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(57)【要約】
【課題】水素の製造にあたり、太陽光のエネルギーを有
効利用する。
【解決手段】水素製造プラントは、二酸化硫黄と水とヨ
ウ素とを反応させるブンゼン反応設備と、ブンゼン反応
設備で生成された硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分
解させる硫酸反応設備と、ブンゼン反応設備で生成され
たヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させるヨウ化水
素反応設備と、を備える。硫酸反応設備は、第一蓄熱器
と、太陽光を第一蓄熱器に導く第一太陽光ガイド装置と
、第一蓄熱器の蓄熱体に蓄えられた熱を利用して、硫酸
を熱分解させる硫酸反応器と、硫酸反応器で生成された
二酸化硫黄を一時的に蓄える二酸化硫黄タンクと、を有
する。ヨウ化水素反応設備は、第二蓄熱器と、太陽光を
第二蓄熱器に導く第二太陽光ガイド装置と、第二蓄熱器
の蓄熱体に蓄えられた熱を利用して、ヨウ化水素を熱分
解させるヨウ化水素反応器と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
二酸化硫黄と水とヨウ素とをブンゼン反応させて、ヨウ化水素と硫酸とを生成するブン
ゼン反応設備と、
前記ブンゼン反応設備で生成された前記硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解させ、
前記二酸化硫黄及び前記水を前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送る硫酸反応設備と、
前記ブンゼン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、前
記水素を外部に排出すると共に、前記ヨウ素を前記ブンゼン反応設備に送るヨウ化水素反
応設備と、
を備え、
前記硫酸反応設備は、
蓄熱体を有する第一蓄熱器と、
太陽光を前記第一蓄熱器に導いて、前記第一蓄熱器の前記蓄熱体を加熱する第一太陽光
ガイド装置と、
前記ブンゼン反応設備で生成された前記硫酸を一時的に蓄える硫酸タンクと、
前記第一蓄熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利用して、前記硫酸タンクからの前記硫
酸を前記二酸化硫黄と前記酸素と前記水とに熱分解させる硫酸反応器と、
前記硫酸タンク内の前記硫酸を前記硫酸反応器に送る硫酸供給機と、
前記硫酸反応器で生成された前記二酸化硫黄を一時的に蓄える二酸化硫黄タンクと、
前記二酸化硫黄タンク内の前記二酸化硫黄を前記ブンゼン反応設備に送る二酸化硫黄供
給機と、
を有し、
前記ヨウ化水素反応設備は、
蓄熱体を有する第二蓄熱器と、
太陽光を前記第二蓄熱器に導いて、前記第二蓄熱器の前記蓄熱体を加熱する第二太陽光
ガイド装置と、
前記第二蓄熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利用して、前記ブンゼン反応設備で生成
された前記ヨウ化水素を前記水素と前記ヨウ素とに熱分解させるヨウ化水素反応器と、
を有する、
水素製造プラント。
【請求項２】
請求項１に記載の水素製造プラントにおいて、
前記硫酸反応設備は、前記硫酸タンクから前記硫酸反応器へ送られる前記硫酸の流量を
調節する硫酸流量調節器と、前記二酸化硫黄タンクから前記ブンゼン反応設備に送られる
前記二酸化硫黄の流量を調節する二酸化硫黄流量調節器と、を有し、
さらに、前記第一蓄熱器の前記蓄熱体の温度が、前記硫酸の熱分解反応可能な温度より
高いことを条件にして、前記硫酸流量調節器に対して、前記硫酸タンクから前記硫酸反応
器へ硫酸を送れる状態にするよう指示する硫酸供給制御器と、
外部から前記ブンゼン反応設備での反応開始の指示を受け付け、又は、自身が前記ブン
ゼン反応設備での反応を開始してよいと判断し、且つ前記二酸化硫黄タンク内の前記二酸
化硫黄の量が予め定められた量以上であることを条件として、前記二酸化硫黄供給機に対
して、駆動を指示すると共に、前記二酸化硫黄流量調節器に対して、前記二酸化硫黄タン
クから前記ブンゼン反応設備へ前記二酸化硫黄を送れる状態にするよう指示する反応制御
器と、
を備える、
水素製造プラント。
【請求項３】
請求項２に記載の水素製造プラントにおいて、
前記硫酸反応設備としての第一硫酸反応設備の他に、さらに、前記ブンゼン反応設備で
生成された前記硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解させ、前記二酸化硫黄及び前記水
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を前記ブンゼン反応設備に送る第二硫酸反応設備を備え、
前記第二硫酸反応設備は、
蓄熱体を有する第一蓄熱器と、
太陽光を前記第二硫酸反応設備における前記第一蓄熱器に導いて、前記第二硫酸反応設
備における前記第一蓄熱器の前記蓄熱体を加熱する第一太陽光ガイド装置と、
前記第二硫酸反応設備における前記第一蓄熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利用して
、前記ブンゼン反応設備で生成された前記硫酸を前記二酸化硫黄と前記酸素と前記水とに
熱分解させる硫酸反応器と、
を有し、
前記反応制御器は、前記第二硫酸反応設備から前記ブンゼン反応設備への前記二酸化硫
黄の供給が停止したことを条件として、前記二酸化硫黄供給機に対して、駆動を指示する
と共に、前記二酸化硫黄流量調節器に対して、前記二酸化硫黄タンクから前記ブンゼン反
応設備へ前記二酸化硫黄を送れる状態にするよう指示する、
水素製造プラント。
【請求項４】
請求項２又は３に記載の水素製造プラントにおいて、
前記ヨウ化水素反応設備は、前記ブンゼン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を一時
的に蓄えるヨウ化水素タンクと、前記ヨウ化水素タンク内の前記ヨウ化水素を前記ヨウ化
水素反応器に送るヨウ化水素供給機と、前記ヨウ化水素反応器で生成された前記ヨウ素を
一時的に蓄えるヨウ素タンクと、前記ヨウ素タンク内の前記ヨウ素を前記ブンゼン反応設
備に送るヨウ素供給機と、
を有する、
水素製造プラント。
【請求項５】
請求項４に記載の水素製造プラントにおいて、
前記ヨウ化水素反応設備は、前記ヨウ化水素タンクから前記ヨウ化水素反応器へ送られ
る前記ヨウ化水素の流量を調節するヨウ化水素流量調節器と、前記ヨウ素タンクから前記
ブンゼン反応設備に送られる前記ヨウ素の流量を調節するヨウ素流量調節器と、を有し、
さらに、前記第二蓄熱器の前記蓄熱体の温度が、前記ヨウ化水素の熱分解反応可能な温
度より高いことを条件として、前記ヨウ化水素流量調節器に対して、前記ヨウ化水素タン
クから前記ヨウ化水素反応器へヨウ化水素を送れる状態にするよう指示するヨウ化水素供
給制御器を備え、
前記反応制御器は、外部から前記ブンゼン反応設備での反応開始の指示を受け付け、又
は、自身が前記ブンゼン反応設備での反応を開始してよいと判断し、且つ前記ヨウ素タン
ク内の前記ヨウ素の量が予め定められた量以上であることを条件として、前記ヨウ素供給
機に対して、駆動を指示すると共に、前記ヨウ素流量調節器に対して、前記ヨウ素タンク
から前記ブンゼン反応設備へ前記ヨウ素を送れる状態にするよう指示する、
水素製造プラント。
【請求項６】
請求項５に記載の水素製造プラントにおいて、
前記ヨウ化水素反応設備としての第一ヨウ化水素反応設備の他に、さらに、前記ブンゼ
ン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、前記水素を外部
に排出すると共に、前記ヨウ素を前記ブンゼン反応設備に送る第二ヨウ化水素反応設備を
備え、
前記第二ヨウ化水素反応設備は、
蓄熱体を有する第二蓄熱器と、
太陽光を前記第二ヨウ化水素反応設備における前記第二蓄熱器に導いて、前記第二ヨウ
化水素反応設備における前記第二蓄熱器の前記蓄熱体を加熱する第二太陽光ガイド装置と
、
前記第二ヨウ化水素反応設備における前記第二蓄熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利

10

20

30

40

50

(4)

