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は し が き

一般に､熱エネルギーの輸送法としては､従来より､水蒸気の顕熱あるい

は潜熱によって輸送する方法､あるいは熱輸送媒体の蒸発/凝縮の相変化を

利用するヒートパイプ方式が用いられている.しかし,これらの熱エネルギー

輸送方式は､
･輸送経路からの放熱等の熱損失を抑制しなければならず,特に

長距離の熱輸送は困難となる.そのため､最近､高効率熱エネルギー輸送法

の1つとして可逆熱化学反応を利用したケミカルヒート^oイブが注目されて

いる｡

本研究者らはこれまでに､化石燃料からの高温熱エネルギーはもちろん,

代替エネルギーとして有望視される太陽エネルギー､原子力エネルギーなど

からの高温熱エネルギー輸送方法の確立を最終目的として､触媒充填層型密

閉系気体反応装置を用いた熱輸送の実証実験を行い､ SO2/02/SO3システ

ムのケミカルヒートパイプとしての可能であることを明らかにしてきた｡本

研究では､ so2/02/SO3系ケミカルヒート^oイプの実用化に向けて最大の

キーポイントとされる反応器内の伝熱促進を目的として,熱交換型管壁反応

装置の本システムヘの応用を考案し､試作した熱交換型管壁反応装置を用い

た反応･熱交換実験(so2酸化発熱側)を行い､反応特性ならびに熱交換特

性について実験的検討を行った｡また､反応を伴う熱･物質移動を同時に考

慮した理論解析を行い､本熱交換型管壁反応装置の熱交換特性について検討

を行った｡さらに,本so2/02/SO3反応系の有している反応特性を鑑み､

本システムの熱輸送型ケミカルヒートポンプとしての可能性について理論的

検討を行った｡

本報告書では､ I.高温ケミカルヒートパイプにおける発熱部管壁反応器の

熱交換特性､ II･ SO2/02/SO3可逆熱化学反応の熱輸送型高温ヒートポンプ

ヘの応用に大別し､得られた研究成果を報告する｡
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Ⅰ高温ケミカルヒートパイプにおける

発熱部管壁反応器の熱交換特性

緒言

本研究者らはこれまでに､ sO2/02/SO3システムをケミカルヒート/てイ

ブに応用する立場から､触媒充填層型密閉系気体反応装置を用いた熱輸送の

実証実験を行ってきた結果､本システムは､反応混合ガス循環流量､ガス組

成､初期設定温度などを適切に設定することにより､連続的に熱輸送を行え

ることが明らかにした1､2)｡しかし､従来の触媒充填層型反応装置を用いた

場合､充填層の圧力損失が大きく､触媒充填層内にかなり大きな温度差を生

じるため､熱媒体への熱交換効率の低下が否めない｡従って,本熱輸送法に

おいては､反応器内における伝熱促進が重要であり,その達成が実用化に向

けての最大のキーポイントの一つである.

管壁反応器は､反応が管壁で行われ,反応熱が直接管壁から伝熱流体に伝

えられるため､触媒充填層反応器に比べて伝熱抵抗の低減が可能となり､触

媒反応を介する熱除去あるいは熱供給に有望とされている｡本研究では,so2

/o2/SO3系ケミカルヒートパイプを用いる高温熱エネルギー輸送の研究の

一環として,反応ならびに伝熱の同時促進を目的として､熱交換型管壁反応

装置の本ケミカルヒート^oイブヘの適用性について検討を行った.特に､熱

需要端(so2酸化発熱側)に着目し､試作装置を用いた反応･熱交換実験を

行い､本装置の反応特性ならびに熱交換特性を調べた｡また､反応を伴う熱･

物質移動を同時に考慮した理論解析を行い､本熱交換型管壁反応装置の熱交

換特性について検討を行った｡

1. 実験装置および方法

実験装置のフローシートをFig.1-1に示す｡装置全体は,バッファータン

ク､ポンプ､流量計,ガス予熱装置､反応器､ガス冷却装置などからなって

おり､これらはすべてステンレス鋼管およびテフロン管で連結されている｡

Fig.1-2に反応器の詳細を示すo反応器は二重管構造となっており,反応

管の外周部には断熱材が巻かれている｡中心円管内には熱交換媒体､また,

環状部には反応ガスがそれぞれ流れるようになっている｡内管と外管の内径
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Fig･1-2 Details of the finned tube-wall reactor
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はそれぞれ26mm､ 5 3mmで,環状部間隙および触媒部分の長さはそれぞ

