
JP 5276300 B2 2013.8.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の（１）～（４）の工程を備えるとともに、後記再生オフガス中のＣＯ濃度および
／または後記改質ガス中のＣＯ濃度をオンラインにて計測し、これらの計測されたＣＯ濃
度に基づいて後記炭化水素含有ガスの流量を調整することを特徴とする燃料電池用水素ガ
スの製造方法。
　（１）後記改質用原料を改質器にて改質して主としてＨ２とＣＯからなる改質ガスを得
る改質工程
　（２）前記改質ガスを変成器に導入し、該改質ガス中のＣＯをＨ２に変成して水素リッ
チな変成ガスを得る変成工程
　（３）前記変成ガスをＣＯ除去装置に通じて、該変成ガス中のＣＯを吸着除去して燃料
電池用水素ガスを得る工程であって、前記ＣＯ除去装置は、ＣＯ吸着剤を充填した複数の
ＣＯ吸着器からなり、その少なくとも１つのＣＯ吸着器にて前記ＣＯ吸着除去操作を行い
つつ、別の少なくとも１つのＣＯ吸着器にて炭化水素含有ガスを再生用ガスとして流通さ
せてＣＯ吸着剤の再生を行うＣＯ除去工程
　（４）前記別の少なくとも１つのＣＯ吸着器からの再生オフガスを前記原料ガスに合流
させて改質用原料とする再生オフガス循環工程
【請求項２】
　前記ＣＯ吸着剤が、シリカ、アルミナ、活性炭、グラファイトおよびポリスチレン系樹
脂よりなる群から選択される１種以上の担体に、ハロゲン化銅（Ｉ）および／もしくはハ
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ロゲン化銅（II）を担持させた材料、またはこの材料を還元処理したものである請求項１
に記載の燃料電池用水素ガスの製造方法。
【請求項３】
　前記変成器を省略し、前記改質器のみで前記改質用原料から直接前記変成ガスを得るよ
うにした請求項１または２に記載の燃料電池用水素ガスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池用水素ガスの製造方法に関し、より詳しくは、燃料電池設備を稼動
するためのエネルギ源となる水素ガスを改質用原料の改質によって製造する際に、副生物
として発生してくるＣＯガスを吸着によって効率良く除去し、そのＣＯガスを有効に利用
することにより、水素ガスの製造コストを最適に低減できるように改善された方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化防止対策ともあいまって、エネルギの原油依存体質からの脱却が世界
的規模で重要課題となっており、環境保全に対する取組みが先行する欧州の先進国はもと
より、米国や日本をはじめとするアジア諸国においても、水素ガスをエネルギ源とする燃
料電池の実用化が積極的に進められている。
【０００３】
　燃料電池の燃料として使用される水素ガスの製造方法についても多くの研究が進められ
ているが、現時点で最も実用性の高い製造方法とされているのは、原料燃料として天然ガ
ス、プロパンガス、合成ガス、石油、軽油、重油、メタンハイドレート、メタノール、エ
タノール、ジメチルエーテル、製鉄副生ガスなどを使用し、これらを分解または改質して
水素ガスを製造する方法である。
【０００４】
　これらの原料燃料を改質して水素ガスを製造する方法、例えば天然ガスを原料燃料とし
て用いるプロセスでは、通常水蒸気改質＋変成法が最もよく用いられている。天然ガスの
主成分はメタン（ＣＨ４）であり、水蒸気改質＋変成法においては以下のような２段階の
反応で水素が生成する。
【０００５】
（１）改質反応
ＣＨ４＋Ｈ２Ｏ→ ＣＯ＋３Ｈ２

（２）変成反応
ＣＯ＋Ｈ２Ｏ→ ＣＯ２＋Ｈ２

【０００６】
　上記のような反応が理想的に進行すれば、生成物はＨ２とＣＯ２のみであるが、実際に
