），…を通過して改質反応部（６
）に入口部（６ａ）から導入され、その触媒との部分酸化を含む反応により水素リッチな
改質ガスに改質される。この改質反応部（６）の出口部（６ｂ）から出た改質ガスは隔壁
（２）の下壁部のガス孔（２８），（２８），…を通ってハウジング（１）及び隔壁（２
）の各下壁部間の空間に移動した後、改質反応部（６）に対応する隔壁（２）周りの空間
（改質ガス通路（１１））を経て上記熱交換器（１４）に至り、その改質ガス側伝熱フィ
ン（１６）の間を通過して改質ガス出口（１２）に供給され、この熱交換器（１４）にお
いて放熱して原料ガス側伝熱フィン（１５）間を流れる原料ガスの加熱に供される。
【００５７】
　　この場合、上記実施例１と同様に、改質反応部（６）に供給される原料ガス通路（３
）の原料ガスが、改質反応部（６）での反応熱により高温度となった改質ガス通路（１１
）の改質ガスと熱交換器（１４）で熱交換されて加熱されるので、改質反応部（６）での
反応熱を原料ガスの予熱のために回収して、この自己熱回収により改質装置（Ａ）の熱効
率を向上させることができる。
【００５８】
　　しかも、このように改質反応部（６）の反応熱により原料ガス通路（３）の原料ガス
が加熱されるので、その原料ガスを予熱するための予熱器が原料ガス通路（３）と改質ガ
ス通路（１１）との間に一体的に形成されることとなり、改質装置（Ａ）の構造をシンプ
ルでコンパクトなものとすることができる。
【００５９】
　　また、この参考例においては、上記熱交換器（１４）上流側の原料ガス通路（３）に
該原料ガス通路（３）の一部をなす円環状空間からなる熱回収部（３４）が設けられ、こ
の熱回収部（３４）は改質反応部（６）及び熱交換器（１４）の周りに離れた状態でそれ
らを取り囲むように配置されているので、改質反応部（６）及び熱交換器（１４）から改
質装置（Ａ）の周辺に逃げようとする熱を熱回収部（３４）で効率よく回収して原料ガス
を加熱することができる。その結果、改質装置（Ａ）全体の熱損失を低減して、改質反応
部（６）の入口部（６ａ）での原料ガス温度を改質反応部（６）での触媒反応が良好に維
持される温度に保つことができる。
【００６０】
　　しかも、上記熱回収部（３４）と改質反応部（６）及び熱交換器（１４）との間に熱
移動量制御体となる断熱材（２２）が介在しているので、熱回収部（３４）と改質反応部
（６）及び熱交換器（１４）との離間距離を小さくしつつ、上記熱回収部（３４）での熱
回収を行うことができ、熱回収部（３４）を備えた構造であっても、部分酸化改質装置（
Ａ）をコンパクトにすることができる。
【００６１】
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　　また、上記熱回収部（３４）と熱交換器（１４）とが複数の並列の連通路（３２），
（３２），…により連通されているので、改質装置（Ａ）の構造を簡単にできるとともに
、熱回収部（３４）と改質反応部（６）及び熱交換器（１４）との間、つまりハウジング
（１）と円筒体（３５）との間に介在される上記断熱材（２２）の挿入を容易に行って改
質装置（Ａ）を容易に製造することができる。
【００６２】
　　さらに、上記改質反応部（６）の周りに、その出口部（６ｂ）から出て熱交換器（１
４）に至る一部の改質ガス通路（１１）が改質反応部（６）を取り囲むように配置されて
いるので、改質反応部（６）が周りを改質ガス通路（１１）により覆われて該改質ガスに
より断熱されるようになり、改質反応部（６）内の温度を触媒反応温度に良好に保持する
ことができる。しかも、このように改質反応部（６）の出口部（６ｂ）から熱交換器（１
４）に至る改質ガス通路（１１）が改質反応部（６）周りに一体的に形成されるので、改
質装置（Ａ）の構造をシンプルでコンパクトなものとすることができる。
【００６３】
　　また、上記熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガス通路（１
１）の改質ガスとが各伝熱フィン（１５），（１６）の入口側から出口側に向かって同じ
向きに流れる並行流式（並流式）熱交換器であるので、改質装置（Ａ）の負荷の変動によ
り改質反応部（６）でのガス流量が変化しても、その影響を受けることなく、改質反応部
（６）の入口部（６ａ）及び出口部（６ｂ）の各ガス温度をそれぞれ略一定に保つことが
できる。つまり、熱交換器（１４）の熱交換量は同じであるので、原料ガスと改質ガスと