れ10mm, 800mmであるJ.内管の外表面には､高さと厚みがそれぞれ

10mm, 3mmのフィン6枚が円周方向60o の間隔で均等に設けられてい

る｡温度測定法として熱電対挿入用プローブを測定個所まで挿入し､内部に

シース熱電対を挿入する方式を採用した.熱電対挿入プローブは､熱交換型

管壁反応器(二重管式)の内管外表面ならびにフィンの中心部においては反

応ガス流れ方向に､また､反応器の外管の外表面においては垂直に溶接され

ているo 反応器の出入口において､内管の中心部に熱交換媒体の温度測定用

の熱電対挿入用プローブを設置した｡反応器の内管の外表面,フィンの表面

は塩化白金酸溶液を塗布したのち､酸化雰囲気下での熱分解処理により白金

触媒のコーティングを行った｡なお､本研究で用いた反応系が触媒反応であ

ることを考慮し､装置上の誤差を少なくするため､本反応器の内管外表面な

らびにフィンの中心に設置した熱電対挿入プローブの表面にも白金触媒をコー

ティングした.一方､伝熱媒体への熱交換性能を上げるため､内管に平均粒

径3mmのアルミナ粒子が充填されている｡

反応ガスは,一定組成のSO2､ 02混合ガスをガス予熱装置で一定温度に予熱

したのち､反応器の環状部に導入した｡また､反応器出口ガスは,ガス冷却

装置､排気処理(濃硫酸､希硫酸および水酸化ナトリウム水溶液のガス洗浄

器)の順に流通し､排出した｡熱交換媒体である空気は,ガス予熱装置で一

定温度に予熱したのち､反応ガスと並流に反応器の内管に導入し､ガス冷却

装置,排気の順に流通させた｡反応管の入口および出口部において,反応ガ

スの一部をマイクロシリンジを用いて採取し､ガスクロマトグラフによりそ

の濃度を測定した｡熱交換媒体､触媒表面ならびに外管外表面の温度は､あ

らかじめ設置した熱電対挿入用プローブの中にシース熱電対を挿入し､これ

を自動温度記録計によって行った｡本研究では,熱交換媒体と反応混合ガス

を並流に流通させる場合について､反応混合ガス組成と流量ならびに熱交換

媒体の流量をパラメータとして,これらが本熱交換型管壁反応装置の反応特

性ならびに熱交換特性に及ぼす影響を実験的に検討した｡

2. 実験結果および考察

1) 反応混合ガスの組成比の影響
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同一高さ位置における内管外表面ならびにフィン表面温度の測定を行った

ところ､その値にはとんど差異は見受けられなかった(1K以内) ｡そこで,

内管外表面ならびにフィン表面温度は均一的に同一温度と見なし､以下これ

を触媒表面温度と呼ぶこととする｡

熱交換媒体ならびに反応混合ガスの質量流量をほぼ同一に保ち､反応混合

ガスの組成をパラメータとしたときの触媒表面の温度分布ならびに熱交換媒

体の温度変化の一例をFig.1-3に示すoなお､図中の記号は､それぞれ触媒

表面の温度(○､ △､ ◇)
,熱交換媒体(空気)の温度(●､

▲､ ◆)を表す｡

いずれの実験条件~Fにおいても,触媒表面温度は入口から急激に上昇してい

ることから､反応混合ガスは,触媒部に流入すると同時に反応を開始するこ

とがわかった｡熱交換媒体ならびに反応混合ガスの質量流量をほぼ一定とし

た場合､反応混合ガス中のSO2の組成比の増大に伴い､熱交換媒体の出口温

度が高くなっている｡反応率がほぼ一定の場合,反応による発熱量は反応混

合ガスのSO2組成比と比例関係にあるため､ SO2の組成比の増加に伴い反応

による発熱量が増え,熱交換される熱量も増加する｡ここでは,熱交換媒体

の質量流量が一定であるため､熱交換される熱量の増加に伴い,熱交換媒体

の出口温度が高くなったと考えられる｡

2) 反応混合ガスの質量流量の影響

Fig. 1-4に反応混合ガス組成比ならびに熱交換媒体の質量流量をほぼ一定

とし､反応混合ガスの質量流量を変化させた場合の触媒表面の温度分布なら

びに熱交換媒体の温度変化の一例を示す｡本図より,反応混合ガスの質量流

量が増加するに従い､触媒表面温度ならびに熱交換媒体出口温度は増加して

いることがわかる｡熱交換媒体の質量流量ならびに反応混合ガスのSO2の組

成比をほぼ一定とした場合､反応混合ガスの質量流量の増加に伴い､単位時

間当たりの反応量が増加するため,触媒表面温度ならびに熱交換媒体の出口

温度は高くなる｡一方､反応混合ガスの質量流量の増大に伴い､反応が相対

的に遅くなるだけでなく､反応ガスの温度上昇に必要となる熱量も増えるた

め､触媒表面における温度ピーク位置は相対的に層下流部へ移動したと考え

られる｡

3) 熱交換媒体の質量流量の影響

反応混合ガスの組成比ならびに質量流量を一定とし､熱交換媒体の質量洩
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量を変化させた場合の触媒表面の温度分布ならびに熱交換媒体の温度変化の