はメタンのコーキングによる炭素の生成防止の観点より、過剰の水蒸気を用いるために、
改質反応および変性反応後のガス（以下、「変成ガス」と呼ぶ。）中には水素（Ｈ２）と
合わせて水蒸気（Ｈ２Ｏ）や未反応メタン（ＣＨ４）、一酸化炭素（ＣＯ）、および二酸
化炭素（ＣＯ２）が含まれることになる。特に、燃料としての水素ガス中にＣＯが含まれ
ると、固体高分子形燃料電池などの低温形燃料電池の場合、電極用触媒に用いられる白金
（Ｐｔ）にＣＯが吸着して劣化し、出力が低下する問題がある。このため、上記の変性ガ
ス中に残留するＣＯの濃度は、通常０．５容積％以上１．０容積％未満（以下「容積％」
を単に「％」と表示する。）であるが、被毒劣化防止の観点からＣＯを１０ｐｐｍ以下の
濃度に下げる必要がある。
【０００７】
　従来から、ＣＯの除去方法については幾つかの研究が行われており、例えば、ＣＯ選択
酸化触媒を用いたＣＯ除去方法が検討されている（非特許文献１参照）。しかしながら、
本法は、ＣＯを燃焼させて除去するものであり、ＣＯの化学エネルギは無駄に消費されて
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しまうものである。また、ＣＯを燃焼（酸化）させるために系内に空気を導入するが、Ｃ
Ｏの酸化除去に必要な量論値を超えて酸素を供給しなければＣＯを十分に除去することが
できない。このため、量論値を超えて導入された酸素はＨ２と反応することからＨ２が消
費され、Ｈ２の回収効率（収率）が低下してしまうとともに、空気中のＮ２が系内に混入
するために水素純度が低下してしまうという問題もある。
【０００８】
　このため、上記ＣＯ選択酸化触媒を用いる方法に代えて、ＣＯ吸着剤を用いてＣＯを吸
着によって選択的に除去する方法が提案されている。
【０００９】
　このようなＣＯガスの吸着除去工程を組み込んだ燃料電池システムとしては、例えば特
許文献１、２の技術が知られている。この燃料電池システムでは、装置内に改質で生成し
た水素リッチガス中のＣＯガスを吸着除去するための吸着器を設けるとともに、該吸着器
はＣＯガスの脱着・再生を可能とし、脱着により生成するＣＯ含有排ガスは燃焼器へ送っ
て燃焼するようにしている。すなわち、ＣＯ含有ガスは、燃焼性ガスとしてのエネルギを
保有しているので、これを燃焼器へ送って燃焼させることで熱エネルギを得、これを改質
用の燃料や水の加熱に利用することによりエネルギ効率の向上を図っている。
【００１０】
　しかし、この方法は、有害なＣＯガスを無害化することに主眼が置かれており、必ずし
もＣＯガスが保有する化学エネルギを積極的に活用しようとする技術とはいえない。ちな
みに、ＣＯ含有排ガス中のＣＯガス濃度は相対的に低く、燃焼性ガスとしてはエネルギ不
足で、そのままでは主燃料ガスとして利用できないからである。そのため、上記特許文献
１、２の技術でも、高い燃焼エネルギを有する改質ガスの一部を分岐して燃焼器へ送るこ
とにより主燃料ガスとして利用し、ＣＯ含有排ガスはあくまでも補助燃料として燃焼させ
ることによって、その無害化を図るとともにエネルギの回収を行っているにすぎない。
【００１１】
　また、本発明者らは、特許文献３に開示したように、改質器と変成器で生成した水素リ
ッチガスから吸着器にてＣＯガスを吸着除去し、得られた高純度水素ガスの一部を再生ガ
スとして用いて、吸着器を再生してＣＯガスを脱着し、そのＣＯ含有排ガスを改質器で生
成した改質ガスと合流させて変成器に導入し、ＣＯをＨ２に変成させることにより、水素
の収率を上昇しうる方法を提案した。
【００１２】
　この方法によれば、ＣＯガスの化学エネルギを無駄に消費することなく、有効に利用す
ることが可能となる。
【００１３】
