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(54)【発明の名称】環境浄化循環型水電解装置
1
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(57)【特許請求の範囲】

生させた水素の一部を燃料電池に燃料として供給する手

【請求項１】閉鎖空間における環境を浄化し、循環させ

段、（ク）前記水電解手段から発生させた水素の残分

るための水電解装置であって、（ア）閉鎖された生活空

を、前記第一の分離手段で乾燥させた二酸化炭素とサバ

間において排出される二酸化炭素を、ゼオライト若しく

チエ第一反応をさせて、メタンと水蒸気を発生させるメ

は活性炭を吸着剤としてＰＳＡ方式で又はアミンを吸着

タン発生手段、（ケ）前記メタン発生手段で発生した気

剤としてＴＳＡ方式で除去する、二酸化炭素除去手段、

体を冷却して、水分とメタンに分離する第二の分離手

（イ）前記二酸化炭素除去手段で浄化した乾燥空気を、

段、（コ）前記第二の分離手段で分離された水分を前記

前記生活空間に供給する手段、（ウ）前記二酸化炭素除

タンクに供給する手段、（サ）前記第二の分離手段で乾

去手段で濃縮された湿潤二酸化炭素を、冷却して水分と
二酸化炭素とに分離する第一の分離手段、（エ）前記第

燥させたメタンを回収する手段を有することにより、生
10

活空間の空気中の二酸化炭素を回収して水の電気分解で

一の分離手段で分離された水分を、タンクに貯めて、ヒ

得られた水素と反応させてメタンに変換させ、同時に得

ータで調温する貯水手段、（オ）前記貯水手段から水を

られる水を回収して電気分解に使用することを特徴とす

供給して電解し、水素と酸素を別々に発生させる水電解

る環境浄化循環型水電解装置。

手段、（カ）前記水電解手段から発生させた酸素を前記

【請求項２】前記水電解手段が（ア）前記貯水手段から

生活空間に供給する手段、（キ）前記水電解手段から発

の水流入手段及び水回収手段を有する隔室Ａ、（イ）フ

( 2 )