一例をFig.1-5に示す｡図中の一点鎖線は熱交換媒体を流さない場合におけ

る触媒表面の温度分布を示す｡本図より､熱交換媒体の質量流量の増加に伴

い､触媒表面のピーク温度は減少するとともに触媒下流部ヘシフトしている

様子が認められる｡これは,熱交換媒体の質量流量の増加に伴い､熱交換に

おける熱交換媒体側の熱伝達係数が相対的に大きくなるため､交換熱量が増

加することによるものと考えられる｡

Fig･1-5より､熱交換がある場合およびない場合のいずれにおいても,触

媒表面温度は触媒入口近傍で最大値に達したのち､減少していくことが認め

られた｡これは､本装置の断熱が不十分なため､反応生成熱の装置外管を逮

しての熱損失によるものと考えられる｡

3. 理論解析

1) 理論解析モデル

熱交換型管壁反応装置の理論モデルとして, Fig.1-6に示すような系を考

えたQ 二重管の内管の外表面に触媒がコーティングされており､内管内なら

びに環状部をそれぞれ熱交換媒体､反応混合ガスが流れる｡また,理論解析

に当たっては､以下の仮定を設けた｡

1)反応混合ガスは､一様な流速で環状部を流れるものとし､半径方向

の移動は分子拡散による｡

2)反応による反応混合ガスの体積変化は無視できる｡

3)反応混合ガスならびに熱交換媒体の物性値は一定である｡

4)軸方向の熱伝導と拡散は無視できる｡

さらに,非反応系条件下におけるフィン効率を計算してみたところ,本実験

範囲内では,いずれも99.5%以上の値を示すことより､フィン効率を1と

し,フィンを内管外表面と同一に扱った｡以上のような仮定に基づき､反応

混合ガスについては以下のような熱および物質収支式が得られる｡

反応混合ガスについての熱および物質収支式:

'-I,:;
I

G‥.>こ:;.-;I.:.∂z

つ

牲.上空聖
∂r2

r
∂r

=0
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Fig･1-6 Modelling of theoretical analysュs
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_些竺.Di∂z
u

境界条件:

担聖.i塾
∂r2

r

∂r
=0

z=0;

Tm
=To ; Tw=Two ; Tair=T｡irO

Xm=O

z>0;r=R什t;

∂r

-DS3車型-&s3(-帆,Xw))∂r

z>0;r=R2

(1-2)

(1-3)

(1-4)

Iんm S3型-(-1Tw
,Xw))S,(-AH)一撃s2(Tw-Twc)-hrS3(Tw_Two)

~ヽ

(1-5)

(1･-6)

九m S4
∂Tm

∂r

型=.
∂r

- hr S3 (Tw-
Two)一字s5(Two-TotN) (1-7)

(1-8)

ここで､式(1-5)において､右辺の第1項はso2の酸化発熱項､第2項は

熱伝導項､第3項は転射項であるoまた､ S2ならびにS5は､それぞれ微小要

素における熱交換型反応器の内管ならびに外管の厚みの対数平均面積であり､

S3は内管の外表面ならびにフィンの表面積であり､ S4は外管の内表面積であ

る｡一方,熱交換媒体については､アルミナ粒子と熱交換媒体との間には温

度差がないものとし､次のような熱収支式を与える｡

字s2(Tw-Twc)-hairSl

(Twc-Tair)--･ail･C,air警
(1 - 9 )

ここで､ Slは内管の内表面積である｡ s~o2の反応速度式は,既報の論文1)で

用いた式を基に､補正係数を掛けたものを使用した｡なお､補正係数は,ス

テンレス球にコーティングした白金触媒を用いた充填層の実験結果と､既報

の論文l'と同様な理論解析方法で得られた解析結果とを一致するように決め

た｡

以上の式について,前進差分法により本熱交換型管壁反応装置における反

応率ならびに温度分布を求めた｡

2) 結果および考察

本理論解析では,本実験装置のように反応器外壁からの熱損失がある場合

と,理想的に完全断熱と仮定した場合の二つのケースについて検討した｡反
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応器外壁からの熱損失がある場合については､実験から得られた二重管の外