が入口側から出口側に向かって逆向きに流れる対向流タイプの熱交換器（実施例１参照）
であると、ガス流量が減少したときに、熱交換量が過度になって改質反応部（６）の入口
部（６ａ）の原料ガス温度が上昇し過ぎる。しかも、出口部（６ｂ）の改質ガス温度が下
がり過ぎることが生じる。しかし、この参考例では、熱交換器（１４）が並行流式熱交換
器であるので、上記のような問題が生じることはない。
【００６４】
　　加えて、上記熱交換器（１４）は、原料ガス通路（３）の原料ガスと改質ガス通路（
１１）の改質ガスとの各ガス流に沿って延びる伝熱フィン（１５），（１６）を有するフ
ィン付熱交換器であるので、熱交換器（１４）でのガスの圧力損失を低減できるとともに
、熱交換器（１４）をコンパクトにすることができる。
【００６５】
　　しかも、上記各伝熱フィン（１５），（１６）は波形に折り曲げられているので、そ
の伝熱フィン（１５），（１６）、延いては熱交換器（１４）を容易に製造することがで
きる。
【００６６】
　　また、上記各伝熱フィン（１５），（１６）が折曲げ角部にてハウジング（１）の壁
部（１ａ），（１ｂ）及び隔壁（２）にろう付け固定されているので、伝熱フィン（１５
），（１６）とハウジング（１）及び隔壁（２）との接触熱抵抗は小さくなり、熱交換器
（１４）（改質装置（Ａ））を量産した場合での熱交換性能を安定して確保することがで
きる。
【００６７】
　　尚、上記熱回収部（３４）とハウジング（１）の壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間と
を連通する連通路（３２）（連通管（３１））は複数ではなくて１つでもよい。
【００６８】
　　また、上記参考例では、熱回収部（３４）は改質反応部（６）及び熱交換器（１４）
の双方を覆うように配置されているが、熱回収部（３４）を改質反応部（６）又は熱交換
器（１４）のいずれか一方を覆うように配置することもできる。
【００６９】
　　さらに、図１０及び図１１に示すように（図１０は伝熱フィン（１５），（１６）を
展開した状態で示している）、伝熱フィン（１５），（１６）において折曲げ角部以外の
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部分に多数のスリット（１７），（１７），…（開口部）を形成してもよい。こうすると
、熱交換器（１４）における各ガス通路（３），（１１）が伝熱フィン（１５），（１６
）により伝熱面側とその反対側との２つの通路に区画されていても、両通路のガスが各ス
リット（１７）を通して混合されるようになり、反対側通路のガスの熱交換を良好に行う
ことができる。しかも、スリット（１７）の角部によるガス流の前縁効果も得られること
となり、これらにより熱交換器（１４）の熱交換特性を向上させることができる利点があ
る。
【００７０】
　　（参考例２）
　　図１２は参考例２を示し、熱交換器（１４）のタイプ等を変えたものである。すなわ
ち、この参考例では、ハウジング（１）の上部は、下部と同じ位置にある外側壁部（１ｂ
）と、この外側壁部（１ｂ）の内周面に間隔をあけた状態で気密状に接合された内側壁部
（１ａ）との２重壁構造とされていて、両壁部（１ａ），（１ｂ）間に円環状の空間が形
成され、この空間の上端部は、外側壁部（１ｂ）を貫通する１本の連通管（３１）内の連
通路（３２）により円筒体（３５）内の熱回収部（３４）に連通されている。また、隔壁
（２）の上部は下部よりも小径の小径部（２ａ）とされていて、この小径部（２ａ）の上
端はハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の下端部近くに位置し、これ
ら小径部（２ａ）と両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の下端部とは複数の連通路（３０
），（３０），…により連通されており、熱回収部（３４）からの原料ガスを連通路（３
２）、ハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間、連通路（３０）、隔壁（
２）の小径部（２ａ）を介して改質反応部（６）の入口部（６ａ）に供給する原料ガス通
路（３）が形成されている。
【００７１】
　　そして、熱交換器（１４）は、上記ハウジング（１）の内側壁部（１ａ）内の空間た
る改質ガス通路（１１）において隔壁（２）の小径部（２ａ）よりも上側に上端部を閉塞