JP 2021-143118 A 2021.9.24

用して、前記ブンゼン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を前記水素と前記ヨウ素とに
熱分解させるヨウ化水素反応器と、
を有し、
前記反応制御器は、前記第二ヨウ化水素反応設備から前記ブンゼン反応設備への前記ヨ
ウ素の供給が停止したことを条件として、前記ヨウ素供給機に対して、駆動を指示すると
共に、前記ヨウ素流量調節器に対して、前記ヨウ素タンクから前記ブンゼン反応設備へ前
記ヨウ素を送れる状態にするよう指示する、
水素製造プラント。
【請求項７】
請求項１から６のいずれか一項に記載の水素製造プラントにおいて、
前記第一蓄熱器及び前記第二蓄熱器は、いずれも、
前記蓄熱体としての複数の蓄熱材粒子と、前記複数の蓄熱材粒子を覆うケースと、前記
ケース内に気体を送る送風機と、を有し、
前記ケースは、前記送風機からの気体を導入して、前記複数の蓄熱材粒子を前記ケース
内で循環流動させる気体導入口を有する、
水素製造プラント。
【請求項８】
請求項７に記載の水素製造プラントにおいて、
前記複数の蓄熱材粒子は、珪砂、スラグ、金属酸化物、セラミックスのうち、少なくと
も一の材料で形成されている、
水素製造プラント。
【請求項９】
請求項７又は８に記載の水素製造プラントにおいて、
高温熱媒体と気体とを熱交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器と、
前記気体加熱器で加熱された気体を前記第一蓄熱器の前記ケース内に送る予備送風機と
、
前記第一蓄熱器の前記ケース内に前記第一蓄熱器の前記送風機から気体を送れる状態と
、前記第一蓄熱器の前記ケース内に前記予備送風機からの気体を送れる状態とに、切り替
える切替機と、
をさらに備える、
水素製造プラント。
【請求項１０】
請求項７又は８に記載の水素製造プラントにおいて、
高温熱媒体と気体とを熱交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器と、
前記気体加熱器で加熱された気体を前記第二蓄熱器の前記ケース内に送る予備送風機と
、
前記第二蓄熱器の前記ケース内に前記第二蓄熱器の前記送風機から気体を送れる状態と
、前記第二蓄熱器の前記ケース内に前記予備送風機からの気体を送れる状態とに、切り替
える切替機と、
をさらに備える、
水素製造プラント。
【請求項１１】
請求項７又は８に記載の水素製造プラントにおいて、
高温熱媒体と気体とを熱交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器と、
前記気体加熱器で加熱された気体を前記第一蓄熱器の前記ケース内及び前記第二蓄熱器
の前記ケース内に送る予備送風機と、
前記第一蓄熱器の前記ケース内に前記第一蓄熱器の前記送風機から気体を送れ且つ前記
第二蓄熱器の前記ケース内に前記第二蓄熱器の前記送風機から気体を送れる状態と、前記
第一蓄熱器の前記ケース内及び前記第二蓄熱器の前記ケース内に前記予備送風機からの気
体を送れる状態とに、切り替える切替機と、
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をさらに備える、
水素製造プラント。
【請求項１２】
請求項７から１１のいずれか一項に記載の水素製造プラントにおいて、
前記硫酸反応器と前記ヨウ化水素反応器とのうち、少なくとも一方の反応器は、
筒状を成して両端を有し、該両端のうちの一端が閉端を成し、他端が開口を成す外筒と
、
筒状を成して両端を有し、該両端のうちの一端が入口開口を成し、他端が出口開口を成
す内筒と、
筒状を成して両端を有し、該両端のうちの一端が閉端を成し、他端が出口開口を成す分
離筒と、
熱分解の対象である熱分解対象物を受け入れる対象物受入部と、
前記熱分解対象物の熱分解で得られた反応物の一種を排出する反応物排出部と、
を有し、
前記分離筒は、前記熱分解対象物の熱分解で得られた第一反応物と第二反応物とうち、
前記第一反応物を前記分離筒の内側に通す一方で前記第二反応物を前記内側に通さない分
離膜を有し、
前記外筒は、前記外筒の前記閉端を含み且つ前記開口を含まない外筒本体の外周面が前
記蓄熱体に接し得るよう、前記ケースに取り付けられ、
前記内筒は、前記内筒の前記入口開口を含み且つ前記出口開口を含まない内筒本体の少
なくとも一部が前記外筒本体内に位置するよう、配置され、
前記分離筒は、前記分離筒の前記閉端を含み且つ前記出口開口を含まない分離筒本体の
少なくとも一部が前記外筒本体内及び前記内筒本体内に位置するよう、配置され、
前記対象物受入部は、前記外筒本体と前記内筒本体との間に前記熱分解対象物を送れる
よう形成され、
前記反応物排出部は、前記内筒本体と前記分離筒本体との間の前記第二反応物を外部に
排出できるよう形成され、
前記分離筒の前記出口開口は、前記第一反応物を外部に排出する排出口を成す、
水素製造プラント。
【請求項１３】
請求項１２に記載の水素製造プラントにおいて、
前記ケースは、鉛直方向に延びる側板を有し、
前記外筒は、前記外筒の前記開口に対して前記閉端が上に位置するように傾斜して、前
記側板に取り付けられ、
前記内筒は、前記内筒の前記出口開口に対して前記入口開口が上に位置するよう傾斜し
ている、
水素製造プラント。
【請求項１４】
請求項１２又は１３に記載の水素製造プラントにおいて、
前記少なくとも一方の反応器は、前記熱分解対象物の熱分解を促進する触媒を有し、
前記触媒は、前記分離筒本体の外周面中で、前記分離筒本体の少なくとも一部が前記外
筒本体内及び前記内筒本体内に位置している部分に取り付けられている、
水素製造プラント。
【請求項１５】
請求項１から１４のいずれか一項に記載の水素製造プラントにおいて、
前記ブンゼン反応設備、前記硫酸反応設備、及び前記ヨウ化水素反応設備に対して、電
力を供給する電力供給設備をさらに備え、
前記電力供給設備は、
蒸気により駆動する蒸気タービンと、
前記蒸気タービンの駆動で発電する発電機と、
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前記蒸気タービンから排気された蒸気を水に戻す復水器と、
前記復水器からの水を加熱し蒸気を生成し、前記蒸気を前記蒸気タービンに送る蒸気発
生装置と、
を有し、
前記蒸気発生装置は、蓄熱体を有する蓄熱器と、太陽光を前記蓄熱器に導いて、前記蓄
熱器の前記蓄熱体を加熱する太陽光ガイド装置と、前記蓄熱器内に配置され、前記復水器
からの水と前記蓄熱体とを熱交換させて、前記水を加熱して蒸気にする蒸気発生器と、を
有する、
水素製造プラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本 開 示 は 、 熱 化 学 分 解 法 （ Ｉ Ｓ 法 ： Iodine Sulfur Process） を 利 用 し て 、 水 素 を 製 造
する水素製造プラントに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＩＳ法は、水に特定の化学物質を反応させ、この反応において入熱或いは除熱行い、水
素を生成する方法である。このＩＳ法は、基本的に三つの反応を実行する。
【０００３】
第一の反応は、水とヨウ素と二酸化硫黄とを反応させて、ヨウ化水素と硫酸とを生成す
るブンゼン反応である。
【０００４】
第二の反応は、ブンゼン反応で得られた硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解させる
硫酸熱分解反応である。この硫酸熱分解反応で得られた二酸化硫黄と水は、ブンゼン反応
の反応材料になる。
【０００５】
第三の反応は、ブンゼン反応で得られたヨウ化水素をヨウ素と水素とに熱分解するヨウ
化水素熱分解反応である。このヨウ化水素熱分解反応で得られたヨウ素は、ブンゼン反応
の反応材料になる。
【０００６】
このＩＳ法を利用する水素製造プラントとしては、例えば、以下の特許文献１に開示さ
れているプラントがある。このプラントでは、太陽光により加熱された、溶融塩等の第一
熱媒体を硫酸熱分解反応の熱源とし、この第一熱媒体により加熱された第二熱媒体をヨウ
化水素熱分解反応の熱源とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１６／０３１７７１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
特許文献１に記載のプラントでは、以上のように、再生可能エネルギーの一種である太
陽光のエネルギーの有効利用を図ることができる。
【０００９】
本開示は、太陽光のエネルギーをより有効利用することができる水素製造プラントを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するための発明に係る一態様の水素製造プラントは、
二酸化硫黄と水とヨウ素とをブンゼン反応させて、ヨウ化水素と硫酸とを生成するブン
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ゼン反応設備と、前記ブンゼン反応設備で生成された前記硫酸を二酸化硫黄と酸素と水と
に熱分解させ、前記二酸化硫黄及び前記水を前記ブンゼン反応設備に送る硫酸反応設備と
、前記ブンゼン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、前
記水素を外部に排出すると共に、前記ヨウ素を前記ブンゼン反応設備に送るヨウ化水素反
応設備と、を備える。前記硫酸反応設備は、蓄熱体を有する第一蓄熱器と、太陽光を前記
第一蓄熱器に導いて、前記第一蓄熱器の前記蓄熱体を加熱する第一太陽光ガイド装置と、
前記ブンゼン反応設備で生成された前記硫酸を一時的に蓄える硫酸タンクと、前記第一蓄
熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利用して、前記硫酸タンクからの前記硫酸を前記二酸
化硫黄と前記酸素と前記水とに熱分解させる硫酸反応器と、前記硫酸タンク内の前記硫酸
を前記硫酸反応器に送る硫酸供給機と、前記硫酸反応器で生成された前記二酸化硫黄を一
時的に蓄える二酸化硫黄タンクと、前記二酸化硫黄タンク内の前記二酸化硫黄を前記ブン
ゼン反応設備に送る二酸化硫黄供給機と、を有する。前記ヨウ化水素反応設備は、蓄熱体
を有する第二蓄熱器と、太陽光を前記第二蓄熱器に導いて、前記第二蓄熱器の前記蓄熱体
を加熱する第二太陽光ガイド装置と、前記第二蓄熱器の前記蓄熱体に蓄えられた熱を利用
して、前記ブンゼン反応設備で生成された前記ヨウ化水素を前記水素と前記ヨウ素とに熱
分解させるヨウ化水素反応器と、を有する。
【発明の効果】
【００１１】
本開示の一態様に係る水素製造プラントによれば、水素の製造にあたり、太陽光のエネ
ルギーを有効利用し、水素製造プラントの稼働率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示に係る第一実施形態における水素製造プラントの全体系統図である。
【図２】本開示に係る第一実施形態における蓄熱器の断面図である。
【図３】本開示に係る第一実施形態における硫酸反応器及びヨウ化水素反応器の断面図で
ある。
【図４】本開示に係る第二実施形態における水素製造プラントの全体系統図である。
【図５】本開示に係る第三実施形態における水素製造プラントの全体系統図である。
【図６】本開示に係る第四実施形態における水素製造プラントの全体系統図である。
【図７】本開示に係る一例における電力供給設備の全体系統図である。
【図８】本開示に係る第一変形例における蓄熱器の断面図である。
【図９】本開示に係る第二変形例における蓄熱器の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本開示に係る水素製造プラントの各種実施形態、及びこれらの各種変形例につい
て、図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
「第一実施形態」
本実施形態の水素製造プラントは、図１に示すように、ブンゼン反応設備ＢＥと、硫酸
反応設備ＳＥと、ヨウ化水素反応設備ＩＥと、これらの設備を制御する制御装置１３０と
、を備える。
【００１５】
ブンゼン反応設備ＢＥは、ブンゼン反応器１０と、分離器１１と、硫酸ライン１２と、
硫酸ポンプ１３と、ヨウ化水素ライン１４と、ヨウ化水素ポンプ１５と、水補給ライン１
６と、を有する。
【００１６】
ブンゼン反応器１０は、二酸化硫黄と水とヨウ素とを反応させて、ヨウ化水素（液体）
と硫酸（液体）とを生成する反応器である。このブンゼン反応器１０には、水補給ライン
１６が接続されている。このブンゼン反応器１０内には、水素の生成量に応じて、この水
補給ライン１６から液体の水が補給される。また、このブンゼン反応器１０には、酸素を
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排出する酸素排出口が形成されている。分離器１１は、ブンゼン反応器１０で生成された
ヨウ化水素（液体）と硫酸（液体）とを二液相分離現象及び比重の違いにより、両者を上
層と下層とに分離する分離器１１である。硫酸ライン１２は、分離器１１内の硫酸（液体
）を硫酸反応設備ＳＥに導くラインである。硫酸ポンプ１３は、硫酸ライン１２内の硫酸
を硫酸反応設備ＳＥに送るポンプである。ヨウ化水素ライン１４は、分離器１１内のヨウ
化水素（液体）をヨウ化水素反応設備ＩＥに導くラインである。ヨウ化水素ポンプ１５は
、ヨウ化水素ライン１４内のヨウ化水素をヨウ化水素反応設備ＩＥに送るポンプである。
【００１７】
なお、このブンゼン反応設備ＢＥは、さらに、硫酸精製塔、硫酸濃縮塔、ヨウ化水素精
製塔、ヨウ化水素濃縮器、ヨウ化水素蒸留塔をさらに有してもよい。この場合、硫酸精製
塔及び硫酸濃縮塔は、硫酸ライン１２中で硫酸ポンプ１３より上流側の位置に設けられる
。また、ヨウ化水素精製塔、ヨウ化水素濃縮器及びヨウ化水素蒸留塔は、ヨウ化水素ライ
ン１４中に設けられる。
【００１８】
硫酸反応設備ＳＥは、ブンゼン反応設備ＢＥからの硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱
分解させ、二酸化硫黄及び水をブンゼン反応設備ＢＥに送る設備である。この硫酸反応設
備ＳＥは、第一蓄熱器２０と、第一太陽光ガイド装置４０と、硫酸タンク５０と、硫酸供
給ライン５１と、硫酸供給機５２と、硫酸流量調節器５３と、二酸化硫黄タンク５４と、
二酸化硫黄供給ライン５５と、二酸化硫黄供給機５６と、二酸化硫黄流量調節器５７と、
冷却器５８と、水供給ライン５９と、複数の硫酸反応器６０と、を有する。
【００１９】
第一蓄熱器２０は、ケース２１と、ケース２１内に気体を送る第一送風機３１と、ケー
ス２１内に配置された蓄熱体３０と、を有する。第一送風機３１の吐出口とケース２１と
は、第一気体ライン３２で接続されている。この第一気体ライン３２中には、第一気体ラ
イン３２を流れる流動用気体の流量を調節する第一気体調節弁３３が設けられている。第
一太陽光ガイド装置４０は、太陽光Ｒを第一蓄熱器２０に導いて、第一蓄熱器２０の蓄熱
体３０を加熱する装置である。この第一太陽光ガイド装置４０は、太陽光Ｒを目的の位置
に導く一以上のヘリオスタット４１と、目的の位置に配置されている固定反射鏡４２と、
を有する。ヘリオスタット４１は、太陽光Ｒを反射する反射鏡４１ａと、この反射鏡４１
ａの向きを変える反射鏡駆動機４１ｂと、を有する。反射鏡駆動機４１ｂは、太陽の日周
運動に合わせて、反射鏡４１ａの向きを変えて、太陽光Ｒを目的の位置に導く装置である
。固定反射鏡４２は、全てのヘリオスタット４１からの太陽光Ｒを第一蓄熱器２０に導く
。
【００２０】
硫酸タンク５０は、硫酸ライン１２に接続され、ブンゼン反応設備ＢＥからの硫酸を一
時的蓄えるタンクである。硫酸供給ライン５１は、硫酸タンク５０と硫酸反応器６０とを
接続し、硫酸タンク５０内の硫酸を硫酸反応器６０に導くラインである。硫酸供給機５２
は、硫酸供給ライン５１に設けられている。この硫酸供給機５２は、硫酸供給ライン５１
内の液体の硫酸を硫酸反応器６０に送るポンプである。硫酸流量調節器５３は、硫酸供給
ライン５１に設けられ、硫酸反応器６０に送る硫酸の流量を調節する流量調節弁である。
硫酸反応器６０は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０に蓄えらえた熱を利用して、硫酸（液体
）を二酸化硫黄（気体）と酸素（気体）と水（気体）とに熱分解させる反応器である。
【００２１】
二酸化硫黄供給ライン５５は、硫酸反応器６０とブンゼン反応器１０と接続し、硫酸反
応器６０で生成された二酸化硫黄をブンゼン反応器１０に導くラインである。二酸化硫黄
タンク５４は、二酸化硫黄供給ライン５５に設けられている。この二酸化硫黄タンク５４
は、硫酸反応器６０で生成された二酸化硫黄（気体）を一時的に蓄えるタンクである。こ
の二酸化硫黄タンク５４には、圧力計５４ｐが設けられている。二酸化硫黄供給機５６は
、二酸化硫黄供給ライン５５中で、二酸化硫黄タンク５４よりもブンゼン反応器１０側の
位置に設けられている。この二酸化硫黄供給機５６は、二酸化硫黄タンク５４内の気体の
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二酸化硫黄をブンゼン反応器１０に送る圧縮機である。二酸化硫黄流量調節器５７は、二
酸化硫黄供給ライン５５中で、二酸化硫黄供給機５６よりもブンゼン反応器１０側の位置
に設けられている。この二酸化硫黄流量調節器５７は、ブンゼン反応器１０に送る二酸化
硫黄の流量を調節する流量調節弁である。水供給ライン５９は、硫酸反応器６０とブンゼ
ン反応器１０とを接続し、硫酸反応器６０で生成された水をブンゼン反応器１０に導くラ
インである。冷却器５８は、水供給ライン５９に設けられている。この冷却器５８は、硫
酸反応器６０で生成された気体の水を冷却して、液体の水にする。
【００２２】
なお、二酸化硫黄供給ライン５５中で、二酸化硫黄タンク５４と硫酸反応器６０との間
に、硫酸反応器６０からの二酸化硫黄を冷却する冷却器、及びこの二酸化硫黄を昇圧する
コンプレッサを設けてもよい。
【００２３】
ヨウ化水素反応設備ＩＥは、ブンゼン反応設備ＢＥで生成されたヨウ化水素を水素とヨ
ウ素とに熱分解させ、水素を外部に排出すると共に、ヨウ素をブンゼン反応設備ＢＥに送
る設備である。このヨウ化水素反応設備ＩＥは、第二蓄熱器７０と、第二太陽光ガイド装
置８０と、複数のヨウ化水素反応器９０と、ヨウ素供給ライン８６と、を有する。
【００２４】
第二蓄熱器７０は、ケース２１と、ケース２１内に気体を送る第二送風機７１と、ケー
ス２１内に配置された蓄熱体３０と、を有する。第二送風機７１の吐出口とケース２１と
