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(54)【発明の名称】水電解装置
1

2

(57)【特許請求の範囲】

（エ）白金、イリジウム、ロジウム又はイリジウム−ロ

【請求項１】

ジウム合金をメッキしたフッ素樹脂系イオン交換膜、

水蒸気透過性を有する陰極をイオン交換

膜に挟みこみ、一方のイオン交換膜の外側に水相を配

（オ）多孔質チタンに白金メッキした陽極、（カ）酸素

し、他方のイオン交換膜の外側には陽極を配した電解槽

排出手段を有する隔室Ｃの順にサンドイッチした電解槽

で、被電解水が、前記一方のイオン交換膜を両面の蒸気

を有することを特徴とする水電解装置。

圧差により水蒸気として通過して陰極と接触し、陰極内

【請求項３】

を通過して前記他方のイオン交換膜に達し、両電極へ電

水回収手段を有する水タンクを附設することを特徴とす

圧を印加し、電解され、前記他方のイオン交換膜内をプ

る請求項２記載の水電解装置。

ロトンが陽極側から陰極側に移動して、陰極表面に水素
が発生し、陽極表面に酸素が発生することにより、発生

さらに、温度調節手段、水供給手段及び

【発明の詳細な説明】
10

【０００１】

した酸素と水素に水を混入させないことを特徴とする水

【発明の属する技術分野】本発明は、重力の有無に関係

電解装置。

なく、水を電気分解して酸素と水素を取り出す水電解装

【請求項２】

（ア）水流入手段を有する隔室Ａ、

置に関する。より詳細には、航空機内で酸素を供給した

（イ）フッ素樹脂系イオン交換膜、（ウ）水素排出手段

り、燃料電池にエネルギー源として酸素・水素を供給し

を有し、かつ、スポンジ状陰極を充填した隔室Ｂ、

たり、宇宙空間や宇宙船で生命を維持するための酸素や

( 2 )

特許第３４５２１４０号
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燃料としての水素を供給したり、或いは宝飾加工の酸素