特許第３４７９９５０号

3

4

ッ素樹脂系イオン交換膜、（ウ）水素排出手段を有し、

鎖空間での利用に限界があるという問題があった。燃料

かつ、スポンジ状陰極を充填した隔室Ｂ、（エ）白金、

電池との組み合わせにおいても、エントロピーの増大に

イリジウム、ロジウム又はイリジウム−ロジウム合金を

より効率が減衰する。

メッキしたフッ素樹脂系イオン交換膜、（オ）多孔質チ

【０００７】さらに、電極に電解液である水を接触させ

タンに白金メッキした陽極、（カ）酸素排出手段を有す

て電解すると、陽極及び陰極から泡となって酸素及び水

る隔室Ｃの順にサンドイッチした電解槽であることを特

素が発生するために気体と液体を分離するための気液分

徴とする請求項１記載の環境浄化循環型水電解装置。

離タンクが必要であるが、無重力状態では液体の中にガ

【請求項３】さらに、前記第二の分離手段で回収したメ

スが泡となってとどまり、分離することができないとい

タンを燃料として使用することを特徴とする請求項１又
は２記載の環境浄化循環型水電解装置。

う問題があった。
10

【０００８】また、電解質となるイオン交換膜の電気抵

【請求項４】さらに、前記第二の分離手段で回収したメ

抗を常に低く保つためには、不純物のない高純度の水を

タンからサバチエ第二反応により水素を発生させ、燃料

必要とするという問題があった。

として使用することを特徴とする請求項１又は２記載の

【０００９】さらに、陽極で発生したＨ

環境浄化循環型水電解装置。

共に陰極に移動し、その水を回収して陽極に戻すため、

【発明の詳細な説明】

水循環回路が複雑になるという問題があった。

【０００１】

【００１０】本発明は、かかる問題を鑑みてなされたも

【発明の属する技術分野】本発明は、重力の有無に関係

のであり、したがって、本発明の目的は、閉鎖空間にお

なく、水を電気分解して酸素と水素を取り出して、閉鎖

いて、無重力下でも、人間等の排出した二酸化炭素を含

空間における環境を浄化し、循環させるための環境浄化

む空気から二酸化炭素を除去し、かつ、高純度の酸素と

循環型水電解装置に関する。より詳細には、宇宙空間や

20

＋

イオンは水と

水素を、液体の水と混じらないように取り出し、空気を

宇宙船で生命を維持するための酸素や燃料としての水素

浄化するとともに、燃料である水素を供給できる環境浄

を、人間等の排出した二酸化炭素を含む空気から供給す

化循環型水電解装置を提供することにある。本発明者ら

る環境浄化循環型水電解装置に関するものである。

は、上記の目的を達成するために鋭意研究を重ねた結

【０００２】

果、試行錯誤の上、本発明を完成するに至った。

【従来の技術】有人宇宙船などの閉鎖環境において、生

【００１１】

命を維持するには、酸素の供給及び人間等が排出する二

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

酸化炭素の除去が問題となる。一定期間閉鎖される環境

に、本発明の環境浄化循環型水電解装置は、閉鎖空間に

においては、生命体等から排出される二酸化炭素をリサ

おける環境を浄化し、循環させるための水電解装置であ

イクルして酸素を作り出すことが必要となる。二酸化炭

って、（ア）閉鎖された生活空間において排出される二

素から酸素を回収する方法としては、ボッシュ反応やサ

30

酸化炭素を、ゼオライト若しくは活性炭を吸着剤として

バチエ反応（第一反応と第二反応）がある。また、二酸

ＰＳＡ方式で又はアミンを吸着剤としてＴＳＡ方式で除

化炭素を空気から分離する方法としては、水酸化リチウ

去する、二酸化炭素除去手段、（イ）前記二酸化炭素除

ム等により吸収する方法やアミン類により吸収する方法

去手段で浄化した乾燥空気を、前記生活空間に供給する

がある。（例えば、非特許文献１参照）。

手段、（ウ）前記二酸化炭素除去手段で濃縮された湿潤

【０００３】

二酸化炭素を、冷却して水分と二酸化炭素とに分離する

【非特許文献１】「宇宙で生きる」新田慶治ほか、１９

第一の分離手段、（エ）前記第一の分離手段で分離され

９４年、オーム社、ｐ３４−４３

た水分を、タンクに貯めて、ヒータで調温する貯水手

【０００４】また、従来、搭載した水から、酸素と水素

段、（オ）前記貯水手段から水を供給して電解し、水素

を８:１の質量比で発生させる電解槽をそなえた宇宙船
が知られている（例えば、特許文献２参照）。また、燃

と酸素を別々に発生させる水電解手段、（カ）前記水電
40

解手段から発生させた酸素を前記生活空間に供給する手

料電池と組み合わせた閉鎖移住空間システムが知られて

段、（キ）前記水電解手段から発生させた水素の一部を

いる（例えば、特許文献３参照）。

燃料電池に燃料として供給する手段、（ク）前記水電解

【０００５】

手段から発生させた水素の残分を、前記第一の分離手段

【特許文献２】特開平６―８８９３号公報（０００６段

で乾燥させた二酸化炭素とサバチエ第一反応をさせて、

落）

メタンと水蒸気を発生させるメタン発生手段、（ケ）前

【特許文献３】特開平５―２６２３００号公報（００２

記メタン発生手段で発生した気体を冷却して、水分とメ

０段落）

タンに分離する第二の分離手段、（コ）前記第二の分離

【０００６】

手段で分離された水分を前記タンクに供給する手段、

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の、搭載

（サ）前記第二の分離手段で乾燥させたメタンを回収す

した水を電気分解する方法では、資源に限りがあり、閉

50

る手段を有することにより、生活空間の空気中の二酸化
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炭素を回収して水の電気分解で得られた水素と反応させ