は、第二気体ライン７２で接続されている。この第二気体ライン７２中には、第二気体ラ
イン７２を流れる流動用気体の流量を調節する第二気体調節弁７３が設けられている。第
二太陽光ガイド装置８０は、太陽光Ｒを第二蓄熱器７０に導いて、第二蓄熱器７０の蓄熱
体３０を加熱する装置である。この第二太陽光ガイド装置８０は、第一太陽光ガイド装置
４０と同様、太陽光Ｒを目的の位置に導く一以上のヘリオスタット４１と、目的の位置に
配置されている固定反射鏡４２と、を有する。
【００２５】
ヨウ化水素反応器９０は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０に蓄えらえた熱を利用して、ヨ
ウ化水素（液体）をヨウ素（気体）と水素（気体）とに熱分解させる反応器である。ヨウ
素供給ライン８６は、ヨウ化水素反応器９０とブンゼン反応器１０と接続し、ヨウ化水素
反応器９０からのヨウ素をブンゼン反応器１０に導くラインである。
【００２６】
制御装置１３０は、反応制御器１３１と、硫酸供給制御器１３２と、を有する。反応制
御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始指示を受け付けると、ヨウ化
水素ポンプ１５及び二酸化硫黄供給機５６に対して駆動を指示すると共に、二酸化硫黄流
量調節器５７に対して二酸化硫黄タンク５４からブンゼン反応器１０へ二酸化硫黄を送れ
る状態にするよう指示する。硫酸供給制御器１３２は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温
度が予め定められた温度より高くなると、硫酸供給機５２に対して駆動を指示すると共に
、硫酸流量調節器５３に対して硫酸タンク５０から硫酸反応器６０へ硫酸を送れる状態に
するよう指示する。
【００２７】
この制御装置１３０は、例えば、コンピュータで構成される。この場合、制御装置１３
０の機能構成要素である硫酸供給制御器１３２及び反応制御器１３１は、いずれも、この
機能を実現するためのプログラムが記憶されている外部記憶装置と、このプログラムを実
行するＣＰＵと、ＣＰＵの実行結果等が展開される主記憶装置と、を有して構成される。
【００２８】
第一蓄熱器２０及び第二蓄熱器７０は、いずれも、前述したように、ケース２１と、ケ
ース２１内に気体を送る送風機３１（７１）と、蓄熱体３０と、を有する。第一蓄熱器２
０及び第二蓄熱器７０は、いずれも、図２に示すように、さらに、分散板２９を有する。
ケース２１は、底板２７と、この底板２７と間隔をあけて対向する天板２２と、底板２７
と天板２２とを接続する側板２８と、を有する。分散板２９は、ケース２１内を流動層室
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２９ｆと気体室２９ｇとに上下に仕切る板である。蓄熱体３０は、複数の蓄熱材粒子であ
る。蓄熱材粒子は、珪砂で形成されている。流動層室２９ｆは、分散板２９を基準にして
上側の室である。この流動層室２９ｆ内には、複数の蓄熱材粒子が配置されている。気体
室２９ｇは、分散板２９を基準にして下側の室である。分散板２９には、気体室２９ｇか
ら流動層室２９ｆへ貫通する複数の孔が形成されている。ケース２１の底板２７には、送
風機３１（７１）からの気体を気体室２９ｇに導く気体導入口２７ｉが形成されている。
この気体導入口２７ｉから気体室２９ｇに流入した気体は、分散板２９の複数の孔を経て
、流動層室２９ｆ内に流入し、流動層室２９ｆ内の複数の蓄熱材粒子を流動させる。すな
わち、この気体は、流動層室２９ｆ内の複数の蓄熱材粒子を流動層にする。ケース２１の
側板２８中の上部には、気体を排気する気体排気口２８ｏが形成されている。ケース２１
の天板２２は、天板本体２３と窓２４とを有する。天板本体２３は、開口を有する。窓２
４は、光透過性を有する材料で形成され、開口を塞ぐ。光透過性を有する材料としては、
例えば、石英ガラスである。ケース２１には、蓄熱体３０の温度を検知する温度計２１ｔ
が取り付けられている。
【００２９】
硫酸反応器６０とヨウ化水素反応器９０とは、本実施形態において同一構造である。こ
れらの反応器６０，９０は、図３に示すように、外筒６１と、内筒６２と、分離筒６３と
、対象物受入部６４と、反応物排出部６５と、触媒６６と、を有する。外筒６１は、筒状
を成して両端を有する。この両端のうちの一端が閉端６１ｃを成し、他端が開口６１ｉを
成す。この外筒６１は、外筒６１の閉端６１ｃを含み且つ開口６１ｉを含まない外筒本体
６１ｂの外周面が蓄熱体３０に接し得るよう、ケース２１に取り付けられている。内筒６
２は、筒状を成して両端を有する。この両端のうちの一端が入口開口６２ｉを成し、他端
が出口開口６２ｏを成す。この内筒６２の外径は、外筒６１の内径よりも小さい。この内
筒６２は、内筒６２の入口開口６２ｉを含み且つ出口開口６２ｏを含まない内筒本体６２
ｂの少なくとも一部が外筒本体６１ｂ内に位置するよう、配置されている。分離筒６３は
、筒状を成して両端を有する。この両端のうちの一端が閉端６３ｃを成し、他端が出口開
口６３ｏを成す。この分離筒６３の外径は、内筒６２の内径よりも小さい。分離筒６３は
、分離筒６３の閉端６３ｃを含み且つ出口開口６３ｏを含まない分離筒本体６３ｂの少な
くとも一部が外筒本体６１ｂ内及び内筒本体６２ｂ内に位置するよう、配置されている。
【００３０】
分離筒６３は、熱分解対象物Ｏの熱分解で得られた第一反応物Ｒ１と第二反応物Ｒ２と
うち、第一反応物Ｒ１を分離筒６３の内側に通す一方で、第二反応物Ｒ２を前記内側に通
さない分離膜を有する。なお、硫酸反応器６０における熱分解対象物Ｏは、硫酸であり、
第一反応物Ｒ１は、二酸化硫黄及び酸素であり、第二反応物Ｒ２は、水及び未分解の硫酸
である。また、ヨウ化水素反応器９０における熱分解対象物Ｏは、ヨウ化水素であり、第
一反応物Ｒ１は、水素であり、第二反応物Ｒ２は、ヨウ素及び未分解のヨウ化水素である
。分離膜は、一定のサイズ未満の分子のみを通すフィルターとして機能し、多孔質材で形
成されている。この分離膜は、例えば、アルミナ、ムライト、ジルコニア、チタニア、ゼ
オライト、シリカ、ガラス、カーボン等で形成されている。
【００３１】
対象物受入部６４は、熱分解対象物Ｏを受け入れる入口６４ｉを有し、この入口６４ｉ
から受け入れた熱分解対象物Ｏを外筒６１の開口６１ｉから外筒６１と内筒６２との間に
導く部材である。硫酸反応器６０の対象物受入部６４における入口６４ｉには、硫酸供給
ライン５１が接続されている。また、ヨウ化水素反応器９０の対象物受入部６４における
入口６４ｉには、ヨウ化水素ライン１４が接続されている。反応物排出部６５は、熱分解
対象物Ｏの熱分解で得られた第二反応物Ｒ２を外部に排出する排出口６５ｏを有する。硫
酸反応器６０の反応物排出部６５における排出口６５ｏには、水供給ライン５９が接続さ
れている。ヨウ化水素反応器９０の反応物排出部６５における排出口６５ｏには、ヨウ素
供給ライン８６が接続されている。分離筒６３の出口開口６３ｏは、熱分解対象物Ｏの熱
分解で得られた第一反応物Ｒ１を外部に排出する排出口を成す。硫酸反応器６０における
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分離筒６３の出口開口６３ｏには、二酸化硫黄供給ライン５５が接続されている。ヨウ化
水素反応器９０における分離筒６３の出口開口６３ｏには、水素ライン９４が接続されて
いる。
【００３２】
前述した外筒６１は、開口６１ｉに対して閉端６１ｃが上に位置するように傾斜して、
ケース２１の側板２８に取り付けられている。このため、外筒６１内の内筒６２も、出口
開口６２ｏに対して入口開口６２ｉが上に位置するよう傾斜している。さらに、内筒６２
内の分離筒６３も、出口開口６３ｏに対して閉端６３ｃが上に位置するよう傾斜している
。本実施形態では、流動層室２９ｆ内の複数の蓄熱材粒子を流動化させるために、ケース
２１の下部に気体室２９ｇを設けており、ケース２１の底板２７に、外筒６１を設けるこ
とが困難である。このため、本実施形態では、外筒６１をケース２１の側板２８に取り付
けている。
【００３３】
触媒６６は、熱分解対象物Ｏの熱分解を促進する触媒である。この触媒６６は、分離筒
本体６３ｂの外周面中で、分離筒本体６３ｂの少なくとも一部が外筒本体６１ｂ内及び内
筒本体６２ｂ内に位置している部分に取り付けられている。硫酸反応器６０における触媒
６ ６ は 、 例 え ば 、 白 金 、 酸 化 鉄 （ III） （ Ｆ ｅ ２ Ｏ ３ ） 等 で あ る 。 ま た 、 ヨ ウ 化 水 素 反 応
器９０における触媒６６は、例えば、白金、活性炭等である。
【００３４】
次に、以上で説明した水素製造プラントの動作について説明する。
【００３５】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らしていると、この太陽からの太陽光Ｒが第一太陽
光ガイド装置４０により第一蓄熱器２０に導かれ、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０が加熱さ
れる。この結果、この蓄熱体３０の温度が上昇する。また、この太陽からの太陽光Ｒは、
第二太陽光ガイド装置８０により第二蓄熱器７０に導かれ、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０
が加熱される。この結果、この蓄熱体３０の温度が上昇する。
【００３６】
制御装置１３０の反応制御器１３１は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度が予め定め
られた温度よりも高くなった後、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受
け付けると、硫酸ポンプ１３に対して駆動を指示する。この結果、分離器１１内の硫酸（
液体）が硫酸タンク５０内に送られ、硫酸タンク５０内には、液体の硫酸が蓄えられる。
【００３７】
反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付ける
と、さらに、ヨウ化水素ポンプ１５に対して駆動を指示する。この結果、分離器１１内の
ヨウ化水素（液体）がヨウ化水素反応器９０に送られる。
【００３８】
液体のヨウ化水素は、ヨウ化水素反応器９０の外筒６１と内筒６２との間に流入する。
液体のヨウ化水素は、外筒本体６１ｂの外部に存在する蓄熱体３０との熱交換により、加
熱されて気化する。前述したように、外筒６１は、開口６１ｉに対して閉端６１ｃが上に
位置するように傾斜し、この外筒６１内の内筒６２は、出口開口６２ｏに対して入口開口
６２ｉが上に位置するよう傾斜している。このため、液体のヨウ化水素は、外筒６１と内
筒６２との間に留まり、気体のヨウ化水素は、内筒６２の入口開口６２ｉから内筒６２と
分離筒６３との間に流入する。気体のヨウ化水素は、この間も、蓄熱体３０との熱交換に
より加熱される。この結果、以下の式（１）に示すように、気体のヨウ化水素（ＨＩ）は
、ヨウ素（Ｉ２）と水素（Ｈ２）とに熱分解する。
２ＨＩ→Ｉ２＋Ｈ２
（１）
【００３９】
なお、ヨウ化水素反応器９０より上流側に蒸留塔に設けた場合には、ヨウ化水素反応器
９０には、蒸留塔から気体のヨウ化水素が流入することになる。
【００４０】
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この熱分解反応は、分離筒６３の外周面に取り付けられている触媒６６により促進され
る。この触媒環境下での熱分解に必要な温度は、約４００℃である。第二蓄熱器７０の蓄
熱体３０の温度に対する予め定められた温度は、ヨウ化水素の熱分解に必要な温度よりも
、例えば、５０〜１００℃程度高い温度である。すなわち、この予め定められた温度は、
例えば、４５０〜５００℃である。このように、ヨウ化水素の熱分解に必要な温度よりも
、予め定められた温度を、例えば、５０〜１００℃程度高い温度にすることで、蓄熱体３
０の温度がヨウ化水素の熱分解に必要な温度以上である限り、雲天時や夜間においても、
この蓄熱体３０の熱よりに熱分解反応を行うことができる。
【００４１】
この熱分解反応で生成されたヨウ素と水素とのうち、第一反応物Ｒ１である気体の水素
は、分離筒６３の分離膜を通過して、分離筒６３内に流入する。この水素は、分離筒６３
の出口開口６３ｏから排出される。分離筒６３の出口開口６３ｏから排出された水素は、
水素ライン９４を介して、例えば、水素タンク等に蓄えられる。一方、熱分解反応で生成
されたヨウ素と水素とのうち、第二反応物Ｒ２である気体のヨウ素及び未分解のヨウ化水
素は、分離筒６３の分離膜を通過できず、内筒６２と分離筒６３との間を経由して、反応
物排出部６５の排気口から流出する。
【００４２】
ヨウ化水素反応器９０から流出したヨウ素は、ヨウ素供給ライン８６を介して、ブンゼ
ン反応器１０内に流入する。
【００４３】
反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付ける
と、さらに、二酸化硫黄供給機５６に対して駆動を指示すると共に、二酸化硫黄流量調節
器５７に対して二酸化硫黄タンク５４からブンゼン反応器１０へ二酸化硫黄を送れる状態
にするよう指示する。この結果、二酸化硫黄タンク５４内の気体の二酸化硫黄は、二酸化
硫黄供給ライン５５を介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。
【００４４】
ブンゼン反応器１０内には、水とヨウ素とヨウ化水素と硫酸との混合溶液が蓄えられて
いる。ブンゼン反応器１０内では、１００℃以下で、以下の式（２）に示すように、液体
のヨウ素（Ｉ２）と、気体の二酸化硫黄（ＳＯ２）と、液体の水（Ｈ２Ｏ）とがブンゼン
反応して、液体のヨウ化水素（ＨＩ）及び液体の硫酸（Ｈ２ＳＯ４）になる。
Ｉ２＋ＳＯ２＋２Ｈ２Ｏ→２ＨＩ＋Ｈ２ＳＯ４
（２）
【００４５】
ブンゼン反応器１０内で生成された液体のヨウ化水素及び液体の硫酸は、分離器１１内
に流入し、ここで、二液相分離現象及び比重の違いにより、両者が上層と下層とに分離さ
れ、この分離器１１内で、分離された状態で一時的に蓄えられる。
【００４６】
制御装置１３０の反応制御器１３１は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度がヨウ化水
素の熱分解に必要な温度（例えば、４００℃）以下になった場合、又は、二酸化硫黄タン
ク５４内に二酸化硫黄がなくなった場合、硫酸ポンプ１３に対して停止を指示する。この
結果、分離器１１内の硫酸が硫酸タンク５０内に送られなくなる。なお、反応制御器１３
１は、二酸化硫黄タンク５４に設けられている圧力計５４ｐで検知されたタンク内圧力が
予め定められた圧力より低くなると、二酸化硫黄タンク５４内に二酸化硫黄がなくなった
と判断する。
【００４７】
反応制御器１３１は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度がヨウ化水素の熱分解に必要
な温度以下になった場合、又は、二酸化硫黄タンク５４内に二酸化硫黄がなくなった場合
、さらに、ヨウ化水素ポンプ１５に対して停止を指示する。この結果、分離器１１内のヨ
ウ化水素は、ヨウ化水素反応器９０に送られなくなる。このため、ヨウ化水素反応器９０
から、水素及びヨウ素が流出しなくなる。すなわち、水素が製造されなくなると共に、ブ
ンゼン反応器１０内にヨウ素が流入しなくなる。
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【００４８】
以上のように、本実施形態では、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度が予め定められた
温度よりも高くなった後、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付け
ると、ヨウ化水素反応設備ＩＥでのヨウ化水素の熱分解反応、及びブンゼン反応設備ＢＥ
でのブンゼン反応が実行される。
【００４９】
制御装置１３０の硫酸供給制御器１３２は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が予め
定められた温度よりも高くなると、硫酸供給機５２に対して駆動を指示すると共に、硫酸
流量調節器５３に対して硫酸タンク５０から硫酸反応器６０へ硫酸を送れる状態にするよ
う指示する。この結果、硫酸タンク５０内の液体の硫酸は、硫酸供給ライン５１を介して
、硫酸反応器６０内に流入する。
【００５０】
液体の硫酸は、硫酸反応器６０の外筒６１と内筒６２との間に流入する。液体の硫酸は
、外筒本体６１ｂの外部に存在する蓄熱体３０との熱交換により、加熱されて気化する。
前述したように、外筒６１は、開口６１ｉに対して閉端６１ｃが上に位置するように傾斜
し、この外筒６１内の内筒６２は、出口開口６２ｏに対して入口開口６２ｉが上に位置す
るよう傾斜している。このため、液体の硫酸は、外筒６１と内筒６２との間に留まり、気
体の硫酸は、内筒６２の入口開口６２ｉから内筒６２と分離筒６３との間に流入する。気
体の硫酸は、この間も、蓄熱体３０との熱交換により加熱される。この結果、以下の式（
３）に示すように、気体の硫酸（Ｈ２ＳＯ４）は、二酸化硫黄（ＳＯ２）と酸素（Ｏ２）
と水（Ｈ２Ｏ）とに熱分解する。
２Ｈ２ＳＯ４→２ＳＯ２＋Ｏ２＋２Ｈ２Ｏ
（３）
【００５１】
この熱分解反応で生成された二酸化硫黄と酸素と水とのうち、第一反応物Ｒ１である気
体の二酸化硫黄及び気体の酸素は、分離筒６３の分離膜を通過して、分離筒６３内に流入
する。この二酸化硫黄及び酸素は、分離筒６３の出口開口６３ｏから排出される。分離筒
６３の出口開口６３ｏから排出された二酸化硫黄及び酸素は、二酸化硫黄タンク５４内に
蓄えられる。反応制御器１３１は、以下の条件を満たすと、二酸化硫黄供給機５６に対し
て駆動を指示すると共に、二酸化硫黄流量調節器５７に対して開を指示する。上記条件は
、反応制御器１３１が外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付け、又
は、自身がブンゼン反応設備ＢＥでの反応を開始してよいと判断し、且つ二酸化硫黄タン
ク５４内の二酸化硫黄の量が予め定められた量以上であることである。この結果、二酸化
硫黄タンク５４内から二酸化硫黄及び酸素が、ブンゼン反応器１０に送られる。一方、熱
分解反応で生成された二酸化硫黄と酸素と水とのうち、第二反応物Ｒ２である気体の水は
、分離筒６３の分離膜を通過できず、内筒６２と分離筒６３との間を経由して、反応物排
出部６５の排気口から流出する。この気体の水は、冷却器５８で冷却されて液体の水にな
った後、水供給ライン５９を介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。
