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(57)【要約】
【課題】冷却水流路を絶縁すると共に、複雑なレイアウ
トを有する反応気体流路を容易に形成でき、スタックモ
ジュールを支持するための剛性を確保し、また製造が容
易なマニホールドブロックを提供する。
【解決手段】本発明による燃料電池スタック用マニホー
ルドブロックは、絶縁性能に優れた高分子絶縁素材を用
いて成形され、冷却水流路を有する冷却水インターフェ
ース（１１０）と、成形性に優れた金属素材を用いて成
形され、反応気体流路を有する反応気体インターフェー
ス（１３０）とで構成され、冷却水インターフェース（
１１０）と、反応気体インターフェース（１３０）と、
がスタックモジュールに装着されると共に相互接合され
て一体化されることを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性能に優れた高分子絶縁素材を用いて成形され、冷却水流路（１２２、１２３）を
有する冷却水インターフェース（１１０）と、成形性に優れた金属素材を用いて成形され
、反応気体流路（１３７、１３８）を有する反応気体インターフェース（１３０）とを含
んで構成され、
　前記冷却水インターフェース（１１０）と、前記反応気体インターフェース（１３０）
と、がスタックモジュールに装着されると共に相互に接合されて一体化されたことを特徴
とする燃料電池スタック用マニホールドブロック。
【請求項２】
　前記冷却水インターフェース（１１０）は、前記スタックモジュールに冷却水を供給す
る冷却水流入部（１１１）と、前記スタックモジュールから冷却水を排出する冷却水排出
部（１１２）と、を含んで構成され、前記冷却水流入部（１１１）及び前記冷却水排出部
（１１２）は、各流路の末端に前記スタックモジュールの相対面に接合される板状のフラ
ンジ（１１３、１１４）を有することを特徴とする請求項１に記載の燃料電池スタック用
マニホールドブロック。
【請求項３】
　前記冷却水インターフェース（１１０）の前記フランジ（１１３、１１４）には、前記
スタックモジュールとの間にモジュールガスケット（１１９）を装着するためのガスケッ
ト装着溝（１１５、１１６）が形成されたことを特徴とする請求項２に記載の燃料電池ス
タック用マニホールドブロック。
【請求項４】
　前記冷却水インターフェースのフランジ（１１３、１１４）には、前記反応気体インタ
ーフェース（１３０）の前記反応気体流路（１３７、１３８）に連結されて流路の役割を
する流路孔（１１７、１１８）が形成されたことを特徴とする請求項２に記載の燃料電池
スタック用マニホールドブロック。
【請求項５】
　前記反応気体インターフェース（１３０）は、前記反応気体流路（１３７、１３８）の
末端に前記冷却水インターフェースのフランジ（１１３、１１４）に接合する板状のフラ
ンジ（１３１、１３２）を有することを特徴とする請求項２に記載の燃料電池スタック用
マニホールドブロック。
【請求項６】
　前記反応気体インターフェース（１３０）の前記フランジ（１３１、１３２）には、前
記冷却水インターフェースのフランジ（１１３、１１４）との間にインターフェースガス
ケット（１３９）を装着するためのガスケット装着溝（１３３、１３４）が形成されたこ
とを特徴とする請求項５に記載の燃料電池スタック用マニホールドブロック。
【請求項７】
　前記反応気体インターフェースのフランジ（１３１、１３２）には、前記冷却水インタ
ーフェース（１１０）の流路形状部（１２０、１２１）を挿入可能な開口部（１３５、１
３６）が形成されることを特徴とする請求項５に記載の燃料電池スタック用マニホールド
ブロック。
【請求項８】
　前記冷却水インターフェースのフランジ（１１３、１１４）及び前記反応気体インター
フェースのフランジ（１３１、１３２）は、相互に接合した状態で前記スタックモジュー
ルに装着されるための複数のボルト孔（１２４、１４０）を有することを特徴とする請求
項６又は７に記載の燃料電池スタック用マニホールドブロック。
【請求項９】
　前記冷却水インターフェース（１１０）は、予め成形された前記反応気体インターフェ
ース（１３０）をインサートとして用いたインサート射出成形により、前記反応気体イン
ターフェース（１３０）と一体に形成されることを特徴とする請求項１に記載の燃料電池
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スタック用マニホールドブロック。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池スタック用マニホールドブロックに係り、より詳しくは、一体に形
成され、内部の冷却水流路において優れた電気絶縁性を有する燃料電池スタック用マニホ
ールドブロックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、燃料が持っている化学エネルギーを、燃焼により熱エネルギーに変換させ
るのではなく、スタック内における電気化学的な反応により電気エネルギーに変換させる
発電装置である。
　車両を駆動させる電力供給源となる燃料電池として、高電力密度を有する高分子電解質
膜燃料電池（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｆｕｅｌ　
Ｃｅｌｌ、ＰＥＭＦＣ）に対する研究が最も盛んである。
【０００３】
　高分子電解質膜燃料電池は、水素イオンが移動する固体高分子電解質膜を中心に、膜の
両側に電気化学反応が起こる触媒電極層が設けられた膜電極接合体と、反応気体を均一に
分布させ、発生した電気エネルギーを伝達する気体拡散層と、反応気体及び冷却水を反応
流路に沿って移動させる分離板と、反応気体と冷却水との気密性及び適正な締結圧を維持
するためのガスケットと、それらを結合する締結機構と、を含んで構成される。
【０００４】
　また、燃料電池スタックには、反応前後の気体と冷却水とを燃料電池に流出及び流入さ
せる一種の流路部材として、スタックの入口端の流路と出口端の流路とを形成するマニホ
ールドブロックが組み立てられる。
【０００５】
　マニホールドブロックは、気体と冷却水を通過させる長い複雑な内部流路を有する。
　燃料電池車両に複数のスタックモジュールが搭載される場合、スタックモジュールの外
側に設けられたマニホールドブロックは、各スタックモジュールに対して反応気体（空気
及び水素）と冷却水とを供給する役割をする。
　このようなマニホールドブロックを製造する従来の方法として、アルミニウム鋳造工法
によりブロックを成形した後、冷却水流路に絶縁コーティングして製造する方法がある。
【０００６】
　図１は、従来のマニホールドブロックがスタックモジュールに結合した状態を示す図で
あって、冷却水流路に沿って切断した断面図である。
　図１に示すように、スタックモジュール３０の最外郭にエンドプレート３１が組み立て
られ、エンドプレート３１の外側にはガスケット３２を介在した状態のマニホールドブロ
ック１０が設けられる。
【０００７】
　マニホールドブロック１０の一側には冷却水が流入されるインターフェース部１４が結
合され、インターフェース部１４を介して流入された冷却水がマニホールドブロック内の
冷却水流路１１を通過した後、スタックモジュール３０に供給され、スタックモジュール
３０から出た冷却水がインターフェース部を介して外部に排出される。
　このようなインターフェース部１４は、絶縁材質のプラスチックを素材として製作され
てもよい。
【０００８】
　図１では、スタックモジュール３０から出た冷却水を外部に排出するための冷却水流路
及びこれに対応する冷却水排出用インターフェース部は省略した。
　図１に示すマニホールドブロック１０で、冷却水流路１１は所定角度で折曲した直線状
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であり、その内部には常に冷却水が満たされている。
【０００９】
　このようにマニホールドブロック１０の冷却水流路１１に冷却水が満たされた状態では
、スタックモジュール３０で発生した高電圧電気が冷却水を経てアルミニウム材質のマニ
ホールドブロックを介して外部（例えば、車両のサッシ）に漏電されることがあり、この
時、漏電される電気は、使用者や作業者に電気的なショックを与える。
【００１０】
　したがって、漏洩電流を防ぐために、マニホールドブロック１０の冷却水流路１１全体
に、例えば、セラミックコーティング、エポキシコーティング、テフロン（登録商標）コ
ーティングなどの絶縁コーティングを施す。
【００１１】
　図１に示したマニホールドブロック１０は、構成が簡単で、十分な大きさの冷却水流路
の確保が可能であり、差圧を低減できるという特徴があるが、絶縁コーティングをする時
、工程の作業環境に応じてコーティングの品質にばらつきが生じ、コーティング材の固ま
りによって表面の平滑度が悪くなることがあるという問題点を有する。
　また、製造初期には絶縁性が維持されるが、時間が経つにつれてコーティングが劣化し
て絶縁性が徐々に低下し、絶縁コーティングが破壊された後には電気的な腐食が発生する
という問題点がある。
【００１２】
　図２は、図１のマニホールドブロックを改良した従来技術のマニホールドブロックがス
タックモジュールに結合した状態を示す図であって、冷却水流路に沿って切断した断面図
である。
　図２に示すように、このような問題点を改善するための、冷却水流路に別途の絶縁部材
を装着したマニホールドブロック１０が開示されている。
　図２に示した従来のマニホールドブロック１０は、絶縁シーリングのために冷却水流路