管表面温度を基に､これを流れ方向の長さ(z)に対して多項式で近似した

式を境界条件として与え､また,完全断熱の場合については､式(ト7)の

右辺の第2項を0として与えた｡

Fig.1-7に､本実験装置に対応して反応器外壁からの熱損失がある場合に

おける理論解析結果の一例を示す｡図中の実線ならびに一点鎖線は､それぞ

れ理論計算によって得られた触媒表面温度と熱交換媒体の温度を表す｡また,

各記号は実験結果を示す｡本図より､理論解析によって得られた触媒表面温

度は､入口から急激に上昇し､入口近傍で最大値に達したのち､徐々に減少

している様子が見受けられる｡一方,熱交換媒体の温度は､反応器中間部に

おいて最大値に達したのち､徐々に降下し,その温度の降下幅は,熱交換媒

体の流量が大きいほど小さい｡これは､熱交換媒体の流量が大きいほど,そ

の顕熱量も大きいことが原因である｡本理論解析の結果より､熱交換媒体の

温度は､反応器中間部を境に触媒表面温度よりも高くなっていることが認め

られる｡本装置においては､反応部高さが増加するに従い,反応速度は急激

に減少する(Fig･1-9参照)
oそのため､反応管下流部においては､反応に

ょる発熱よりも反応器外表面からの熱損失が大きくなり､結果的に触媒表面

温度は熱交換媒体温度よりも低くなったと考えられる｡また､本図より､本

理論解析結果は､多少のばらつきがあるものの､傾向的に実験結果を再覗で

きているものと思われる｡

Fig.1-7と同一条件下において､装置を完全断熱と仮定した場合の理論解

析結果をFig.1-8に示すo本図より,触媒表面温度は､反応器入口近傍で急

激に上昇したのち､反応器の出口に至るまで反応の進行とともにわずかづつ

上昇している様子が見受けられる｡また､熱交換媒体の質量流量の増大に伴

い交換熱量が多くなるため,触媒表面温度は低くなっている｡一方､熱交換

媒体の温度は､反応器の入口から約0.5m前後で触媒表面温度に近い値を示

し､それ以後は大きな温度差は認められない｡この結果から,断熱を十分に

施すことによって本装置は良好な熱交換特性を有するものと予測されるo熱

交換媒体の出口温度の理論解析ならびに実験結果より､本実験装置の断熱性

は不十分であることがわかり,計算により見積った放熱による熱損失割合は,

Run lとRun2でそれぞれ約63%､ 23%であった｡
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Run
Key

Gm Yso2 GairTinida1
N_o_. 托g.m-2.s-1] ト】 Bg.m-2.i-1【K]

1 △▲ 6.49x1『2 0.182 3.51x10ー1753

_2

◇◆ 6.49x10-2 0.182 8.29x10一l753

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Z 【m】

Fig･117 Temperature profiles for parallel now in a double-
●

plpe beat excbanger incorporated with a 丘nned
tube-wall reactor
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Fig･1-8 Temperature profiles for parallelflow in a double-
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Fig.1-9 Conversion profiles for parallel now in a double-

plpe beat excbanger incorporated with a 丘nned

tube-wall reactor

-13-



本実験では､反応率は反応器出口の値しか測定できなかったが､ Fig.ト9

に,本理論解析によって得られた反応器内の反応率分布の結果の一例を示す｡

図中の実線ならびに一点鎖線は､それぞれ熱損失がある場合と完全断熱の場

合の結果を表す｡本図より､触媒粒子充填層の場合と同様に､いずれの実験

条件下においても, so2の酸化反応の6 0%以上は､反応器の入口近傍で起

こり､引き続き反応器の後半部分において､未反応ガスが少しずつ反応して

いる様子が見受けられるo本理論解析で得られた反応器出口におけるSO2の

反応率は実測値より多少小さな値を示すものの､本理論解析結果は実験結果

を説明できるものと思われる｡

3. 熱交換特性

熱交換媒体の温度上昇度△T (出口と入口との温度差)とso2の質量流量､

ならびに熱交換率Q｡ir/QR (熱交換される熱量と反応による発熱量との比)と

SO2の質量流量との関係をFig.1-10に示す｡本図において､実線ならびに一

点鎖線は完全断熱の場合の理論計算結果を,点線は本実験結果に対応する熱

損失を考慮した場合の理論計算結果を表し､それぞれの記号は実験結果を表

す｡本図より, so2のモル分率ならびに熱交換媒体の流量が一定の場合､熱

損失のある本実験結果ならびに完全断熱のいずれの場合においても､ so2の

質量流量の増大に伴い熱交換媒体の温度上昇度は大きくなっていることが認

められる｡ so2の質量流量の増大により単位時間当たりの反応による発熱量

が増え､その結果として熱交換熱量も増加し､熱交換媒体の温度は高くなる｡

熱交換媒体の流量が一定の条件下では,完全断熱の場合, so2の質量流量の

増加に伴い､反応ガスによって持ち出される熱量も多くなるため､熱交換率

は低くなる｡しかし,本実験装置の場合､反応器外壁からの熱損失のため､

SO?の質量流量に関係なく熱交換率ははぼ一定の値を示した｡なお､完全断

熱ならびに実験結果に対応する熱損失を考慮した理論計算から得られた熱交

換率を比較すると､熱交換媒体ならびにso2の質量流量が増加するに従い､

熱損失は減少していることがわかる｡さらに､熱損失がある場合,完全断熱

の場合ともに､ so2の質量流量が一定ならば､熱交換媒体の質量流量の大き

い方が熱交換熱量が多くなるため,熱交換率は大きくなるが,熱交換媒体の

質量流量が増えるため熱交換媒体の温度上昇度i.ま小さくなる.
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Key Yso2 Gair

