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(57)【要約】
　特に車両用に、水素を生成し、かつ内燃機関の空気取
り入れ口に、補助燃料として水素を注入する可搬型でオ
ンデマンドの水素発生システムが提供されている。水素
および酸素は、燃料電池によって、供給タンク内の水の
圧力下において、低温で生成される。水素および酸素が
分配され、水が貯蔵されるよう、供給タンクを通って、
水素および酸素が送り返される。これらのガスは、タン
ク内の仕切り部材、およびタンク内の水面によって隔離
されている。ガソリンエンジンの場合、水素はエンジン
の空気取り入れ口に誘導される一方で、酸素は大気中に
逃がされる。この装置は、必要に応じて、車両用バッテ
リ、独立電池、内燃機関の廃熱、または太陽エネルギー
によって駆動される。このシステムでは、真空スイッチ
、または、この装置に電力を供給し、すなわちエンジン
が作動しているときにだけ、水素を生成する、その他の
エンジンセンサが用いられている。したがって、水素は
生成され次第、エンジンによって費消される。水素は、
車両上、車両内、または車両付近のいずれにおいても貯
蔵されない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関に水素ガスを供給する可搬型水素補給システムであって、
　ハウジングユニットと、
　前記ハウジングユニットの中に取り付けられ、水を水素と酸素ガスに変換する燃料電池
と、
　前記ハウジングユニットの中に取り付けられ、重力によって、前記燃料電池に水が供給
されるように配置されている水槽と、
　前記燃料電池に電圧を加える電源と、
　前記内燃機関の前記動作を検知するエンジンセンサと、
　オペレータ制御スイッチと
　を備え、
　前記水槽は、前記槽を少なくとも２つの区画にわける少なくとも１つの槽仕切り部材を
含み、前記槽に水が投入されると、前記少なくとも２つの区画の両方に水が充填され、
　前記水槽は、その上部に、水素および酸素ガスを捕集する少なくとも２つのガス捕集キ
ャビティを含み、前記ガス捕集キャビティは、前記槽の上部、前記槽仕切り部材、および
前記槽内の水面によって形成され、
　前記ガス捕集キャビティは、その上部に、前記水素および酸素ガスを前記水槽から流出
させる継手を含み、
　前記電源は、前記内燃機関が作動し、前記オペレータ制御スイッチが始動したことを、
前記エンジンセンサが検知した場合に、前記燃料電池に電圧を加え、前記燃料電池は、電
圧が加えられると、水素および酸素ガスを生成し、前記水素および酸素ガスは、前記ガス
が適切に分配されるよう、前記水槽を通って、その上部の前記ガス捕集キャビティ内に誘
導される、
　内燃機関に水素ガスを供給する可搬型水素補給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素発生装置に関する。より詳細には、本発明は、内燃機関と共に使用が可
能な、燃料効率を向上させ、かつ炭素排出量を低減する水素補給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　別名「ブラウンガス」で知られる「ＨＨＯガス」を発生させる、ガソリンおよびディー
ゼルエンジンを補助するために使用されるいくつかの装置が、市場には存在する。ＨＨＯ
ガスは、２つの水素に対し、１つの酸素からなる。一般的に、これらの装置は、水を水素
と酸素に分解する電解槽を有する。
【０００３】
　その例は、米国特許第４，０２３，４０５号である。一般的に、これらの電解槽では電
解液が用いられ、特にＫＯＨ、水酸化カリウム、または重炭酸ナトリウムが用いられる。
ＨＨＯガスを生成するために、装置に電圧が加えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４，０２３，４０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの装置の多くには、水素を生成するために必要とされるエネルギーが、車両の電
気系統に相当な負荷をかけてしまっている、という主な問題点が存在する。車両でエアコ
ンをつけた状態にしていることと同様、追加でかかる電気負荷によって、１ガロン当りの