１１に流路形状と同じ形態の絶縁部材２１を組み入れ、絶縁部材２１を固定、保護するた
めの２分割されているプラスチック絶縁カバー２３を流路の両側に挿入して冷却水流路の
絶縁することによって、既存のマニホールドブロックに実施してきた絶縁コーティング工
程を省略した（例えば特許文献１を参照）。
【００１３】
　しかし、図２に示す従来のマニホールドブロック１０は、絶縁部材２１及び絶縁カバー
２３などの付加的な部品が増加して開発費及び材料費が上昇し、更に流路内側の絶縁カバ
ーが破損された場合、冷却水流路が閉塞される可能性があり、また、２分割されている絶
縁カバーの継ぎ手部分が冷却水の流動に悪影響を及ぼすという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００６－１２６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであって、冷却水流路を
絶縁すると共に、複雑なレイアウトを有する反応気体流路を容易に形成でき、スタックモ
ジュールを支持するための剛性を確保し、また構造が簡単でかつコンパクトに構成され、
製造が容易なマニホールドブロック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】
【００１６】
　前記目的を達成するために本発明の燃料電池スタック用マニホールドブロックは、絶縁
性能に優れた高分子絶縁素材を用いて成形され、冷却水流路を有する冷却水インターフェ
ースと、成形性に優れた金属素材を用いて成形され、反応気体流路を有する反応気体イン
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ターフェースとを含んで構成され、冷却水インターフェースと、反応気体インターフェー
スと、がスタックモジュールに装着されると共に相互に接合されて一体化されたことを特
徴とする。
【００１７】
　前記冷却水インターフェースは、スタックモジュールに冷却水を供給する冷却水流入部
と、スタックモジュールから冷却水を排出する冷却水排出部と、を含んで構成され、冷却
水流入部及び冷却水排出部は、各流路の末端にスタックモジュールの相対面に接合される
板状のフランジを有することを特徴とする。
【００１８】
　前記冷却水インターフェースのフランジには、スタックモジュールとの間にモジュール
ガスケットを装着するためのガスケット装着溝が形成されたことを特徴とする。
　前記冷却水インターフェースのフランジには、反応気体インターフェースの反応気体流
路に連結されて流路の役割をする流路孔が形成されたことを特徴とする。
【００１９】
　前記反応気体インターフェースは、反応気体流路の末端に冷却水インターフェースのフ
ランジに接合する板状のフランジを有することを特徴とする。
　前記反応気体インターフェースのフランジには、冷却水インターフェースのフランジと
の間にインターフェースガスケットを装着するためのガスケット装着溝が形成されたこと
を特徴とする。
　前記反応気体インターフェースのフランジには、冷却水インターフェース１１０の流路
形状部を挿入可能な開口部が形成されることを特徴とする。
【００２０】
　前記冷却水インターフェースのフランジ及び反応気体インターフェースのフランジは、
相互いに接合した状態でスタックモジュールに装着されるための複数のボルト孔を有する
ことを特徴とする。
　前記冷却水インターフェースは、予め成形された反応気体インターフェースをインサー
トとして用いたインサート射出成形により、反応気体インターフェースと一体に形成され
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のマニホールドブロックは、冷却水流路の絶縁性を満足し、維持すると共にスタ
ックモジュールを支持するための剛性を確保し、また、複雑なレイアウトを有する反応気
体流路を容易に形成できるため、流路内の差圧の低減を実現して燃料電池スタックの性能
を向上させることができる。
【００２２】
　また、本発明によるマニホールドブロックは、従来技術の冷却水流路に別途の絶縁部材
を構成する方法に比べて、冷却水流路の絶縁を確保するための構造を簡単に、かつコンパ
クトに構成できるため、燃料電池スタックの出力密度を上昇させることができる。
　更に、冷却水インターフェースと反応気体インターフェースとはインサート射出工法を
適用することにより、スタックモジュール２００に装着される前に、一体型に構成するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来のマニホールドブロックがスタックモジュールに結合した状態を示す図であ
って、冷却水流路に沿って切断した断面図である。
【図２】図１のマニホールドブロックを改良した従来技術のマニホールドブロックがスタ