【００５２】
この熱分解に必要な温度は、触媒６６が存在していたとしても単なる容器内では、８５
０〜９００℃である。本実施形態では、ａ）熱分解反応環境下に熱分解反応を促進する触
媒６６が存在すること、ｂ）熱分解で生成された二酸化硫黄と酸素とは、触媒層内の熱分
解環境下に留まらず、分離筒６３内に流入すること、等の理由により、この熱分解に必要
な温度は、６５０〜６００℃程度まで低くなる。第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度に対
する予め定められた温度は、硫酸の熱分解に必要な温度よりも、例えば、５０〜１００℃
程度高い温度である。すなわち、本実施形態において、この予め定められた温度は、例え
ば、６５０〜７５０℃である。このように、硫酸の熱分解に必要な温度よりも、予め定め
られた温度を、例えば、５０〜１００℃程度高い温度にすることで、蓄熱体３０の温度が
硫酸の熱分解に必要な温度以上である限り、雲天時や夜間においても、この蓄熱体３０の
熱よりに熱分解反応を行うことができる。
【００５３】
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硫酸供給制御器１３２は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が硫酸の熱分解に必要な
温度（例えば、６５０〜６００℃）以下になると、硫酸供給機５２に対して停止を指示す
ると共に、硫酸流量調節器５３に対して硫酸タンク５０から硫酸反応器６０へ硫酸を送れ
ない状態にするよう指示する。この結果、硫酸タンク５０内の液体の硫酸は、硫酸反応器
６０内に流入しなくなる。
【００５４】
以上のように、本実施形態では、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が予め定められた
温度よりも高くなると、硫酸反応設備ＳＥでの硫酸の熱分解反応が実行される。ヨウ化水
素反応設備ＩＥでのヨウ化水素の熱分解反応、及びブンゼン反応設備ＢＥでのブンゼン反
応が実行されている間、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が予め定められた温度より高
くなることがある。この場合には、ヨウ化水素反応設備ＩＥでのヨウ化水素の熱分解反応
と、ブンゼン反応設備ＢＥでのブンゼン反応と、硫酸反応設備ＳＥでの硫酸の熱分解反応
とが同時進行する。
【００５５】
本実施形態では、太陽光のエネルギーを硫酸の熱分解及びヨウ化水素の熱分解に利用し
ている。
【００５６】
ところで、硫酸の熱分解に必要な温度は、ヨウ化水素の熱分解に必要な温度よりも高い
。夜間や雲天時には、蓄熱体が保持する熱の利用に伴い、蓄熱体に温度降下が生じて、硫
酸の熱分解率が低下する。このため、水素製造プラントの年間水素製造量が低下するか、
水素製造プラントの稼働率が低下する。従って、特許文献１に記載のプラントでは、太陽
光のエネルギーを水素製造に十分に有効利用しているとは言い難い。
【００５７】
本実施形態の硫酸反応設備ＳＥは、ブンゼン反応器１０に送る二酸化硫黄を一時的に蓄
える二酸化硫黄タンク５４を備えている。このため、本実施形態では、二酸化硫黄タンク
５４内に二酸化硫黄を蓄えている限り、ブンゼン反応器１０に流入するヨウ素に対して、
ブンゼン反応に必要な二酸化硫黄を確保することができる。よって、本実施形態でも、ブ
ンゼン反応を効率的に行うことができ、太陽光のエネルギーを水素製造に有効利用するこ
とができる。この結果、本実施形態では、水素製造プラントの稼働率を向上させることが
できる。
【００５８】
なお、本実施形態の反応制御器１３１は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度が予め定
められた温度よりも高くなった後、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を
受け付けた場合に、硫酸ポンプ１３、ヨウ化水素ポンプ１５、二酸化硫黄供給機５６、及
び二酸化硫黄流量調節器５７に指示を与える。しかしながら、反応制御器１３１は、外部
からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付けた後、第二蓄熱器７０の蓄熱体
３０の温度が予め定められた温度よりも高くなった場合に、硫酸ポンプ１３、ヨウ化水素
ポンプ１５、二酸化硫黄供給機５６、及び二酸化硫黄流量調節器５７に指示を与えてもよ
い。また、反応制御器１３１は、自身がブンゼン反応設備ＢＥでの反応を開始してよいと
判断した場合に、硫酸供給機５２、ヨウ化水素ポンプ１５、二酸化硫黄供給機５６、及び
二酸化硫黄流量調節器５７に指示を与えてもよい。この場合、反応制御器１３１は、例え
ば、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度が予め定められた温度よりも高くなったこと、及
び、二酸化硫黄タンク５４内の圧力が予め定められた圧力以上であることを条件にして、
ブンゼン反応設備ＢＥでの反応を開始してよいと判断する。
【００５９】
「第二実施形態」
本開示に係る水素製造プラントの第二実施形態について、図４を用いて説明する。
【００６０】
本実施形態の水素製造プラントも、第一実施形態の水素製造プラントと同様、ブンゼン
反応設備ＢＥと、硫酸反応設備ＳＥと、ヨウ化水素反応設備ＩＥａと、制御装置１３０ａ
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と、を備える。但し、本実施形態のヨウ化水素反応設備ＩＥａは、第一実施形態のヨウ化
水素反応設備ＩＥと異なる。この関係で、本実施形態の制御装置１３０ａも、第一実施形
態の制御装置１３０と異なる。
【００６１】
本実施形態のヨウ化水素反応設備ＩＥａは、第一実施形態のヨウ化水素反応設備ＩＥと
同様、第二蓄熱器７０と、第二太陽光ガイド装置８０と、ヨウ化水素反応器９０と、ヨウ
素供給ライン８６と、を有する。本実施形態のヨウ化水素反応設備ＩＥａは、さらに、ヨ
ウ化水素タンク８１と、ヨウ化水素供給ライン８２と、ヨウ化水素供給機８３と、ヨウ化
水素流量調節器８４と、ヨウ素タンク８５と、ヨウ素供給機８７と、ヨウ素流量調節器８
８と、を有する。
【００６２】
ヨウ化水素タンク８１は、ヨウ化水素ライン１４に接続され、ブンゼン反応設備ＢＥか
らのヨウ化水素を一時的に蓄えるタンクである。ヨウ化水素供給ライン８２は、ヨウ化水
素タンク８１とヨウ化水素反応器９０とを接続し、ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素
をヨウ化水素反応器９０に導くラインである。なお、このヨウ化水素供給ライン８２は、
ヨウ化水素反応器９０の対象物受入部６４における入口６４ｉに接続されている。ヨウ化
水素供給機８３は、ヨウ化水素供給ライン８２に設けられ、ヨウ化水素供給ライン８２内
の液体のヨウ化水素をヨウ化水素反応器９０に送るポンプである。ヨウ化水素流量調節器
８４は、ヨウ化水素供給ライン８２に設けられ、ヨウ化水素反応器９０に送るヨウ化水素
の流量を調節する流量調節弁である。
【００６３】
ヨウ素タンク８５は、ヨウ素供給ライン８６に設けられている。このヨウ素タンク８５
は、ヨウ化水素反応器９０で生成されたヨウ素（気体）を一時的に蓄えるタンクである。
このヨウ素タンク８５には、圧力計８５ｐが設けられている。ヨウ素供給機８７は、ヨウ
素供給ライン８６中で、ヨウ素タンク８５よりもブンゼン反応器１０側の位置に設けられ
ている。このヨウ素供給機８７は、ヨウ素タンク８５内の気体のヨウ素をブンゼン反応器
１０に送る圧縮機である。ヨウ素流量調節器８８は、ヨウ素供給ライン８６中で、ヨウ素
供給機８７よりもブンゼン反応器１０側の位置に設けられている。このヨウ素流量調節器
８８は、ブンゼン反応器１０に送るヨウ素の流量を調節する流量調節弁である。
【００６４】
本実施形態の制御装置１３０ａは、第一実施形態の制御装置１３０と同様、反応制御器
１３１と、硫酸供給制御器１３２と、を有する。本実施形態の制御装置１３０ａは、さら
に、ヨウ化水素供給制御器１３３を有する。ヨウ化水素供給制御器１３３は、第二蓄熱器
７０の蓄熱体３０の温度が予め定められた温度より高くなると、ヨウ化水素供給機８３に
対して駆動を指示すると共に、ヨウ化水素流量調節器８４に対してヨウ化水素タンク８１
からヨウ化水素反応器９０へヨウ化水素を送れる状態にするよう指示する。
【００６５】
次に、以上で説明した水素製造プラントの動作について説明する。
【００６６】
制御装置１３０ａの反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始
の指示を受け付け、且つ二酸化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄の量が予め定められた量以
上であることを条件として、二酸化硫黄供給機５６に対して駆動を指示すると共に、二酸
化硫黄流量調節器５７に対して二酸化硫黄タンク５４からブンゼン反応器１０へ二酸化硫
黄を送れる状態にするよう指示する。この結果、二酸化硫黄タンク５４内の気体の二酸化
硫黄は、二酸化硫黄供給ライン５５を介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。
【００６７】
反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付け、
且つヨウ素タンク８５内のヨウ素の量が予め定められた量以上であることを条件として、
ヨウ素供給機８７に対して駆動を指示すると共に、ヨウ素流量調節器８８に対してヨウ素
タンク８５からブンゼン反応器１０へヨウ素を送れる状態にするよう指示する。この結果
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、ヨウ素タンク８５内の気体のヨウ素は、ヨウ素供給ライン８６を介して、ブンゼン反応
器１０内に流入する。
【００６８】
ブンゼン反応器１０内では、ブンゼン反応器１０内の液体の水と、二酸化硫黄タンク５
４からの二酸化硫黄と、ヨウ素タンク８５からのヨウ素とが、ブンゼン反応する。
【００６９】
反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥでの反応開始の指示を受け付ける
と、さらに、硫酸ポンプ１３及びヨウ化水素ポンプ１５に対して駆動を指示する。この結
果、分離器１１内の硫酸（液体）が硫酸タンク５０内に送られ、硫酸タンク５０内には、
液体の硫酸が蓄えられる。さらに、分離器１１内のヨウ化水素（液体）がヨウ化水素タン
ク８１内に送られ、ヨウ化水素タンク８１内には、液体のヨウ化水素が蓄えられる。
【００７０】
反応制御器１３１は、二酸化硫黄タンク５４内に二酸化硫黄がなくなった場合、又は、
ヨウ素タンク８５内のヨウ素がなくなった場合、二酸化硫黄供給機５６に対して停止を指
示すると共に、二酸化硫黄流量調節器５７に対して二酸化硫黄タンク５４からブンゼン反
応器１０へ二酸化硫黄を送れない状態にするよう指示する。この結果、二酸化硫黄タンク
５４内からブンゼン反応器１０内へ二酸化硫黄は、流入しなくなる。なお、反応制御器１
３１は、ヨウ素タンク８５に設けられている圧力計８５ｐで検知されたタンク内圧力が予
め定められた圧力より低くなると、ヨウ素タンク８５内にヨウ素がなくなったと判断する
。
【００７１】
反応制御器１３１は、二酸化硫黄タンク５４内に二酸化硫黄がなくなった場合、又は、
ヨウ素タンク８５内のヨウ素がなくなった場合、さらに、ヨウ素供給機８７に対して停止
を指示すると共に、ヨウ素流量調節器８８に対してヨウ素タンク８５からブンゼン反応器
１０へヨウ素を送れない状態にするよう指示する。この結果、ヨウ素タンク８５内からブ
ンゼン反応器１０内へヨウ素は、流入しなくなる。
【００７２】
制御装置１３０ａの硫酸供給制御器１３２は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が予
め定められた温度（例えば、６５０〜７５０℃）よりも高くなると、第一実施形態と同様
、硫酸供給機５２に対して駆動を指示すると共に、硫酸流量調節器５３に対して硫酸タン
ク５０から硫酸反応器６０へ硫酸を送れる状態にするよう指示する。この結果、硫酸タン
ク５０内の液体の硫酸は、硫酸供給ライン５１を介して、硫酸反応器６０内に流入する。
硫酸反応器６０内では、硫酸が熱分解反応して、二酸化硫黄と酸素と水とが生成される。
二酸化硫黄と酸素とは、二酸化硫黄供給ライン５５を介して、二酸化硫黄タンク５４に蓄
えられる。
【００７３】
硫酸供給制御器１３２は、第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度が硫酸の熱分解に必要な
温度（例えば、６５０〜６００℃）以下になると、硫酸供給機５２に対して停止を指示す
ると共に、硫酸流量調節器５３に対して硫酸タンク５０から硫酸反応器６０へ硫酸を送れ
ない状態にするよう指示する。この結果、硫酸タンク５０内の液体の硫酸は、硫酸反応器
６０内に流入しなくなる。
【００７４】
制御装置１３０ａのヨウ化水素供給制御器１３３は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温
度が予め定められた温度（例えば、４５０〜５００℃））よりも高くなると、ヨウ化水素
供給機８３に対して駆動を指示すると共に、ヨウ化水素流量調節器８４に対してヨウ化水
素タンク８１からヨウ化水素反応器９０へヨウ化水素を送れる状態にするよう指示する。
この結果、ヨウ化水素タンク８１内の液体のヨウ化水素は、ヨウ化水素供給ライン８２を
介して、ヨウ化水素反応器９０内に流入する。ヨウ化水素反応器９０内では、ヨウ化水素
が熱分解反応して、ヨウ素と水素とが生成される。ヨウ素は、ヨウ素供給ライン８６を介
して、ヨウ素タンク８５に蓄えられる。
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【００７５】
ヨウ化水素供給制御器１３３は、第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度がヨウ化水素の熱
分解に必要な温度（例えば、４００℃）以下になると、ヨウ化水素供給機８３に対して停
止を指示すると共に、ヨウ化水素流量調節器８４に対してヨウ化水素タンク８１からヨウ
化水素反応器９０へヨウ化水素を送れない状態にするよう指示する。この結果、ヨウ化水
素タンク８１内の液体のヨウ化水素は、ヨウ化水素反応器９０内に流入しなくなる。
【００７６】
本実施形態の水素製造プラントも、第一実施形態の水素製造プラントと同様、ブンゼン
反応器１０に送る二酸化硫黄を一時的に蓄える二酸化硫黄タンク５４を備えている。この
ため、本実施形態でも、二酸化硫黄タンク５４内に二酸化硫黄を蓄えている限り、ブンゼ
ン反応器１０に流入するヨウ素に対して、ブンゼン反応に必要な二酸化硫黄を確保するこ
とができる。よって、本実施形態でも、ブンゼン反応を効率的に行うことができ、太陽光
のエネルギーを水素製造に有効利用することができる。
【００７７】
本実施形態の水素製造プラントは、ブンゼン反応器１０に送るヨウ素を一時的に蓄えて
ヨウ素タンク８５を備えている。このため、本実施形態では、ヨウ化水素の熱分解反応と
ブンゼン反応とを同時に実行しなくてもよく、第一実施形態よりもプラントの運用態様の
パターンを多くすることができる。従って、例えば、ヨウ化水素反応器９０での水素生成
により、ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素が不足してきたときには、ブンゼン反応設
備ＢＥでのブンゼン反応を実行することで、ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素を補う
ことができる。
【００７８】
「第三実施形態」
本開示に係る水素製造プラントの第三実施形態について、図５を用いて説明する。
【００７９】
本実施形態の水素製造プラントは、第二実施形態の水素製造プラントに、第二硫酸反応
設備ＳＥｂ及び第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂを追加したプラントである。なお、以下の
説明の都合上、第二実施形態の水素製造プラントにおける硫酸反応設備ＳＥを第一硫酸反
応設備ＳＥとし、第二実施形態の水素製造プラントにおけるヨウ化水素反応設備ＩＥａを
第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａとする。
【００８０】
本実施形態のブンゼン反応設備ＢＥｂは、第一及び第二実施形態の水素製造プラントに
おけるブンゼン反応設備ＢＥと同様、ブンゼン反応器１０と、分離器１１と、第一硫酸反
応設備ＳＥに対する第一硫酸ライン１２と、第一硫酸反応設備ＳＥに対する第一硫酸ポン
プ１３と、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａに対する第一ヨウ化水素ライン１４と、第一ヨ
ウ化水素反応設備ＩＥａに対する第一ヨウ化水素ポンプ１５と、水補給ライン１６と、を
有する。本実施形態のブンゼン反応設備ＢＥｂは、さらに、第二硫酸反応設備ＳＥｂに対
する第二硫酸ライン１２ｂと、第二硫酸反応設備ＳＥｂに対する第二硫酸ポンプ１３ｂと
、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂに対する第二ヨウ化水素ライン１４ｂと、第二ヨウ化水
素反応設備ＩＥｂに対する第二ヨウ化水素ポンプ１５ｂと、を有する。
【００８１】
第二硫酸ライン１２ｂは、第一硫酸ライン１２から分岐している。第二硫酸ポンプ１３
ｂは、この第二硫酸ライン１２ｂに設けられている。第二ヨウ化水素ライン１４ｂは、第
一ヨウ化水素ライン１４から分岐している。第二ヨウ化水素ポンプ１５ｂは、この第二ヨ
ウ化水素ライン１４ｂに設けられている。
【００８２】
なお、本実施形態のブンゼン反応設備ＢＥｂも、第一及び第二実施形態の水素製造プラ
ンにおけるブンゼン反応設備ＢＥと同様、さらに、硫酸精製塔、硫酸濃縮塔、ヨウ化水素
精製塔、ヨウ化水素濃縮器、ヨウ化水素蒸留塔をさらに有してもよい。
【００８３】
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第二硫酸反応設備ＳＥｂも、第一硫酸反応設備ＳＥと同様、ブンゼン反応設備ＢＥｂか
らの硫酸を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解させ、二酸化硫黄及び水をブンゼン反応設備
ＢＥｂに送る設備である。この第二硫酸反応設備ＳＥｂは、第一蓄熱器２０ｂと、第一太
