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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成方法であって、
前記酸化物半導体を３５０℃以上かつ５００℃以下に加熱し、この加熱した酸化物半導
体に気相の有機化合物及び酸素ガスを通過させて前記有機化合物を前記酸化物半導体の熱
励起により部分酸化分解し水素を生成することを特徴とする水素生成方法（ただし、二酸
化チタンが単独で金、若しくはニッケルを担持している触媒、又は二酸化チタンが鉄、コ
バルト、若しくは亜鉛の酸化物と複合酸化物を形成して、前記複合酸化物が金を担持して
いる触媒を利用した方法を除く）。
【請求項２】
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前記酸素ガスの濃度は、この酸素ガスと前記有機化合物の合計量に対して３０体積％以
上かつ７０体積％以下であることを特徴とする請求項１記載の水素生成方法。
【請求項３】
酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成方法であって、
前記酸化物半導体を３００℃以上かつ４５０℃以下に加熱し、この加熱した酸化物半導
体に液相の有機化合物の蒸気及び酸素ガスを通過させて前記有機化合物を前記酸化物半導
体の熱励起により部分酸化分解し水素を生成することを特徴とする水素生成方法（ただし
、二酸化チタンが単独で金、若しくはニッケルを担持している触媒、又は二酸化チタンが
鉄、コバルト、若しくは亜鉛の酸化物と複合酸化物を形成して、前記複合酸化物が金を担
持している触媒を利用した方法を除く）。
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【請求項４】
前記酸素ガスの濃度は、この酸素ガスと前記有機化合物の合計量に対して５０体積％以
下であることを特徴とする請求項３記載の水素生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水素生成装置及び水素生成方法に関し、更に詳しくは、家庭用固定式燃料電
池やパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等のモバイル用途の燃料電池等の各種ＦＣ用水素発
生装置に好適に用いられ、繰り返し使用した場合であっても、酸化物半導体の活性を失う
ことなく炭化水素等の有機化合物から水素を生成することが可能な水素生成装置及び水素
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生成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、家庭用据置型燃料電池に用いられる水素生成装置としては、液化天然ガス（ＬＰ
Ｇ）を原料とする水蒸気改質型の水素生成装置が実用化されている。また、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）等のモバイル用途の燃料電池等に用いられる水素生成装置としては、
メタノールを白金触媒を用いて加熱分解して水素を生成する水素生成装置が実用化されて
いる。
【０００３】
一方、ポリカーボネート等を分解するシステムとしては、３．２ｅＶのギャップエネル
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ギー（Ｅｇ）を有する半導体である酸化チタン（ＴｉＯ２）の熱励起により大量に生成さ
れる正孔を利用した分解システムが提案されている（特許文献１、非特許文献１、２）。
この分解システムは、酸化チタンを２５０〜６００℃という高温に加熱することにより
、この酸化チタンに大量に生成する正孔と当該正孔の強力な酸化力によりポリカーボネー
ト等のポリマーを瞬時に水と二酸化炭素に完全に分解するシステムである。
【特許文献１】特開２００５−１３９４４０号公報
【非特許文献１】水口

