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(57)【要約】
【課題】エラストマシール単独シール構造の課題である
加減圧ストレスに対する耐久性と信頼性を確保し、気密
性に優れるとともに、シール構造の容積、特に横幅を抑
制し、燃料電池用高圧水素ガス容器に好適な設計自由度
の高いシール構造を提供する。
【解決手段】高圧ガスが充填される高圧ガス容器の円筒
固定フランジ構造であって、メタルタッチシールを備え
た高圧側１次シールゾーンと、エラストマシールを備え
た大気側２次シールゾーンとを有し、該高圧側１次シー
ルゾーンと該大気側２次シールゾーンとが該高圧ガス容
器の円筒方向の前後に配置された円筒固定フランジ構造
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧ガスが充填される高圧ガス容器の円筒固定フランジ構造であって、メタルタッチシ
ールを備えた高圧側１次シールゾーンと、エラストマシールを備えた大気側２次シールゾ
ーンとを有し、該高圧側１次シールゾーンと該大気側２次シールゾーンとが該高圧ガス容
器の円筒方向の前後に配置された円筒固定フランジ構造。
【請求項２】
　高圧ガスが水素ガスであることを特徴とする請求項１に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項３】
　前記メタルタッチシールがフランジ端面シールであることを特徴とする請求項１又は２
に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項４】
　前記フランジ端面がテーパー形状であることを特徴とする請求項３に記載の円筒固定フ
ランジ構造。
【請求項５】
　前記メタルタッチシールが円筒フランジ固定締め付け用ネジであることを特徴とする請
求項１又は２に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項６】
　前記メタルタッチシールが、フランジ端面シールと円筒フランジ固定締め付け用ネジを
併有することを特徴とする請求項１又は２に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項７】
　前記円筒フランジ固定締め付け用ネジが嫌気性ネジ封着剤で固定されていることを特徴
とする請求項５又は６に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項８】
　前記メタルタッチシールがメタルガスケットシールであることを特徴とする請求項１又
は２に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項９】
　前記メタルタッチシールが、メタルガスケットシールと、フランジ端面シール及び／又
は円筒フランジ固定締め付け用ネジとを併有することを特徴とする請求項１又は２に記載
の円筒固定フランジ構造。
【請求項１０】
　前記メタルタッチシールがメタルＣ字状シール又はメタルＯリングであることを特徴と
する請求項１又は２に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項１１】
　前記メタルタッチシールが、メタルＣ字状シール又はメタルＯリングと、メタルガスケ
ットシール及び／又はフランジ端面シール及び／又は円筒フランジ固定締め付け用ネジと
を併有することを特徴とする請求項１又は２に記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項１２】
　前記大気側２次シールゾーンが、エラストマシールとエラストマはみ出し防止リングを
併有することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の円筒固定フランジ構造。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の円筒固定フランジ構造を備えていることを特徴と
する高圧ガス容器。
【請求項１４】
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の円筒固定フランジ構造を備えた高圧水素ガス容器
を搭載した燃料電池車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池に水素を供給する車両用として好適な高圧水素ガス容器のシール構
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造に関する。特に、小さなスペースで高圧水素ガス等をシールする円筒固定フランジ構造
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車、住宅、輸送機械等において、発電のための燃料となる水素や天然ガスを
貯蔵するガス容器（ガスボンベ）が用いられている。
【０００３】
　例えば、自動車の動力源として、固体高分子型燃料電池が注目されている。この燃料電
池を用いて発電する場合には、各燃料電池セルの一方のガス拡散電極層にガス燃料（例え
ば、水素ガス）を、他方のガス拡散電極層に酸化剤ガス（例えば、酸素を含む空気）を供
給することで、電気化学反応を発生させる。この発電時に生成されるのは無害な水だけで
あるため、環境への影響や利用効率の観点から、前記燃料電池が注目されている。
【０００４】
　前記燃料電池を搭載した自動車に水素ガス等のガス燃料を継続的に供給するために、車
載のガス容器にガス燃料を貯蔵しておく。このように、燃料電池車両においては、燃料ガ
スとして水素含有ガス（純水素も含む）を貯蔵するガス容器を搭載する必要があり、水素
ガス容器と燃料電池との連結部には高度の気密性が要求される。
【０００５】
　ところで、燃料電池車（ＦＣＨＶ）用高圧水素ガス容器（圧縮水素ガスタンク：ＣＨＧ
タンク）システムにおいては、３５ＭＰａから７５ＭＰａ以上の高圧水素ガスが充填され
ていることから、金属材料を用いたシールやエラストマ材料を用いた各種シール構造が考
えられている。特に、高度の気密性とともに、高圧水素ガスの高頻度での充填と放出に耐