【００１４】また、ＴＳＡ（Thermal

てメタンに変換させ、同時に得られる水を回収して電気

on）方式とは、温度スイング吸着方式ともいう。ＴＳＡ

分解に使用するものである。

方式は、吸着剤を充填した吸着塔に低温のガスを供給し

【００１２】ここで、ＰＳＡ（Pressure

Swing

Adsor

Swing

Adsorpti

特定の気体を吸着剤に吸着させる吸着過程及び、吸着塔

ption）方式とは、圧力スイング吸着方式ともいう。Ｐ

を加熱して吸着した気体を吸着剤から脱離し吸着剤を再

ＳＡ方式は、吸着剤を充填した吸着塔に加圧されたガス

生する脱離過程を繰り返して行う吸着方法である。吸着

を供給し特定の気体を吸着剤に吸着させる吸着過程及

剤により低温下で選択吸着された成分は加熱により脱離

び、吸着塔を減圧して吸着した気体を吸着剤から脱離し

させる。

吸着剤を再生する脱離過程を繰り返して行う吸着方法で
ある。吸着剤により加圧下で選択吸着された成分は減圧

【００１５】二酸化炭素をＴＳＡ方式で除去するＣＯ２
10

ＴＳＡには、アミン類を吸着剤とするものがある。吸着

により脱離させる。

剤を充填した吸着塔を２本一組として、一方の吸着塔に

【００１３】二酸化炭素をＰＳＡ方式で除去するＣＯ２

空気を送り、常温において空気中の水分と二酸化炭素が

ＰＳＡには、分子ふるいとして機能するゼオライトや活

アミン類と化合して炭酸アミンを作る。このとき、化合

性炭を吸着剤とするものがある。吸着剤を充填した吸着

の終了した他方の吸着塔はヒータで１００℃程度に加熱

塔を２本一組として、一方の吸着塔に空気を送り、加圧

することにより水分と二酸化炭素を脱離させる。化１に

すると水分と二酸化炭素が優先的に吸着される。このと

示す、この吸着、脱離動作を一定時間毎に交互に切り替

き、他方の吸着塔は減圧し、吸着した水分と二酸化炭素

えることにより連続的に空気中から水分と二酸化炭素を

を脱離させる。この吸着、脱離動作を一定時間毎に交互

分離することができる。

に切り替えることにより連続的に空気中から水分と二酸

【００１６】

化炭素を分離することができる。

20

【化１】

【００１７】本発明の環境浄化循環型水電解装置は、好

の空気中の二酸化炭素を回収して水の電気分解で得られ

ましくは、前記水電解手段が（ア）前記貯水手段からの

た水素と反応させてメタンに変換させ、同時に得られる

水流入手段及び水回収手段を有する隔室Ａ、（イ）フッ

水を回収して電気分解に使用するものである。

素樹脂系イオン交換膜、（ウ）水素排出手段を有し、か

【００２２】２台の吸着塔（２２ａ、２２ｂ）は、閉鎖

つ、スポンジ状陰極を充填した隔室Ｂ、（エ）白金、イ

された生活空間において排出される二酸化炭素を、排気

リジウム、ロジウム又はイリジウム−ロジウム合金をメ

回収ポンプ（２１）を介して、ゼオライトを吸着剤とし

ッキしたフッ素樹脂系イオン交換膜、（オ）多孔質チタ

30

てＰＳＡ方式で除去する二酸化炭素除去手段である。吸

ンに白金メッキした陽極、（カ）酸素排出手段を有する

着塔（２２ａ、２２ｂ）内には、ゼオライトが充填され

隔室Ｃの順にサンドイッチした電解槽である。

ている。一方の吸着塔が二酸化炭素の除去をしている間

【００１８】また、本発明の環境浄化循環型水電解装置

に、他方の吸着塔内のゼオライトが再生されるので、繰

は、好ましくは、さらに、前記第二の分離手段で回収し

り返し使用することができる。

たメタンを燃料として使用する。