(3) JP 2013-531756 A 2013.8.8

10

20

30

40

50

マイル数が低下してしまう。
【０００６】
　一般的に水素は、車両の効率および１ガロン当りのマイル数を増加させるが、水素を発
生させるために車両に追加でかかってしまう電気負荷は、通常、車両の走行ゲインを極小
化させたり、多くの場合、ほぼすべて、またはすべてを打ち消してしまったりするほど、
甚大である。
【０００７】
　また、ＨＨＯシステムの多くにおいて、水素および酸素は、結合ガス流の中で生成され
る。通常、水素および酸素ガスは、互いに分離されないとされている。現代のガソリン車
では、車両のＯ２センサによって、この余分な酸素が検知されてしまい、この余分な酸素
のレベルは、車両の車上コンピュータ、具体的には、電子制御ユニット（ＥＣＵ）に伝え
られてしまう。
【０００８】
　この余分な酸素がＥＣＵによって検知された場合、エンジンが薄くなっていることの合
図であり、ＥＣＵによって、エンジンにガソリンが補給される。これによってさらに、燃
料効率利得がほとんど打ち消されてしまう。
【０００９】
　その上、通常ＨＨＯシステムでは、重炭酸ナトリウムまたは水酸化カリウム（ＫＯＨ）
のどちらかが用いられる。通常、ＫＯＨのほうが、重炭酸ナトリウムにくらべて安定して
いて、かつ電解槽内に用いられているステンレス鋼板、またはその他の板に対する劣化が
少ないため、ＫＯＨのほうが、重炭酸ナトリウムよりも好まれている。
【００１０】
　しかし、ＫＯＨは腐食性があるため、慎重に取り扱う必要があり、その結晶を適切に取
り扱われなければ危険である。電解槽が最適な動作を行なうためには、通常、適正な分量
で電解液がユニットに投入されなければいけない。その使用に際しては、非常に注意が必
要である。一般的に、それは、不慣れな消費者の手に渡ってほしくないタイプの製品であ
る。
【００１１】
　一般的なＨＨＯシステムにおけるもう１つの問題点は、取り付けが複雑な点にある。エ
ンジン室、または車両の外に、スペースを確保する必要がある。車両はそれぞれ異なるた
め、その装置を取り付けるための適当な位置を、ボンネットの下から探し出すことは、多
くの車両において不可能に近い。
【００１２】
　さらに、それらのシステムは、一般的に、車両の電気系統に接続されており、適切に取
り付けられていないと、ヒューズが飛んでしまったり、その他数多くの問題を引き起こし
てしまったりする可能性がある。
【００１３】
　水素は、車両が実際に走行中の場合にだけ必要であり、イグニションがついている場合
には必要ではない。取り付け時においては、エンジンが作動しているときにだけ、装置に
電力が供給されるよう、注意する必要がある。気をつけなければ、空気取り入れ口に水素
が滞留してしまう。これによってさらに、これらのシステムの取り付けが複雑になってし
まう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、特に車両用に、水素ガスを生成し、かつ内燃機関の空気取り入れ口に水素ガ
スを注入する、可搬型で小型のオンデマンド水素補給システムに関する。水素および酸素
は、燃料電池によって、供給タンク内の水の圧力下において、低温で生成される。水素ガ
スおよび酸素ガスが分配され、水が貯蔵されるよう、供給タンクを通って、水素ガスおよ
び酸素ガスが送り返される。
【００１５】
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　これらのガスは、タンク内の仕切り部材、およびタンク内の水面によって隔離されてい
る。ガソリンエンジンの場合、水素ガスはエンジンの空気取り入れ口に誘導される一方で
、酸素ガスは、必要に応じて、大気中に逃がされる。この装置は、車両のオルタネータ、
独立電池、廃熱、または太陽エネルギーによって駆動されてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　このシステムでは、真空スイッチ、またはシステムへの電力を調整し、すなわちエンジ
ンが作動しているときにだけ、エンジン用に水素を生成する、その他のエンジンセンサが
用いられている。したがって、水素は生成され次第、エンジンによって費消される。水素
は、車両上、車両内、または車両付近のいずれにおいても貯蔵されない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　添付の図面と併せて、以下の実施形態例および請求項についての詳細な説明を読むこと
により、前述の内容および本発明を、より良く明確に理解することができるであろう。な
お、添付の図面、実施形態例、および請求項のすべては、本発明の開示を構成することと
する。前述および以下に記載されている文章および図面での開示は、本発明の実施形態例
を開示することを目的とし、図面および実施例についても同様であり、本発明がそれらに
限定されないことを明確に理解すべきである。以下、図面について簡単に説明する。
【図１】本発明による水槽およびハウジング設計を示す、可搬型水素補給システムの詳細