　しかしながら、せっかく精製した高純度水素ガスの一部を燃料電池に供給することなく
、ＣＯ吸着器の再生ガスとして使用し、そのＣＯ含有排ガスを新たに生成した改質ガスに
加えて再度変成器を介してＣＯ吸着器を通過させてＣＯを除去することから、ＣＯ吸着除
去操作時にＣＯ除去装置に流通させるガス量は、精製した高純度水素ガスを全量、燃料電
池に供給する場合に比べて多くなる。このため、ＣＯ吸着塔に充填するＣＯ吸着剤の量は
必然的に多く必要とし、ＣＯ吸着塔も大型化して、水素精製コストが上昇する問題が残っ
ていた。
【非特許文献１】石田政義監修，「家庭用燃料電池の開発と課題」，株式会社シーエムシ
ー出版，２００４年１２月２８日，ｐ．８０－８２
【特許文献１】特開２００２－１３４１５２号公報（段落［００４１］）
【特許文献２】特開２００７－９１４９８号公報（請求項８、段落［００３５］）
【特許文献３】特開２００７－１５９０９号公報（請求項７、段落［００５１］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　そこで本発明の目的は、原料燃料を改質・変成して得られた変成ガスからＣＯを吸着除
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去して精製することにより燃料電池用の水素ガスを製造する方法において、水素精製コス
トを維持しつつ、脱着したＣＯの化学エネルギを最大限有効に活用しうる水素製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１に記載の発明は、下記の（１）～（４）の工程を備えるとともに、後記再生オ
フガス中のＣＯ濃度および／または後記改質ガス中のＣＯ濃度をオンラインにて計測し、
これらの計測されたＣＯ濃度に基づいて後記炭化水素含有ガスの流量を調整することを特
徴とする燃料電池用水素ガスの製造方法である。
　（１）改質用原料に水蒸気を添加し、改質器にて改質して主としてＨ２とＣＯからなる
改質ガスを得る改質工程
　（２）前記改質ガスを変成器に導入し、該改質ガス中のＣＯをＨ２に変成して水素リッ
チな変成ガスを得る変成工程
　（３）前記変成ガスをＣＯ除去装置に通じて、該変成ガス中のＣＯを吸着除去して燃料
電池用水素ガスを得る工程であって、前記ＣＯ除去装置は、ＣＯ吸着剤を充填した複数の
ＣＯ吸着器からなり、その少なくとも１つのＣＯ吸着器にて前記ＣＯ吸着除去操作を行い
つつ、別の少なくとも１つのＣＯ吸着器にて炭化水素含有ガスを再生用ガスとして流通さ
せてＣＯ吸着剤の再生を行うＣＯ除去工程
　（４）前記別の少なくとも１つのＣＯ吸着器からの再生オフガスを前記原料ガスに合流
させて改質用原料とする再生オフガス循環工程
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、前記ＣＯ吸着剤が、シリカ、アルミナ、活性炭、グラファイ
トおよびポリスチレン系樹脂よりなる群から選択される１種以上の担体に、ハロゲン化銅
（Ｉ）および／もしくはハロゲン化銅（II）を担持させた材料、またはこの材料を還元処
理したものである請求項１に記載の燃料電池用水素ガスの製造方法である。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、前記変成器を省略し、前記改質器のみで前記改質用原料から
直接前記変成ガスを得るようにした請求項１または２に記載の燃料電池用水素ガスの製造
方法である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、炭化水素含有ガスを再生用ガスとしてＣＯ除去装置に流通させてＣＯ
吸着剤の再生を行い、ＣＯ吸着剤から脱着したＣＯ（以下、「脱着ＣＯ」ともいう。）を
