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１．本研究の目的  

本研究開発は、太陽熱エネルギーを用いた熱化学法により、アンモニアの原料となる水

素の製造要素技術を確立することを目的とする。そのために、膜分離新 IS プロセスの研究

開発を行う。水の熱化学分解で水素を製造する IS プロセスは、これまで約 900℃の高温熱

を供給できる原子炉(高温ガス炉)を対象として研究開発が行われてきた。この反応の熱源

に太陽熱(約 650℃)を利用するためには、高温ガス炉よりもかなり低い温度域(600℃)で反

応を促進する必要があり、膜分離新 IS プロセスでは、分離膜、低温高活性触媒、スチール

パイプ系の耐食材料などの要素技術を開発する。 

膜分離新 IS プロセスのシステム設計として、従来の IS プロセスの機器・系統構成を基

にシミュレーションモデルを作成し、水素製造効率を評価できるようにする。次に要素技

術の開発成果を取り入れ、膜反応器などによるエネルギー低減効果を評価するとともに、

熱・物質収支の最適化を行い、水素製造効率の向上を予測するシミュレーションを実施し、

商業規模の物質収支・熱収支を確立することが目的である。 

 

水を直接分解するには 4000℃以上の温度が必要となり、この温度を達成するのは困難で

ある。これに対して複数の化学反応を組み合わせることによって、水をより低温で分解す

ることができる熱化学水素製造法が検討されている。熱化学 IS プロセスは、原料水をヨウ

素(I)や硫黄(S)の化合物と反応させて得られるヨウ化水素酸や硫酸を 1000℃以下で熱分解

することによって、水素と酸素を製造するものである。この方法は、製造過程においてヨ

ウ素や硫黄の化合物をプロセス内部で循環使用するため、外部に有害物質を排出しないと

いう特長を有する。一方、太陽集熱で得られる温度は 650℃程度であるため、より低温の

600℃で IS プロセスを進行させる技術開発が必要となる。そこで、生成物の分離技術や触

媒を用いて反応を制御することにより現状の反応温度を下げ、再生可能エネルギーを用い

て水素製造が可能な技術へと発展させる。 

IS プロセスでは、原料の水(H2O)をヨウ素(I2)及び二酸化硫黄(SO2)と反応させてヨウ化

水素(HI)と硫酸(H2SO4)を作り、それらを熱分解して水素と酸素を製造する。 

 

SO2 + I2 + 2H2O  2HI + H2SO4 (1) 

2HI  I2 + H2 (2) 

H2SO4  SO2 + 0.5O2 + H2O (3) 

 

現在、ブンゼン反応((1)式)では、生成物(HIとH2SO4)分離に過剰のヨウ素を用いており、

その循環に起因する効率低下が課題である。そこでカチオン交換膜を用いて電気化学的に

HI を陰極側、H2SO4を陽極側で合成することにより、ヨウ素量低減、エネルギーロス低減

を図る。この膜ブンゼン反応についてカチオン交換膜の最適化等を行う。HI は 400～500℃

で分解((2)式)するが平衡転化率が低いため、水素を選択的に透過させる分離膜を開発し転

化率を向上させる。水素透過膜の候補として、耐熱性、耐食性からシリカ系分離膜等を取

り上げ製膜条件の最適化を図る。硫酸は蒸発に際して水と三酸化硫黄(SO3)に分解し、さら
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に高温(約 800℃)で SO2と酸素(O2)に分解する((3)式)。この反応を 600℃程度の低温で行う

ために、酸素透過膜を用いて反応平衡をずらすことを目指して、シリカ系分離膜の最適化

を試みる。また、(2)、 (3)式を低温で実施するため、バナジウム系等の有望な触媒の高活

性化、耐久性向上などを行う。 

 

上記の技術開発に関し、当社は市販のプロセスシミュレータを使用して膜分離新 IS プロ

セスのシミュレーションモデルを作成し、膜分離新 IS プロセスのシステム設計を実施し

た。また、本技術開発に関し、各工程の技術開発を担当する各研究機関と連携し、シミュ

レーションモデルの構築を実施した。 

 