△T Qair/QR ト】 [kg.m-2.s-]]

{】--1-- 0.182 3.55x10一1
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0.182 8.29x10-1
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Gs.2XIO2 [kg･ m12･ s-1]

Fig.1110 Effect of the mass flow rate ofSO 2
0n the temperature

difference of air and relative heat now
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完全断熱の場合における､熱交換媒体の温度上昇度ならびに単位熱交換面

積当たりの熱交換熱量と熱交換媒体の質量流量との関係をFig. 1-11に示す｡

本実験範囲内では､反応混合ガスならびに熱交換媒体の質量流量を一定とし

たとき､反応混合ガスのSO2のモル分率が大きいほど,反応による発熱量が

多くなるため､熱交換量ならびに熱交換媒体の温度上昇度は大きくなってい

るo また,反応混合ガスの質量流量ならびにso2のモル分率を一定とした場

合､熱交換媒体の質量流量が大きくなるに従い熱交換量は多くなるが､熱交

換媒体の温度上昇度は低くなる｡

通常､二流体熱交換器の高温側熱源としては､流体の顕熱を用いる｡高温

側熱源として流体の顕熱を用いる場合と化学反応熱を用いる場合との比較を

Fig･ト12に示す｡横軸は,低温熱媒体の温度上昇度であり､縦軸は高温熱媒

体の温度降下度ならびに熱交換量である｡本図より､完全断熱,流体流れは

並流､その他操作条件(高温､低温熱媒体の質量流量,入口温度など)をす

べて同一としたとき､同様な低温熱媒体の温度上昇度を得るには､化学反応

を用いない場合､高温熱媒体の入口,出口温度差をかなり大きくとる必要が

あることがわかる｡しかし､化学反応熱を高温熱源として用いる場合には､

高温熱媒体の入口温度を高くとる必要がないことがわかる｡なお､この場合,

高温熱媒体は反応によってそれ自身が加熱されるため, Tmi｡-Tm｡u-は常に負の

値を有している.また､化学反応熱は顕熱に比べてエネルギー密度が非常に

高いため､小流量の高温熱媒体でもかなり大きな熱交換量が得られることか

ら､高エネルギー密度熱輸送方法としての本法の有意性が認められる0

結言

SO2/02/SO:う系高温ケミカルヒートパイプシステムの発熱側における熱

交換実験を熱交換型管壁反応器を用いて行い,以下の結論を得た｡

1)本熱交換型管壁反応器は､反応面と伝熱面が一体となるため､従来の触

媒充填層装置で問題とされている反応熱の伝熱面への熱移動過程における伝

熱促進が図られ､比較的良好な熱交換特性を有する｡

2)本実験範囲内では,熱交換媒体の温度上昇度はso2の質量流量増加また

は熱交換媒体の質量流量の減少に伴い高くなる｡

3)本実験系に対する理論解析結果は,本実験結果を良好に再現でき､反応
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器内における反応ならびに伝熱挙動が明らかにされた｡

4)完全断熱の場合､熱交換媒体の温度上昇度は, so2の質量流量増加また

は熱交換媒体の質量流量の減少に伴い高くなる｡熱交換率は, so2の質量流

量増加または熱交換媒体の質量流量の減少に伴い低くなる｡また､熱交換量

は､熱交換媒体の質量流量の増加に伴い多くなる｡

5)本法が,高エネルギー密度熱輸送方法として有効であることが確認でき

た｡

Nomenclature

CAO

Cpair

Cpln

D

Gair

G
I-,

Gs.2

hair

hr

milir

mm

Q｡ir

QR

Ri

= initial concentration of SO2

=

specific heat of air

=

specific heat of reactant gas

=

molecular diffusivlty

=mass veloclty Ofair

= mass veloclty Of reactant gas

=mass veloclty OfSO2

=

convective heat transfer coefficient

=

radiative heat transfer coefficient

=mass flow rate of air

=mass flow rate of air

=exchanged
heat by air

=

reation heat released in SO,-oxidation

=inner radius of tube

r(Tw,Ⅹw) =reaction rate ofSO2-oxidation

r =

radial distance in the finned tube-wall reactor

S, = area ofa element

T = temperature

t =thickness of the tube

u
= linear veloclty Ofreactant gas

X =conversion ofSO2

Yso, =

molar fraction of SOつ
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[J･kg12･K-1]

[m2･s~1]

[kg･m~2･s~1]