した状態で配置された、上記実施例４と同様の構造の円環状の改質ガス側多孔性固体（２
５）と、ハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間たる原料ガス通路（３）
に外周部を外側壁部（１ｂ）内周面に固定した状態で配置された円環状の原料ガス側多孔
性固体（２４）とからなり、両多孔性固体（２４），（２５）による輻射によって原料ガ
ス通路（３）の原料ガスと改質ガス通路（１１）の改質ガスとの間で熱交換させるように
している。尚、この熱交換器（１４）は、上記参考例１とは異なり、原料ガス通路（３）
の原料ガスと改質ガス通路（１１）の改質ガスとが入口側から出口側に向かって逆向き流
れる対向流式熱交換器とされている。その他は参考例１と同様の構成である。よって、こ
の参考例でも参考例１と同様の効果が得られる。
【００７２】
　　（参考例３）
　　図１３は参考例３を示し、熱交換器（１４）の改質ガス側伝熱フィン（１６）を隔壁
（２）内の全体に亘って配置したものである。
【００７３】
　　すなわち、この参考例では、ハウジング（１）内に隔壁（２）が同心状に配置され、
この隔壁（２）内の下端部にガス孔（２８），（２８），…を有する入口側仕切壁（２７
）が隔壁（２）の下壁部との間に空間を形成するように配置され、この仕切壁（２７）の
上側に改質反応部（６）が収容され、隔壁（２）内の上端部は改質ガス出口（１２）とさ
れている。
【００７４】
　　ハウジング（１）の上端は隔壁（２）の外周面に接合されて閉塞され、ハウジング（
１）内の隔壁（２）との間の空間の下端部は原料ガス入口管（３７）内の原料ガス入口（
４）に連通されている一方、同空間の上端部はハウジング（１）の側壁上端部を貫通する
連通管（２９）内の連通路（３０）に連通され、連通管（２９）の下端部はハウジング（
１）及び隔壁（２）を気密状に貫通していて、連通路（３０）の下端部が隔壁（２）内の
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入口側仕切壁（２７）下側の空間に連通しており、原料ガス入口（４）のガスをハウジン
グ（１）内の下端部から隔壁（２）との間の空間及び連通管（２９）内の連通路（３０）
により改質反応部（６）の入口部（６ａ）に供給する原料ガス通路（３）が、また隔壁（
２）内の空間のうち改質反応部（６）上側の空間により改質ガス通路（１１）がそれぞれ
形成されている。
【００７５】
　　そして、上記改質反応部（６）上側の空間たる改質ガス通路（１１）と、ハウジング
（１）内の隔壁（２）との間の空間たる原料ガス通路（３）とに亘り、上記参考例１と同
様の並行流式のフィン付熱交換器（１４）が配置されている。図１４に示すように、この
熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）は参考例１と同様に、内周側及び外周
側の双方の折曲げ角部がそれぞれハウジング（１）内周面及び隔壁（２）外周面にろう付
けにより接合されている。一方、改質ガス側伝熱フィン（１６）は原料ガス側伝熱フィン
（１５）と同様に全体として円環状のものであるが、外周側の折曲げ角部のみが隔壁（２
）内周面にろう付けにより接合されていて、内周側折曲げ角部は固定されていない。
【００７６】
　　また、改質ガス側伝熱フィン（１６）の下側には出口側仕切壁（３９）が配置されて
いて、この仕切壁（３９）の周縁部に貫通孔からなる多数のガス孔（２８），（２８），
…が改質ガス側伝熱フィン（１６）の位置に対応して開口されており、改質反応部（６）
の出口部（６ｂ）から出てきた改質ガスを仕切壁（３９）周縁部のガス孔（２８），（２
８），…を通過させて改質ガス側伝熱フィン（１６）に強制的に案内するようにしている
。
【００７７】
　　尚、この参考例では、上記参考例１の如き熱回収部（３４）は設けられていない。
【００７８】
　　したがって、この参考例においては、並行流式の熱交換器（１４）を用いたことによ
る作用効果が得られる。すなわち、改質装置（Ａ）の負荷の変動により改質反応部（６）
でのガス流量が変化しても、その影響を受けることなく、改質反応部（６）の入口部（６
ａ）及び出口部（６ｂ）の各ガス温度をそれぞれ略一定に保つことができる。
【００７９】
　　また、熱交換器（１４）として、伝熱フィン（１５），（１６）が波形に折り曲げら
れているフィン付熱交換器であるので、熱交換器（１４）でのガスの圧力損失を低減でき