 

２．研究開発目標とマイルストーン 

＜研究開発目標＞ 

H26 年度：膜分離新 IS プロセスを構成する各工程のモデル検討結果を組合せ、システム

全体として物質・熱収支の整合性が合うモデルを構築する。なお、各工程のモ

デル検討には、触媒性能等の理論値および開発目標値を適用する。 

H27 年度：各工程でそれまでにおこなわれる試験結果を反映し、H26 年度末までに構築し

た各工程のシミュレーションモデルの改良を行う。 

H28 年度：各工程でそれまでにおこなわれる試験結果を反映し、H26 年度末までに構築し

た全体システムモデルの改良を行う。 

H29 年度：更新された最終年度目標値に対応し H26 年度末までに構築した全体システム

のフロー図、ストリームデータを見直し、NH3 生産量 2000 ton/day 規模の商

業機装置デザインの検討に必要となる物質収支および熱収支を確立する。 

 

＜マイルストーン＞ 

H26 年度：構築した全体システムモデル（各工程開発目標値および理論値ベース）におけ

る各反応の物質・熱収支の整合性が合うこと 

H27 年度：実験値を反映した各工程のシミュレーションモデルにおける物質・熱収支の整

合性が合うこと 

H28 年度：実験値を反映した全体システムモデルにおける物質・熱収支の整合性が合うこ

と 

H29 年度：更新された各工程開発目標値を反映した NH3 生産量 2000ton/day 規模の商業

機の物質・熱収支の確立 
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３．研究実施内容 

 

３－１．膜分離新 IS プロセスのシミュレーションモデル 

３－１－１．使用したシミュレータと物性推算モデル 

シミュレーションには Aspen HYSYS Version 7.3 を使用した。 

本プロセスについては、電解質熱力学モデルによる気液平衡状態の推算を行うことが望

ましいが、HIx 水溶液(ヨウ化水素、ヨウ素、水の３成分から構成される多成分溶液)や硫酸

存在下での相平衡計算の精度を確認した結果、十分な精度で気液平衡を推算できる電解質

熱力学モデルのシミュレータはなかった。そこで物性パッケージは気液平衡、液々平衡の

推算に適した Extended NRTL を使用した。 

なお、HIx 系の相平衡計算は三相図文献データなどを参考にしつつ、計算結果の妥当性

を評価した。 

 

 

３－１－２．主要反応器の計算前提条件 

（１）電気膜ブンゼン反応ユニットの設定条件 

通電状態を考慮した液相での操作条件 

電気膜ブンゼンのカソード(I)側、アノード(S)側ではそれぞれ以下の反応が起きる。 

カソード(I)側 ： I2 + 2H+ + 2e- → 2HI 

アノード(S)側 ： SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2H+ + 2e- 

電流を流すことによるカソード(I)側でのヨウ化水素生成、アノード(S)側での硫酸生成を

円滑に進行させるために、それぞれの反応電極側で液相状態を保持する運転条件を考慮し

た。 

カソード(I)側の操作圧力はHIx水溶液からヨウ化水素ガスが生成しない液相単相を維持

する条件として 400kPaA と設定した。HIx の組成によっては２液相や固体生成領域が存

在するため、カソード(I)側の組成変化は水溶液領域内で維持されるように、かつ、下流の

ヨウ化水素精製工程で擬共沸点を越えるヨウ化水素濃度となるように運転操作条件を考慮

した。図 1 に HIx の３相図[1] とカソード(I)側組成変化の状況の一例を示す。電気膜ブン

ゼン反応器内においてカソード(I)側溶液組成は、３相図上の溶液単相を維持する運転条件

となっていることがわかる。 

アノード(S)側の操作圧力は二酸化硫黄が液体状態として保持され、かつ、カチオン交換

膜にかかる応力負荷を低減することを考慮して、カソード(I)側と同じ 400kPaA と設定し

た。 
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出典: Gas Research Institute, “THERMOCHEMICAL WATER-SPLITTING FOR 