換膜内をプロトンが陽極側から陰極側に移動して、陰極

バーナーに酸素を供給したりすることに利用可能な水電

表面に水素が発生し、陽極表面に酸素が発生することに

解装置に関するものである。

より、発生した酸素と水素に水を混入させないものであ

【０００２】

る。

【従来の技術】従来の水電解装置においては、液体の水

【００１１】本発明の水電解装置は、（ア）水流入手段

や電解質溶液を陰極及び陽極に接触させて電解すること

を有する隔室Ａ、（イ）フッ素樹脂系イオン交換膜、

により、酸素又は水素を得ていた（例えば、特許文献１

（ウ）水素排出手段を有し、かつ、スポンジ状陰極を充

参照）。

填した隔室Ｂ、（エ）白金、イリジウム、ロジウム又は

【０００３】

イリジウム−ロジウム合金をメッキしたフッ素樹脂系イ

【特許文献１】特開平９−６７６８９号公報（図１）

10

オン交換膜、（オ）多孔質チタンに白金メッキした陽

【０００４】従来、搭載した水から、酸素と水素を８：

極、（カ）酸素排出手段を有する隔室Ｃの順にサンドイ

１の質量比で発生させる電解槽を備えた宇宙船が知られ

ッチした電解槽を有するものである。

ている（例えば、特許文献２参照）。また、燃料電池と

【００１２】本発明では、電解対象である水と電極がフ

組み合わせた閉鎖居住空間システムが知られている（例

ッ素樹脂系イオン交換膜で仕切られ、電極に直接液体が

えば、特許文献３参照）。

接触することなく、水分がイオン交換膜を水蒸気圧の高

【０００５】

い方から低い電極側に水蒸気として移動して電解され

【特許文献２】特開平６−８８９３号公報（０００６段

る。

落）

【００１３】本発明の水電解装置は、好ましくは、さら

【特許文献３】特開平５−２６２３００号公報（００２

に、温度調節手段、水供給手段及び水回収手段を有する

０段落）

20

水タンクを附設する。

【０００６】

【００１４】

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の水電解

【実施例】以下、本発明の実施例について、図面を参照

装置は、電極に電解液である水を接触させて電解する

して詳細に説明する。

と、それぞれの電極から泡となって酸素及び水素が発生

【００１５】図１は、従来の酸素・水素発生装置の構成

するために気体と液体を分離するための気液分離タンク

図である。図１に代表的に示したように、従来の水電解

が必要であるという問題があった。特に、無重力状態で

装置（１）においては、その電解槽（１１）は、イオン

は液体の中にガスが泡となってとどまり、分離すること

交換膜（４）の両端に陰極（６）及び陽極（８）を配

ができないという問題があった。

し、それぞれの電極の外側にカソード室、アノード室を

【０００７】また、電解質となるイオン交換膜の電気抵

設けてあり、アノード室には水が満たしてあり、水が陽

抗を常に低く保つためには、不純物のない高純度の水を

30

必要とするという問題があった。
【０００８】さらに、陽極で発生したＨ

極（８）に接している。電解槽（１１）には、カソード
室、アノード室の外側に気液分離タンク（１６）がそれ

＋

イオンは水と

ぞれ附設されており、気液分離タンク（１６）内で、水

共に陰極に移動し、その水を回収して陽極に戻すため、

が重力により下方に集まり、気体である水素と酸素が上

水循環回路が複雑になるという問題があった。

方に流れて、それぞれ排出口から取り出す構成となって

【０００９】本発明は、かかる問題を鑑みてなされたも

いる。

のであり、したがって、本発明の目的は、気液分離タン

【００１６】図２は、本発明の実施例１の構成図であ

クが不要で、無重力下でも、高純度の酸素と水素を、液

る。本発明の実施例１においては、水電解装置（１）

体の水と混じらないように取り出すことができる水電解

は、隔室Ａ（３）、イオン交換膜（４ａ）、隔室Ｂ

装置を提供することにある。本発明者らは、上記の目的
を達成するために鋭意研究を重ねた結果、試行錯誤の

（７）、イオン交換膜（４ｂ）、陽極（８）、隔室Ｃ
40

（１０）の順にサンドイッチした電解槽（１１）から構

上、本発明を完成するに至った。

成される。気液分離タンクは設けない。

【００１０】

【００１７】隔室Ａ（３）には、水流入口（２）が設け

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

てある。隔室Ｂ（７）には、水素排出口（５）が設けて

に、本発明の水電解装置は、水蒸気透過性を有する陰極

あり、かつ、スポンジ状の陰極（６）を充填してある。

をイオン交換膜に挟みこみ、一方のイオン交換膜の外側

隔室Ｃ（１０）には、酸素排出口（９）が設けてある。

に水相を配し、他方のイオン交換膜の外側には陽極を配

隔室Ｃ（１０）には、陽極（８）とイオン交換膜（４

した電解槽で、被電解水が、前記一方のイオン交換膜を

ｂ）の接触性向上のために、スポンジ状のＮｉ−Ｃｒ合

両面の蒸気圧差により水蒸気として通過して陰極と接触

金が充填してある。

し、陰極内を通過して前記他方のイオン交換膜に達し、

【００１８】図２に示した本発明の実施例１において

両電極へ電圧を印加し、電解され、前記他方のイオン交

50

は、陽極（８）には、多孔質チタンに白金をメッキした

( 3 )
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電極を用いた。陰極（６）には、白金をメッキした、ス