えられるシール材料とシール構造の開発が望まれる。高圧でエラストマ中に取り込まれた
水素ガスは減圧下ではエラストマ外へ拡散しようとするため、圧力変動環境に耐える必要
がある。同時に、－７０℃程度の低温から８０℃程度の高温までの温度変動環境に耐える
必要がある。
【０００６】
　しかしながら、シール部材の材質として弾性力のあるゴムや樹脂を用いると、耐水素透
過性の点で問題がある。また、耐水素透過性の点からはシール部材の材質としてメタルを
用いることが好ましいが、上述のように高い気密性が要求されるため締め付け力を大きく
せざるを得ない。一方、前記ガス容器の材質としては軽量化の観点からアルミ等の比較的
柔らかい材質のものが用いられる傾向にあり、上述のように締め付け力を大きくすると、
ガス容器の損傷を招き、寿命を低下させてしまうという問題がある。
【０００７】
　そこで、下記特許文献１には、水素含有ガスの圧力変動に関わらず、シール対象部材を
損傷から保護しつつ、シール機能を維持することができるガスシール構造を提供すること
を目的として、水素含有ガスを流通する部位の周囲に設けられる主シール部材と、該主シ
ール部材のさらに外周側に配設される補助シール部材とを備え、前記主シール部材は、前
記ガスの流通側に対して開口するようなメタル製のＣ字状部を有し、前記Ｃ字状部は弾性
力を有し、少なくとも互いに対向する２点でシール対象部材に接触して、該シール対象部
材に対して付勢することが開示されている。
【０００８】
　特許文献１に開示された発明によれば、前記主シール部材のＣ字状部はメタル製である
ので、高い耐水素透過性を有している。そして、前記Ｃ字状部が少なくとも互いに対向す
る２点でシール対象部材に接触しているので、前記水素含有ガスの外部への流通が遮断さ
れる。さらに、前記流通するガスの圧力が上昇したときには、前記Ｃ字状部の開口位置か
ら前記ガスが流入して、前記Ｃ字状部を前記シール対象部材に接触させるように変形させ
る。これにより、前記ガスの圧力が上昇しても、前記主シール部材のシール機能を維持す
ることができる。また、上述のように前記ガスの圧力が上昇した場合には、前記Ｃ字状部
の変形によりシール機能を維持させるため、前記主シール部材の装着時における締め付け
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力を低減することができる。そして、前記シール対象部材に損傷を与えることを防止する
ことができ、前記シール対象部材の寿命低下を防ぐことができる。加えて、前記２点でシ
ール対象部材に接触することにより、これらの接触点を基点にして前記Ｃ字状部を膨張ま
たは収縮することができるため、前記流通する水素含有ガスの圧力変動に対して付勢力の
作用する方向が変動せず、主シール部材の位置ずれを防止することができる。さらに、補
助シール部材を設けたことにより、シール性能をさらに向上することができる。
【特許文献１】特開２００６－９９８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に開示されたシール構造は、平面固定のシール構造によって、１次側にメタ
ルシール、２次側にエラストマシールを組み合わせてエラストマシールの高圧ストレスに
対する耐久性を向上させるものである。平面固定フランジのシール構造は組付け性が良好
であるが、反面、シールを形成するためのフランジを設けることが必要となり、シール構
造としては大きな断面を縦と横に必要とする点で課題があった。このように、メタルシー
ルとエラストマシールの併用によるシール構造はシールフランジの断面積は必然的に大き
くなる。
【００１０】
　この点は、特に燃料電池車用のように限られたスペースに多数の円筒状の高圧水素ガス
容器を収載する際には、設計自由度の点からも重要な課題である。
【００１１】
　そこで、本発明は、エラストマシール単独シール構造の課題である加減圧ストレスに対
する耐久性と信頼性を確保し、気密性に優れるとともに、シール構造の容積、特に横幅を
抑制し、燃料電池用に好適な設計自由度の高いシール構造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】
【００１２】
　本発明者は、メタルタッチシールとエラストマシールの特定の配置構造によって上記課
題が解決されることを見出し、本発明に到達した。
【００１３】
　即ち、第１に、高圧ガスが充填される高圧ガス容器の円筒固定フランジ構造の発明であ
って、メタルタッチシールを備えた高圧側１次シールゾーンと、エラストマシールを備え
た大気側２次シールゾーンとを有し、該高圧側１次シールゾーンと該大気側２次シールゾ
ーンとが該高圧ガス容器の円筒方向の前後に配置された円筒固定フランジ構造である。
【００１４】
　本発明の、１次側にメタルタッチシール、２次側にエラストマシールを組み合わせた円
筒固定フランジ構造により、気密性とエラストマシールの高圧ストレスに対する耐久性を
向上させるとともに、シール構造を横にコンパクト化することが可能となった。
【００１５】
　本発明の円筒固定フランジ構造は、各種高圧ガス容器のシール構造として有効であるが
、特に上記の利点を生かして、燃料電池車用高圧水素ガス容器に好適である。
【００１６】
　高圧側１次シールゾーンのメタルタッチシールには下記（１）～（４）の構造から選択
される１種又は２種以上の組み合わせ構造が好ましく採用される。
（１）フランジ端面シール
（１’）テーパーフランジ端面シール
（２）円筒フランジ固定締め付け用ネジ
（２’）嫌気性ネジ封着剤で固定された円筒フランジ固定締め付け用ネジ（金属部ネジシ
ールに金属と反応性の高い嫌気性封着剤を塗布して組み合わせる）
（３）メタルガスケットシール
（４）メタルＣ字状シール又はメタルＯリング
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（５）セラミックガスケットシール
【００１７】
　大気側２次シールゾーンとしては、エラストマシールとエラストマはみ出し防止リング
を併有する構造が好ましく例示される。
【００１８】
　第２に、本発明は、上記の円筒固定フランジ構造を備えていることを特徴とする高圧ガ