HYDROGEN PRODUCTION, FINAL REPORT JAN.1975-DEC.1980”[1] 

図 1  HIx の３相図上に図示した電気膜ブンゼン反応器カソード(I)側組成変化の状況 

 

プロトン随伴水による影響とサイクル内物質収支の考慮 

アノード(S)側では、硫酸生成反応(SO2+2H2O→H2SO4+2H++2e-)のために水が消費され、

さらにカチオン交換膜を介したプロトンの移動ともに水がカソード(I)側へ随伴する。シミ

ュレーションではアノード(S)側からカソード(I)側へ、プロトン 1mol あたり 2mol の水が

膜を透過すると設定した。また、膜の輸率開発目標が 90%であるので、副反応としてアノ

ード(S)側へ移動したヨウ化物イオンによりアノード(S)側でヨウ化水素が生成する。すなわ

ちサイクル間の物質移動が以下のように生じている。 

 

アノード(S)側からカソード(I)側への物質移動： プロトンとその随伴水 

カソード(I)側からアノード(S)側への物質移動： ヨウ化物イオン 

（アノード(S)側でのヨウ化水素の生成） 

 

 

ブンゼン反応生成物(酸)の溶解熱について 

電気膜ブンゼン反応ユニットでは、生成物質(ヨウ化水素、硫酸)の溶解熱、イオン化の

ための電流によるジュール熱を除熱しなければならない。硫酸溶解熱は 95.28 kJ/mol、ヨ

ウ化水素溶解熱は 81.67 kJ/mol とした(化学便覧から引用)[2]。これら溶解熱による発熱に

よって作動流体の気化を防止するため、入口温度 40℃、出口温度 40℃と設定した。冷却方
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式は中間熱交換器を設置する方式、電流反応槽のまわりを冷水ジャケットで覆う方式や、

槽内に水冷管を通す方式が考えられる。この際、必要となる除熱量は用役系への負荷(冷却

水の増加)として水素製造効率へ反映させている。 
 

（２）SO3分解膜反応ユニットの設定条件 

SO3反応分離膜 

硫酸分解の平衡転化率は大気圧条件下、600℃の反応温度で 30%程度であり、分解生成

物を膜で分離することにより分解転化率の向上を図っている。シミュレーションで用いた

SO3反応分離膜の透過係数は開発目標にしたがって性能を評価している。 

 

SO3分解膜反応器下流の顕熱・潜熱への熱再生技術の適用 

硫酸分解反応工程の出口は高温(600℃)を有しており熱再生技術の適用が可能である。

本シミュレーションでは、硫酸分解反応出口流体の熱を硫酸フィード精製用蒸留塔のフィ

ード加熱、その後の硫酸蒸発および分解器手前までの加熱に利用する再生熱交換器を設定

した。 

 

（３）HI 分解膜反応ユニットの設定条件 

HI 反応分離膜 

ヨウ化水素分解の平衡転化率は反応温度 400℃の条件で 20%程度と低く、分解生成物を

膜で分離することにより分解転化率の向上を図っている。シミュレーションで用いた HI 分

反応分離膜の透過係数は開発目標にしたがって性能を評価している。 

 

HI 分解膜反応器下流の顕熱・潜熱への熱再生技術の適用 

ヨウ化水素蒸留塔の塔底液は蒸留塔フィードの加熱を対象に熱再生技術の適用が可能で

ある。また、ヨウ化水素分解反応工程の出口は高温(400℃)を有しており、分解器手前ま

での加熱に利用する熱再生用の熱交換器を設定した。 

 

 

３－２．シミュレーションによる膜分離モデルの検討 

３－２－１．反応分離膜モデルの違いによる反応転化率の検討 

反応分離膜モデルのタイプ 

反応分離膜モデルとしては、分離膜未透過のガスの流れの方向と透過ガスの流れの方向

の組み合わせによって、図 2 に示すように並流、十字流、向流の３つのタイプの反応分離

膜モデルを考えることができる。 
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(a) 並流モデル 

 

(b) 十字流モデル 

 

 

 

 

 

 