陰極側に移動して、陰極表面に水素が発生し、陽極表面

ポンジ状の、ニッケル・クロム合金の多孔質電極を用い

に酸素が発生することにより、発生した酸素と水素に水

た。

を混入させない構成となっている。

【００１９】本発明の実施例１においては、イオン交換

【００２４】従来は、陽極側に水を満たしていたため、

膜（４）として、触媒を担持させたフッ素樹脂系のイオ

陽極と陰極の間に挟んだイオン交換膜内をプロトンが陽

ン交換膜（例えば、デュポン社製のフッ素化ポリオレフ

極側から陰極側に移動するとともに、膨潤したイオン交

ィンのスルホン化合物であるＮＡＦＩＯＮ（Ｒ））を用

換膜の陽極側表面にある水が、水分の少ない陰極側表面

いた。より具体的には、フッ素樹脂系のイオン交換膜

に一緒に移動してしまい、陰極側にも水が溜まり、した

に、触媒の白金を４〜５ｍｇ／ｃｍ
有効膜面積は、約２００ｃｍ

２

２

担持させた。その

である。本発明の実施例

がって、陽極から発生した酸素も、陰極から発生した水
10

素も、液体である水の中に気泡として混入していた。水

１においては、フッ素樹脂系のイオン交換膜として、Ｎ

は、電圧を印加しないときは移動しない。

ＡＦＩＯＮ（Ｒ）

１１７（デュポン社製）を用いた。

【００２５】一方、本発明においては、水は陰極側にあ

イオン交換膜にメッキする金属は、白金以外に、イリジ

り、しかも、陰極との間はイオン交換膜で遮断されてい

ウム、ロジウム又はイリジウム−ロジウム合金が適す

る。しかも、電極に電圧を印加しても、水と陰極の間の

る。

イオン交換膜内のプロトンは移動しないので、液体の水

【００２０】本発明に実施例１においては、隔室Ａ

が陰極側表面に流れ出すことはない。しかし、ＮＡＦＩ

（３）に供給された液体の水は、イオン交換膜（４ａ）

ＯＮ（Ｒ）等のイオン交換膜は、水蒸気圧の高い側から

でブロックされる。本発明に用いるイオン交換膜（４

低い側へ水蒸気を運ぶ性質を有するため、水は、イオン

ａ）は液体を通過させず、気体のみ通過させるものであ

交換膜内を水蒸気として陰極側に移動する。移動した水

る。したがって、水は、イオン交換膜（４ａ）を飽和水

20

蒸気は、水蒸気透過性を有する陰極を通過して、陰極と

蒸気として通過し、さらに、スポンジ状の陰極（６）を

陽極の間に挟んだイオン交換膜に吸水される。両電極に

通過して移動する。すなわち、イオン交換膜（４）が水

電圧を印加することにより、吸水された水分が電解され

蒸気のみを蒸気圧の高い方から低い方に移動させる性質

る。陽極からは、酸素が発生する。しかし、発生した酸

を利用し、気体のＨ２ Ｏをイオン交換膜（４）を隔てた

素に液体の水は混在しない。陰極と陽極の間に挟んだイ

陰極側に供給して電気分解を起こさせて水素と酸素を取

オン交換膜内では、プロトンが移動するが、その移動方

り出す。

向が陽極側から陰極側であることから、イオン交換膜の

【００２１】本発明の実施例１においては、電解対象で

陽極側に液体の水が流れることはない。陰極と陽極の間

ある水と電極がフッ素樹脂系イオン交換膜で仕切られ、

に挟んだイオン交換膜は、陰極側から供給される水蒸気

電極に直接液体が接触することがない。本発明の実施例

により、常に一定の膨潤状態を保つことができる。ま

１においては、水分が、イオン交換膜を、水蒸気圧の高

30

た、陰極から発生した水素にも、液体の水は混入しな

い方から低い電極側に水蒸気として移動し、その水蒸気

い。

が触媒を担持したもう一方のイオン交換膜に吸水され、

【００２６】本発明は、実施例１で用いた陰極をスポン

両電極への電圧の印加によって電解される。したがっ

ジ状でなく多孔質にしたり、イオン交換膜に水蒸気透過

て、本発明の実施例１においては、液体状態の水が、発

性の高い他のイオン交換膜を用いる等による実施も可能

生気体である酸素や水素に混入することがない。

である。

【００２２】また、本発明の実施例１においては、水を

【００２７】図３は、本発明の実施例２の構成図であ

陽極側から供給せず、またイオン交換膜が液体の水を透

る。本発明の実施例２の水電解装置（１）においては、

過するということがないので、従来の水電解装置では必

本発明の実施例１に、さらに、電解槽（１１）の外側に

要であった、陽極から水素イオンと共に移動する液体の
水の処理が不要である。また、従来の水電解装置では必

水タンク（１５）を設けてある。水タンク（１５）と電
40