仁、「感光体材料から生まれたプラスチック廃材の処理システム

」、日本画像学会誌、日本画像学会、２００５年、第１５６号、ｐ．２６５−２６９
【非特許文献２】水口

仁、「半導体の熱励起を利用した有機物分解システム」、化学と

工業、日本化学会、２００５年、第５８巻、第７号、ｐ．８４１−８４３
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、従来の水蒸気改質型の水素生成装置では、貴金属を含む高価な触媒を使用す
ること、ならびに得られた水素含有ガスが高濃度の一酸化炭素を含むという問題点があっ
た。
また、メタノールを加熱分解する水素生成装置では、水素生成時に発生した炭素の微粒
子が白金触媒の表面に堆積することによる被毒で白金触媒の活性が低下し、その結果、水
素の生成能力が低下するという問題点があった。
また、白金触媒の被毒防止のために、メタノールの加熱分解時に発生する一酸化炭素を
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二酸化炭素に改質する装置が必要になるという問題点や、触媒に白金という高価な貴金属
を用いているために、触媒自体が高価なものとなり、生成する水素の製造コストも高くな
ってしまうという問題点があった。
【０００５】
本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、酸化物半導体の熱励起
を利用してメタン、エタン、エチレン、アセチレン、メタノール等の有機化合物から水素
を発生させることができ、この酸化物半導体の活性を失うことなく繰り返し使用すること
ができ、しかも安価に水素を生成することができる水素生成装置及び水素生成方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
本発明者等は、上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、加熱した酸化物半
導体に有機化合物及び酸素ガスを通過させて該有機化合物を酸化物半導体の熱励起により
部分酸化分解することにより、酸化物半導体の熱励起を利用してメタン、エタン、エチレ
ン、アセチレン、メタノール等の有機化合物から水素を容易に発生させることができ、こ
の酸化物半導体の活性を失うことなく繰り返し使用することができ、しかも安価に水素を
生成することができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち、本発明の水素生成装置は、酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成装置で
あって、内部に前記酸化物半導体を保持し、有機化合物を前記酸化物半導体の熱励起によ
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り部分酸化分解し水素を生成する反応器と、この反応器に設けられ前記酸化物半導体を所
定の温度に加熱する加熱手段と、前記反応器に前記有機化合物及び酸素ガスを供給する供
給手段とを備えてなることを特徴とする。
【０００８】
この水素生成装置では、加熱手段により、反応器内に保持された酸化物半導体を所定の
温度に加熱し、この反応器内に、供給手段を用いて有機化合物及び酸素ガスを供給し、こ
の有機化合物を酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を生成する。
これにより、簡単かつ安価な装置を用いて、有機化合物から水素を効率良く発生させる
ことが可能になる。この酸化物半導体は水素発生時においても活性を失う虞が無く、繰り
返し使用することが可能である。この酸化物半導体は、貴金属触媒に比べて安価であるか
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ら、水素の生成コストを低く抑えることが可能である。
【０００９】
本発明の水素生成装置は、前記有機化合物は、気相の有機化合物であり、前記供給手段
は、前記気相の有機化合物を供給する有機化合物供給手段と、前記酸素ガスを供給する酸
素ガス供給手段とを備えてなることを特徴とする。
【００１０】
この水素生成装置では、反応器内に、有機化合物供給手段を用いて気相の有機化合物を
供給するとともに、酸素ガス供給手段を用いて酸素ガスを供給する。この反応器では、気
相の有機化合物を酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を生成する。
これにより、簡単かつ安価な装置を用いて、気相の有機化合物から水素を効率良く発生
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させることが可能になる。
【００１１】
本発明の水素生成装置は、前記有機化合物供給手段、前記酸素ガス供給手段のいずれか
１つ以上に、前記有機化合物の供給量と前記酸素ガスの供給量との比を調整するための調
整手段を設けてなることを特徴とする。
【００１２】
この水素生成装置では、気相の有機化合物の供給量と酸素ガスの供給量の比を調整する
ための調整手段を設けたことにより、気相の有機化合物から目的とする水素を生成させ得
るように、この気相の有機化合物の部分酸化分解時に必要な酸素ガス供給量を調整し、こ
の気相の有機化合物を部分酸化分解し水素を生成させる。これにより、水素を効率よく生
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成させることが可能になる。
【００１３】
本発明の水素生成装置は、前記有機化合物は、液相の有機化合物であり、前記供給手段
は、前記酸素ガスを供給する酸素ガス供給手段と、この酸素ガス供給手段から供給される
酸素ガスを前記液相の有機化合物中を通過させて前記有機化合物の蒸気を含むガスを生成
し前記反応器に供給する有機化合物蒸気供給手段とを備えてなることを特徴とする。
【００１４】
この水素生成装置では、有機化合物蒸気供給手段により酸素ガス供給手段から供給され
る酸素ガスを液相の有機化合物中を通過させ、この有機化合物の蒸気を含むガスを生成し
反応器に供給する。この反応器では、液相の有機化合物の蒸気を酸化物半導体の熱励起に
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より部分酸化分解し水素を生成する。
これにより、簡単かつ安価な装置を用いて、液相の有機化合物から水素を効率良く発生
させることが可能になる。
【００１５】
本発明の水素生成装置は、前記酸素ガス供給手段に、不活性ガス供給手段を設け、前記
酸素ガス供給手段から供給される酸素ガスと前記不活性ガス供給手段から供給される不活
性ガスを混合した混合ガスを前記有機化合物蒸気供給手段に供給することを特徴とする。
【００１６】
この水素生成装置では、酸素ガス供給手段から供給される酸素ガスと不活性ガス供給手
段から供給される不活性ガスを混合した混合ガスを有機化合物蒸気供給手段に供給する。
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これにより、酸素ガスの濃度を液相の有機化合物の蒸気を部分分解するのに必要な濃度
に調整することが可能になり、よって、液相の有機化合物から水素を効率良く生成させる
ことが可能になる。
【００１７】
本発明の水素生成装置は、前記酸素ガス供給手段、前記不活性ガス供給手段のいずれか
１つ以上に、前記有機化合物の供給量と前記酸素ガスの供給量との比を調整するための調
整手段を設けてなることを特徴とする。
【００１８】
この水素生成装置では、液相の有機化合物から目的とする水素を生成させ得るように、
調整手段により、酸素ガス、不活性ガスのいずれか１つ以上のガス供給量を調整すること