(c) 向流モデル 

図 2 反応分離膜モデルのタイプ 

 

 

３－２－２．SO3反応分離膜モデルによる違い 

並流モデル、十字流モデル、向流モデルを用いて、SO3反応分離膜のシミュレーション

計算をおこなった。反応分離膜は 40 段に分割して、それぞれ反応と透過の計算をおこな

っている。計算条件は、反応温度 600℃とした。 

 

並流モデル、十字流モデル、交流モデルぞれぞれの未透過側成分流量と透過側成分流量

の比較を図 3 に示す。 

 

 

Ff 分離膜へのフィード流量 [mol/s]

Fo 分離膜未透過流量 [mol/s]

Fp 分離膜透過流量 [mol/s]

xfi フィード i成分のモル分率

xoi 未透過 i成分のモル分率

ypi 透過 i成分のモル分率

Ph 高圧側圧力 [Pa]

Pl 低圧側圧力 [Pa]

A 膜面積 [m2]
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図 3  SO3反応分離膜のシミュレーション結果 

（並流モデル、十字流モデル、向流モデルの比較） 

 

 

SO3反応分離膜では並流モデルにおける反応転化率が一番良い結果となった。 

この結果は、各モデルの酸素分圧の違いによって説明できる。図 4 に各モデルの酸素分

圧の比較による考察を示す。 
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図 4  SO3反応分離膜のシミュレーション結果 

（酸素分圧の比較による結果の考察） 

 

 

 

３－２－３．HI 反応分離膜モデルによる違い 

並流モデル、十字流モデル、向流モデルを用いて、HI 反応分離膜のシミュレーション

計算をおこなった。反応分離膜は 50 段に分割して、それぞれ反応と透過の計算をおこな

っている。計算条件は、反応温度 400℃とした。 

 

並流モデル、十字流モデル、向流モデルぞれぞれの未透過側成分流量と透過側成分流量

の比較を図 5 に示す。 
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図 5 HI 反応分離膜のシミュレーション結果 

（並流モデル、十字流モデル、向流モデルの比較） 

 

 

向流モデルは膜面積が最も小さいのに反応転化率は一番良い結果となった。 

この結果は、各モデルの水素分圧の違いによって説明できる。図 6 に各モデルの水素分

圧の比較による考察を示す。 
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図 6 HI 反応分離膜のシミュレーション結果 

（水素分圧の比較による結果の考察） 
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３－３．全系シミュレーション 

３－３－１．膜分離新 IS プロセスの全体モデル 

主要各反応器、反応生成物の分離工程などから構成される全体シミュレーションモデル

のプロセスフロー簡略図を図 7 に示す。 

 

 

図 7 膜分離新 IS プロセスフロー簡略図 

 

電気膜ブンゼン反応器は、カチオン交換膜によりアノード (S)側の硫酸生成反応

(SO2+2H2O→H2SO4+2H++2e-)とカソード(I)側のヨウ化水素生成反応(I2+2H++2e-→2HI)