含有する再生オフガスを前記原料ガスに合流させて改質器に改質用原料として供給するこ
とで、改質器の後段の変成器にて脱着ＣＯがＨ２に変成されるので、水素ガスの収率が上
昇し、脱着ＣＯの化学エネルギが無駄に消費されることなく、有効に利用される。また、
再生ガスとして、精製された後の水素ガスの一部を用いる、上記特許文献３に記載の発明
とは異なり、炭化水素含有ガスを用いることで、精製した水素ガスを全量燃料電池に供給
できるので、ＣＯ吸着除去操作時にＣＯ除去装置に流通させるガス量は増加させる必要が
なく、ＣＯ吸着塔に充填するＣＯ吸着剤の量およびＣＯ吸着塔のサイズは維持され、水素
精製コストが維持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態に係る燃料電池用水素ガス製造プロセスについて図１のフロー
図を参照しつつ詳細に説明する。
【００２１】
〔実施形態〕
　図１において、符号１は原料燃料タンク、符号２は原料タンクから供給される原料ガス
を水蒸気改質して改質ガスを得る改質器、符号３は前記改質ガスを変成して水素リッチな
変成ガスを得る変成器、符号４は前記変成ガスからＣＯを吸着除去して燃料電池用の水素



(5) JP 5276300 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

ガスに精製するＣＯ除去装置、符号５は前記水素ガスを燃料として発電する燃料電池をそ
れぞれ示す。以下、再生用ガスとして用いる炭化水素含有ガスとして、原料ガスＡの一部
を用いる例を代表に挙げて説明を行う。
【００２２】
　（原料ガス）
　原料ガスＡとしては、例えば、原料燃料タンク１内に貯蔵した、原料燃料としての液化
天然ガス（ＬＮＧ）を気化器（図示せず）で気化して得られた、ガス状の天然ガスを用い
ればよい。
【００２３】
　そして、原料ガスＡからその一部Ａ１を分岐し、これを再生用ガスとして、再生を行う
ＣＯ吸着器４ｂに供給する。一方、原料ガスＡの残部Ａ２は、前記再生を行っているＣＯ
吸着塔４ｂからの再生オフガスＥと合流させ、合流後のガスを改質用原料Ａ３として改質
器２に供給する。
【００２４】
　（改質器）
　改質器２としては、例えば通常用いられる水蒸気改質器を用いればよい。改質器２にて
改質用原料Ａ３中の天然ガス成分は水蒸気で改質されてＨ２およびＣＯを生成し、これに
さらに改質用原料Ａ３中のＣＯガス成分が上乗せされ、もとの原料ガスＡ全量を直接、改
質器２に供給して得られる通常の改質ガスよりもＣＯガス成分が余分に追加された改質ガ
スＢが得られる。
【００２５】
　（変成器）
　改質器２にて得られた改質ガスＢは、必要によりさらに水蒸気を添加し、変成器３にて
触媒の作用により上記式（２）に示す変成反応を起こさせ、改質ガスＢ中のＣＯ成分をＨ

２に変成することで、Ｈ２を主成分とする（水素リッチな）変成ガスＣを生成する。ここ
で、上述したように、改質ガスＢには、脱着ＣＯ由来のＣＯガス成分が余分に追加されて
いることから、この追加分のＣＯガス成分も変成されてＨ２を生成するので、もとの原料
ガスＡ全量を直接、改質器２に供給して得られる、従来の変成ガス中のＨ２量よりも多い
Ｈ２量の変成ガスＣが得られる。すなわち、本発明によれば、同量の原料ガスＡから、従
来より多量の水素ガスが得られることとなり、換言すれば、燃料電池５に必要な量の水素
ガスＤを供給するのに、従来より少ない原料ガスＡの量でよいこととなる。
【００２６】
　（ＣＯ除去装置）
　ＣＯ除去装置４としては、ＣＯ吸着剤を充填したＣＯ吸着器を複数（本例では２器４ａ
，４ｂ）備えた構成を採用すればよい。そして、各吸着器４ａ，４ｂにおいて、変成ガス
ＣからのＣＯ吸着除去操作とＣＯ吸着剤の再生操作をサイクリックに切り替えて運転する