20

により、液相の有機化合物の供給量と酸素ガスの供給量との比を調整し、この液相の有機
化合物を部分酸化分解し水素を生成させる。これにより、水素を効率よく生成させること
が可能になる。
【００１９】
これら不活性ガスを使用する態様において、不活性ガスとして窒素を使用する場合には
、前記不活性ガス供給手段から空気を供給し、この空気に含まれる酸素分を酸素の供給か
ら減じればよい。従って、空気のみの供給で部分酸化が行われることもあり得る。
【００２０】
本発明の水素生成方法は、酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成方法であって、前
記酸化物半導体を加熱し、この加熱した酸化物半導体に有機化合物及び酸素ガスを通過さ
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せて前記有機化合物を前記酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を生成するこ
とを特徴とする。
【００２１】
本発明の水素生成方法では、有機化合物から水素を効率良く発生させることが可能にな
る。この酸化物半導体は水素発生時においても活性を失う虞が無く、繰り返し使用するこ
とが可能である。
【００２２】
本発明の水素生成方法は、前記有機化合物は、気相の有機化合物であり、前記酸化物半
導体の温度は３００℃以上かつ６００℃以下であり、前記酸素ガスの濃度は、この酸素ガ
スと前記有機化合物の合計量に対して３０体積％以上かつ７０体積％以下であることを特