に隔てられている。アノード(S)側からカソード(I)側へプロトンがカチオン交換膜を通過し

移動することによって、総括としてブンゼン反応(SO2+I2+2H2O→H2SO4+2HI)が進行する。

このとき、輸率に応じたヨウ化物イオンの移動によってアノード(S)側でヨウ化水素生成副

反応が生じ、また、カソード(I)側へはプロトンと共に水が随伴する。電気膜ブンゼン反応

器の出口組成は、アノード(S)側では H2SO4, H2O, HI, SO2(未反応分)、カソード(I)側では

HI, H2O, I2(未反応分), H2SO4(少量、アノード(S)側の未反応 SO2がブンゼン反応により

ヨウ素と反応して H2SO4 に転じたもの)から成る。電気膜ブンゼン反応器出口ストリーム

はそれぞれヨウ素循環/水素製造サイクルおよび硫黄循環/酸素製造サイクルに分かれ、各

膜分離分解反応器の圧力、組成、温度条件を満足するように蒸留分離、加熱・冷却工程を

経て、各膜分離分解反応器で生じた水素、酸素を回収（サイクル外への排出）すべく、水

による吸収処理を行う。電気膜ブンゼン反応器のカチオン交換膜におけるプロトン移動に

随伴する水の影響で、硫黄循環/酸素製造サイクルは水分濃度が低い。水素回収操作に用い

る吸収水をヨウ素循環/水素製造サイクルから供給することで、電気膜ブンゼン反応器のプ

ロトン随伴水を補い、水分バランスを保っている。 

図 7 では熱効率向上のために考慮すべき熱交換器群のヒートインテグレーションについ

てその構成を示していないが、ヨウ化水素分解反応で 400℃、硫酸分解反応で 600℃の分

解ガスが持つ潜熱・顕熱利用は水素製造効率向上のため利用すべきであり、本検討ではこ

のような熱再生技術の適用を試みている。 
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３－３－２．全系シミュレーションに用いた性能条件 

（１）電気膜ブンゼン反応器 

電気膜ブンゼン反応器の条件は以下のように設定した。 

・輸率： 90% 

・動作電圧： 理論電圧＋過電圧=0.39V 

・相状態： アノード(S)／カソード(I)側ともに溶液状態 

 

（２）SO3分解膜反応器 

３－２－２．より反応分離膜のモデルは最も性能のよい並流モデルを用いて、平衡到達

率 90%、反応温度 600℃の条件で SO3反応分離膜の計算をおこなった。 

SO3分解膜反応器は膜面積 95,000m2で SO3転化率は 61.5%になると推算された。（図 8

参照） 

 

 

図 8  SO3分解膜反応器の膜面積と転化率の関係（並流モデル） 

 

 

（３）HI 分解膜反応器 

３－２－３．より反応分離膜のモデルは最も性能のよい向流モデルを用いて、平衡到達

率 90%、反応温度 400℃の条件で HI 反応分離膜の計算をおこなった。 

HI 分解膜反応器は膜面積 20,000m2 で HI 転化率は 59.4%になると推算された。（図 9

参照） 
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図 9  HI 分解膜反応器の膜面積と転化率の関係（向流モデル） 

 

（４）ユーティリティーの設定条件 

電気膜ブンゼン反応器での溶解熱、ジュール熱の除熱や、水素/酸素プロダクトの精製

工程における冷却に使用する Cooler Duty を対象に、冷却水系をシンプルに仮定して冷却

水ポンプ（効率 85%）および空冷塔ファン（効率 80%）の所要動力を簡易的に見積もっ

た（冷却水、空気温度はともに 25℃とし、空気の相対湿度は 70%と設定）。 

 

３－３－３．全系シミュレーションによる物質収支・熱収支 

３－３－２．で示した諸条件を用いて、水素製造量 14.7t/h（アンモニア 2,000t/d 相当）

の膜分離新 IS プロセス全体のシミュレーションをおこない、全系の物質収支、熱収支を得

た。結果概要として表 1 に各反応系のエネルギーを膜反応器未使用の場合と比較して示す。 

 

表 1 各反応系のエネルギー 
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なお、水素製造効率は以下の式で表される。膜反応器にしたことによって、水素製造効

率は 27%から 42%に向上している。 

水素製造効率(%)＝
製造した水素の燃焼熱量

システムへの投入熱量

× 100 

 

また、膜分離新 IS プロセスの物質収支を従来の反応器を用いた場合と比較し、結果を図

10 に示す。膜反応器を採用することにより、系全体で循環する質量流量(t/h)が大幅に削減

される結果となった。このときの各膜反応器の膜面積を表 2 に示す。 

 

 

図 10 膜分離新 IS プロセスの物質収支 

 

 

表 2 各反応器の膜面積 

 

 

 

３－３－４．熱利用線図による膜分離新 IS プロセスの熱再生システムの評価 

３－１－２．で記述しているように、全系の物質収支・熱収支の計算では熱再生熱交換

器群の利用を考慮している。熱再生システムの評価手法として熱利用線図による評価[3]を

おこなうため、シミュレーション結果からヒーター、クーラー、熱交換器、リボイラー、

コンデンサーなどの熱の授受をすべて取り出し、温度レベルごとに整理・合成して熱利用
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線図を作成した。このプロセス系で最大限に自己熱を再利用できる場合のピンチポイント