ことにより、連続的に変成ガスＣからＣＯを吸着除去して、ＣＯ含有量の低い（１０ｐｐ
ｍ以下の）水素ガスＤを精製（製造）することが可能となる。
【００２７】
　ＣＯ吸着剤としては、シリカ、アルミナ、活性炭、グラファイトおよびポリスチレン系
樹脂よりなる群から選択される１種以上の担体に、ハロゲン化銅（Ｉ）および／もしくは
ハロゲン化銅（II）を担持させた材料、またはこの材料を還元処理したものが好適に用い
られ、なかでもアルミナ担体に塩化銅（Ｉ）を担持した材料はＣＯに対する選択性が高く
推奨される。このようなハロゲン化銅を担持させたＣＯ吸着剤は、ゼオライトモレキュラ
ーシーブス、カーボンモレキュラーシーブス、活性炭、または活性アルミナといった従来
の吸着剤に比べ数倍～数十倍のＣＯ吸着容量を有するため、ＣＯ吸着塔を大幅に小型化で
きるとともに、吸着剤の使用量も大幅に低減できる。
【００２８】
　なお、ＣＯ吸着剤の使用量は、変成ガスＣ中のＣＯ濃度と、ＣＯ除去後の水素ガスＤ中
の目標ＣＯ濃度（１０ｐｐｍ以下）を勘案して設定すればよい。
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【００２９】
　ＣＯ吸着除去操作に従事していたＣＯ吸着塔（本例では４ｂ）は、ＣＯ吸着剤の吸着性
能を維持するために、ＣＯ吸着容量を超えてＣＯ吸着塔４ｂの出口側からＣＯが漏れ出て
くる前にＣＯ吸着剤を再生する必要がある。ＣＯ吸着剤の再生は、吸着サイトに吸着した
ＣＯを脱離洗浄するため、また、ＣＯ吸着剤から脱離したＣＯの化学エネルギを有効活用
するため、ＣＯおよび酸素を実質的に含まないガスを流通させつつ行う。また、ＣＯの脱
離反応は温度が高いほど、圧力が低いほど促進されるため、ＣＯ吸着剤は４０～１５０℃
に加熱した状態、および／または、減圧した状態で再生（洗浄）を行うことが望ましい。
【００３０】
　本実施形態では、上記再生用ガスとして用いる、ＣＯおよび酸素を実質的に含まないガ
スとして、原料ガスの一部Ａ１を使用する。そして、ＣＯ吸着塔４ｂからの再生オフガス
Ｅは、上述したように、原料ガスの残部Ａ２とともに、改質用原料Ａ３として改質器２に
供給し、その後段の変成器３にて脱着ＣＯをＨ２に変成することで、脱着ＣＯの化学エネ
ルギを有効に利用することができ、結果として原料ガスＡの使用量（原単位）を低減でき
ることとなる。
【００３１】
　ここで、再生用ガス（原料ガスの一部）Ａ１は、一定流量でＣＯ吸着塔４ｂに流通させ
るのが一般的である。一方、ＣＯ吸着剤から脱着されるＣＯガス量は、再生の進行に伴っ
て変動するため、再生オフガスＥ中のＣＯ濃度も変動する。このため、再生オフガスＥ中
のＣＯ濃度を、例えば赤外線吸光分析計（図示せず）にてオンラインで計測し、その計測
されたＣＯ濃度に応じて、原料ガスの残部Ａ２の流量を調整することで、再生オフガスＥ
と原料ガスの残部Ａ２とを合流した後の改質用原料Ａ３の流量およびＣＯ濃度を調整する
ことができ、最終的に得られる水素ガスＤの流量を、燃料電池５に供給するのに必要な一
定流量とすることができる。
【００３２】
　なお、再生オフガスＥは、ＣＯ吸着器４ｂ内のＣＯ吸着剤充填層を通過した際の圧力損
失によって原料ガスＡより圧力が低下することから、この圧力が低下した再生オフガスＥ
を、原料ガスの残部Ａ２に合流させ得るように、例えば、原料ガスの残部Ａ２の流路に圧
力調整弁（図示せず）を設けて圧力バランスを調整できるように構成するとよい。
【００３３】
　上記のようにして、各ＣＯ吸着塔４a，４ｂにつき、上記吸着操作、加熱・再生操作お
よび冷却操作をサイクリックに切り替えて運転することにより、少なくともいずれか１塔
のＣＯ吸着塔は必ず吸着操作に従事していることになることから、ＣＯ除去装置３から連