陽光ガイド装置４０ｂと、二酸化硫黄供給ライン５５ｂと、二酸化硫黄流量調節器５７ｂ
と、冷却器５８ｂと、水供給ライン５９ｂと、複数の硫酸反応器６０ｂと、を有する。但
し、第二硫酸反応設備ＳＥｂは、第一硫酸反応設備ＳＥにおける硫酸タンク５０と、硫酸
供給ライン５１と、硫酸供給機５２と、硫酸流量調節器５３と、二酸化硫黄タンク５４と
、二酸化硫黄供給機５６と、を有していない。
【００８４】
第一蓄熱器２０ｂ、第一太陽光ガイド装置４０ｂ、二酸化硫黄流量調節器５７ｂ、冷却
器５８ｂ、水供給ライン５９ｂ、硫酸反応器６０ｂは、いずれも、第一硫酸反応設備ＳＥ
における対応機器又はラインと同様である。第二硫酸ライン１２ｂは、複数の硫酸反応器
６０ｂに接続されている。
【００８５】
第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂも、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａと同様、ブンゼン反
応設備ＢＥｂで生成されたヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、水素を外部に排出
すると共に、ヨウ素をブンゼン反応設備ＢＥｂに送る設備である。この第二ヨウ化水素反
応設備ＩＥｂは、第二蓄熱器７０ｂと、第二太陽光ガイド装置８０ｂと、複数のヨウ化水
素反応器９０ｂと、ヨウ素供給ライン８６ｂと、ヨウ素流量調節器８８ｂと、水素ライン
９４ｂと、を有する。但し、この第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂは、第一ヨウ化水素反応
設備ＩＥａにおけるヨウ化水素タンク８１と、ヨウ化水素供給ライン８２と、ヨウ化水素
供給機８３と、ヨウ化水素流量調節器８４と、ヨウ素タンク８５と、ヨウ素供給機８７と
、を有していない。
【００８６】
第二蓄熱器７０ｂ、第二太陽光ガイド装置８０ｂ、ヨウ化水素反応器９０ｂ、ヨウ素供
給ライン８６ｂ、ヨウ素流量調節器８８ｂは、いずれも、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａ
における対応機器又はラインと同様である。第二ヨウ化水素ライン１４ｂは、複数のヨウ
化水素反応器９０ｂに接続されている。
【００８７】
本実施形態の制御装置１３０ｂは、第二実施形態の制御装置１３０ａと同様、反応制御
器１３１と、硫酸供給制御器１３２と、ヨウ化水素供給制御器１３３を有する。
【００８８】
次に、以上で説明した水素製造プラントの動作について説明する。
【００８９】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らしていると、第一硫酸反応設備ＳＥにおける第一
蓄熱器２０の蓄熱体３０、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける第一蓄熱器２０ｂの蓄熱体３
０、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおける第二蓄熱器７０の蓄熱体３０、第二ヨウ化水
素反応設備ＩＥｂにおける第二蓄熱器７０ｂの蓄熱体３０は、太陽光により加熱される。
この結果、これら蓄熱体３０の温度が上昇する。
【００９０】
制御装置１３０ｂの反応制御器１３１は、第一蓄熱器２０，２０ｂの蓄熱体３０の温度
が前述の予め定められた温度（例えば、６５０〜７５０℃）よりも高くなり、且つ、第二
蓄熱器７０，７０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の予め定められた温度（例えば、４５０〜
５００℃）よりも高くなった後、外部からブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応開始の指示を
受け付けると、第二硫酸ポンプ１３ｂ及び第二ヨウ化水素ポンプ１５ｂに対して、駆動を
指示する。
【００９１】
この結果、分離器１１内の硫酸が、第二硫酸ライン１２ｂを介して、第二硫酸反応設備
ＳＥｂにおける複数の硫酸反応器６０ｂ内に送られる。さらに、分離器１１内のヨウ化水
素が、第二ヨウ化水素ライン１４ｂを介して、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける複
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数のヨウ化水素反応器９０ｂ内に送られる。複数の硫酸反応器６０ｂ内では、硫酸の熱分
解反応により、二酸化硫黄と酸素と水とが生成される。複数の硫酸反応器６０ｂ内で生成
された二酸化硫黄は、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける二酸化硫黄供給ライン５５ｂ及び
二酸化硫黄流量調節器５７ｂを介して、ブンゼン反応器１０に流入する。また、複数の硫
酸反応器６０ｂ内で生成された水は、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける冷却器５８ｂ及び
水供給ライン５９ｂを介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。複数のヨウ化水素反応
器９０ｂ内では、ヨウ化水素の熱分解反応により、ヨウ素と水素とが生成される。複数の
ヨウ化水素反応器９０ｂ内で生成された水素は、水素ライン９４ｂを介して、例えば、水
素タンク等に流入する。また、複数のヨウ化水素反応器９０ｂ内で生成されたヨウ素は、
第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおけるヨウ素供給ライン８６ｂ及びヨウ素流量調節器８
８ｂを介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。
【００９２】
ブンゼン反応器１０内では、第二硫酸反応設備ＳＥｂからの二酸化硫黄及び水と、第二
ヨウ化水素反応設備ＩＥｂからのヨウ素とがブンゼン反応して、ヨウ化水素及び硫酸にな
る。これらヨウ化水素及び硫酸は、分離器１１に送られ、ここで、これらが分離している
状態で一時的に蓄えられる。
【００９３】
制御装置１３０ｂの硫酸供給制御器１３２は、第一硫酸反応設備ＳＥにおける硫酸タン
ク５０内の硫酸の量が予め定められた量以下になると、第一硫酸ポンプ１３に対して駆動
を指示する。このため、硫酸タンク５０内の硫酸の量は、基本的に、予め定められた量以
上である。また、ヨウ化水素供給制御器１３３は、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけ
るヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素の量が予め定められた量以下になると、第一ヨウ
化水素ポンプ１５に対して駆動を指示する。このため、ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化
水素の量は、基本的に、予め定められた量以上である。
【００９４】
制御装置１３０ｂの反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応開
始の指示を受け付けると、さらに、硫酸供給制御器１３２に対してその旨を伝える。硫酸
供給制御器１３２は、反応制御器１３１から反応開始の指示を受け付けると、第一硫酸反
応設備ＳＥにおける硫酸供給機５２に対して駆動を指示すると共に、第一硫酸反応設備Ｓ
Ｅにおける硫酸流量調節器５３に対して開を指示する。この結果、第一硫酸反応設備ＳＥ
における硫酸タンク５０内の硫酸が、硫酸供給ライン５１を介して、第一硫酸反応設備Ｓ
Ｅにおける複数の硫酸反応器６０内に送られる。複数の硫酸反応器６０内では、硫酸の熱
分解反応により、二酸化硫黄と酸素と水とが生成される。複数の硫酸反応器６０内で生成
された二酸化硫黄は、第一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄タンク５４内に蓄えられ
る。このとき、第一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄供給機５６は駆動しておらず、
且つ、第一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄流量調節器５７が閉じている。このため
、第一硫酸反応設備ＳＥで生成された二酸化硫黄は、ブンゼン反応器１０に流入せず、二
酸化硫黄タンク５４内に留まる。また、第一硫酸反応設備ＳＥにおける複数の硫酸反応器
６０内で生成された水は、第一硫酸反応設備ＳＥにおける、冷却器５８及び水供給ライン
５９を介して、ブンゼン反応器１０内に流入する。
【００９５】
反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応開始の指示を受け付け
ると、さらに、ヨウ化水素供給制御器１３３に対してその旨を伝える。ヨウ化水素供給制
御器１３３は、反応制御器１３１から反応開始の指示を受け付けると、第一ヨウ化水素反
応設備ＩＥａにおけるヨウ化水素供給機８３に対して駆動を指示すると共に、第一ヨウ化
水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ化水素流量調節器８４に対して開を指示する。この結果
、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素が、ヨウ
化水素供給ライン８２を介して、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおける複数のヨウ化水
素反応器９０内に送られる。複数のヨウ化水素反応器９０内では、ヨウ化水素の熱分解反
応により、ヨウ素と水素とが生成される。複数のヨウ化水素反応器９０内で生成された水
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素は、水素ライン９４を介して、例えば、水素タンク等に流入する。また、複数のヨウ化
水素反応器９０内で生成されたヨウ素は、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素
タンク８５内に蓄えられる。このとき、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素供
給機８７は駆動しておらず、且つ、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素流量調
節器８８が閉じているため、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａで生成されたヨウ素は、ブン
ゼン反応器１０に流入せず、ヨウ素タンク８５内に留まる。
【００９６】
以上のように、本実施形態では、第二硫酸反応設備ＳＥｂがブンゼン反応器１０に二酸
化硫黄を供給しているときには、第一硫酸反応設備ＳＥはブンゼン反応器１０に二酸化硫
黄を供給しない。また、本実施形態では、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂがブンゼン反応
器１０にヨウ素を供給しているときには、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａはブンゼン反応
器１０にヨウ素を供給しない。
【００９７】
晴天から雲天に変化し、又は昼間から夜間に変化し、太陽が水素製造プラントの敷地を
照らさなくなると、第一硫酸反応設備ＳＥにおける第一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度、
第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける第一蓄熱器２０ｂの蓄熱体３０の温度、第一ヨウ化水素
反応設備ＩＥａにおける第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度、第二ヨウ化水素反応設備Ｉ
Ｅｂにおける第二蓄熱器７０ｂの蓄熱体３０の温度が低下する。
【００９８】
反応制御器１３１は、第一蓄熱器２０，２０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の予め定めら
れた温度（例えば、６５０〜７５０℃）よりも低く硫酸の熱分解反応に必要な温度（６０
０〜６５０℃）に近くなると（例えば、６２０〜６７０℃）、第二硫酸ポンプ１３ｂに対
して停止を指示すると共に、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける二酸化硫黄流量調節器５７
ｂに対して閉を指示する。この結果、第二硫酸反応設備ＳＥｂからブンゼン反応器１０に
二酸化硫黄及び水が供給されなくなる。また、反応制御器１３１は、硫酸供給制御器１３
２に対して、第一蓄熱器２０，２０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の予め定められた温度よ
りも低く硫酸の熱分解反応に必要な温度に近くなった旨を伝える。硫酸供給制御器１３２
は、第一硫酸反応設備ＳＥにおける硫酸供給機５２に対して停止を指示すると共に、第一
硫酸反応設備ＳＥにおける硫酸流量調節器５３に対して閉を指示する。また、反応制御器
１３１は、第一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄供給機５６に対して駆動を指示する
と共に、第一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄流量調節器５７に対して開を指示する
。なお、反応制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応開始の指示を受
け付け、又は、自身がブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応を開始してよいと判断し、且つ二
酸化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄の量が予め定められた量以上であり、さらに、第二硫
酸反応設備ＳＥｂからブンゼン反応設備ＢＥｂへの二酸化硫黄の供給が停止したことを条
件として、二酸化硫黄供給機５６への駆動指示等を行う。この結果、第一硫酸反応設備Ｓ
Ｅでは、二酸化硫黄及び水が生成されなくなるものの、この第一硫酸反応設備ＳＥの二酸
化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄がブンゼン反応器１０に流入する。
【００９９】
制御装置１３０ｂの反応制御器１３１は、第二蓄熱器７０，７０ｂの蓄熱体３０の温度
が前述の予め定められた温度（例えば、４５０〜５００℃）よりも低くヨウ化水素の熱分
解反応に必要な温度（約４００℃）に近くなると（例えば、約４２０℃）、第二ヨウ化水
素ポンプ１５ｂに対して停止を指示すると共に、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける
ヨウ素流量調節器８８に対して閉を指示する。この結果、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂ
からブンゼン反応器１０にヨウ素が供給されなくなる。また、反応制御器１３１は、ヨウ
化水素供給制御器１３３に対して、第二蓄熱器７０，７０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の
予め定められた温度よりも低くヨウ化水素の熱分解反応に必要な温度に近くなった旨を伝
える。ヨウ化水素供給制御器１３３は、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ化水
素供給機８３に対して停止を指示すると共に、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨ
ウ化水素流量調節器８４に対して閉を指示する。また、反応制御器１３１は、第一ヨウ化
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水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素供給機８７に対して駆動を指示すると共に、第一ヨウ
化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素流量調節器８８に対して開を指示する。なお、反応
制御器１３１は、外部からブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応開始の指示を受け付け、又は
、自身がブンゼン反応設備ＢＥｂでの反応を開始してよいと判断し、且つヨウ素タンク８
５内のヨウ素の量が予め定められた量以上であり、さらに、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥ
ｂからブンゼン反応設備ＢＥｂへのヨウ素の供給が停止したことを条件として、ヨウ素供
給機８７への駆動指示等を行う。この結果、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａでは、ヨウ素
及び水素が生成されなくなるものの、この第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａのヨウ素タンク
８５内のヨウ素がブンゼン反応器１０に流入する。
【０１００】
以上のように、本実施形態では、第一蓄熱器２０，２０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の
予め定められた温度よりも低く硫酸の熱分解反応に必要な温度に近くなり、硫酸反応器６
０，６０ｂでの硫酸の熱分解反応量が低下すると、若しくは熱分解反応がしなくなると、
第二硫酸反応設備ＳＥｂがブンゼン反応器１０に二酸化硫黄を供給しなくなり、第一硫酸
反応設備ＳＥは二酸化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄をブンゼン反応器１０に供給するよ
うになる。また、本実施形態では、第二蓄熱器７０，７０ｂの蓄熱体３０の温度が前述の
予め定められた温度よりも低くヨウ化水素の熱分解反応に必要な温度に近くなり、ヨウ化
水素反応器９０でのヨウ化水素の熱分解反応量が低下すると、若しくは熱分解反応がしな
くなると、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂがブンゼン反応器１０にヨウ素を供給しなくな