るとともに、熱交換器（１４）をコンパクトにすることができ、伝熱フィン（１５），（
１６）及び熱交換器（１４）を容易に製造することができる。しかも、熱交換器（１４）
の原料ガス側伝熱フィン（１５）が折曲げ角部にてハウジング（１）の壁部及び隔壁（２
）に、また改質ガス側伝熱フィン（１６）が外周側の折曲げ角部にて隔壁（２）内周面に
それぞれろう付け固定されているので、伝熱フィン（１５），（１６）とハウジング（１
）及び隔壁（２）との接触熱抵抗が小さくなって、熱交換器（１４）の熱交換性能を安定
して確保することができる。
【００８０】
　　（参考例４）
　　図１５は参考例４を示し、基本的には上記参考例３の構造に熱回収部（３４）を追加
したものである。
【００８１】
　　すなわち、この参考例では、ハウジング（１）内部に隔壁（２）が設けられておらず
、ハウジング（１）内下部にガス孔（２８），（２８），…を有する入口側仕切壁（２７
）がハウジング（１）の下壁部と空間をあけて配置され、この仕切壁（２７）の上側に改
質反応部（６）が配設されている。
【００８２】
　　また、上記参考例１（図８参照）と同様に、ハウジング（１）の上部は、下部と同じ
位置にある内側壁部（１ａ）と、この内側壁部（１ａ）の外周面に接合された外側壁部（
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１ｂ）との２重壁構造とされ、両壁部（１ａ），（１ｂ）間の円環状の空間の上端部は上
記ハウジング（１）内下端部の空間に対し連通管（２９）内の連通路（３０）により連通
している一方、両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の下端部は、円筒体（３５）内の熱回
収部（３４）と１本（複数本でもよい）の連通管（３１）内の連通路（３２）により連通
している。
【００８３】
　　尚、上記参考例３と同様に、ハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間
に並行流式のフィン付熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）が、また内側壁
部（１ａ）内の上部に同熱交換器（１４）の上記参考例３（図１３参照）と同様の改質ガ
ス側伝熱フィン（１６）がそれぞれ配設されている。また、熱回収部（３４）を形成する
円筒体（３５）は上記参考例１の構造とは異なり、上下壁（３５ｃ），（３５ｄ）がなく
て、円環状の内外側壁（３５ａ），（３５ｂ）の上下端部同士を直接に気密状に接合一体
化してなる（図示例では外側壁（３５ｂ）の上下端部が半径方向内側に折り曲げられて内
側壁（３５ａ）の上下端部に接合されている）。
【００８４】
　　したがって、この参考例の場合、上記参考例１と同様の作用効果を奏することができ
る。
【００８５】
　　（参考例５）
　　図１６は参考例５を示す。この参考例では、ハウジング（１）内の隔壁（２）は、間
隔をあけて互いに同心状に配置された内側及び外側隔壁（２ｂ），（２ｃ）の２重構造に
形成され、両隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の下端部は円環状の下壁（２ｄ）により気密状に
閉塞されているが、上端部は開放されている。そして、内側隔壁（２ｂ）内の下部にガス
孔（２８），（２８），…を有する入口側仕切壁（２７）が配置されていて、その上に改
質反応部（６）が収容されている。一方、内側隔壁（２ｂ）内の上端には並行流式のフィ
ン付熱交換器（１４）の改質ガス側伝熱フィン（１６）が上記参考例３と同様に配置され
ている。また、両隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の円環状空間は上下略中央部で円環状の仕切
壁（４１）により区画され、その上側の空間には上記熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱
フィン（１５）が収容されてろう付け固定されている。そして、内側及び外側隔壁（２ｂ
），（２ｃ）間の空間において原料ガス側伝熱フィン（１５）と仕切壁（４１）との間に
、外端部が熱回収部（３４）に連通する連通路（３２）の内端部が接続されており、熱回
収部（３４）から連通路（３２）を介して内側及び外側隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の空間