ス容器、特に高圧水素ガス容器である。より具体的には、燃料電池車両の燃料電池に水素
を供給する車両用の高圧水素ガス容器である。
【００１９】
　第３に、本発明は、上記の円筒固定フランジ構造を備えた高圧水素ガス容器を搭載した
燃料電池車である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の高圧ガス（特に水素ガス）容器のシール部である円筒固定フランジ構造は、（
１）１次側にメタルタッチシール、２次側にエラストマシールを組み合わせた円筒固定フ
ランジ構造により、気密性とエラストマシールの高圧ストレスに対する耐久性を向上させ
るとともに、（２）平面固定フランジ構造に比べてシール構造を横にコンパクト化するこ
とが可能となる。このようなシール構造を備えた本発明の高圧ガス（特に水素ガス）容器
は耐久性に優れており、特に燃料電池車用の高圧水素ガス容器として最適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例及び比較例を図面を参照して説明する。
［実施例１］
　図１は、本発明の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１次側
シールゾーン１０に、テーパーフランジ端面シール１１、円筒フランジ固定締め付け用ネ
ジ１２を組み合わせ、更に円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２のネジ部には嫌気性ネジ
封着剤１３で固定を完全なものとしている。高圧１次側シールゾーン１０と円筒方向に前
後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾーン２０は
、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造となってい
る。
【００２２】
　高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配置されているエラス
トマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒固定フランジ構造は
、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００２３】
［実施例２］
　図２は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０に、テーパーフランジ端面シール１１、円筒フランジ固定締め付け
用ネジ１２を組み合わせており、特に円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２のネジ部がメ
タルタッチシール１４となっている。高圧１次側シールゾーン１０と円筒方向に前後して
、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾーン２０は、エラ
ストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造となっている。
【００２４】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００２５】
［実施例３］
　図３は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０に、メタルガスケットシール１５、円筒フランジ固定締め付け用ネ
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ジ１２を組み合わせ、更に円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２のネジ部には嫌気性ネジ
封着剤１３で固定を完全なものとしている。高圧１次側シールゾーン１０と円筒方向に前
後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾーン２０は
、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造となってい
る。
【００２６】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００２７】
［実施例４］
　図４は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０に、メタルガスケットシール１５、円筒フランジ固定締め付け用ネ
ジ１２を組み合わせており、特に円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２のネジ部がメタル
タッチシール１４となっている。高圧１次側シールゾーン１０と円筒方向に前後して、大
気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾーン２０は、エラスト
マシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造となっている。
【００２８】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００２９】
［実施例５］
　図５は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０は、円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２のネジ部には嫌気性ネジ
封着剤１３で固定を完全なものとしている。高圧１次側シールゾーン１０と円筒方向に前
後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾーン２０は
、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造となってい
る。
【００３０】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００３１】
［実施例６］