解槽（１１）は、水流入口（２）で繋がっており、さら

要であった、気体である水素・酸素と液体状態の水を分

に電解槽（１１）で使用済みの水を、水排出口（１４）

離させるための装置も不要である。

から、再度水タンク（１５）に戻す構成となっている。

【００２３】本発明の実施例１は、水蒸気透過性を有す

水タンク（１５）内には水が満たしてあり、水はヒータ

る陰極をイオン交換膜に挟みこみ、一方のイオン交換膜

（１２）で温度調整されている。水タンク（１５）から

の外側に水相を配し、他方のイオン交換膜の外側には陽

電解槽（１１）へはポンプ（１３）で水を供給する。な

極を配した電解槽で、被電解水が、前記一方のイオン交

お、本発明の実施例１の水電解装置（１）も、本発明の

換膜の両面の蒸気圧差により水蒸気として通過して陰極

実施例２の水電解装置（１）も、電解槽（１１）を並列

と接触し、陰極内を通過して前記他方のイオン交換膜に

又は直列に複数セル繋げて、より大量の酸素・水素を発

達し、両電極への電圧の印加で、水蒸気として電解さ

生させることができる。

れ、前記他方のイオン交換膜内をプロトンが陽極側から

50

【００２８】本発明の実施例２の水電解装置（１）にお
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いて、ポンプ（１３）の循環量は１．５〜２．０Ｌ／分

【図２】本発明の実施例１の構成図である。

で、水の温度を約７０℃にしたときの電解電流は、約２

【図３】本発明の実施例２の構成図である。

０Ａ／セルであった。かかる条件におけるガス発生量

【符号の説明】

は、酸素が約４Ｌ／時、水素が８Ｌ／時であった。

１ 水電解装置

【００２９】本発明の実施例２においては、本発明の実

２ 水流入口

施例１で示した効果に加え、さらに、適温の水を供給で

３ 隔室Ａ

き、また水をリサイクルできるという効果がある。

４ イオン交換膜

【００３０】本発明においては、電解用の水は、水蒸気

５ 水素排出口

として循環して電解されるので、純水でなくても、可能
である。

６ 陰極
10

７ 隔室Ｂ

【００３１】本発明によれば、酸素や水素が水の中に気

８ 陽極

泡として発生しないので、気液分離タンクがいらない。

９ 酸素排出口

これは、コスト面のメリットのみならず、コンパクトで

１０

隔室Ｃ

軽量であるというメリットがある。また、本発明によれ

１１

電解槽

ば、無重力下において水を電気分解する場合において

１２

ヒータ

も、水素排出口及び酸素排出口からは気体のみ取り出す

１３

ポンプ

ことができるので、取り出し時に気体に水が混入する恐

１４

水排出口

れがない。宇宙船においてはコンパクトであることが非

１５

水タンク

常に重要なポイントとなる。

１６

気液分離タンク

【００３２】本発明は上記に示した構成であり、したが

20

【要約】

って、航空機内で酸素を供給したり、燃料電池にエネル

【課題】

ギー源として酸素・水素を供給したり、宇宙空間や宇宙

タンクが不要で、無重力下でも、高純度の酸素と水素

船で生命を維持するための酸素や燃料としての水素を供

を、液体の水と混じらないように取り出すことができる

給したり、或いは宝飾加工の酸素バーナーに酸素を供給

水電解装置を提供すること。

したりすることに利用可能である。

【解決手段】

【００３３】

（イ）フッ素樹脂系イオン交換膜、（ウ）水素排出手段

【発明の効果】本発明の水電解装置は、上述したとおり

を有し、かつ、スポンジ状陰極を充填した隔室Ｂ、

であるので、気液分離タンクが不要で、無重力下でも、

（エ）白金、イリジウム、ロジウム又はイリジウム−ロ

高純度の酸素と水素を、液体の水と混じらないように取

ジウム合金をメッキしたフッ素樹脂系イオン交換膜、

り出すことができる。

30

水電解装置に関するものであって、気液分離

（ア）水流入手段を有する隔室Ａ、

（オ）多孔質チタンに白金メッキした陽極、（カ）酸素

【図面の簡単な説明】

排出手段を有する隔室Ｃの順にサンドイッチした電解槽

【図１】従来の酸素・水素発生装置の構成図である。

を有する。

【図１】

【図２】

( 5 )
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【図３】
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