[kg･m-2･s~1]

[kg･m~2･s~1]

【w･m~2･K-1]

[w･m-2･K-']

[kg･s-J]

[kg･s~l]

[w･m~2]

[w･m-2]

【111]

[mol･m-2･s-l]

い11】

【In]

【K】

【l111

[m･s~1]

L(/r]

ト】



Z

△Il

△T

九m

九s

=

axial distance in the finned tube-wall reactor

≡ heat of reaction

= temperature difference

= thermal conductivlty Of reactant gas

= thermal conductivlty Of tube

<SubscrlptS>

A

air

I

iii1

out

r

S

W

0

= key component

= alr

=

number of element

= reaCtant gas

=

outside tube

=

radiative heat transfer

=

stainless tube

=wall

= initial condition

【111】

[J ･mol~l】

【K】

【W･m~】･K~1]

【w･m~l･K-1]

Literature cited

1) 曽維平,松田仁樹､架谷昌信:日本化学会誌,No.8,1267(1988)

2) 曽維平,松田仁樹､架谷昌信:化学工学論文集, 17(2),441 (1991)

-20-



ⅠI SO2/02/SO3可逆熱化学反応の

熱輸送型高温ヒートポンプヘの応用

緒言

前章および本研究者らの既報により､ SO2/02/SO3系ケミカルヒートパ

イプが高温熱エネルギーの長距離輸送方法としてかなり有力であることが実

験的ならびに理論的に実証した7､8､9)｡しかし､周知の通り､通常の可逆熱

化学反応では吸熱反応の方が発熱反応よりも高い温度域で起こるため､供給

熱源(吸熱反応に用いられる熱)よりも質(温度レベル)の低い反応生成熱

しか得られない｡このような熱交換に伴う熱の質的低下は､熱力学的にほと

んどの熱操作において､必然的に生じることになり､これが熱の飛躍的高効

率利用を困難にしている｡したがって､本研究のようなso2/02/SO3可逆

熱化学反応を用いる大気圧下での通常操作での熱輸送においても､輸送され

る熱の質的低下がさけられない｡

一方,ヒートポンプは､熱を質的にグレードアップさせることのできるシ

ステムとして､ 1 9世紀にThomson6)によって提案されたものである｡最近

では､エネルギーの高度有効利用の観点から未利用熱の回収や改質の有力手

段として､ケミカルヒートポンプを用いる手法が注目されている2､3t4､

5)｡ケミカルヒートポンプは,熱エネルギーを反応熱､吸着熱､希釈熱など

の形に一旦変換してから蓄え,熱需要時には､圧力などをコントロールする

ことにより再びこれらの反応熱､吸着熱,希釈熱などを熱エネルギーとして

取り出すものである｡

so2/02/SO3可逆熱化学反応においては､反応時にモル数の変化がある

ため､正･逆反応の反応圧力のコントロールによりヒートポンプ効果を付加

し得るものと考え､我々は新たな熱輸送型ケミカルヒートポンプの概念を提

案した1('､ ll)｡本研究では､主に化学反応における平衡論の観点から,気相

反応系における圧力,平衡定数ならびに温度の関係を明らかにするとともに､

触媒充填層装置をモデルにした理論解析を行うことにより,本so2/02/SO3

システムの熱輸送型ケミカルヒートポンプとしての可能性ならびに効率につ

いて検討を行った｡
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1. 熱輸送型高温ヒートポンプの原理

Fig.2-1に､ so2/02/SO3可逆化学反応を用いる熱輸送型高温ヒートポ

ンプのシステム概略を示す｡本システムは､基本的にはケミカルヒートパイ

プシステム7)とはぼ同様であるが､ケミカルヒートパイプにおいては循環ポ

ンプを用いて反応物質の輸送を行うのに対し､本システムではコンプレッサー

によって反応物質の輸送を行う｡また､圧力を調整するために,本システム

では,レギュ-ーレ一夕-の組み込みが必要となる.

SO2/02/SO3可逆化学反応の平衡定数と温度の関係1)をFig.2-2に示す｡

本図より､一定の圧力のもとでは,温度が高いほど平衡定数が小さくなり､

so3分解反応が起こりやすくなることがわかる｡一方,本研究で用いるよう

な反応系(so2+1/202･･SO3)においては､反応物と反応生成物との間にモ

ル数の変化があるため､化学反応の平衡論の観点から､反応系の圧力コント

ロールにより平衡をずらすことが可能である｡つまり､反応系の圧力が高い

はど､ so2の酸化反応(so2+1/202-SO3)側へ平衡が移動するのに対し､

反応系の圧力が低いほど, so3の分解反応(so3-SO2+1/202)側へ移動す

ることになる｡ Fig.2-3に,それぞれの圧力下におけるSO2の酸化反応の反

応率と温度の関係を示す｡本図より､例えば､ so2の酸化反応を1 0atm,

SO3の分解反応を0.1atmの条件下で行わせれば､吸熱反応よりも高い温度

レベルの生成熱が得られることがわかる｡したがって､本so2/02/SO3シ

ステムは､原理的にヒートポンプ機能を有することが確認でき､熱輸送型高

温ケミカルヒートポンプとしての可能性が示唆される.