続的に、ＣＯ濃度が１０ｐｐｍ以下に低減された水素ガスＤを燃料電池４に供給でき、燃
料電池３にてＣＯによる被毒を防止しつつ、連続して長期に安定した発電を行うことがで
きる。
【００３４】
　また、少なくともいずれか１塔にてＣＯ吸着除去操作を行いつつ、他の塔にて吸着剤の
再生操作を並行して行うため、吸着剤の再生に要する時間の大幅な短縮が図れ、流通ガス
のＳＶ値を大きく設定することが可能となり、ＣＯ除去装置４全体として必要なＣＯ吸着
剤量を大幅に低減でき、ＣＯ除去装置４のコンパクト化が実現できる。
【００３５】
　上記のように、本実施形態のフローを採用することで、ＣＯ吸着剤の再生用ガスとして
、精製された後の水素ガスＤの一部を用いる、上記特許文献３に記載の発明とは異なり、
新たな原料ガスＡの一部Ａ１を用いることにより、精製した水素ガスＤを全量燃料電池５
に供給できるので、ＣＯ吸着除去操作時にＣＯ除去装置４に流通させるガス量は増加させ
る必要がなく、ＣＯ吸着塔４ａ，４ｂに充填するＣＯ吸着剤の量およびＣＯ吸着塔４ａ，
４ｂのサイズは維持され、水素精製コストが維持できることとなる。
【００３６】
（変形例）
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　上記実施形態では、ＣＯ吸着剤の再生用ガスとして、原料ガスＡの「一部」を用いる例
を示したが、原料ガスＡの「全部」を用いてもよい。原料ガスＡを全部用いる場合、原料
ガスＡには残部が存在しないので、再生オフガスＥのみを改質器２に供給することとなる
。なお、再生オフガスＥ全量を改質器３に供給すると、得られる改質ガスＢないし変成ガ
スＣの量が多くなりすぎ、精製（製造）された水素ガスＤの量が燃料電池５で必要とする
量より過剰となる場合は、過剰分に相当する、再生ガスＥの一部を例えば改質器２の加熱
用燃料として用いればよい。
【００３７】
　また、上記実施形態では、水素ガス製造用の原料ガスＡとして天然ガスを例示したが、
これに限定されるものではなく、炭化水素を含有する原料燃料で、ＣＯ吸着剤の再生に適
した温度範囲である、常温ないし百数十℃程度の加熱下で気体状態となるものであればよ
く、プロパンガス、合成ガス、石油、軽油、重油、メタンハイドレート、メタノール、エ
タノール、ジメチルエーテル、製鉄副生ガスなども使用することができる。
【００３８】
　また、上記実施形態では、ＣＯ除去装置４を構成するＣＯ吸着器の器数として２器の場
合を例示したが、これに限定されるものではなく、３器以上としてもよい。
【００３９】
　また、上記実施形態では、再生オフガスＥの流路にのみＣＯ分析計を設ける例を示した
が、これに代えてまたは加えて、改質用ガスＡ３の流路にＣＯ分析計を設けてもよい。
【００４０】
　また、上記実施形態では、改質器２と変成器３の組み合わせにより改質用原料Ａ３から
改質ガスＢを経て変成ガスＣを得る例を示したが、下記実施例でも述べるように、変成器
３を省略して、改質器２のみで改質用原料Ａ３から直接、変成ガスＣを得ることも可能で
ある。
【実施例】
【００４１】
　本発明の効果を確証するため、以下の３つのプロセス（図２参照）を想定し、物質収支
計算を基礎とするシミュレーション計算を実施した。
【００４２】
（発明プロセス）
　原料ガスの一部をＣＯ吸着剤の再生用ガスとして使用し、その再生オフガスを原料ガス
の残部とともに改質用ガスとして改質器に供給する水素ガス製造プロセスを想定し、計算
を簡易にするため、再生用ガスの流れは無視し、再生により回収されたＣＯガス（以下「
回収ＣＯ」という。）のみを改質器に循環するとした（図２（ｂ）参照）。
【００４３】
（参考プロセス）
　回収ＣＯは、改質器にでなく、変成器に循環するとした（図２（c）参照）。
【００４４】