の仕切壁（４１）上側に供給された原料ガスを原料ガス側伝熱フィン（１５）を通過させ
た後に両隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の空間の上端からハウジング（１）と外側隔壁（２ｃ
）との間の空間に導出して外側隔壁（２ｃ）周りを下側に流した後、改質反応部（６）の
入口部（６ａ）に供給するようにしている。尚、熱回収部（３４）を形成する円筒体（３
５）は上記参考例１と同様の構造である。
【００８６】
　　その他は上記参考例１と同様の構成である。従って、この参考例でも上記参考例２と
同様の作用効果を奏することができる。
【００８７】
　　（参考例６）
　　図１７は参考例６を示し、改質反応部（６）を分割したものである。
【００８８】
　　すなわち、この参考例では、上記参考例２と同様に、ハウジング（１）の上部は、下
部と同じ位置にある外側壁部（１ｂ）と、この外側壁部（１ｂ）の内周面に接合された内
側壁部（１ａ）との２重壁構造とされていて、両壁部（１ａ），（１ｂ）間に円環状の空
間が形成され、この空間の下端部が連通路（３２）により円筒体（３５）内の熱回収部（
３４）に連通されている。尚、円筒体（３５）は、上記参考例４（図１５参照）と同様に
、内外側壁（３５ａ），（３５ｂ）の上下端部同士を直接に接合してなるものである。
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【００８９】
　　また、隔壁（２）上部の小径部（２ａ）上端はハウジング（１）の両壁部（１ａ），
（１ｂ）間の空間の上端部近くに位置し、この小径部（２ａ）上とハウジング（１）の両
壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間の上端部とは複数の連通路（３０），（３０），…によ
り連通されており、熱回収部（３４）からの原料ガスを連通路（３２）、ハウジング（１
）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間、連通路（３０），（３０），…、隔壁（２）の
小径部（２ａ）内を介して改質反応部（６）の入口部（６ａ）に供給する原料ガス通路（
３）が形成されている。
【００９０】
　　さらに、ハウジング（１）の両壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間たる原料ガス通路（
３）に並行流式のフィン付熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）が外周部を
外側壁部（１ｂ）内周面に、また内周部を内側壁部（１ａ）外周面にそれぞれろう付け固
定した状態で配置され、ハウジング（１）の内側壁部（１ａ）と隔壁（２）の小径部（２
ａ）との間の空間たる改質ガス通路（１１）に改質ガス側伝熱フィン（１６）が外周部を
内側壁部（１ａ）内周面に、また内周部を小径部（２ａ）外周面にそれぞれろう付け固定
した状態で配置されている。
【００９１】
　　そして、改質反応部（６）は、上記隔壁（２）の下部に位置する円柱状の第１反応部
（４３）と、該第１反応部（４３）の周り、つまりハウジング（１）内下部及び隔壁（２
）下部の間の空間に設けられた円環状の第２反応部（４４）とに分割され、第２反応部（
４４）下端の入口部は第１反応部（４３）下端の出口部に対しハウジング（１）下壁部と
隔壁（２）下壁部との間の空間を介して連通している。また、第１反応部（４３）のガス
の流れが下向きで、第２反応部（４４）のガスの流れが上向きとされて両反応部のガスの
流れは逆方向とされている。
【００９２】
　　したがって、この参考例においては、熱回収部（３４）からの原料ガスは、連通路（
３２）を通ってハウジング（１）の内外側の壁部（１ａ），（１ｂ）間の空間に供給され
た後、熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）で加熱されて連通路（３０），
（３０），…及び隔壁（２）の小径部（２ａ）を介して改質反応部（６）の入口部（６ａ
）に導入される。一方、この改質反応部（６）により生成された改質ガスはハウジング（
１）の内側壁部（１ａ）と隔壁（２）の小径部（２ａ）との間の空間（改質ガス通路（１
１））を通って熱交換器（１４）の改質ガス側伝熱フィン（１６）で吸熱された後に改質
ガス出口（１２）に至る。
【００９３】
　　そのとき、上記改質反応部（６）は、隔壁（２）内の第１反応部（４３）と、該第１