ックモジュールに結合した状態を示す図であって、冷却水流路に沿って切断した断面図で
ある。
【図３】本発明の実施例によるマニホールドブロックを示す分解斜視図である。
【図４】本発明の実施例によるマニホールドブロックの冷却水インターフェースを示す図
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面である。
【図５】本発明の実施例によるマニホールドブロックの反応気体インターフェースを示す
図面である。
【図６】本発明の実施例によるマニホールドブロックを示す結合斜視図である。
【図７】本発明の実施例によるマニホールドブロックがスタックモジュールに結合された
状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明のマニホールドブロックは、燃料電池スタックの外側に設けられ、反応気体であ
る空気及び水素と、冷却水と、を燃料電池スタックに供給及び排出する部材であって、内
部に冷却水流路及び反応気体流路を備え、流入された冷却水と反応気体とを各流路を介し
てスタックモジュールに供給し、外部に排出する。
【００２５】
　このようなマニホールドブロックにおいては、冷却水流路を形成する部分の素材が例え
ばアルミニウムのような金属であり、冷却水流路が絶縁されていない場合には、スタック
モジュールで生成された高電圧電気が冷却水を通して外部に漏電し、これによって運転者
や作業者に感電被害を与える危険がある。従って、マニホールドブロックの冷却水流路は
電気的な絶縁が必要である。
　本発明では絶縁素材を用いて冷却水流路を形成する。
【００２６】
　一方、マニホールドブロックの反応気体流路は、流路内の差圧を低減して反応気体をそ
れぞれのスタックモジュールに均等に供給する部材であり、非常に複雑に構成されている
ため、全マニホールドブロックを単一構造物として射出成型することが不可能である。
【００２７】
　従って本発明では、冷却水流路の絶縁を確保するために射出工法を用いて高分子絶縁材
質の冷却水インターフェースを製作し、複雑な構造を有する反応気体流路の成形性を確保
して容易に製作するために鋳造工法を用いて金属材質の反応気体インターフェースを製作
した後、冷却水インターフェースと反応気体インターフェースとを接合し一体に構成して
マニホールドブロックを形成する方法を開示する。
【００２８】
　上述したように、本発明によりそれぞれ異なる成形工法で製作された冷却水インターフ
ェース及び反応気体インターフェースは、スタックモジュールに装着されると共に互いに
接合されて一体化されるが、このように各インターフェースをスタックモジュールに一体
型に装着することにより、各インターフェースが占める空間を最小化して燃料電池スタッ
クをコンパクトに製作することができる。
【００２９】
　このような本発明のマニホールドブロックは、従来技術の冷却水流路を絶縁コーティン
グする方法や冷却水流路に別途の絶縁部材を使用する方法と同様に、スタックモジュール
を支持する剛性を確保し、複雑な反応気体流路を形成することができると同時に、従来技
術に比べてより簡単な方法で冷却水流路の絶縁性能を満足、維持することができる。
【００３０】
　冷却水流路インターフェースと反応気体流路インターフェースとを別途に構成する場合
は、スタックモジュールへの装着は可能であるが、それぞれのインターフェースを装着す
るために大きな空間が必要になって燃料電池スタックの大きさが増加して車両への搭載が
難しくなる。
【００３１】
　以下に、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
　図３は本発明の実施例によるマニホールドブロックを示す分解斜視図である。
　図３に示すように、本発明の燃料電池スタック用マニホールドブロック１００は、絶縁
性能に優れた高分子絶縁素材を用いて冷却水流路１２２、１２３を有するように射出成形
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された冷却水インターフェース１１０と、成形性に優れた金属素材を用いて反応気体流路
１３７、１３８を有するように鋳造成形された反応気体インターフェース１３０と、を含
んで構成され、冷却水インターフェース１１０と反応気体インターフェース１３０とがス
タックモジュール２００（図示しない）に装着されると共に、相互に接合された形態に固
定されて一体化される。
【００３２】
　図４は、本発明の実施例によるマニホールドブロックの冷却水インターフェースを示す
図面である。
　図３及び図４に示すように、冷却水インターフェース１１０は、スタックモジュール２
００に冷却水を供給するための冷却水流入部１１１と、スタックモジュール２００をから