り、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａはヨウ素タンク８５内のヨウ素をブンゼン反応器１０
に供給するようになる。
【０１０１】
反応制御器１３１は、圧力計５４ｐで検知されたタンク内圧力に基づいて、第一硫酸反
応設備ＳＥにおける二酸化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄がなくなったと判断すると、第
一硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄供給機５６に対して停止を指示すると共に、第一
硫酸反応設備ＳＥにおける二酸化硫黄流量調節器５７に対して閉を指示する。また、反応
制御器１３１は、圧力計８５ｐで検知されたタンク内圧力に基づいて、第一ヨウ化水素反
応設備ＩＥａにおけるヨウ素タンク８５内のヨウ素がなくなったと判断すると、第一ヨウ
化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素供給機８７に対して停止を指示すると共に、第一ヨ
ウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ素流量調節器８８に対して閉を指示する。
【０１０２】
本実施形態では、第一硫酸反応設備ＳＥは、太陽が水素製造プラントの敷地を照らして
いるとき、硫酸反応器６０で生成された二酸化硫黄をブンゼン反応器１０に供給せずに、
二酸化硫黄タンク５４内に溜めておき、太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなる
と、この二酸化硫黄タンク５４内の二酸化硫黄をブンゼン反応器１０に供給する。さらに
、本実施形態では、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａは、太陽が水素製造プラントの敷地を
照らしているとき、ヨウ化水素反応器９０で生成されたヨウ素をブンゼン反応器１０に供
給せずに、ヨウ素タンク８５内に溜めておき、太陽が水素製造プラントの敷地を照らさな
くなると、このヨウ素タンク８５内のヨウ素をブンゼン反応器１０に供給する。このため
、本実施形態では、太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなっても、長時間にわた
って、ブンゼン反応器１０内でブンゼン反応が行われる。従って、本実施形態では、第一
実施形態や第二実施形態よりも、水素製造プラントの稼働率を向上させることができる。
【０１０３】
本実施形態の水素製造プラントは、前述したように、第二実施形態の水素製造プラント
に、第二硫酸反応設備ＳＥｂ及び第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂを追加したプラントであ
る。しかしながら、第一実施形態の水素製造プラントに、本実施形態の第二硫酸反応設備
ＳＥｂを追加してもよい。
【０１０４】
「第四実施形態」
本開示に係る水素製造プラントの第四実施形態について、図６を用いて説明する。
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【０１０５】
本実施形態の水素製造プラントは、第一実施形態の水素製造プラントに、高温気体供給
設備ＨＧＥを追加したプラントである。
【０１０６】
高温気体供給設備ＨＧＥは、予備送風機１０１と、気体加熱器１０２と、高温気体ライ
ン１０３と、第一高温気体調節弁１０４ａと、第二高温気体調節弁１０４ｂと、を有する
。
【０１０７】
気体加熱器１０２は、高温媒体発生源１０５から高温媒体と気体とを熱交換させて、気
体を加熱する熱交換器である。予備送風機１０１は、気体加熱器１０２に気体を圧送する
。高温媒体発生源１０５は、原子炉等の高温ガス炉等である。この場合、高温媒体は、例
えば、９００℃以上のヘリウムガスである。気体加熱器１０２は、このような高温媒体と
気体とを熱交換させて、この気体を例えば８００℃程度まで加熱する。高温気体ライン１
０３は、気体加熱器１０２で加熱された気体である高温気体が流れるラインである。この
高温気体ライン１０３は、気体加熱器１０２に接続されている主高温気体ライン１０３ｍ
と、この主高温気体ライン１０３ｍから分岐している第一高温気体ライン１０３ａ及び第
二高温気体ライン１０３ｂと、を有する。第一高温気体ライン１０３ａは、第一気体ライ
ン３２中で、第一気体調節弁３３よりも第一蓄熱器２０のケース２１側の位置に接続され
ている。この第一高温気体ライン１０３ａには、第一高温気体調節弁１０４ａが設けられ
ている。第二高温気体ライン１０３ｂは、第二気体ライン７２中で、第二気体調節弁７３
よりも第二蓄熱器７０のケース２１側の位置に接続されている。この第二高温気体ライン
１０３ｂには、第二高温気体調節弁１０４ｂが設けられている。
【０１０８】
本実施形態では、第一気体調節弁３３、第二気体調節弁７３、第一高温気体調節弁１０
４ａ及び第二高温気体調節弁１０４ｂで、各蓄熱器２０，７０のケース２１内に高温気体
を送れる状態と高温気体を送れない状態とに切り替える切替機を構成する。
【０１０９】
以上の各実施形態の水素製造プラントでは、このプラントの敷地を太陽光が照らしてい
るときに、硫酸熱分解反応及びヨウ化水素熱分解反応が基本的に実行される。言い換える
と、以上の各実施形態の水素製造プラントでは、このプラントの敷地を太陽光が照らして
いないとき、硫酸熱分解反応及びヨウ化水素熱分解反は基本的に実行されない。このため
、以上の各実施形態の水素製造プラントでは、このプラントの敷地を太陽光が照らしてい
ないとき、水素は基本的に生成されない。
【０１１０】
本実施形態の水素製造プラントは、このプラントの敷地を太陽光が照らしていないとき
でも、水素を生成できるようにするために、高温媒体発生源１０５から高温媒体の熱を利
用する。
【０１１１】
本実施形態の水素製造プラントでは、このプラントの敷地を太陽光Ｒが照らしていると
き、高温気体供給設備ＨＧＥの予備送風機１０１を停止しておくと共に、第一高温気体調
節弁１０４ａ及び第二高温気体調節弁１０４ｂを閉じておく。また、このとき、第一送風
機３１及び第二送風機７１を駆動すると共に、第一気体調節弁３３及び第二気体調節弁７
３を開ける。この結果、第一蓄熱器２０のケース２１内に、第一送風機３１から気体が圧
送され、このケース２１内の複数の蓄熱材粒子がこのケース２１内で流動する。また、第
二蓄熱器７０のケース２１内に、第二送風機７１から気体が圧送され、このケース２１内
の複数の蓄熱材粒子がこのケース２１内で流動する。各ケース２１内で流動している複数
の蓄熱材粒子には、太陽光Ｒが照射されて、複数の蓄熱材粒子が加熱される。
【０１１２】
本実施形態の水素製造プラントでは、このプラントの敷地を太陽光Ｒが照らしていない
とき、第一送風機３１及び第二送風機７１を停止しておくと共に、第一気体調節弁３３及
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び第二気体調節弁７３を閉じておく。また、このとき、高温気体供給設備ＨＧＥの予備送
風機１０１を駆動すると共に、第一高温気体調節弁１０４ａ及び第二高温気体調節弁１０
４ｂを開ける。この結果、第一蓄熱器２０のケース２１内に、気体加熱器１０２で加熱さ
れた高温気体が圧送され、このケース２１内の複数の蓄熱材粒子がこのケース２１内で流
動すると共に、高温気体により複数の蓄熱材粒子が加熱される。また、第二蓄熱器７０の
ケース２１内に、気体加熱器１０２で加熱された高温気体が圧送され、このケース２１内
の複数の蓄熱材粒子がこのケース２１内で流動すると共に、高温気体により複数の蓄熱材
粒子が加熱される。
【０１１３】
よって、本実施形態では、プラントの敷地を太陽光Ｒが照らしていないときでも、第一
蓄熱器２０の蓄熱体３０及び第二蓄熱器７０の蓄熱体３０を加熱することができる。この
ため、本実施形態では、プラントの敷地を太陽光Ｒが照らしていないときでも、硫酸反応
器６０内での硫酸熱分解反応及びヨウ化水素反応器９０内でのヨウ化水素熱分解反応を実
行することができる。
【０１１４】
以上のように、本実施形態では、プラントの敷地を太陽光Ｒが照らしていないときでも
、ヨウ化水素熱分解反応を実行することができるので、水素の生産性を高めることができ
る。
【０１１５】
なお、本実施形態では、予備送風機１０１に対して、気体の流れの下流側に気体加熱器
１０２を配置している。しかしながら、予備送風機１０１に対して、気体の流れの上流側
に気体加熱器１０２を配置してもよい。
【０１１６】
また、本実施形態のプラントに、第一気体循環ライン、第二気体循環ライン、第三気体
循環ライン、さらにこれらのライン内の気体の流れを調節する調節器と、を追加してもよ
い。第一気体循環ラインは、第一蓄熱器２０の気体排気口２８ｏと送風機３１の上流側の
部分とを接続するラインである。第二気体循環ラインは、第二蓄熱器７０の気体排気口２
８ｏと送風機７１の上流側の部分とを接続するラインである。第三気体循環ラインは、第
一蓄熱器２０の気体排気口２８ｏ及び第二蓄熱器７０の気体排気口２８ｏと、予備送風機
１０１とを接続するラインである。このように、気体循環ライン等を追加することで、各
蓄 熱 器 ２ ０ ,７ ０ か ら 流 出 し た 高 温 の 気 体 を 有 効 に 再 利 用 す る こ と が で き る 。
【０１１７】
本実施形態は、気体加熱器１０２で加熱された気体を第一蓄熱器２０のケース２１内及
び第二蓄熱器７０のケース２１内に送れるようにしている。しかしながら、気体加熱器１
０２で加熱された気体を第一蓄熱器２０のケース２１内のみに送れるようにしてもよい。
この場合、第一高温気体調節弁１０４ａと第二高温気体調節弁１０４ｂとのうち、第一高
温気体調節弁１０４ａのみが切替機を構成する。この切替機は、第一蓄熱器２０のケース
２１内に高温気体を送れる状態と高温気体を送れない状態とに切り替える。また、加熱器
１０２で加熱された気体を第二蓄熱器７０のケース２１内のみに送れるようにしてもよい
。この場合、第一高温気体調節弁１０４ａと第二高温気体調節弁１０４ｂとのうち、第二
高温気体調節弁１０４ｂのみが切替機を構成する。この切替機は、第二蓄熱器７０のケー
ス２１内に高温気体を送れる状態と高温気体を送れない状態とに切り替える。
【０１１８】
本実施形態は、前述したように、第一実施形態の水素製造プラントに、高温気体供給設
備ＨＧＥを追加したプラントである。しかしながら、第二実施形態や第三実施形態の水素
製造プラントに以上で説明した高温気体供給設備ＨＧＥを追加してもよい。
【０１１９】
「電力供給設備の例」
本開示に係る水素製造プラントにおける電力供給設備の例について、図７を用いて説明
する。
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【０１２０】
以上の各実施形態の水素製造プラントでは、電力供給設備について何ら限定していない
。本例は、以上の各実施形態の水素製造プラントにおける電力供給設備の例である。
【０１２１】
この電力供給設備ＰＥは、蒸気により駆動する蒸気タービン１１０と、蒸気タービン１
１０の駆動で発電する発電機１１１と、蒸気タービン１１０から排気された蒸気を水に戻
す復水器１１２と、給水ライン１１３と、給水ポンプ１１４と、蒸気発生装置１１５と、
主蒸気ライン１２２と、を備える。
【０１２２】
蒸気発生装置１１５は、蓄熱器１１６と、蒸気発生器１２０と、太陽光ガイド装置１２
１ と 、 を 有 す る 。 蓄 熱 器 １ １ ６ は 、 以 上 の 実 施 形 態 に お け る 各 蓄 熱 器 ２ ０ ,７ ０ と 同 様 、
ケース２１と、分散板２９と、ケース２１内に気体を送る送風機１１７と、ケース２１内
の流動層室２９ｆに配置された蓄熱体３０と、を有する。送風機１１７の吐出口とケース
２１とは、気体ライン１１８で接続されている。この気体ライン１１８中には、気体ライ
ン１１８を流れる流動用気体の流量を調節する気体調節弁１１９が設けられている。太陽
光ガイド装置１２１は、太陽光Ｒを蓄熱器１１６に導いて、蓄熱器１１６の蓄熱体３０を
加熱する装置である。この太陽光ガイド装置１２１も、以上の実施形態における太陽光ガ
イ ド 装 置 ４ ０ ,８ ０ と 同 様 、 太 陽 光 Ｒ を 目 的 の 位 置 に 導 く 一 以 上 の ヘ リ オ ス タ ッ ト ４ １ と
、目的の位置に配置されている固定反射鏡４２と、を有する。
【０１２３】
復水器１１２には、復水器１１２内の水を蒸気発生器１２０に導く給水ライン１１３の
一端が接続されている。蓄熱器１１６の流動層室２９ｆ内には、蒸気発生器１２０として
の伝熱管が配置されている。給水ライン１１３の他端は、この伝熱管の一端に接続されて
いる。この伝熱管の他端は、主蒸気ライン１２２を介して、蒸気タービン１１０の蒸気入
口に接続されている。
【０１２４】
蓄熱体３０は、太陽光により、加熱される。蓄熱器１１６内の蒸気発生器１２０は、給
水ライン１１３からの水と蓄熱体３０とを熱交換させて、水を加熱して、この水を蒸気に
する。この蒸気は、主蒸気ライン１２２を介して、蒸気タービン１１０に送られ、蒸気タ
ービン１１０を駆動させる。この蒸気タービン１１０の駆動により、発電機１１１は発電
する。
【０１２５】
発電機１１１には、主電力経路１２５が接続されている。この主電力経路１２５には、
変圧器１２６及び遮断器１２７が設けられている。この主電力経路１２５には、外部系統
１２８及び所内系統１２９が接続されている。発電機１１１で発電された電力は、主電力
経路１２５及び所内系統１２９を介して、以上の各実施形態におけるブンゼン反応設備Ｂ
Ｅ，ＢＥｂ、硫酸反応設備ＳＥ，ＳＥｂ及びヨウ化水素反応設備ＩＥ，ＩＥａ，ＩＥｂで
の電気駆動源（例えば、モータ）に供給される。
【０１２６】
以上の各実施形態の水素製造プラントで、本例の電力供給設備ＰＥを採用することによ
り、太陽光Ｒのエネルギーを有効利用して、外部系統１２８から受ける電力を少なくする
ことができる。
【０１２７】
「蓄熱器の第一変形例」
本開示に係る水素製造プラントにおける蓄熱器の第一変形例について、図８を用いて説
明する。
【０１２８】
本 変 形 例 の 蓄 熱 器 １ ４ ０ は 、 以 上 の 各 実 施 形 態 に お け る 蓄 熱 器 ２ ０ ， ７ ０ ,１ １ ６ と 同
様、ケース２１ａと、分散板２９と、ケース２１ａ内に気体を送る送風機３１と、ケース
２１ａ内の流動層室２９ｆに配置された蓄熱体３０と、を有する。但し、本変形例の蓄熱
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器 １ ４ ０ の ケ ー ス ２ １ ａ は 、 以 上 の 各 実 施 形 態 に お け る 蓄 熱 器 ２ ０ ， ７ ０ ,１ １ ６ の ケ ー
ス２１と異なる。本変形例の蓄熱器１４０のケース２１ａは、底板２７と、この底板２７
と間隔をあけて対向する天板２２ａと、底板２７と天板２２ａとを接続する側板２８と、
蓋２５と、を有する。本変形例の天板２２ａは、開口を有する。蓋２５は、天板２２ａの
開口を開閉可能に設けられている。本変形例では、ヘリオスタット４１（図１等参照）に
太陽光Ｒが届いている場合、蓋２５が開状態になる。一方、ヘリオスタット４１に太陽光
Ｒが届いていない場合、蓋２５が閉状態になり、ケース２１ａ内の蓄熱体３０からの放熱
を抑制する。特に、前述の高温気体供給設備ＨＧＥを備えるプラントの蓄熱器として、本
変形例の蓄熱器１４０を用いることにより、蓄熱器１４０からの高温の気体の放出を抑制
でき、省エネルギーを図ることができる。
【０１２９】
「蓄熱器の第二変形例」
本開示に係る水素製造プラントにおける蓄熱器の第二変形例について、図９を用いて説
明する。
【０１３０】
本 変 形 例 の 蓄 熱 器 １ ５ ０ は 、 以 上 の 各 実 施 形 態 に お け る 蓄 熱 器 ２ ０ ， ７ ０ ,１ １ ６ と 同
様、ケース２１ｂと、分散板２９と、ケース２１ｂ内に気体を送る送風機３１と、ケース
２１ｂ内の流動層室２９ｆに配置された蓄熱体３０と、を有する。但し、本変形例の蓄熱
器 １ ５ ０ の ケ ー ス ２ １ ｂ は 、 以 上 の 各 実 施 形 態 に お け る 蓄 熱 器 ２ ０ ， ７ ０ ,１ １ ６ の ケ ー
ス２１と異なる。本変形例の蓄熱器１５０のケース２１ｂは、底板２７と、この底板２７
と間隔をあけて対向する天板２２ｂと、底板２７と天板２２ｂとを接続する側板２８と、
受光部２６と、を有する。本変形の天板２２ｂは、開口を有する。受光部２６は、この天
板２２ｂの開口を塞ぐように設けられている。受光部２６は、下方に向かうに連れて次第
に内径が小さくなる円錐部２６ａと、円錐部２６ａの下端に接続されている円筒部２６ｂ
と、を有する。円錐部２６ａの上端及び下端は、開口している。円筒部２６ｂの上端は、
開口し、円錐部２６ａの下端開口に接続されている。円筒部２６ｂの下端は閉じている。
円筒部２６ｂの内面は、反射率の低い材料、例えば、黒塗料等で形成されている。円筒部
２６ｂは、流動層室２９ｆ内に配置されている。太陽光Ｒは、円錐部２６ａの上端開口か
ら受光部２６内に入光する。受光部２６内に入光した太陽光Ｒの一部は、円筒部２６ｂの
内面に達し、円筒部２６ｂを加熱する。受光部２６内に入光した太陽光Ｒの他の一部は、
円錐部２６ａの内面に反射してから円筒部２６ｂの内面に達し、円筒部２６ｂを加熱する
。太陽光Ｒにより加熱された円筒部２６ｂは、流動層を形成する複数の蓄熱材粒子を加熱
する。
【０１３１】
「蓄熱体の変形例」
以上の実施形態における蓄熱材粒子は、珪砂である。しかしながら、蓄熱材粒子は、珪
砂でなくてもよい。例えば、蓄熱材粒子は、スラグ、金属酸化物（例えば、鉄酸化物等）
、セラミックス（例えば、炭化ケイ素、アルミナ等）で形成されていてもよい。また、蓄
熱材粒子は、珪砂、スラグ、金属酸化物、セラミックスのうち、二以上の材料の混合物で
あってもよい。また、蓄熱体３０は、複数の蓄熱材粒子でなくてもよい。具体的に、蓄熱
体３０は、例えば、硝酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、若しくはこれら
の混合物である溶融塩等であってもよい。なお、蓄熱体３０として複数の蓄熱材粒子を用
いる場合、蓄熱体３０として溶融塩を用いる場合よりも、蓄熱体３０の購入コストを抑え
ることができる。さらに、この場合、蓄熱体３０の取り扱いが簡単な上に、ケース２１か
らの蓄熱体３０の漏れを厳重に管理する必要もない。このため、以上の各実施形態のよう
に、蓄熱体３０として、珪砂、スラグ、金属酸化物、セラミックスのうち、少なくとも一
の材料で形成されている複数の蓄熱材粒子を用いる場合、高温水供給設備の製造コストを
抑えることができる。
【０１３２】
「付記」