はΔTmin=10℃を仮定している。作成した熱利用線図を図 11 に示す。 

QC min、QH minはそれぞれ理想的に熱回収できた場合でも再生利用できない熱量と、不足

する加熱用役熱量を表す。 

 

 

 

図 11 膜分離新 IS プロセスの熱利用線図 

 

 

ピンチポイント時の熱交換量は最も理想的に自己熱を再利用した場合を表し、現実のプ

ロセスでは様々な制約によりここまで熱利用をすることは難しいが、全系シミュレーショ

ン結果と比較するとピンチポイント時の熱交換量は 90%程度となっており，現状のプロセ

スフローシート計算はかなりよく熱回収ができている構造となっているといえる。 

 

表 3 膜分離新 IS プロセスの熱再生利用状況 

 ピンチポイント 

ΔT=10℃ 

[MW] 

全系シミュレー

ション結果 

[MW] 

ピンチポイント

時の熱量の割合 

QC：冷却に必要な熱量 950 1,030 92% 

QH：加熱に必要な熱量 810 890 91% 

自己熱交換量 1,080 1,000  

 

表 3 に膜分離新 IS プロセスの熱再生利用状況を示す。ピンチポイント（ΔT=10℃）ま
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で熱利用を促進させた場合が理想熱状態（表 3 中の左欄）である。そこから比較して，現

状のプロセスフローシート計算結果では冷却で 92%，加熱で 91%まで熱回収を進めている

状況であることを確認した。 

 

 

３－４．HI 分解反応実験に対応する反応器モデル   

３－４－１．実験結果のトレース計算 

中間ヒアリングの原子力機構、芝浦工業大学の実験のトレースを試みた。 

• 図 12 に HI 反応分離膜のサイズを示す。 

 

図 12  HI 反応分離膜モデル（芝浦工業大学実験装置相当） 

 

• 推算用の HI 分解反応器モデルは全体を 20 段に分割 

• 反応に関わる触媒層の厚みを 2mm と仮定 

• 反応速度定数は、SV=4000 /hr で平衡転化率の 90%に到達するように求めたアレ

ニウス型の反応速度定数を使用 

 

• 温度 400℃ 

• 透過側/非透過側の圧力はどちらも 101.3 kPaA と仮定 

• HI 流量 18.17 mL/min 

• スウィープガスとしての N2の流量 ： 22.0 mL/min と仮定 

• 流れの方向は並流モデル 

• 透過係数は芝浦工業大学提示の値を用いた。 

 

図 13～16 に推算結果の未透過側成分流量、透過側成分流量、水素量、透過側と未透過側

の水素分圧差のグラフを示す。 
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図 13 未透過側成分流量 

 

 

図 14 透過側成分流量 

 

 

図 15 水素量 
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図 16 透過側と未透過側の水素分圧差 

 

• HI 転化率は 28.6%で実験結果の 28.7%を再現できた。 

• 出口における透過側水素量は 1.6 mL/min でこちらも実験結果に一致している。 

• 反応器の半ば過ぎで膜の前後の水素分圧差がほとんどなくなり(図 16)、反応が進ま

なくなっている(図 15)ことがわかる。 

 

計算の段ごとにその段における平衡組成を求め、その段における平衡到達率を求めた。

図 17 にグラフで示す。 

 

図 17 各段における平衡到達率 

 

この反応器の SV は 4000 /hr 以上で稼動していて各段の平衡到達率は 65～75%となっ

ていることから、簡易モデルとして各段の平衡到達率を一律 70%に設定して推算をおこな

った。計算結果の水素量の推移を図 18 に示す。 

各段の平衡到達率を一律 70%にした場合(図 18)でも、段ごとに反応速度式から反応転化
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率を求めた場合(図 15)とほぼ同じ結果を得ることができた。 

 

 

図 18 平衡到達率 70%で推算した水素量 

 

 