図である。
【図２】本発明による典型的な車両に取り付けられた、可搬型水素補給システムを示す略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下においてより詳しく説明される本発明では、装置、方法、およびシステム、特に例
えば、内燃機関において、燃料効率を向上させ、かつ炭素排出量を低減するために使用さ
れる水素補給システムを提供する。以下に記載の通り、本発明は、さまざまな実施形態を
提供する。しかし、本発明が、ここで記載されている実施形態に限定されず、当業者に知
られているであろう、また今後知られることが予想される他の実施形態にまで及ぶという
ことに留意されたい。
【００１９】
　図１に示す通り、本発明は、取り付けブラケット３と締め付け部４によって、車両のト
ランクまたはその他の平らな表面に固定することができるハウジングユニット２を有する
、可搬型水素補給システム１を提供する。ハウジングユニット２の中には、燃料電池５、
および重力によって水７が燃料電池に供給されるように、燃料電池５の上方に水槽６が配
置されている。
【００２０】
　水槽６は、ハウジングユニット２内において、保持部８によって、燃料電池の上方で保
持されている。ハウジングユニット２は、取り付けブラケット３から容易に取り外すこと
ができるように設計されている。
【００２１】
　水槽６は、その下側に配置され、かつチューブまたはその他の供給部１０に接続され、
さらに燃料電池５の吸水継手１１に接続されている、給水継手９を有する。水は、供給部
１０によって、燃料電池５に供給される。
【００２２】
　また、燃料電池５は、チューブ、または付加的な供給部１４、および１５によって、水
槽６の下側にある吸気継手１６に接続されている、水素ガス出口継手１２、および酸素ガ
ス出口継手１３を有する。水槽６は、槽６を水素区画１８、および酸素区画１９の少なく
とも２つの区画にわける、少なくとも１つの仕切り部材１７を有する。仕切り部材１７は
、水槽６の内壁に沿って形成され、槽６の底面２０から約１／４インチ延在している。
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　槽６は、槽に水が充填されることを可能にする、充填スパウト２１を有する。槽６に水
が投入されると、槽は仕切り部材１７の両側で、均一に充填されていく。一般に電気を発
生させることで知られている燃料電池５は、水素および酸素ガスを生成するために逆の動
作を行う。水槽から燃料電池に水が充填され、電池に電圧が加えられると、水素および酸
素ガスが生成される。
【００２４】
　燃料電池５が作動しているとき、少量の水、水素気泡２２、および酸素気泡２３が、そ
れぞれ燃料電池５の水素出口１２および酸素出口１３から出てきて、槽６の水素側１８お
よび酸素側１９に流れ込む。これらの気泡は、水を通過して、槽内の水面と、槽の仕切り
部材１７によって形成される上方エアキャビティ２４まで上がっていく。
【００２５】
　水素および酸素ガスは上方キャビティ２４内において、槽内の仕切り部材１７および水
面によって、互いに隔離されている。上方キャビティ２４が、それぞれ水素ガスおよび酸
素ガスによって充填されていくと、水素の場合、ガスが槽の上側の継手２５、酸素の場合
、ガスが槽の上側の継手２６を介して、上方キャビティから流れ出ていく。
【００２６】
　水素ガスは、ハウジングユニット２の水素継手２８に接続されているチューブ２７を流
れていく。酸素は、ハウジングユニット２の継手３０に接続されているチューブ２９を流
れていく。
【００２７】
　図２に示す通り、ガソリンまたはディーゼルエンジン３２によって駆動される車両３１
には、可搬型水素補給システム１が搭載されている。電線３４に接続されている車両用バ
ッテリ３３によって、可搬型水素補給システム１に、電力が供給される。
【００２８】
　水素補給システムに通じる電気回路は、真空スイッチ３５、またはその他のエンジンセ
ンサ、およびエンジンが作動しているときに、可搬型水素発生システム１に通じる電気回
路を完成させるオペレータ制御スイッチ３６を有する。
【００２９】
　いったん電力が可搬型水素補給システム１に供給されると、水素ガスは、ハウジングユ
ニット２の水素継手２８に接続されている水素出口チューブ３７を通り、車両のエンジン
３２の空気取り入れ口３８に流れ込む。
【００３０】
　酸素ガスは、酸素出口チューブ３９を通り、Ｏ２センサが搭載されているガソリンエン
ジンの場合、大気中に逃がされる。Ｏ２センサが搭載されていないディーゼルエンジン車
、またはその他の内燃機関の場合、必要に応じて、これら２つのガスを結合してもよい。
【００３１】
　最良の形態における観点から本発明を説明してきたが、本発明の趣旨および範囲から逸
脱することなく、多数の変更が加えられてもよいことを理解されたい。そのような変更は
すべて、添付の特許請求の範囲に包含されることとする。