【００２３】吸着塔（２２ａ、２２ｂ）において二酸化

【００１９】本発明の環境浄化循環型水電解装置は、よ

炭素を除去した乾燥空気は、配管によって、生活空間に

り好ましくは、さらに、前記第二の分離手段で回収した

供給される。

メタンからサバチエ第二反応により水素を発生させ、燃

【００２４】吸着塔（２２ａ、２２ｂ）において濃縮さ

料として使用する。
【００２０】

れた湿潤二酸化炭素は、第一の除湿器（１６）に送られ
40

て、冷却されて水分と二酸化炭素に分離される。

【実施例】以下、本発明の実施例について、図面を参照

【００２５】第一の除湿器（１６）で除去された水分

して詳細に説明する。

は、水回収ポンプ（２０）によって、水タンク（１５）

【００２１】（実施例１）図１は、本発明の実施例１の

に送られて貯められる。

構成図である。図１に示したように、本発明の実施例１

【００２６】水タンク（１５）内の水は、電解槽（１

の環境浄化循環型水電解装置（１）は、電解槽（１

１）に供給されて、電解により、水素と酸素を別々に発

１）、２台の吸着塔（２２ａ、２２ｂ）、第一の除湿器

生させる。

（１６）、第二の除湿器（１７）、サバチエ第一反応器

【００２７】電解槽（１１）の陽極側において発生した

（１８）、水タンク（１５）及びそれらを接続する配

酸素は配管を介して生活空間に供給される。

管、ポンプ類を有する。本発明の実施例１の環境浄化循

【００２８】電解槽（１１）の陰極側において発生した

環型水電解装置（１）は、かかる構成により、生活空間

50

水素の一部を、配管を通じて、燃料電池に燃料として供

( 4 )
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給できる。

のサバチエ第一反応をさせてメタンと水蒸気を発生させ

【００２９】電解槽（１１）の陰極側において発生した

る。

水素の残分は、第一の除湿器（１６）で乾燥させた二酸

【００３０】

化炭素と、サバチエ第一反応器（１８）において、化２

【化２】

【００３１】サバチエ第一反応器（１８）は、ミキシン

隔室Ｃ（１０）には、酸素排出口（９）が設けてある。

グタンク及び反応管を有する。サバチエ第一反応器（１

【００３９】陽極（８）には、多孔質チタンに白金をメ

８）は、熱電対やヒータにより温度調節できるようにな
っている。二酸化炭素の還元反応は高温ほど反応しやす

ッキした電極を用いた。陰極（６）には、白金をメッキ
10

した、スポンジ状の、ニッケル・クロム合金の多孔質電

くなるが、反応平衡では高温にすると進行が抑制される

極を用いた。

ため、３００〜３５０℃の温度条件下で反応させる。

【００４０】また、イオン交換膜（４）として、触媒を

【００３２】まず、サバチエ第一反応器（１８）のミキ

担持させたフッ素樹脂系のイオン交換膜（例えば、デュ

シングタンクにおいて、反応に先立って、水素と二酸化

ポン社製のフッ素化ポリオレフィンのスルホン化合物で

炭素を予め混合させる。

あるＮＡＦＩＯＮ（Ｒ））を用いた。より具体的には、

【００３３】ミキシングタンクで混合させた水素と二酸

フッ素樹脂系のイオン交換膜に、触媒の白金を４〜５ｍ

化炭素は、サバチエ第一反応器（１８）の反応管で反応

ｇ／ｃｍ
２

２

担持させた。その有効膜膜面積は、約２００

させる。反応管には触媒が充填され、両端がシリカウー

ｃｍ

ルで留めてある。触媒としては、例えば、ルテニウムを

脂系のイオン交換膜として、ＮＡＦＩＯＮ（Ｒ）

アルミナに担持させたものを用いる。