冷却水を排出するための冷却水排出部１１２と、を含んで構成される。
　冷却水流入部１１１及び冷却水排出部１１２は、スタックモジュール２００との装着及
び反応気体インターフェース１３０との接合のために、各冷却水流路１２２、１２３の末
端にスタックモジュール２００の相対面と対応するフランジ１１３、１１４を有する。
【００３３】
　フランジ１１３、１１４は、冷却水流入部１１１及び冷却水排出部１１２の一端から、
冷却水流路の外側方向に延伸されて板状に形成され、冷却水インターフェース１１０がス
タックモジュール２００に装着される時、スタックモジュール２００の相対面に接合され
ると共に反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２に接合されてマニホ
ールドブロック１００と一体に構成される。
【００３４】
　そして、フランジ１１３、１１４には、冷却水インターフェース１１０をスタックモジ
ュール２００に装着する時、スタックモジュール２００との間にモジュールガスケット１
１９（図７を参照）を装着するためのガスケット装着溝１１５、１１６が形成される。
【００３５】
　冷却水インターフェース１１０をスタックモジュール２００に装着する時、ガスケット
装着溝１１５、１１６を利用して、冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１
１４とスタックモジュール２００の相対面との間にシーリングのためのモジュールガスケ
ット１１９を挿着して気密を維持する。
【００３６】
　また、フランジ１１３、１１４には、反応気体インターフェース１３０のフランジ１３
１、１３２と接合された時に、冷却水流路１２２、１２３の両側に反応気体流路１３７、
１３８に連通される流路孔１１７、１１８が形成される。
【００３７】
　流路孔１１７、１１８は反応気体流路１３７、１３８（図６を参照）に連通され、スタ
ックモジュール２００に供給される反応気体またはスタックモジュールから排出される反
応気体の流路の役割をする。
　また、冷却水流入部１１１と排出部１１２とは、それぞれ冷却水流路１２２、１２３を
形成するための流路形状部１２０、１２１を有する。
【００３８】
　図４に示すように、流路形状部１２０、１２１は、フランジ１１３、１１４の中央部に
一体に形成され、流路形状部１２０、１２１それぞれの両側に流路孔１１７、１１８が配
置される。冷却水流入部１１１の流路形状部１２０は、フランジ１１３と直角をなす『ｌ
』字状のパイプタイプに形成され、冷却水排出部１１２の流路形状部１２１は、略『Ｌ』
字状に折曲され一端部がフランジ１１４と直角をなすパイプタイプに形成される。
【００３９】
　即ち、冷却水インターフェース１１０を構成する冷却水流入部１１１と冷却水排出部１
１２とは、冷却水流路１２２、１２３を形成するパイプタイプの流路形状部１２０、１２
１と、この流路形状部１２０、１２１の一端から冷却水流路１２２、１２３の外側方向に
延伸されて板状に形成されたフランジ１１３、１１４と、からなる。
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【００４０】
　図５は、本発明の実施例によるマニホールドブロックの反応気体インターフェースを示
す図面である。
　図５に示すように、反応気体インターフェース１３０は、複雑に形成された反応気体流
路１３７、１３８を有し、反応気体流路１３７、１３８の末端に冷却水インターフェース
１１０のフランジ１１３、１１４に対応するフランジ１３１、１３２を有する。フランジ
１３１、１３２は、反応気体流路１３７、１３８の一端から外側方向に延伸されて板状に
形成される。
【００４１】
　図６は、本発明の実施例によるマニホールドブロックを示す結合斜視図である。
　図６に示すように、反応気体インターフェース１３０がスタックモジュール２００に装
着される時、反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２は、スタックモ
ジュール２００との間に介在する冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１１
４に接合されてマニホールドブロック１００と一体型に構成される。
【００４２】
　図７は、本発明の実施例によるマニホールドブロックがスタックモジュールに結合され
た状態を示す断面図である。
　図７に示すように、反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２には、
冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１１４との間に、インターフェースガ
スケット１３９を装着するためのガスケット装着溝１３３、１３４が形成される。
【００４３】