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月28日(2011.9.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関に水素ガスを供給する可搬型水素補給システムであって、
　ハウジングユニットと、
　前記ハウジングユニットの中に取り付けられ、水を水素と酸素ガスに変換する燃料電池
と、
　前記ハウジングユニットの中に取り付けられ、前記燃料電池に水が供給されるように配
置されている水槽と、
　前記燃料電池に電力を供給する電源と、
　前記内燃機関の動作を検知するエンジンセンサと、
　オペレータ制御スイッチと
　を備え、
　前記水槽は、前記水槽を少なくとも２つの区画にわける少なくとも１つの槽仕切り部材
を含み、前記水槽に水が投入されると、前記少なくとも２つの区画の両方に水が充填され
、
　前記水槽は、その上部に、水素および酸素ガスをそれぞれ捕集する少なくとも第１およ
び第２ガス捕集キャビティを含み、前記ガス捕集キャビティは、前記水槽の上部面、前記
槽仕切り部材、および前記水槽内の水面によって形成され、
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　各前記ガス捕集キャビティは、その上部に、前記水素および酸素ガスのうち１つを前記
水槽から流出させる継手を含み、
　前記電源は、前記内燃機関が作動し、前記オペレータ制御スイッチが始動したことを、
前記エンジンセンサが検知した場合に、前記燃料電池に電力を供給し、前記燃料電池は、
電力が供給されると、前記燃料電池に供給されている前記水から、水素および酸素ガスを
生成し、その中での燃焼のために、前記水素ガスが前記内燃機関に供給されるように、前
記水素および酸素ガスは、前記ガスが適切に分配されるよう、前記水槽を通って、その上
部のそれぞれの前記ガス捕集キャビティ内に誘導される、
　内燃機関に水素ガスを供給する可搬型水素補給システム。
【請求項２】
　前記内燃機関を含む前記車両の表面に、前記可搬型水素補給システムを取り付ける取り
付けブラケット、
　をさらに備える、
　請求項１に記載の可搬型水素補給システム。
【請求項３】
　前記水槽が、前記燃料電池の上方に配置されている、
　請求項１に記載の可搬型水素補給システム。
【請求項４】
　前記内燃機関が作動していることを、前記エンジンセンサが検知した場合に、前記燃料
電池に電力を供給するスイッチを含む制御電気回路、
　をさらに備える、
　請求項１に記載の可搬型水素補給システム。
【請求項５】
　前記燃料電池は、複数の層を備え、
　水素および酸素ガスが生成されるよう、前記燃料電池の対向する層に、前記電力が印加
される、
　請求項１に記載の可搬型水素補給システム。
【請求項６】
　内燃機関に水素ガスを供給する方法であって、
　ハウジングユニットの中に取り付けられた燃料電池によって、水を水素と酸素ガスに変
換することと、
　前記ハウジングユニットの中に取り付けられた水槽によって、前記燃料電池に水を供給
することと、
　前記内燃機関の動作を、エンジンセンサによって検知することと、
　前記内燃機関が作動し、オペレータ制御スイッチが始動したことを検知すると、電源に
よって、前記燃料電池に電力を供給することと、
　前記電力が供給されると、前記燃料電池に供給されている前記水から、前記燃料電池に
よって、水素および酸素ガスを生成することと、
　前記水素および酸素ガスは、前記ガスが適切に分配されるよう、前記水槽を通って、前
記水槽の上部のそれぞれのガス捕集キャビティ内に誘導され、
　その中での燃焼のために、前記水素ガスを前記内燃機関に供給することと、
　前記水槽は、前記水槽を少なくとも２つの区画にわける少なくとも１つの槽仕切り部材
を含み、前記水槽に水が投入されると、前記少なくとも２つの区画の両方に水が充填され
、
　各ガス捕集キャビティは、その上部に、前記水素および酸素ガスのうち１つを前記水槽
から流出させる継手を含む、
　内燃機関に水素ガスを供給する方法。
【請求項７】
　取り付けブラケットは、前記内燃機関を含む前記車両の表面に、前記可搬型水素補給シ
ステムを取り付ける、
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　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記水槽が、前記燃料電池の上方に配置されている、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　スイッチを含む制御電気回路は、前記内燃機関が作動していることを、前記エンジンセ
ンサが検知した場合に、前記燃料電池に電力を供給する、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記燃料電池は、複数の層を備え、
　水素および酸素ガスが生成されるよう、前記燃料電池の対向する層に、前記電力が印加
される、
　請求項６に記載の方法。
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