20

である。本発明の実施例１においては、フッ素樹
１１

７（デュポン社製）を用いた。イオン交換膜にメッキす

【００３４】さらに、反応により発生した気体、すなわ

る金属は、白金以外に、イリジウム、ロジウム又はイリ

ちメタンと水蒸気は、第二の除湿器（１７）において、

ジウム−ロジウム合金が適する。

冷却水で冷却される。ここで、水蒸気が凝縮して、水と

【００４１】隔室Ａ（３）に供給された液体の水は、イ

なり、よって水分とメタンに分離される。

オン交換膜（４ａ）でブロックされる。本発明に用いる

【００３５】第二の除湿器（１７）で分離された水分

イオン交換膜（４ａ）は液体を通過させず、気体のみ通

は、水回収ポンプ（２０）によって、水タンク（１５）

過させるものである。したがって、水は、イオン交換膜

に送られて貯められる。

（４ａ）を飽和水蒸気として通過し、さらに、スポンジ

【００３６】第二の除湿器（１７）で乾燥させたメタン

状の陰極（６）を通過して移動する。すなわち、イオン

は配管を通じて回収する。

交換膜（４）が水蒸気のみを蒸気圧の高い方から低い方

【００３７】本発明の実施例１で用いる電解槽（１１）

30

に移動させる性質を利用し、気体のＨ２ Ｏをイオン交換

は、隔室Ａ（３）、イオン交換膜（４ａ）、隔室Ｂ

膜（４）を隔てた陰極側に供給して電気分解を起こさせ

（７）、イオン交換膜（４ｂ）、陽極（８）、隔室Ｃ

て水素と酸素を取り出す。

（１０）の順にサンドイッチした電解槽（１１）であ

【００４２】したがって、水を陽極側から供給せず、ま

る。気液分離タンクは設けない。水タンク（１５）は電

たイオン交換膜が液体の水を透過するということがない

解槽（１１）の外側に設けてある。水タンク（１５）と

ので、従来の環境浄化循環型水電解装置では必要であっ

電解槽（１１）は、水流入口（２）で繋がっており、さ

た、陽極から水素イオンと共に移動する液体の水の処理

らに電解槽（１１）で使用済みの水を、水排出口（１

が不要である。また、従来の環境浄化循環型水電解装置

４）から、再度水タンク（１５）に戻す構成となってい

では必要であった、気体である水素・酸素と液体状態の

る。水タンク（１５）内には水が満たしてあり、水はヒ
ータ（１２ｃ）で温度調整されている。水タンク（１

水を分離させるための装置も不要である。
40

【００４３】また、適温の水を供給でき、また水をリサ

５）から電解槽（１１）へは水循環ポンプ（１３）で水

イクルできる。

を供給する。なお、本発明の実施例１の環境浄化循環型

【００４４】さらに、電解用の水は、水蒸気として循環

水電解装置（１）は、電解槽（１１）を並列又は直列に

して電解されるので、純水でなくても、可能である。

複数セル繋げて、より大量の酸素・水素を発生させるこ

【００４５】水循環ポンプ（１３）の循環量は１．５〜

とができる。隔室Ｃ（１０）には、陽極（８）とイオン

２．０Ｌ／分で、水の温度を約７０℃にしたときの電解

交換膜（４ｂ）の接触性向上のために、スポンジ状のＮ

電流は、約２０Ａ／セルであった。かかる条件における

ｉ−Ｃｒ合金が充填してある。

ガス発生量は、酸素が約４Ｌ／時、水素が８Ｌ／時であ

【００３８】隔室Ａ（３）には、水流入口（２）が設け

った。

てある。隔室Ｂ（７）には、水素排出口（５）が設けて

【００４６】本発明の実施例１に用いる吸着塔（２２）

あり、かつ、スポンジ状の陰極（６）を充填してある。

50

に充填されるゼオライトは、分子ふるい作用と静電気的

( 5 )