　反応気体インターフェース１３０をスタックモジュール２００に装着する時、冷却水イ
ンターフェース１１０のフランジ１１３、１１４との間に、シーリングのためのインター
フェースガスケット１３９を挿入して気密を維持する。
　また、反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２には、冷却水インタ
ーフェース１１０の流路形状部１２０、１２１が貫通可能な開口部１３５、１３６が形成
される。
【００４４】
　開口部１３５、１３６は、反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２
の両側に離隔されて設けられている反応気体流路１３７、１３８の間に形成され、フラン
ジ１３１、１３２と、冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１１４と、が接
合される時、フランジ１３１、１３２と流路形状部１２０、１２１との干渉を除去する。
【００４５】
　冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１１４及び反応気体インターフェー
ス１３０のフランジ１３１、１３２には、互いに接合された状態でスタックモジュール２
００に装着されるためのボルト孔１２４、１４０が設けられる。
　具体的には、冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３、１１４及び反応気体イ
ンターフェース１３０のフランジ１３１、１３２には、スタックモジュール２００と結合
するための複数のボルト孔１２４、１４０が形成され、冷却水インターフェース１１０及
び反応気体インターフェース１３０は、スタックモジュール２００に結合される時、ボル
ト孔１２４、１４０を貫通してスタックモジュール２００に螺止される締結ボルトにより
スタックモジュール２００の相対面に固定される。
【００４６】
　この時、締結ボルトの締結力により、冷却水インターフェース１１０のフランジ１１３
、１１４はスタックモジュール２００の相対面に接合され、反応気体インターフェース１
３０のフランジ１３１、１３２は冷却水インターフェースのフランジ１１３、１１４に接
合される。更に、スタックモジュール２００と冷却水インターフェース１１０のフランジ
１１３、１１４との間のモジュールガスケット１１９と、冷却水インターフェース１１０
のフランジ１１３、１１４と反応気体インターフェース１３０のフランジ１３１、１３２
との間のインターフェースガスケット１３９と、が押圧されることにより気密が維持され
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【００４７】
　即ち、冷却水インターフェース１１０及び反応気体インターフェース１３０は、別途の
締結工程を行わず、スタックモジュール２００に装着される時に一体に接合され、これに
よって、マニホールドブロック１００が一体化される。
【００４８】
　一方、冷却水インターフェース１１０と反応気体インターフェース１３０とはインサー
ト射出工法を適用することにより、スタックモジュール２００に装着される前に、一体型
に構成することができる。
【００４９】
　即ち、先ず、反応気体インターフェース１３０を金属材料（例えば、アルミニウム）を
用いて鋳造工法により製作する。次いで、冷却水インターフェース１１０を、予め製作さ
れている反応気体インターフェース１３０をインサート金型にインサートして用いたイン
サート射出成形により反応気体インターフェース１３０と一体に形成される。
【００５０】
　以上、本発明に関する好ましい実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れず、本発明の属する技術範囲を逸脱しない範囲での全ての変更が含まれる。
【符号の説明】
【００５１】
　　１００　　　マニホールドブロック
　　１１０　　　冷却水インターフェース
　　１１１　　　冷却水流入部
　　１１２　　　冷却水排出部
　　１１３、１１４　　　フランジ
　　１１５、１１６　　　ガスケット装着溝
　　１１７、１１８　　　流路孔
　　１１９　　　モジュールガスケット
　　１２０、１２１　　　流路形状部
　　１２２、１２３　　　冷却水流路
　　１２４　　　ボルト孔
　　１３０　　　反応気体インターフェース
　　１３１、１３２　　　フランジ
　　１３３、１３４　　　ガスケット装着溝
　　１３５、１３６　　　開口部
　　１３７、１３８　　　反応気体流路
　　１３９　　　インターフェースガスケット
　　１４０　　　ボルト孔
　　２００　　　スタックモジュール
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