（比較プロセス）
　回収ＣＯは、系内で循環することなく、そのまま系外に排出するとした（図２（ａ）参
照）。
【００４５】
　シミュレーション計算の前提条件（各プロセス共通）
　　・原料ガス：天然ガス１３Ａ（容量％で、ＣＨ４：８８％、Ｃ２Ｈ６：６％、Ｃ３Ｈ

８：４％、ｎ－Ｃ４Ｈ１０：１％、ｉ－Ｃ４Ｈ１０：１％）、モル流量８．８ｍｏｌ／ｈ
　　・スチーム／カーボン比（モル比）：２．８
　　・改質器温度：７００℃
　　・変成器温度：２８０℃
　　・変成反応転化率：９９～７０％の間でケーススタディを実施
　　・ＣＯ吸着器温度：４０℃（吸着除去操作時）
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【００４６】
　[計算結果]
　発明プロセス、参考プロセスおよび比較プロセスにおける、変成反応転化率と、回収Ｃ
Ｏモル流量（図中では「回収ＣＯモル数」と表記。）および生成水素モル流量（図中では
「水素モル数」と表記。）との関係を図３に、発明プロセスおよび参考プロセスにおける
、変成器転化率と水素生成量増加率との関係を図４に、それぞれ示す。
【００４７】
　ここに、変成器転化率とは、変成器においてＣＯが変成反応（ＣＯ＋Ｈ２Ｏ → ＣＯ２

＋Ｈ２）によりＨ２に転化した割合をいう。また、水素生成量増加率とは、比較プロセス
の生成水素モル流量を基準として、回収ＣＯを循環することで増加した水素モル流量の割
合をいう。
【００４８】
　図３および４より、回収ＣＯを改質器または変成器に循環することで、回収ＣＯを循環
しない比較プロセスに比べて、水素生成量は、変成器転化率のレベルによりその増加の程
度は変化するものの、確実に増加するのが認められる。
【００４９】
　また、図３および４より明らかなように、本シミュレーション計算によれば、回収ＣＯ
を改質器に循環した方が、変成器に循環するよりも、水素生成量が多くなる結果が得られ
た。
【００５０】
　これは、改質器においては原料ガス中の炭化水素の水蒸気改質反応（ＣｍＨｎ＋ｍＨ２

Ｏ←→ｍＣＯ＋［ｍ＋（１／２）ｎ］Ｈ２）と並行してＣＯ変成反応（ＣＯ＋Ｈ２Ｏ→Ｈ

２＋ＣＯ２も進行しており、原料ガスへの回収ＣＯの追加に伴う水蒸気改質反応の抑制作
用（反応が左側に進む）による水素生成量の減少効果よりもＣＯ変成反応の進行による水
素生成量の増加効果の方が大きいためであると推測される。
【００５１】
　このように、改質器内でも変成が進行しうるので、改質器の運転条件を適切に選択する
ことによって、変成器を省略して、改質器単独で直接、変成ガスを得ることも可能なこと
がわかる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】実施形態に係る燃料電池用水素ガス製造プロセスを示すフロー図である。
【図２】シミュレーション計算に用いた水素ガス製造プロセスを示すフロー図である。
【図３】変成反応転化率と、回収ＣＯモル流量および生成水素モル流量との関係を示すグ
ラフ図である。
【図４】変成器転化率と水素ガス生成量増加率との関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【００５３】
１…原料燃料タンク
２…改質器
３…変成器
４…ＣＯ除去装置
　４ａ，４ｂ…ＣＯ吸着器
５…燃料電池
Ａ…原料ガス
　Ａ１…原料ガスの一部（再生ガス）
　Ａ２…原料ガスの残部
　Ａ３…改質用原料
Ｂ…改質ガス
Ｃ…変成ガス
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Ｄ…水素ガス
Ｅ…再生オフガス

【図１】 【図２】
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