40

徴とする。
この水素生成方法では、気相の有機化合物から水素を効率良く生成させることが可能に
なる。
【００２３】
本発明の水素生成方法は、前記有機化合物は、液相の有機化合物であり、前記酸化物半
導体の温度は２５０℃以上かつ６００℃以下であり、前記酸素ガスの濃度は、この酸素ガ
スと前記有機化合物の合計量に対して５０体積％以下であることを特徴とする。
この水素生成方法では、液相の有機化合物から水素を効率良く生成させることが可能に
なる。
【発明の効果】
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【００２４】
本発明の水素生成装置によれば、内部に前記酸化物半導体を保持し、有機化合物を前記
酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を生成する反応器と、この反応器に設け
られ前記酸化物半導体を所定の温度に加熱する加熱手段と、前記反応器に前記有機化合物
及び酸素ガスを供給する供給手段とを備えたので、簡単かつ安価な装置を用いて、有機化
合物から水素を効率良く生成させることができる。
また、この酸化物半導体は、水素発生時においても活性を失う虞が無く、繰り返し使用
することができる。
この酸化物半導体は、貴金属触媒に比べて安価であるので、水素の生成コストを低く抑
えることができる。
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【００２５】
本発明の水素生成方法によれば、酸化物半導体を加熱し、この加熱した酸化物半導体に
有機化合物及び酸素ガスを通過させて有機化合物を酸化物半導体の熱励起により部分酸化
分解し水素を生成するので、有機化合物から水素を効率良く生成させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
本発明の水素生成装置及び水素生成方法を実施するための最良の形態について説明する
。
なお、この形態は、発明の趣旨をより良く理解させるために具体的に説明するものであ
り、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。
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【００２７】
「第１の実施形態」
図１は、本発明の第１の実施形態の酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成装置を示
す模式図であり、気相の有機化合物を酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を
生成する装置の例である。
図において、１は水素生成装置であり、反応器２と、反応器２の外周に巻回されたヒー
タ（加熱手段）３と、有機化合物供給管（有機化合物供給手段）４と、酸素ガス供給管（
酸素ガス供給手段）５と、不活性ガス供給管６と、混合部７を有する配管８と、配管９と
、制御装置（図示略）とにより構成されている。
【００２８】
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この有機化合物供給管４には、気相の有機化合物の供給量を調整するための調整弁（調
整手段）１１が、酸素ガス供給管５には、酸素ガスの供給量を調整するための調整弁（調
整手段）１２が、不活性ガス供給管６には、不活性ガスの供給量を調整するための調整弁
（調整手段）１３がそれぞれ設けられ、これらの調整弁１１〜１３を制御装置により制御
することで、気相の有機化合物の供給量、酸素ガスの供給量、不活性ガスの供給量それぞ
れの比を調整するようになっている。
混合部７は、気相の有機化合物、酸素ガス、必要に応じて不活性ガスを混合するもので
、配管８の一部を拡径した拡径部等により構成されている。
【００２９】
反応器２は、所謂流動床タイプのもので、ステンレス鋼や耐熱ガラス等からなる円筒状
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の容器２１内に粉末状の酸化物半導体２２を収納するとともに、この粉末状の酸化物半導
体２２を攪拌子２３を用いて常時攪拌する構成であり、後述する混合ガスは容器２１の底
部から上方に向かって吹き上げる構造をとる。水素の生成には、混合ガスと粉末状の酸化
物半導体２２との接触頻度と接触時間が重要である。
【００３０】
酸化物半導体２２としては、酸素雰囲気下の気相の有機化合物の部分酸化分解時におい
ても安定なものであればよく、用いられる有機化合物の部分酸化分解温度に対応したギャ
ップエネルギー（Ｅｇ）を有する酸化物半導体が適宜選択使用される。
【００３１】
このような酸化物半導体２２としては、例えば、次の化学式で示される物質等が挙げら
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れる。
ＢｅＯ、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯ、ＣｅＯ２、ＴｈＯ２、ＵＯ３、Ｕ３Ｏ８、
ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ｖ２Ｏ５、Ｙ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ２Ｓ、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、Ｍｏ
Ｏ３、ＷＯ３、ＭｎＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、ＭｇＦｅ２Ｏ４、ＮｉＦｅ２Ｏ４、ＺｎＦｅ２Ｏ
４、ＺｎＣｏ２Ｏ４、ＺｎＯ、ＣｄＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＡｌ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４、

Ｔｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＳｎＯ２、ＰｂＯ２、ＵＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、ＭｇＣ
ｒ２Ｏ４、ＦｅＣｒＯ４、ＣｏＣｒＯ４、ＺｎＣｒ２Ｏ４、ＷＯ２、ＭｎＯ、Ｍｎ３Ｏ４
、Ｍｎ２Ｏ３、ＦｅＯ、ＮｉＯ、ＣｏＯ、Ｃｏ３Ｏ４、ＰｄＯ、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、Ａｇ
２Ｏ、ＣｏＡｌ２Ｏ４、ＮｉＡｌ２Ｏ４、Ｔｌ２Ｏ、ＧｅＯ、ＰｂＯ、ＴｉＯ、Ｔｉ２Ｏ
３、ＶＯ、ＭｏＯ２、ＩｒＯ２、ＲｕＯ２、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ。
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【００３２】
これらのなかでも、金属酸化物半導体が好ましく、特に、ギャップエネルギー（Ｅｇ）
が３．２ｅＶの二酸化チタン（ＴｉＯ２）や酸化亜鉛（ＺｎＯ）は活性が高く、無害であ
るため安全性に優れているので、好ましい。
二酸化チタン（ＴｉＯ２）は、アナターゼ型とルチル型の２種類の結晶形のものがある
が、いずれも使用できる。
【００３３】
この酸化物半導体２２は、通過する有機化合物が接触し易いこと、取り扱いの容易さ等
を考慮すると、微粒子で表面積が大きいことが好ましく、この微粒子の直径は０．０１〜
１０μｍが好ましく、０．５〜５μｍがより好ましい。
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この酸化物半導体２２は通過する有機化合物が十分に接触するために微粒子であること
が望ましい。通常、顔料などに使用される０．０５〜数μｍ程度で十分である。また、０
．０５μｍより更に微粒子であることは分解性能上は好ましいが取り扱いが難しくなる。
また、粒子径が大きくなると比表面積が低下するため、酸化物半導体２２の使用量を増や
す必要性がある。
【００３４】
また、ハニカム状、繊維状等の基体の表面に上記の酸化物半導体からなる膜を形成して
も、微粒子の場合と同様の作用、効果を奏することができる。
また、直径２〜５ｍｍ程度のアルミナ球の上に酸化物半導体を担持して酸化物半導体膜
としたものも使用できる。このような場合には、当然のことながら攪拌機能は付与しない
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。
この酸化物半導体膜の膜厚は、機械的強度を保ちつつ、有機化合物を酸化物半導体の熱
励起により部分酸化分解することができる膜厚であればよく、例えば、１〜３μｍである
。
【００３５】
次に、この水素生成装置１を用いて気相の有機化合物から水素を生成する方法について
説明する。
この水素生成に用いられる気相の有機化合物としては、常温（２５℃）で気体である有
機化合物、例えば、メタン、エタン等の一般式ＣｎＨ２ｎ＋２で表されるメタン系炭化水
素（飽和炭化水素）、エチレン、プロピレン等の一般式ＣｎＨ２ｎで表されるエチレン系
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炭化水素（不飽和炭化水素）、アセチレン、メチルアセチレン等の一般式ＣｎＨ２ｎ−２
で表されるアセチレン系炭化水素（不飽和炭化水素）等の炭化水素が好適に用いられる。
【００３６】
この水素生成装置１を用いて気相の有機化合物から水素を生成するには、予め、制御装
置（図示略）を用いてヒータ３に通電して酸化物半導体２２を、その熱励起により有機化
合物が部分酸化分解する温度、例えば３００℃以上かつ６００℃以下、好ましくは３５０
℃以上かつ５５０℃以下に加熱・保持しておき、有機化合物供給管４により供給される気
相の有機化合物と、酸素ガス供給管５により供給される酸素ガスと、必要に応じて不活性
ガス供給管６により供給される窒素あるいはアルゴン等の不活性ガスとを、混合部７で混
合して混合ガスとし、この混合ガスを、加熱された酸化物半導体２２に供給する。
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【００３７】
ここで、酸化物半導体２２の温度を３００℃以上かつ６００℃以下とした理由は、３０
０℃未満では、気相の有機化合物を酸素雰囲気下で部分酸化分解して水素を生成する効率
が低下し、一方、６００℃を超えると、反応器２の筐体２１を構成する耐火物の寿命が短
くなり、この反応器２を繰り返し使用することが難しくなり、その結果、水素生成の製造
コストが高くなってしまい実用的でないからである。
【００３８】
気相の有機化合物が低級炭化水素の場合、炭化水素の供給量と酸素ガスの供給量との比
を調整することにより、炭化水素から目的とする水素を生成させ得るように、部分酸化分
解時に必要な酸素ガス供給量を調整する。これにより、水素を効率よく生成させることが
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可能になり、二酸化炭素や一酸化炭素を選択的に得ることが可能になる。
【００３９】
この有機化合物の供給量と酸素ガスの供給量との比を調整する場合、酸素ガスの濃度が
酸素ガスと有機化合物の合計量に対して３０体積％以上かつ７０体積％以下が好ましく、
より好ましくは４０体積％以上かつ６０体積％以下、さらに好ましくは４５体積％以上か
つ５５体積％以下となるように調整する。
このように、酸素ガスの濃度を酸素ガスと有機化合物の合計量に対して３０体積％以上
かつ７０体積％以下とすることで、気相の有機化合物は、水素の生成量が所定の生成量以