10

20

30

40

50

(26)

JP 2021-143118 A 2021.9.24

以上の実施形態における水素製造プラントは、例えば、以下のように把握される。
（１）第一態様における水素製造プラントは、
二酸化硫黄と水とヨウ素とをブンゼン反応させて、ヨウ化水素と硫酸とを生成するブン
ゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂと、前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成された前記硫酸
を二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解させ、前記二酸化硫黄及び前記水を前記ブンゼン反応
設備ＢＥ，ＢＥｂに送る硫酸反応設備ＳＥと、前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成
された前記ヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、前記水素を外部に排出すると共に
、前記ヨウ素を前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送るヨウ化水素反応設備ＩＥ，ＩＥ
ａと、を備える。前記硫酸反応設備ＳＥは、蓄熱体３０を有する第一蓄熱器２０と、太陽
光を前記第一蓄熱器２０に導いて、前記第一蓄熱器２０の前記蓄熱体３０を加熱する第一
太陽光ガイド装置４０と、前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成された前記硫酸を一
時的に蓄える硫酸タンク５０と、前記第一蓄熱器２０の前記蓄熱体３０に蓄えられた熱を
利用して、前記硫酸タンク５０からの前記硫酸を前記二酸化硫黄と前記酸素と前記水とに
熱分解させる硫酸反応器６０と、前記硫酸タンク５０内の前記硫酸を前記硫酸反応器６０
に送る硫酸供給機５２と、前記硫酸反応器６０で生成された前記二酸化硫黄を一時的に蓄
える二酸化硫黄タンク５４と、前記二酸化硫黄タンク５４内の前記二酸化硫黄を前記ブン
ゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送る二酸化硫黄供給機５６と、を有する。前記ヨウ化水素反
応設備ＩＥ，ＩＥａは、蓄熱体３０を有する第二蓄熱器７０と、太陽光を前記第二蓄熱器
７０に導いて、前記第二蓄熱器７０の前記蓄熱体３０を加熱する第二太陽光ガイド装置８
０と、前記第二蓄熱器７０の前記蓄熱体３０に蓄えられた熱を利用して、前記ブンゼン反
応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成された前記ヨウ化水素を前記水素と前記ヨウ素とに熱分解させ
るヨウ化水素反応器９０と、を有する。
【０１３３】
ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂでは、二酸化硫黄と水とヨウ素とがブンゼン反応して、
ヨウ化水素と硫酸とが生成される。硫酸反応設備ＳＥでは、ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥ
ｂで生成された硫酸が二酸化硫黄と酸素と水とに熱分解する。本態様では、太陽光で加熱
された蓄熱体３０の熱を利用して硫酸を加熱し、この硫酸を熱分解させる。硫酸反応設備
ＳＥは、硫酸の熱分解で生成された二酸化硫黄及び水をブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに
送る。ヨウ化水素反応設備ＩＥ，ＩＥａでは、ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成され
たヨウ化水素が水素とヨウ素とに熱分解する。本態様では、太陽光で加熱された蓄熱体３
０の熱を利用してヨウ化水素を加熱し、このヨウ化水素を熱分解させる。
【０１３４】
以上のように、本態様では、太陽光のエネルギーを硫酸の熱分解及びヨウ化水素の熱分
解に利用している。
【０１３５】
ところで、硫酸の熱分解に必要な温度は、ヨウ化水素の熱分解に必要な温度よりも高い
。夜間や雲天時には、蓄熱体が保持する熱の利用に伴い、蓄熱体に温度降下が生じて、硫
酸の熱分解率が低下する。このため、水素製造プラントの年間水素製造量が低下するか、
水素製造プラントの稼働率が低下する。従って、特許文献１に記載のプラントでは、太陽
光のエネルギーを水素製造に十分に有効利用しているとは言い難い。
【０１３６】
本態様の硫酸反応設備ＳＥは、ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送る二酸化硫黄を一時
的に蓄えて二酸化硫黄タンク５４を備えている。このため、本態様では、二酸化硫黄タン
ク５４内に二酸化硫黄を蓄えている限り、ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに流入するヨウ
素に対して、ブンゼン反応に必要な二酸化硫黄を確保することができる。よって、本態様
では、ブンゼン反応を効率的に行うことができ、太陽光のエネルギーを水素製造に有効利
用して、水素製造プラントの稼働率を向上させることができる。
【０１３７】
（２）第二態様における水素製造プラントは、
前記第一態様の水素製造プラントにおいて、前記硫酸反応設備ＳＥは、前記硫酸タンク
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５０から前記硫酸反応器６０へ送られる前記硫酸の流量を調節する硫酸流量調節器５３と
、前記二酸化硫黄タンク５４から前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送られる前記二酸
化硫黄の流量を調節する二酸化硫黄流量調節器５７と、を有する。さらに、前記第一蓄熱
器２０の前記蓄熱体３０の温度が、前記硫酸の熱分解反応可能な温度より高いことを条件
にして、前記硫酸流量調節器５３に対して、前記硫酸タンク５０から前記硫酸反応器６０
へ硫酸を送れる状態にするよう指示する硫酸供給制御器１３２と、外部から前記ブンゼン
反応設備ＢＥ，ＢＥｂでの反応開始の指示を受け付け、又は、自身が前記ブンゼン反応設
備ＢＥ，ＢＥｂでの反応を開始してよいと判断し、且つ前記二酸化硫黄タンク内の前記二
酸化硫黄の量が予め定められた量以上であることを条件として、前記二酸化硫黄供給機５
６に対して、駆動を指示すると共に、前記二酸化硫黄流量調節器５７に対して、前記二酸
化硫黄タンク５４から前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂへ前記二酸化硫黄を送れる状態
にするよう指示する反応制御器１３１と、を備える。
【０１３８】
（３）第三態様における水素製造プラントは、
前記第二態様における水素製造プラントにおいて、前記硫酸反応設備としての第一硫酸
反応設備ＳＥの他に、さらに、前記ブンゼン反応設備ＢＥｂで生成された前記硫酸を二酸
化硫黄と酸素と水とに熱分解させ、前記二酸化硫黄及び前記水を前記ブンゼン反応設備Ｂ
Ｅｂに送る第二硫酸反応設備ＳＥｂを備える。前記第二硫酸反応設備ＳＥｂは、蓄熱体３
０を有する第一蓄熱器２０ｂと、太陽光を前記第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける前記第一
蓄熱器２０ｂに導いて、前記第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける前記第一蓄熱器２０ｂの前
記蓄熱体３０を加熱する第一太陽光ガイド装置４０ｂと、前記第二硫酸反応設備ＳＥｂに
おける前記第一蓄熱器２０ｂの前記蓄熱体３０に蓄えられた熱を利用して、前記ブンゼン
反応設備ＢＥｂで生成された前記硫酸を前記二酸化硫黄と前記酸素と前記水とに熱分解さ
せる硫酸反応器６０ｂと、を有する。前記反応制御器１３１は、前記第二硫酸反応設備Ｓ
Ｅｂから前記ブンゼン反応設備ＢＥｂへの前記二酸化硫黄の供給が停止したことを条件と
して、前記二酸化硫黄供給機５６に対して、駆動を指示すると共に、前記二酸化硫黄流量
調節器５７に対して、前記二酸化硫黄タンク５４から前記ブンゼン反応設備ＢＥｂへ前記
二酸化硫黄を送れる状態にするよう指示する。
【０１３９】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らしていると、第一硫酸反応設備ＳＥにおける第一
蓄熱器２０の蓄熱体３０、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける第一蓄熱器２０ｂの蓄熱体３
０は、太陽光により加熱される。この結果、これら蓄熱体３０の温度が上昇する。このた
め、第一硫酸反応設備ＳＥの硫酸反応器６０及び第二硫酸反応設備ＳＥｂの硫酸反応器６
０ｂ内で、硫酸が熱分解して、二酸化硫黄と酸素と水とが生成される。第二硫酸反応設備
ＳＥｂの硫酸反応器６０ｂ内で生成された二酸化硫黄は、ブンゼン反応設備ＢＥｂに送ら
れ、二酸化硫黄と水とヨウ素とがブンゼン反応する。一方、第一硫酸反応設備ＳＥにおけ
る硫酸反応器６０内で生成された二酸化硫黄は、二酸化硫黄タンク５４に送られて、ここ
に留まり、ブンゼン反応設備ＢＥｂに送られない。
【０１４０】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなると、第一硫酸反応設備ＳＥにおける第
一蓄熱器２０の蓄熱体３０の温度、第二硫酸反応設備ＳＥｂにおける第一蓄熱器２０ｂの
蓄熱体３０の温度は、次第に低下する。このため、第一硫酸反応設備ＳＥの硫酸反応器６
０及び第二硫酸反応設備ＳＥｂの硫酸反応器６０ｂ内では、硫酸が熱分解しなくなる。第
二硫酸反応設備ＳＥｂの硫酸反応器６０ｂ内で硫酸が熱分解しなくなり、第二硫酸反応設
備ＳＥｂからブンゼン反応設備ＢＥｂへ二酸化硫黄が供給されなくなると、第一硫酸反応
設備ＳＥにおける二酸化硫黄タンク５４に蓄えられていた二酸化硫黄がブンゼン反応設備
ＢＥｂに送られる。この結果、ブンゼン反応設備ＢＥｂでは、水とヨウ素と第一硫酸反応
設備ＳＥからの二酸化硫黄とがブンゼン反応する。
【０１４１】
以上のように、本態様では、太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなっても、長
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時間にわたって、ブンゼン反応器１０内でブンゼン反応が行われる。従って、本態様では
、水素製造プラントの稼働率を向上させることができる。
【０１４２】
（４）第四態様における水素製造プラントは、
前記第二態様又は前記第三態様の水素製造プラントにおいて、前記ヨウ化水素反応設備
ＩＥａは、前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂで生成された前記ヨウ化水素を一時的に蓄
えるヨウ化水素タンク８１と、前記ヨウ化水素タンク８１内の前記ヨウ化水素を前記ヨウ
化水素反応器９０に送るヨウ化水素供給機８３と、前記ヨウ化水素反応器９０で生成され
た前記ヨウ素を一時的に蓄えるヨウ素タンク８５と、前記ヨウ素タンク８５内の前記ヨウ
素を前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送るヨウ素供給機８７と、を有する。
【０１４３】
本態様のヨウ化水素反応設備ＩＥａは、ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂに送るヨウ素を
一時的に蓄えてヨウ素タンク８５を備えている。このため、本態様では、ヨウ化水素の熱
分解反応とブンゼン反応とを同時に実行しなくてもよく、プラントの運用態様のパターン
を多くすることができる。従って、例えば、ヨウ化水素反応器９０での水素生成により、
ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素が不足してきたときには、ブンゼン反応設備ＢＥ，
ＢＥｂでのブンゼン反応を実行することで、ヨウ化水素タンク８１内のヨウ化水素を補う
ことができる。
【０１４４】
（５）第五態様における水素製造プラントは、
前記第四態様の水素製造プラントにおいて、前記ヨウ化水素反応設備ＩＥａは、前記ヨ
ウ化水素タンク８１から前記ヨウ化水素反応器９０へ送られる前記ヨウ化水素の流量を調
節するヨウ化水素流量調節器８４と、前記ヨウ素タンク８５から前記ブンゼン反応設備Ｂ
Ｅ，ＢＥｂに送られる前記ヨウ素の流量を調節するヨウ素流量調節器８８と、を有する。
さらに、前記第二蓄熱器７０の前記蓄熱体３０の温度が、前記ヨウ化水素の熱分解反応可
能な温度より高いことを条件として、前記ヨウ化水素流量調節器８４に対して、前記ヨウ
化水素タンク８１から前記ヨウ化水素反応器９０へヨウ化水素を送れる状態にするよう指
示するヨウ化水素供給制御器１３３を備える。前記反応制御器１３１は、外部から前記ブ
ンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂでの反応開始の指示を受け付け、又は、自身が前記ブンゼン
反応設備ＢＥ，ＢＥｂでの反応を開始してよいと判断し、且つ前記ヨウ素タンク内の前記
ヨウ素の量が予め定められた量以上であることを条件として、前記ヨウ素供給機８７に対
して、駆動を指示すると共に、前記ヨウ素流量調節器８８に対して、前記ヨウ素タンク８
５から前記ブンゼン反応設備ＢＥ，ＢＥｂへ前記ヨウ素を送れる状態にするよう指示する
。
【０１４５】
（６）第六態様における水素製造プラントは、
前記第五態様における水素製造プラントにおいて、前記ヨウ化水素反応設備としての第
一ヨウ化水素反応設備ＩＥａの他に、さらに、前記ブンゼン反応設備ＢＥｂで生成された
前記ヨウ化水素を水素とヨウ素とに熱分解させ、前記水素を外部に排出すると共に、前記
ヨウ素を前記ブンゼン反応設備ＢＥｂに送る第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂを備える。前
記第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂは、蓄熱体３０を有する第二蓄熱器７０ｂと、太陽光を
前記第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける前記第二蓄熱器７０ｂに導いて、前記第二ヨ
ウ化水素反応設備ＩＥｂにおける前記第二蓄熱器７０ｂの前記蓄熱体３０を加熱する第二
太陽光ガイド装置８０ｂと、前記第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける前記第二蓄熱器
７０ｂの前記蓄熱体３０に蓄えられた熱を利用して、前記ブンゼン反応設備ＢＥｂで生成
された前記ヨウ化水素を前記水素と前記ヨウ素とに熱分解させるヨウ化水素反応器９０ｂ
と、を有する。前記反応制御器１３１は、前記第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂから前記ブ
ンゼン反応設備ＢＥｂへの前記ヨウ素の供給が停止したことを条件として、前記ヨウ素供
給機８７に対して、駆動を指示すると共に、前記ヨウ素流量調節器８８に対して、前記ヨ
ウ素タンク８５から前記ブンゼン反応設備ＢＥｂへ前記ヨウ素を送れる状態にするよう指
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示する。
【０１４６】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らしていると、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにお
ける第二蓄熱器７０の蓄熱体３０、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける第二蓄熱器７
０ｂの蓄熱体３０は、太陽光により加熱される。この結果、これら蓄熱体３０の温度が上
昇する。このため、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａのヨウ化水素反応器９０及び第二ヨウ
化水素反応設備ＩＥｂのヨウ化水素反応器９０ｂ内で、ヨウ化水素が熱分解して、ヨウ素
と水素とが生成される。第二ヨウ化水素設備ＩＥｂのヨウ化水素反応器９０ｂ内で生成さ
れたヨウ素は、ブンゼン反応設備ＢＥｂに送られ、二酸化硫黄と水とヨウ素とがブンゼン