３－４－２．水素製造実証用膜反応器に対するシミュレーション 

水素製造実証用膜反応器は長尺の反応分離膜 7 本から構成されるが、その 7 本の分離膜

のうちの１本(図 19)について以下の条件でシミュレーションをおこなった。 

 

図 19  HI 反応分離膜モデル(水素製造実証用膜反応器) 

 

• スイープガス(N2)の流量と流れの方向（並流または向流）の影響について計算によ

る検討をおこなった。 

• 推算用の HI 分解膜反応器モデルは 7 本のうちの 1 本とし、全体を 50 段に分割

し、各段で反応量および透過量を計算した。 

• ３－４－１．の HI 分解膜反応器のモデルでは今回のシミュレーションと流量条件

などは違うものの、各段における平衡転化率はおよそ 70%で推移することを把握

しているので、水素製造実証用膜反応器についても各段における平衡転化率 70%

を適用した。 

• 供給 HI ガス量は、水素分離膜 1 本あたりの H2製造量が HI 転化率 50%のときに

2.5 L/h となるように 1 本あたり 10 L/h とした。 
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• スイープガスとしての N2流量を 1 本あたり 12～180 L/h とした。 

• 温度 400℃ 

• 透過側/非透過側の圧力はどちらも 101.3 kPaA 

• 透過係数は芝浦工業大学提示の値を用いた。 

 

図 20～図 22 に N2流量 54 L/h のときの向流シミュレーション結果、未透過側成分モル

分率、透過側成分モル分率、水素分圧のグラフを示し、図 23～25 に N2 流量 54 L/h のと

きの並流シミュレーション結果、未透過側成分モル分率、透過側成分モル分率、水素分圧

のグラフを示す。 

 

 

図 20 未透過側成分モル分率（向流） 

 

 

 

図 21 透過側成分モル分率（向流） 
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図 22 水素分圧（向流） 

 

 

図 23 未透過側成分モル分率（並流） 

 

 

図 24 透過側成分モル分率（並流） 
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図 25 水素分圧（並流） 

 

 

並流と向流の両方のケースで、それぞれスイープガス流量を変化させて HI 反応転化率

を算出した。 

スイープガス流量と転化率の関係を図 26 に示す。 

 

 

図 26 スイープガス量と転化率の関係 

 

 

スイープガス量が大きくなれば、転化率も向上する結果となった。 

スイープガス量が同じ場合は、透過側と非透過側の H2分圧差の最大値は並流の方が大

きいがすぐに分圧差がなくなるのに比べ、向流の方では最大分圧差は小さいものの全体的

に分圧差が保たれるため水素の分離が良く、反応分離膜全体では向流の方が常に良い転化

率となった。 
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３－５．まとめ 

• プロセスシミュレータを使用した推算をおこない、SO3反応分離膜と HI 反応分離膜

の操作条件を決定した。 

• SO3 反応分離膜と HI 反応分離膜については反応分離膜モデルの違い（並流/十字流/

向流）による反応転化率の検討をおこなった。シミュレーションの結果、反応転化率

がより高い、SO3反応分離膜では並流タイプを、HI 反応分離膜では向流タイプを選

択することとした。 

• 反応分離膜個別の検討で決定した条件を用いて全系シミュレーションを実施し、全

系の熱物質収支と水素製造熱効率について検討した。反応膜分離形式の適用により

各分解効率が向上したことに加え、熱再生技術の適用により膜分離新 IS プロセスシ

ステム全体の水素製造効率は 42％と試算された。 

• 膜分離新 IS プロセスの熱再生技術の利用状況を評価するため熱利用線図を作成し

た。 

• 実際の HI 分解反応実験結果に対してこの反応分離膜モデルによるトレース計算を

おこなった。さらに水素製造実証用膜反応器を想定したシミュレーション計算をお

こない、想定した水素製造量が確保できることを確認した。 

 

３－６．今後の課題 

実証試験をおこなって、シミュレーションの妥当性を評価する。 

今後実証試験がおこなわれる際には、シミュレーションを活用して支援をおこなう。 
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