上となるように部分酸化分解されて所定の生成量以上の水素が生成し、気相の有機化合物
がそのまま排出される虞はない。
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【００４０】
酸化物半導体２２は、３００℃以上かつ６００℃以下に加熱されることで熱励起され、
この酸化物半導体２２中に大量に正孔が生成し、この大量の正孔が有機化合物から電子を
奪い、有機化合物中にラジカルを生成する。このラジカルによる逐次的な開裂により有機
化合物はフラグメント化された低分子となり、酸素ガスの供給量が制御された雰囲気下で
部分的に酸化分解され、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、水等からなる混合ガスを生成す
る。この混合ガスは配管９により取り出される。
【００４１】
以上説明したように、本実施形態の水素生成装置１によれば、内部に粉末状の酸化物半
導体２２を収納する反応器２と、ヒータ３と、有機化合物供給管４と、酸素ガス供給管５
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と、不活性ガス供給管６とを備えたので、簡単かつ安価な装置構成で、低級炭化水素等の
気相の有機化合物から水素を効率良く生成させることができる。
また、この酸化物半導体２２は、水素発生時においても活性を失う虞が無く、繰り返し
使用することができる。
この酸化物半導体２２は、貴金属触媒に比べて安価であるので、水素の生成コストを低
く抑えることができる。
【００４２】
本実施形態の水素生成方法によれば、３００℃以上かつ６００℃以下に加熱された酸化
物半導体２２に、低級炭化水素等の気相の有機化合物、酸素ガス、必要に応じて不活性ガ
スを、酸素ガスの濃度が酸素ガスと有機化合物の合計量に対して３０体積％以上かつ７０
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体積％以下となるように調整した後に通過させ、この有機化合物を酸化物半導体２２の熱
励起により部分酸化分解し、水素を生成するので、低級炭化水素等の気相の有機化合物か
ら水素を効率良く生成させることができる。
【００４３】
「第２の実施形態」
図２は、本発明の第２の実施形態の酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成装置を示
す模式図であり、液相の有機化合物を酸化物半導体の熱励起により部分酸化分解し水素を
生成する装置の例である。
なお、図２において、図１と同一の構成要素には同一の符号を付してある。
この水素生成装置３１は、反応器２と、ヒータ３と、酸素ガス供給管５と、必要に応じ
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て不活性ガス供給管６と、混合部７を有する配管８と、配管９と、有機化合物蒸気発生器
（有機化合物蒸気供給手段）３２と、制御装置（図示略）とにより構成されている。
【００４４】
反応器２は、所謂流動床タイプのもので、ステンレス鋼や耐熱ガラス等からなる円筒状
の容器２１内に粉末状の酸化物半導体２２を収納するとともに、この粉末状の酸化物半導
体２２を攪拌子２３を用いて常時攪拌する構成であり、後述する有機化合物の蒸気を含む
ガスは容器２１の底部から上方に向かって吹き上げる構造をとる。
この粉末状の酸化物半導体２２の替わりに、ハニカム状、繊維状等の基体の表面に上記
の酸化物半導体からなる膜を形成したもの、直径２〜５ｍｍ程度のアルミナ球の上に酸化
物半導体を担持して酸化物半導体膜としたもの等も使用できる。
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【００４５】
有機化合物蒸気発生器３２は、ステンレス鋼や耐熱ガラス等からなる有底筒状の筐体３
３の内部に所定量の液相の有機化合物を貯留し、この有機化合物に配管８を介して酸素ガ
ス、必要に応じて不活性ガスを供給してバブリングを行い、この有機化合物の蒸気を含む
ガスを配管３４を介して反応器２に供給する構成である。
【００４６】
次に、この水素生成装置３１を用いて液相の有機化合物から水素を生成する方法につい
て説明する。
この水素生成に用いられる液相の有機化合物としては、常温（２５℃）で液体である有
機化合物、例えば、ペンタン、ヘキサン等の一般式ＣｎＨ２ｎ＋２で表されるメタン系炭
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化水素（飽和炭化水素）、ヘキセン、ヘプテン等の一般式ＣｎＨ２ｎで表されるエチレン
系炭化水素（不飽和炭化水素）、ヘキシン、ヘプチン等の一般式ＣｎＨ２ｎ−２で表され
るアセチレン系炭化水素（不飽和炭化水素）、メタノール、エタノール等の一価アルコー
ル、エチレングリコール等の二価アルコール、グリセリン等の三価アルコール、ジエチル
エーテル、エチレンオキシド等のエーテル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル、ホル
ムアルデヒド、アセトアルデヒド等のアルデヒド、アセトン、メチルエチルケトン、ジエ
チルケトン等のケトン、ギ酸、酢酸、シュウ酸等のカルボン酸等の炭化水素が好適に用い
られる。
【００４７】
この水素生成装置３１を用いて液相の有機化合物から水素を生成するには、予め、制御
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装置（図示略）を用いてヒータ３に通電して酸化物半導体２２を、その熱励起により有機
化合物が部分酸化分解する温度、例えば２５０℃以上かつ６００℃以下、好ましくは３０
０℃以上かつ４５０℃以下に加熱・保持しておく。
一方、