反応する。一方、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａにおけるヨウ化水素反応器９０内で生成
されたヨウ素は、ヨウ素タンク８５に送られて、ここに留まり、ブンゼン反応設備ＢＥｂ
に送られない。
【０１４７】
太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなると、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥａに
おける第二蓄熱器７０の蓄熱体３０の温度、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂにおける第二
蓄熱器７０ｂの蓄熱体３０の温度は、次第に低下する。このため、第一ヨウ化水素反応設
備ＩＥａのヨウ化水素反応器９０及び第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂのヨウ化水素反応器
９０ｂ内では、ヨウ化水素が熱分解しなくなる。第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂのヨウ化
水素反応器９０ｂ内でヨウ化水素が熱分解しなくなり、第二ヨウ化水素反応設備ＩＥｂか
らブンゼン反応設備ＢＥｂへヨウ素が供給されなくなると、第一ヨウ化水素反応設備ＩＥ
ａにおけるヨウ素タンク８５に蓄えられていたヨウ素がブンゼン反応設備ＢＥｂに送られ
る。この結果、ブンゼン反応設備ＢＥｂでは、水と二酸化硫黄と第一ヨウ化水素反応設備
ＩＥａからのヨウ素とがブンゼン反応する。
【０１４８】
以上のように、本態様では、太陽が水素製造プラントの敷地を照らさなくなっても、長
時間にわたって、ブンゼン反応器１０内でブンゼン反応が行われる。従って、本態様では
、水素製造プラントの稼働率を向上させることができる。
【０１４９】
（７）第七態様における水素製造プラントは、
前記第一から前記第六態様のいずれかの水素製造プラントにおいて、前記第一蓄熱器２
０及び前記第二蓄熱器７０は、いずれも、前記蓄熱体３０としての複数の蓄熱材粒子と、
前記複数の蓄熱材粒子を覆うケース２１と、前記ケース２１内に気体を送る送風機３１（
７１）と、を有する。前記ケース２１は、前記送風機３１（７１）からの気体を導入して
、前記複数の蓄熱材粒子を前記ケース２１内で循環流動させる気体導入口２７ｉを有する
。
【０１５０】
本態様では、蓄熱体３０として複数の蓄熱材粒子を用いる。このため、本態様では、蓄
熱体３０として溶融塩を用いる場合よりも、蓄熱体３０の購入コストを抑えることができ
る。さらに、本態様では、蓄熱体３０の取り扱いが簡単な上に、ケース２１からの蓄熱体
３０の漏れを厳重に管理する必要もない。このため、本態様では、蓄熱器の製造コストを
抑えることができる。
【０１５１】
（８）第八態様における水素製造プラントは、
前記第七態様の水素製造プラントにおいて、前記複数の蓄熱材粒子は、スラグ、金属酸
化物、セラミックスのうち、少なくとも一の材料で形成されている。
【０１５２】
（９）第九態様における水素製造プラントは、
前記第七態様又は前記第八態様の水素製造プラントにおいて、高温熱媒体と気体とを熱
交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器１０２と、前記気体加熱器１０２で加熱され
た気体を前記第一蓄熱器２０の前記ケース２１内に送る予備送風機１０１と、前記第一蓄
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熱器２０の前記ケース２１内に前記送風機３１から気体を送れる状態と、前記第一蓄熱器
２０の前記ケース２１内に前記予備送風機１０１からの気体を送れる状態とに、切り替え
る切替機と、をさらに備える。
【０１５３】
本態様では、プラント敷地を太陽光が照らしているとき、この太陽光で第一蓄熱器２０
の蓄熱体３０を加熱する。また、本態様では、プラント敷地を太陽光が照らしていないと
き、気体加熱器１０２で加熱された気体で第一蓄熱器２０の蓄熱体３０を加熱する。
【０１５４】
よって、本態様では、プラントの敷地を太陽光が照らしていないときでも、硫酸反応器
６０内での硫酸熱分解反応を実行することができる。このため、本態様では、プラントの
敷地を太陽光が照らしていないときでも、硫酸熱分解反応を実行することができるので、
水素の生産性を高めることができる。
【０１５５】
（１０）第十態様における水素製造プラントは、
前記第七態様又は前記第八態様の水素製造プラントにおいて、高温熱媒体と気体とを熱
交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器１０２と、前記気体加熱器１０２で加熱され
た気体を前記第二蓄熱器７０の前記ケース２１内に送る予備送風機１０１と、前記第二蓄
熱器７０の前記ケース２１内に前記送風機７１から気体を送れる状態と、前記第二蓄熱器
７０の前記ケース２１内に前記予備送風機１０１からの気体を送れる状態とに、切り替え
る切替機と、をさらに備える。
【０１５６】
本態様では、プラント敷地を太陽光が照らしているとき、この太陽光で第二蓄熱器７０
の蓄熱体３０を加熱する。また、本態様では、プラント敷地を太陽光が照らしていないと
き、気体加熱器１０２で加熱された気体で第二蓄熱器７０の蓄熱体３０を加熱する。
【０１５７】
よって、本態様では、プラントの敷地を太陽光が照らしていないときでも、ヨウ化水素
反応器９０内でのヨウ化水素熱分解反応を実行することができる。このため、本態様では
、プラントの敷地を太陽光が照らしていないときでも、ヨウ化水素熱分解反応を実行する
ことができるので、水素の生産性を高めることができる。
【０１５８】
（１１）第十一態様における水素製造プラントは、
前記第七態様又は前記第八態様の水素製造プラントにおいて、高温熱媒体と気体とを熱
交換させて、前記気体を加熱する気体加熱器１０２と、前記気体加熱器１０２で加熱され
た気体を前記第一蓄熱器２０の前記ケース２１内及び前記第二蓄熱器７０の前記ケース２
１内に送る予備送風機１０１と、前記第一蓄熱器２０の前記ケース２１内に前記送風機３
１から気体を送れ且つ前記第二蓄熱器７０の前記ケース２１内に前記送風機７１から気体
を送れる状態と、前記第一蓄熱器２０の前記ケース２１内及び前記第二蓄熱器７０の前記
ケース２１内に前記予備送風機１０１からの気体を送れる状態とに、切り替える切替機と
、をさらに備える。
【０１５９】
本態様では、プラント敷地を太陽光が照らしているとき、この太陽光で第一蓄熱器２０
及び第二蓄熱器７０の蓄熱体３０を加熱する。また、本態様では、プラント敷地を太陽光
が照らしていないとき、気体加熱器１０２で加熱された気体で第一蓄熱器２０及び第二蓄
熱器７０の蓄熱体３０を加熱する。
【０１６０】
よって、本態様では、プラントの敷地を太陽光が照らしていないときでも、硫酸反応器
６０内での硫酸熱分解反応及びヨウ化水素反応器９０内でのヨウ化水素熱分解反応を実行
することができる。このため、本態様では、プラントの敷地を太陽光が照らしていないと
きでも、硫酸熱分解反応及びヨウ化水素熱分解反応を実行することができるので、水素の
生産性を高めることができる。
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【０１６１】
（１２）第十二態様における水素製造プラントは、
前記第七態様から前記第十一態様のいずれかの水素製造プラントにおいて、前記硫酸反
応器６０と前記ヨウ化水素反応器９０とのうち、少なくとも一方の反応器は、筒状を成し
て両端を有し、該両端のうちの一端が閉端６１ｃを成し、他端が開口６１ｉを成す外筒６
１と、筒状を成して両端を有し、該両端のうちの一端が入口開口６２ｉを成し、他端が出
口開口６２ｏを成す内筒６２と、筒状を成して両端を有し、該両端のうちの一端が閉端６
３ｃを成し、他端が出口開口６３ｏを成す分離筒６３と、熱分解の対象である熱分解対象
物Ｏを受け入れる対象物受入部６４と、前記熱分解対象物Ｏの熱分解で得られた反応物の
一種を排出する反応物排出部６５と、を有する。前記分離筒６３は、前記熱分解対象物Ｏ
の熱分解で得られた第一反応物Ｒ１と第二反応物Ｒ２とうち、前記第一反応物Ｒ１を前記
分離筒６３の内側に通す一方で前記第二反応物Ｒ２を前記内側に通さない分離膜を有する
。前記外筒６１は、前記外筒６１の前記閉端６１ｃを含み且つ前記開口６１ｉを含まない
外筒本体６１ｂの外周面が前記蓄熱体３０に接し得るよう、前記ケース２１に取り付けら
れている。前記内筒６２は、前記内筒６２の前記入口開口６２ｉを含み且つ前記出口開口
６２ｏを含まない内筒本体６２ｂの少なくとも一部が前記外筒本体６１ｂ内に位置するよ
う、配置されている。前記分離筒６３は、前記分離筒６３の前記閉端６３ｃを含み且つ前
記出口開口６３ｏを含まない分離筒本体６３ｂの少なくとも一部が前記外筒本体６１ｂ内
及び前記内筒本体６２ｂ内に位置するよう、配置されている。前記対象物受入部６４は、
前記外筒本体６１ｂと前記内筒本体６２ｂとの間に前記熱分解対象物Ｏを送れるよう形成
されている。前記反応物排出部６５は、前記内筒本体６２ｂと前記分離筒本体６３ｂとの
間の前記第二反応物Ｒ２を外部に排出できるよう形成されている。前記分離筒６３の前記
出口開口６３ｏは、前記第一反応物Ｒ１を外部に排出する排出口を成す。
【０１６２】
本態様では、分離筒本体６３ｂの外側が、熱分解対象物Ｏが熱分解反応する反応領域に
なる。本態様では、熱分解対象物Ｏの熱分解で得られた第一反応物Ｒ１は、反応領域に留
まらず、分離筒６３内に流入する。このため、本態様では、熱分解対象物Ｏの熱分解反応
が促進される。
【０１６３】
（１３）第十三態様における水素製造プラントは、
前記第十二態様の水素製造プラントにおいて、前記ケース２１は、鉛直方向に延びる側
板２８を有し、前記外筒６１は、前記外筒６１の前記開口６１ｉに対して前記閉端６１ｃ
が上に位置するように傾斜して、前記側板２８に取り付けられている。前記内筒６２は、
前記内筒６２の前記出口開口６２ｏに対して前記入口開口６２ｉが上に位置するよう傾斜
している。
【０１６４】
本態様では、液体の熱分解対象物Ｏは、外筒６１と内筒６２との間に流入する。液体の
熱分解対象物Ｏは、外筒本体６１ｂの外部に存在する蓄熱体３０との熱交換により、加熱
されて気化する。本態様の外筒６１は、開口６１ｉに対して閉端６１ｃが上に位置するよ
うに傾斜し、この外筒６１内の内筒６２は、出口開口６２ｏに対して入口開口６２ｉが上
に位置するよう傾斜している。このため、本態様では、液体の熱分解対象物Ｏが、外筒６
１と内筒６２との間に留まり、気体の熱分解対象物Ｏが、内筒６２の入口開口６２ｉから
内筒６２と分離筒６３との間に流入する。気体の熱分解対象物Ｏは、この間も、蓄熱体３
０との熱交換により加熱される。この結果、気体の熱分解対象物Ｏは、熱分解する。
【０１６５】
従って、本態様では、気体の熱分解対象物Ｏが熱分解する環境下には、液体の熱分解対
象物Ｏがほぼ存在しないので、気体の熱分解対象物Ｏの熱分解を促進することができる。
【０１６６】
（１４）第十四態様における水素製造プラントは、
前記第十二態様又は前記第十三態様の水素製造プラントにおいて、前記少なくとも一方
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の反応器は、前記熱分解対象物Ｏの熱分解を促進する触媒６６を有する。前記触媒６６は
、前記分離筒本体６３ｂの外周面中で、前記分離筒本体６３ｂの少なくとも一部が前記外
筒本体６１ｂ内及び前記内筒本体６２ｂ内に位置している部分に取り付けられている。
【０１６７】
本態様では、熱分解対象物Ｏの熱分解反応を促進することができる。
【０１６８】
（１５）第十五態様における水素製造プラントは、
前記第一態様から前記第十二態様のいずれかの水素製造プラントにおいて、前記ブンゼ
ン反応設備ＢＥ，ＢＥｂ、前記硫酸反応設備ＳＥ，ＳＥｂ、及び前記ヨウ化水素反応設備
ＩＥ，ＩＥａ，ＩＥｂに対して、電力を供給する電力供給設備ＰＥをさらに備える。前記
電力供給設備ＰＥは、蒸気により駆動する蒸気タービン１１０と、前記蒸気タービン１１
０の駆動で発電する発電機１１１と、前記蒸気タービン１１０から排気された蒸気を水に
戻す復水器１１２と、前記復水器１１２からの水を加熱し蒸気を生成し、前記蒸気を前記
蒸気タービン１１０に送る蒸気発生装置１１５と、を有する。前記蒸気発生装置１１５は
、蓄熱体３０を有する蓄熱器１１６と、太陽光を前記蓄熱器１１６に導いて、前記蓄熱器
１１６の前記蓄熱体３０を加熱する太陽光ガイド装置１２１と、前記蓄熱器１１６内に配
置され、前記復水器１１２からの水と前記蓄熱体３０とを熱交換させて、前記水を加熱し
て蒸気にする蒸気発生器１２０と、を有する。
【０１６９】
本態様では、太陽光のエネルギーを有効利用して、外部から受ける電力を少なくするこ
とができる。
【符号の説明】
【０１７０】
ＢＥ，ＢＥｂ：ブンゼン反応設備
１０：ブンゼン反応器
１１：分離器
１２：硫酸ライン（又は第一硫酸ライン）
１２ｂ：第二硫酸ライン
１３：硫酸ポンプ（又は第一硫酸ポンプ）
１３ｂ：第二硫酸ポンプ
１４：ヨウ化水素ライン（又は第一ヨウ化水素ライン）
１４ｂ：第二ヨウ化水素ライン
１５：ヨウ化水素ポンプ（又は第一ヨウ化水素ポンプ）
１５ｂ：第二ヨウ化水素ポンプ
１６：水補給ライン
ＳＥ：硫酸反応設備（又は第一硫酸反応設備）
ＳＥｂ：第二硫酸反応設備
２０，２０ｂ：第一蓄熱器
２１，２１ａ，２１ｂ：ケース
２１ｔ：温度計
２２，２２ａ，２２ｂ：天板
２３：天板本体
２４：窓
２５：蓋
２６：受光部
２６ａ：円錐部
２６ｂ：円筒部
２７：底板
２７ｉ：気体導入口
２８：側板
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２８ｏ：気体排気口
２９：分散板
２９ｆ：流動層室
２９ｇ：気体室
３０：蓄熱体
３１：第一送風機
３２：第一気体ライン
３３：第一気体調節弁
４０，４０ｂ：第一太陽光ガイド装置
４１：ヘリオスタット
４１ａ：反射鏡
４１ｂ：反射鏡駆動機
４２：固定反射鏡
５０：硫酸タンク
５１：硫酸供給ライン
５２：硫酸供給機
５３：硫酸流量調節器
５４：二酸化硫黄タンク
５４ｐ：圧力計
５５，５５ｂ：二酸化硫黄供給ライン
５６：二酸化硫黄供給機
５７，５７ｂ：二酸化硫黄流量調節器
５８，５８ｂ：冷却器
５９，５９ｂ：水供給ライン
６０，６０ｂ：硫酸反応器
６１：外筒
６１ｃ：閉端
６１ｉ：開口
６１ｂ：外筒本体
６２：内筒
６２ｉ：入口開口
６２ｏ：出口開口
６２ｂ：内筒本体
６３：分離筒
６３ｃ：閉端
６３ｏ：出口開口
６３ｂ：分離筒本体
６４：対象物受入部
６４ｉ：入口
６５：反応物排出部
６５ｏ：排出口
６６：触媒
ＩＥ，ＩＥａ：ヨウ化水素反応設備（又は第一ヨウ化水素反応設備）
ＩＥｂ：第二ヨウ化水素反応設備
７０，７０ｂ：第二蓄熱器
７１：第二送風機
７２：第二気体ライン
７３：第二気体調節弁
８０，８０ｂ：第二太陽光ガイド装置
８１：ヨウ化水素タンク
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８２：ヨウ化水素供給ライン
８３：ヨウ化水素供給機
８４：ヨウ化水素流量調節器
８５：ヨウ素タンク
８５ｐ：圧力計
８６，８６ｂ：ヨウ素供給ライン
８７：ヨウ素供給機
８８，８８ｂ：ヨウ素流量調節器
９０，９０ｂ：ヨウ化水素反応器
９４，９４ｂ：水素ライン
ＨＧＥ：高温気体供給設備
１０１：予備送風機
１０２：気体加熱器
１０３：高温気体ライン
１０３ｍ：主高温気体ライン
１０３ａ：第一高温気体ライン
１０３ｂ：第二高温気体ライン
１０４ａ：第一高温気体調節弁
１０４ｂ：第二高温気体調節弁
１０５：高温媒体発生源
ＰＥ：電力供給設備
１１０：蒸気タービン
１１１：発電機
１１２：復水器
１１３：給水ライン
１１４：給水ポンプ
１１５：蒸気発生装置
１１６：蓄熱器
１１７：送風機
１１８：気体ライン
１１９：気体調節弁
１２０：蒸気発生器
１２１：太陽光ガイド装置
１２２：主蒸気ライン
１２５：主電力経路
１２６：変圧器
１２７：遮断器
１２８：外部系統
１２９：所内系統
１３０，１３０ａ：制御装置
１３１：：反応制御器
１３２：硫酸供給制御器
１３３：ヨウ化水素供給制御器
１４０，１５０：蓄熱器
Ｏ：熱分解対象物
Ｒ１：第一反応物
Ｒ２：第二反応物
Ｒ：太陽光
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