2. 理論解析

本研究では､簡単化のため,熱需要端(so｡の酸化発熱反応)に対しては

触媒充填層反応における一次元モデル､また､熱供給端(so3の吸熱分解反

応)に対しては既報の論文7､ 8)と同様な二次元モデルを用いて理論解析を行っ

た｡以下それぞれの基礎式を示す｡

(1)熱需要端

物質収支:

-GYAO%A-･pbMav(-RA)-0熱収支: (断熱条件下)

-22-
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-Gc｡m慧･pb(-AH)(-RA)-0
境界条件:

z=0; ⅩA=ⅩAO, T=To

(2)熱供給端

(2-2)

(2-3)

熱供給端については､既報の論文7､ 8)と同様な仮定のもと､以下に示す諸

式が得られる｡

物質収支:

_型.T),1∂z
u

∂T

-言･盆

熱収支:

境界条件:

車型.i些
∂r2

r
∂r

担.i些
∂r2 r∂r

p｡M｡v(-R｣)
G yAO

pbト△H)(-R｣)
G cpm

z=o, o≦r≦Rw; T=To(r), XA=XAdr)

.≦z≦L,,=0;
al二o,型=o
∂r ∂r

0≦z≦L,r=Rw;

-,-;-(芸
型=.
∂r

(2-4)

(2-5)

(2-6)

(2-7)

=hw(T-Tw);
Tw=const. (2-8)

(2-9)

ここで､ XAは反応率､ Deは拡散係数, u は流速､九t)は層の密度､ Mavは反

応気体の平均分子量､ YA｡は反応器入口のモル分率, Tは層温度､ Gは質量

速度, cp.｡は比熱､入｡は有効熱伝導度､ (-△H)は反応熱, (-RA)なら

びに(-R'A)は反応速度であるoまた, hwは壁面伝熱係数であり､ Twは

反応管外壁の温度である｡

so2の酸化ならびにSO3の分解反応速度式は､記載の論文12､ 13'と同様な

式を用いた｡なお,本研究では反応管Ⅰの入口におけるガス組成(主にSO3

の組成比)が反応管ⅠⅠの出口における値と一致するよう,両反応管について繰

り返し計算を行った｡

3. 結果および考察

Figs.2-4および2-5に､上記理論解析で得られた熱需要端触媒充填層反

応管内ならびに熱供給端触媒充填層反応管内の温度ならびに反応率分布の一

例を示す｡なお,計算に際し､両反応管内の触媒充填層の長さを800mm､
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反応管の内径ならびに外径をそれぞれ22.2mm､ 27.2mmとした｡また､

反応管Ⅰ (熱需要端:so2の酸化反応)にっては､完全断熱であるとし､反応

管ⅠⅠ(熱供給端:so3の分解反応)については､外壁温度が一定であると仮定

した｡さらに,反応管Ⅰならびに反応管ⅠⅠの初期設定温度をそれぞれ

673K､ 973Kとし､反応管ⅠⅠの圧力を0.1atmとした｡ Fig.2-4から,

SO2の酸化反応は触媒層への流入と同時に起こり,その反応熱により触媒充

填層温度は急激に温度上昇することがわかる｡触媒充填層温度は,反応の平

衡到達以後､一定の値を示している様子が認められる｡なお､平衡到達時に

おける触媒充填層温度は,反応管Ⅰの系内圧力が高いはど大きくなる｡これは,

圧力が高いほど､ so2の酸化反応の平衡反応率が高温側にシフトするためで

あり,本解析により明瞭にその傾向が見受けられた｡また､本図の反応率分

布から､ so2の酸化反応のほとんどは反応管の入口近傍で起こり､反応管Ⅰの

系内圧力が高いほど,やや反応が緩やかになる様子が認められた｡

Fig･2-5より､ so3は触媒層流入と同時に分解反応を開始し､これに伴っ

て大きな吸熱のために触媒充填層温度が入口近傍で急激に降下することがわ

かるo しかし, so2の酸化反応と異なり､ so3の吸熱分解反応は反応管全体

にわたって起こっている様子が認められる｡温度降下幅については､反応管Ⅰ

の系内圧力の増大により大きくなっている｡これは､反応管Ⅰの系内圧力が高

いほど､反応管ⅠⅠに流入するSO3の量が多くなるためと考えられる｡また､反

応率分布より､ so:一分解反応の反応率は､いずれの条件下においてもはぼ一

定であることが確認できた｡

通常､ヒートポンプに対する性能評価を行う場合､ copの概念がよく用い

られる｡

cop= 99
W

ここで､ Qeは有効に取り出せる熱量､ Wは仕事量である｡

(2-10)