特許第３４７９９５０号

9

10

作用の２つの吸着能力を備えている。

給したり、航空機内で酸素を供給したり、燃料電池にエ

【００４７】分子ふるい作用に関しては、本発明の実施

ネルギー源として酸素・水素を供給したりすることがで

例１に用いるゼオライトは、オングストロームオーダ

きる。

ー、すなわち０．１nmオーダーの均一な超微細孔を有す

【００５４】また、本発明によれば、無重力下において

る。この孔は、ゼオライトの結晶表面から、吸着質の存

水を電気分解する場合においても、水素排出口及び酸素

在する空洞をつなぐ役割をする。したがって、その均一

排出口からは気体のみ取り出すことができるので、取り

な超微細孔を通り得る小さい分子径を持つ物質だけが吸

出し時に気体に水が混入する恐れがない。したがって、

着質の存在する空洞に到達して吸着される。このように

本発明によれば、気液分離タンクがいらない。これは、

して本発明に用いるゼオライトは、オングストロームオ
ーダーの気体分子を選択的に分離することができる。

コスト面のメリットのみならず、コンパクトで軽量であ
10

るというメリットがある。宇宙船においてはコンパクト

【００４８】また、静電気的作用に関しては、本発明に

であることが非常に重要なポイントとなる。

用いるゼオライトは、空洞に強い電場が存在し、極性物

【００５５】（実施例２）本発明の実施例２が、図１に

質を優先的に強力に吸着する。よって、二酸化炭素の濃

示した本発明の実施例１と異なるのは、吸着剤としてゼ

度が低い場合にも大きな吸着能力を有する。

オライトの代わりに、ゼオライトと同様に分子ふるい機

【００４９】二酸化炭素吸着は、吸着塔（２２ａ、２２

能を有する活性炭を用いた点である。実施例２において

ｂ）において、吸着過程と脱離過程を交互に繰り返して

も、二酸化炭素除去はＰＳＡ方式により行う。

行う。各電磁弁は電磁弁コントローラー及びタイマー回

【００５６】（実施例３）本発明の実施例３が、図１に

路によって制御される。

示した本発明の実施例１と異なるのは、吸着剤としてゼ

【００５０】まず、三方電磁弁（２３ｃ）により、吸着

オライトの代わりにアミンを用い、二酸化炭素除去をＰ

塔（２２ａ）に回収した生活空間の空気を流す。吸着塔

20

ＳＡ方式ではなくＴＳＡ方式で行う点である。本発明の

（２２ａ）を通して、ゼオライトにより水分と二酸化炭

実施例１と違い、吸着塔（２２ａ、２２ｂ）それぞれ

素を除去して形成した二酸化炭素減少空気は三方電磁弁

に、ヒータが配置されている。

（２３ｂ）を通って乾燥浄化空気として生活空間に戻さ

【００５７】二酸化炭素吸着は、吸着塔（２２ａ、２２

れる。一方、吸着塔（２２ｂ）は、三方電磁弁（２３

ｂ）において、吸着過程と脱離過程を交互に繰り返して

ｄ）を通して、二酸化炭素減少空気の一部が供給され

行う。各電磁弁は電磁弁コントローラー及びタイマー回

る。吸着塔（２２ｂ）内を減圧して吸着塔（２２ｂ）中

路によって制御される。

のゼオライトに吸着された二酸化炭素を脱離する。脱離

【００５８】まず、三方電磁弁（２３ｃ）により、吸着

した二酸化炭素は三方電磁弁（２３ａ）を通して第一の

塔（２２ａ）に回収した排気を流す。吸着塔（２２ａ）

除湿器（１６）に送られる。

において常温でアミンにより二酸化炭素と水分を除去し

【００５１】次に、三方電磁弁（２３ｃ）を切り替え

30

て形成した二酸化炭素減少空気は、三方電磁弁（２３

て、吸着塔（２２ｂ）に回収した生活空間の空気を流

ｂ）を通って乾燥浄化空気として生活空間に戻される。

す。吸着塔（２２ｂ）を通して、ゼオライトにより水分

一方、吸着塔（２２ｂ）は、三方電磁弁（２３ｄ）を通

と二酸化炭素を除去して形成した二酸化炭素減少空気は

して、二酸化炭素減少空気の一部が供給される。吸着塔

三方電磁弁（２３ｂ）を通って乾燥浄化空気として生活

（２２ｂ）内を加熱して吸着塔（２２ｂ）中のアミンに

空間に戻される。一方、吸着塔（２２ａ）には、三方電

吸着された二酸化炭素を脱離する。脱離した二酸化炭素

磁弁（２３ｄ）を通して、二酸化炭素減少空気の一部が

は三方電磁弁（２３ａ）を通して第一の除湿器（１６）

供給される。吸着塔（２２ａ）内を減圧して、吸着塔

に送られる。

（２２ａ）中のゼオライトに吸着された二酸化炭素を脱

【００５９】次に、三方電磁弁（２２ｃ）の切り替えに

離する。脱離した二酸化炭素は三方電磁弁（２３ａ）を
通して第一の除湿器（１６）に送られる。