有機化合物蒸気発生器３２に所定量の液相の有機化合物を投入し、この液相の

有機化合物に、酸素ガス供給管５、必要に応じて不活性ガス供給管６から供給される酸素
ガスや不活性ガスを混合部７にて混合して混合ガスとし、この混合ガスを液相の有機化合
物に供給してバブリングを行い、この有機化合物の蒸気を含むガスを配管３４を介して反
応器２に供給する。
【００４８】
液相の有機化合物が上記の炭化水素の場合、炭化水素の供給量と酸素ガスの供給量との
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比を調整することにより、炭化水素から目的とする水素を生成させ得るように、部分酸化
分解時に必要な酸素ガス供給量を調整する。これにより、水素を効率よく生成させること
が可能になり、二酸化炭素や一酸化炭素を選択的に得ることが可能になる。
【００４９】
この有機化合物の供給量と酸素ガスの供給量との比を調整する場合、酸素ガスの濃度が
酸素ガスと有機化合物の合計量に対して５０体積％以下が好ましく、より好ましくは５体
積％以上かつ２０体積％以下、さらに好ましくは５体積％以上かつ１５体積％以下となる
ように調整する。
このように、酸素ガスの濃度を酸素ガスと有機化合物の合計量に対して５０体積％以下
とすることで、液相の有機化合物は、水素の生成量が所定の生成量以上となるように部分
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酸化分解されて所定の生成量以上の水素が生成し、液相の有機化合物が蒸気の状態でその
まま排出される虞はない。
【００５０】
酸化物半導体２２は、２５０℃以上かつ６００℃以下に加熱されることで熱励起され、
この酸化物半導体２２中に大量に正孔が生成し、この大量の正孔が有機化合物から電子を
奪い、有機化合物中にラジカルを生成する。このラジカルによる逐次的な開裂により有機
化合物はフラグメント化された低分子となり、酸素ガスの供給量が制御された雰囲気下で
部分的に酸化分解され、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、水等からなる混合ガスを生成す
る。この混合ガスは配管９により取り出される。
【００５１】
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以上説明したように、本実施形態の水素生成装置３１によれば、内部に粉末状の酸化物
半導体２２が収納された反応器２と、ヒータ３と、酸素ガス供給管５と、不活性ガス供給
管６と、混合部７を有する配管８と、配管９と、有機化合物蒸気発生器３２とを備えたの
で、簡単かつ安価な装置構成で、中級炭化水素等の液相の有機化合物から水素を効率良く
生成させることができる。
【００５２】
本実施形態の水素生成方法によれば、２５０℃以上かつ６００℃以下に加熱された酸化
物半導体２２に、酸素ガスの濃度が酸素ガスと有機化合物の合計量に対して１体積％以上
かつ５０体積％以下となるように調整し、酸素ガス及び不活性ガスを含む混合ガスを液相
の有機化合物にバブリングして得られた有機化合物の蒸気を含むガスを通過させ、この有
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機化合物を酸化物半導体２２の熱励起により部分酸化分解し、水素を生成するので、中級
炭化水素等の液相の有機化合物から水素を効率良く生成させることができる。
【実施例】
【００５３】
以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限
定されるものではない。
【００５４】
「実施例１」
流動床タイプの反応器２を用い、酸化物半導体２２としてアナターゼ型酸化チタン微粒
子ＳＴ−０１（石原産業（株）社製）を用い、この酸化チタン微粒子を３５０℃〜５００