反応部（４３）の周りに設けられた第２反応部（４４）とに直列に分割され、これら第１
及び第２反応部（４３），（４４）のガスの流れが逆向きであるので、改質反応部（６）
の第１反応部（４３）の周りが第２反応部（４４）により覆われて断熱されるようになり
、改質反応部（６）内の温度を高い温度に保持することができるとともに、改質反応部（
６）自体を２重構造として、改質装置（Ａ）の構造をシンプルでコンパクトなものとする
ことができる。
【００９４】
　　（参考例７）
　　図１８は参考例７を示し、上記参考例６（図１７参照）の構成において、熱交換器（
１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）と改質ガス側伝熱フィン（１６）との配置を代え
たものである。
【００９５】
　　すなわち、この参考例では、隔壁（２）の上部が部分的に互いに同心状に配置された
内側及び外側隔壁（２ｂ），（２ｃ）の２重構造とされ、両側隔壁（２ｂ），（２ｃ）間
に上方に開放された有底円環状の空間が形成されている。また、外側隔壁（２ｃ）の外壁



(16) JP 4736298 B2 2011.7.27

10

20

30

40

部はドーム状の上壁（２ｅ）により内側隔壁（２ｂ）の上端と隙間をあけた状態で気密状
に閉塞されている。さらに、隔壁（２）の両側隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の空間の上部に
並行流式のフィン付熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）が、また外側隔壁
（２ｃ）とハウジング（１）との間の空間に改質ガス側伝熱フィン（１６）がそれぞれ配
置されている。そして、隔壁（２）の両側隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の空間の下端部に熱
回収部（３４）からの連通路（３２）が連通されており、熱回収部（３４）から連通路（
３２）を経て隔壁（２）の両側隔壁（２ｂ），（２ｃ）間の空間の下端部に供給された原
料ガスを熱交換器（１４）の原料ガス側伝熱フィン（１５）で加熱した後に内側隔壁（２
ｂ）内に上端から導入して改質反応部（６）の第１反応部（４３）に供給するようにして
いる。
【００９６】
　　したがって、この参考例においても上記参考例６と同様の作用効果を得ることができ
る。
【００９７】
　　尚、上記各実施例および各参考例では、改質反応部（７）をモノリスで構成している
が、粒状の触媒を充填したものを用いることもできる。また、本発明は、上記実施例の如
き燃料電池システム以外に用いられる改質装置にも適用できるのはいうまでもない。
（産業上の利用可能性）
　　本発明は、燃料電池や水素エンジン等に使用する水素を、炭化水素やメタノールを含
む原料ガスを改質反応部での部分酸化反応により改質して生成する場合に、改質反応部内
の温度むらを低減し、原料ガスを改質反応部での反応熱により予熱して、自己熱回収によ
り熱効率を向上させ、原料ガスの予熱のための予熱器を一体的に形成して装置の構造のコ
ンパクト化を図ることができ、燃料電池や水素エンジン等の実用性を向上できる点で産業
上の利用可能性は高い。
【図面の簡単な説明】
　　図１は本発明の実施例１に係る部分酸化改質装置を示す断面図である。
　　図２は図１のII－II線断面図である。
　　図３は図１のIII－III線断面図である。
　　図４は実施例２を示す図２相当図である。
　　図５は実施例３を示す図３相当図である。
　　図６は実施例４を示す図２相当図である。
　　図７は実施例４の要部を示す断面図である。
　　図８は参考例１を示す改質装置の断面図である。
　　図９は図８のIX－IX線断面図である。
　　図１０はスリットを有する伝熱フィンを展開して示す拡大正面図である。
　　図１１はスリットを有する伝熱フィンの拡大断面図である。
　　図１２は参考例２を示す図８相当図である。
　　図１３は参考例３を示す図８相当図である。
　　図１４は図１３のXIV－XIV線断面図である。
　　図１５は参考例４を示す図８相当図である。
　　図１６は参考例５を示す図８相当図である。
　　図１７は参考例６を示す図８相当図である。
　　図１８は参考例７を示す図８相当図である。
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