　図６は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０は、円筒フランジ固定締め付け用ネジ１２からなり、円筒フランジ
固定締め付け用ネジ１２のネジ部がメタルタッチシール１４となっている。高圧１次側シ
ールゾーン１０と円筒方向に前後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。
大気側２次シールゾーン２０は、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング
２２を併有する構造となっている。
【００３２】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００３３】
［実施例７］
　図７は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０は、テーパーフランジ端面シール１１からなっている。高圧１次側
シールゾーン１０と円筒方向に前後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている
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。大気側２次シールゾーン２０は、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リン
グ２２を併有する構造となっている。
【００３４】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００３５】
［実施例８］
　図８は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０は、メタルガスケットシール１５からなっている。高圧１次側シー
ルゾーン１０と円筒方向に前後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大
気側２次シールゾーン２０は、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２
２を併有する構造となっている。
【００３６】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００３７】
［実施例９］
　図９は、本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１
次側シールゾーン１０は、メタルＣ字状シール１６からなっている。図９では、メタルＣ
字状シール１６を用いたが、メタルＯリングでも良い。高圧１次側シールゾーン１０と円
筒方向に前後して、大気側２次シールゾーン２０が配置されている。大気側２次シールゾ
ーン２０は、エラストマシール２１とエラストマはみ出し防止リング２２を併有する構造
となっている。
【００３８】
　実施例１と同様に、高圧１次側シールゾーン１０は、大気側２次シールゾーン２０に配
置されているエラストマシール２１への加減圧ストレスを軽減している。このような円筒
固定フランジ構造は、シール構造の省スペース化に役立っている。
【００３９】
［比較例］
　図１０は、本発明の比較例となる平面固定フランジ構造を示す断面図である。高圧１次
側シールにメタルＣ字状シールを配置し、大気側２次シールにエラストマシールを配置し
ているが好ましい、高圧１次側シール及び大気側２次シールが平面上にある。図１０から
明らかなように、フランジ部分のスペースが大きく、燃料電池車のように限られたスペー
スに多数の円筒状の高圧水素ガス容器を搭載するには不適であることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明の円筒固定フランジ構造は、気密性と、エラストマシールの高圧ストレスに対す
る耐久性を向上させるとともに、シール構造を横にコンパクト化することが可能となる。
このようなシール構造を備えた本発明の高圧ガス（特に水素ガス）容器は耐久性に優れて
おり、特に燃料電池車用の高圧水素容器として最適である。コレにより、本発明の高圧水
素ガス容器は、燃料電池車の実用化と普及に貢献する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図２】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図３】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図４】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図５】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
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【図６】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図７】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図８】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図９】本発明の他の実施例となる円筒固定フランジ構造を示す断面図である。
【図１０】比較例となる平面固定フランジ構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１０：高圧１次側シールゾーン、１１：テーパーフランジ端面シール、１２：円筒フラン
ジ固定締め付け用ネジ、１３：嫌気性ネジ封着剤、１４：メタルタッチシール、１５：メ
タルガスケットシール、１６：メタルＣ字状シール、２０：大気側２次シールゾーン、２
１：エラストマシール、２２：エラストマはみ出し防止リング。

【図１】 【図２】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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