30

℃の範囲で加熱・保持し、この酸化チタン微粒子に、有機化合物供給管４によりメタンガ
スを、酸素ガス供給管５により酸素ガスを、それぞれ供給し、メタンガスを部分酸化分解
した。この時の酸素濃度を１体積％〜９０体積％の範囲で変化させた。
【００５５】
図３は、酸化チタン微粒子の温度をパラメータとしたときの水素ガスの生成量の酸素濃
度依存性を示す図である。
この図によれば、酸化チタンの温度が４００℃までは、メタンはほとんど分解されずに
そのまま残り、水素の生成はほとんどみられない。この酸化チタンの温度を４５０℃、５
００℃とあげていくと、メタンの分解が始まり、一酸化炭素と二酸化炭素と同時に、大量
の水素が生成するようになる。このとき、酸素濃度が３０体積％以上かつ７０体積％以下
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、好ましくは４０体積％以上かつ６０体積％以下、さらに好ましくは４５体積％以上かつ
５５体積％以下の条件で、各温度での水素生成が最大となる。なお、酸素濃度を５０体積
％以上に上げていった場合に水素の生成量が減少してしまうのは、メタンの完全分解の条
件に近づくためである。
【００５６】
「実施例２」
流動床タイプの反応器２を用い、酸化物半導体２２としてアナターゼ型酸化チタン微粒
子ＳＴ−０１（石原産業（株）社製）を用い、この酸化チタン微粒子を２５０℃〜４５０
℃の範囲で加熱・保持し、この酸化チタン微粒子に、有機化合物蒸気発生器３２にてメタ
ノールを空気でバブリングして得られたメタノール蒸気を導入し、メタノール蒸気を部分
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酸化分解した。この時の酸素濃度を０体積％〜９０体積％の範囲で変化させた。
【００５７】
図４は、酸素濃度をパラメータとしたときの全ガス量に対する水素ガスの生成量の温度
依存性を示す図である。
この図によれば、酸素が０％では、４５０℃まで水素生成は続くが、酸素濃度を上げて
いくと、酸素が５％〜１０％では４００℃、酸素が１５％、２０％、３０％では３５０℃
というように、水素生成がより低温で起こり、水素の生成温度は酸素濃度に依存すること
が明らかとなった。
また、水素の発生に最適な条件は、４００℃では、酸素濃度が５〜１０％の範囲であり
、この範囲でメタノールはメタン、ジメチルエーテルを経て、水、二酸化炭素、一酸化炭
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素と同時に最も効率よく水素を生成することが分かった。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第１の実施形態の酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成装置を示す
模式図である。
【図２】本発明の第２の実施形態の酸化物半導体の熱励起を利用した水素生成装置を示す
模式図である。
【図３】酸化チタン微粒子の温度をパラメータとしたときの水素ガスの生成量の酸素濃度
依存性を示す図である。
【図４】酸素濃度をパラメータとしたときの全ガス量に対する水素ガスの生成量の温度依

20

存性を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
１

水素生成装置

２

反応器

３

ヒータ

４

有機化合物供給管

５

酸素ガス供給管

６

不活性ガス供給管

７

混合部

８、９

30

配管

１１〜１３

調整弁

２１

筐体

２２

酸化物半導体

２３

攪拌子

３１

水素生成装置

３２

有機化合物蒸気発生器

(11)
【図１】

【図３】

【図４】

【図２】
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