より、吸着塔（２２ｂ）に常温の空気を流す。吸着塔
40

（２２ｂ）において常温でアミンにより二酸化炭素と水

【００５２】すなわち、取り入れた外気から、二酸化炭

分を除去して形成した二酸化炭素減少空気は、三方電磁

素を除去するために上記吸着過程と脱離過程を繰り返

弁（２３ｂ）を通って乾燥浄化空気として生活空間に戻

し、二酸化炭素減少空気を形成して生活空間に供給する

される。一方、吸着塔（２２ａ）には、三方電磁弁（２

とともに、二酸化炭素が濃縮された湿潤空気を第一の除

３ｄ）を通して、二酸化炭素減少空気の一部が供給され

湿器（１６）に送ることになる。

る。吸着塔（２２ａ）内を加熱して、吸着塔（２２ａ）

【００５３】本発明は上記に示した構成であり、資源

中のアミンに吸着された二酸化炭素を脱離する。脱離し

は、生活空間から二酸化炭素を含む空気として、常に供

た二酸化炭素は三方電磁弁（２３ａ）を通して第一の除

給され、閉鎖空間であっても連続して長期利用ができ

湿器（１６）に送られる。

る。したがって、宇宙空間や宇宙船で、排気を利用し

【００６０】すなわち、取り入れた外気から、二酸化炭

て、生命を維持するための酸素や燃料としての水素を供

50

素を除去するために上記吸着過程と脱離過程を繰り返

( 6 )

特許第３４７９９５０号

11

12

し、二酸化炭素減少空気を形成して生活空間に供給する

２ 水流入口

とともに、二酸化炭が濃縮された湿潤空気を第一の除湿

３ 隔室Ａ

器（１６）に送ることになる。

４ イオン交換膜

【００６１】（実施例４）本発明の実施例４が、図１に

５ 水素排出口

示した本発明の実施例１と異なるのは、第二の除湿器

６ 陰極

（１７）において冷却して水分を除去した後のメタンを

７ 隔室Ｂ

燃料として用いる点である。

８ 陽極

【００６２】（実施例５）図２は、本発明の実施例５の

９ 酸素排出口

構成図である。本発明の実施例５が、本発明の実施例３

１０

隔室Ｃ

１１

電解槽

水分を除去した後のメタンをサバチエ第二反応器（１

１２

ヒータ

９）において、化３のサバチエ反応（第二反応）によ

１３

水循環ポンプ

り、炭素と水素を取り出す点である。取り出した水素は

１４

水排出口

さらに燃料電池等に供給することができる。本発明の実

１５

水タンク

施例５においては、アミンによりＴＳＡ方式で二酸化炭

１６

第一の除湿器

素を除去する。本発明の実施例１と違い、吸着塔（２２

１７

第二の除湿器

ａ、２２ｂ）それぞれに、ヒータ（１２ａ、１２ｂ）が

１８

サバチエ第一反応器

配置されている。

１９

サバチエ第二反応器

【００６３】

２０

水回収ポンプ

２１

排気回収ポンプ

２２

吸着塔

２３

三方電磁弁

と異なるのは、第二の除湿器（１７）において冷却して

【化３】
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【００６４】

【要約】

【発明の効果】本発明の環境浄化循環型水電解装置は、

【課題】

上述したとおりであるので、閉鎖空間において、無重力

って、閉鎖空間において、無重力下でも、人間等の排出

下でも、人間等の排出した二酸化炭素を含む空気から二

した二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去し、か

酸化炭素を除去し、かつ、高純度の酸素と水素を、液体

つ、高純度の酸素と水素を、液体の水と混じらないよう

の水と混じらないように取り出し、空気を浄化するとと

に取り出し、空気を浄化するとともに、燃料である水素

もに、燃料である水素を供給できる。

を供給できる環境浄化循環型水電解装置を提供するこ

【図面の簡単な説明】

30

環境浄化循環型水電解装置に関するものであ

と。

【図１】本発明の実施例１の構成図である。

【解決手段】

【図２】本発明の実施例５の構成図である。

て水の電気分解で得られた水素と反応させてメタンに変

【符号の説明】

換させ、同時に得られる水を回収して電気分解に使用す

１

る。

環境浄化循環型水電解装置

生活空間の空気中の二酸化炭素を回収し

( 7 )
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【図１】

【図２】
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