本研究では､上記COPの概念を参考にして､本熱輸送型ケミカルヒートポ

ンプにおける性能評価を試みた｡一般のヒートポンプの場合,システムに用

いられる熱が廃熱であるため入力熱は無視されているが,本システムにおい

ては,入力熱の輸送を目的としているため､入力熱を無視して性能評価を行

うことはできない｡そこで､本システムにおける熱輸送効率を､以下のよう

に定義する｡

‥革31=
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¶=(COP)=
AQl

(2-ll)

△Q2+W

ここで､ △Qlならびに△Q2は､それぞれso2の酸化反応の生成熱量とso3分

解反応の吸熱量､ Wは仕事量であり､以下のように与えられる｡

w-nRTfl鴫)
(2-12)

ここで､ nはモル流量, Rは気体定数､ Tfは標準状態における温度, Plな

らびにP2は､それぞれ反応管Ⅰならびに反応管ⅠⅠにおける系内圧力である｡

Fig.2-6に､反応管Ⅰならびに反応管ⅠⅠの初期設定温度をそれぞれ

673K､ 973K､反応管ⅠⅠの圧力を0.1atm,反応混合ガスの質量流量を

約0.35kg･m~2･s~1とした場合の､反応管Ⅰの系内圧力(P)と温度上昇度

(AT)ならびに熱輸送効率(n)との関係を示す.なお､温度上昇度(AT)

は､反応管ⅠにおけるSO2の酸化発熱反応により得られた最大の温度と､反応

管ⅠⅠの初期設定温度との差である｡本図より､ so2のモル分率の増大に伴い単

位時間当たりの反応量が多くなるため､熱輸送効率(¶)ならびに温度上昇度

(△T)が大きくなることが認められる｡また､反応管Ⅰにおける系内圧力が

高いほどso2の酸化発熱反応の反応率が大きくなり､その結果として反応に

よる生成熱量が増大し､温度上昇度(AT)は大きくなった｡しかし､反応管

Ⅰの系内圧力を増加させるにはコンプレッサーの仕事量を大きく取る必要があ

り,熱輸送効率(ll)は逆に低くなった.

結言

so2/02/SO3システムの熱輸送型ケミカルヒートポンプとしての可能性

ならびに効率について理論的に検討を行った｡その結果､本so2/02/SO3

システムは､熱輸送型ケミカルヒートポンプとしての有効性が高いことが明

らかとなった｡反応管内触媒充填層温度の上昇幅(熱需要端)
､あるいは降

下幅(熱供給端)は､反応管Ⅰにおける系内圧力の増大に伴い､大きくなるこ

とが認められた｡また,熱輸送効率(¶)ならびに温度上昇度(△T)は,so2

のモル分率の増大に伴い,大きくなることが認められた｡さらに､反応管Ⅰに

おける系内圧力が高いほど､温度上昇度(△T)は大きくなるが､熱輸送効率

(Tl)は低くなることが認められた.
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Nomenclature

Cp【n

De

G

h.

hw

K

L

M..､･

P

Q

r

RA

RA■

Rw

T

u

W

X

YAO

Z

△H

△T

九e

<SubscrlptS>

A

aV

=

specific heat ofreactant gas

=

molecular diffusivlty

= mass veloclty Ofreactant gas

=

radiative heat transfer coefficient

= heat transfer coefficient at the wall

=

equilibrium constant

= length of the catalytlC packed bed

= mean molecular weight of reactant gas

=

pressure

= heatby reaction

=

radial distance in the packed bed

=

reaction rate of SOつ-OXidation

=

reaction rate of SO3-OXidation

=

radius of inner tube

= temperature

= linear veloclty Of reactant gas

=

work of compressor

=

conversion of the key component

【J･kg~2･K~1】

[m2･s~Ⅰ】

【kg･m~2･s~1】

[w･m~2･K~1]

[w･m~2･K~l】

ト】

い111

[kg･mol~】】

[atm]

【W】

ltll1

【mol･kg~l･s~l】

【mol･kg-l･s~】】

Ll111

1K】

【m･s~1】

【W】

ト]

= initial concentration of the key component 【mol･mJ3】

=

axial distance in the packed
bed

= heat of reaction

= temperature difference

=

effective hermal conductivlty ln the radial direction

ofthe packed bed

=

apparent denslty Of the packed bed

=COP

= key component

=

average
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b

e

m

r

W

0
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2

=

packed bed

=the radial direction of the packed bed

=

mixed reactant gases

=

radiative heat transfer

=wall of inner tube

= initial condition

=reactor I

= reactor II
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