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【公表日】平成21年6月18日(2009.6.18)
【年通号数】公開・登録公報2009-024
【出願番号】特願2008-549651(P2008-549651)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   8/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/04     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   8/06    　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｍ   8/04    　　　Ｌ
   Ｃ０１Ｂ   3/06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月25日(2009.12.25)
【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】
　気体非透過性ハウジングと、
　少なくとも１つの気体透過性壁部を具備し、第１の燃料成分を含有する燃料コンテナで
あって、少なくとも一部が上記気体非透過性ハウジング内に位置するものと、
　液体燃料成分を含有する貯蔵部と、
　上記液体燃料成分を上記ハウジング内の上記第１の燃料成分へ案内してガスを生成させ
る流路とを有し、
　上記燃料コンテナは内側層および外側層の間に配された吸収層を有し、上記内側層およ
び上記外側層の少なくとも１つが少なくとの１つの開口を形成させた液体非透過性材料を
有するガス発生装置。
【請求項２】
　気体非透過性ハウジングと、
　少なくとも１つの気体透過性壁部を具備し、第１の燃料成分を含有する燃料コンテナで
あって、少なくとも一部が上記気体非透過性ハウジング内に位置するものと、
　液体燃料成分を含有する貯蔵部と、
　上記液体燃料成分を上記ハウジング内の上記第１の燃料成分の内側に案内してガスを生
成させる流路とを有し、
　上記燃料コンテナは少なくとも１つの流体分散チューブを有し、上記液体燃料成分が少
なくとも１つの離散的なポイントに案内されるガス発生装置。
【請求項３】
　上記流路は、上記反応室部の圧力および上記貯蔵部の圧力に対する開成および閉止を行
うバルブを有する請求項１または２記載のガス発生装置。
【請求項４】
　さらに圧力調整バルブを有する請求項１または２記載のガス発生装置。
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【請求項５】
　上記圧力調整バルブは圧力反応膜を有する請求項４記載のガス発生装置。
【請求項６】
　上記膜はエネルギ貯蔵要素によりバイアスされる請求項５記載のガス発生装置。
【請求項７】
　上記膜は上記反応室部と連絡している請求項５記載のガス発生装置。
【請求項８】
　燃料サプライを装置に結合するバルブであって、
　燃料サプライまたは燃料電池のいずれか一方に結合可能な第１のバルブ要素と、燃料サ
プライまたは燃料電池の他方に接続可能な第２のバルブ要素とを有し、
　上記バルブ要素の各々は、ハウジングと、バイアスされたスライド可能な内側体とを有
し、上記スライド可能な内側体がシール面に向けてバイアスされて各バルブ要素の内部に
おいて内部シールを形成し、連結時に、遅くとも、上記内部シールが開となって上記バル
ブを通じて流路が形成される前に、上記第１のバルブ要素および上記第２のバルブ要素が
要素間シールを形成し、かつ、
　少なくとも１つのバルブ要素が、上記ハウジングから出て伸び、他のバルブ要素に挿入
されるように構成されている拡張部材を有するバルブ。
【請求項９】
　上記拡張部材はロッドを有し上記流路は上記拡張部材および上記ロッドの間のスペース
を含む請求項８記載のバルブ。
【請求項１０】
　ハウジング部材内に配された移動可能な圧力応答部材を有する圧力調整バルブであって
、上記移動可能な圧力応答部材は入り口圧力および出口圧力に応答し、上記圧力調整バル
ブは、ガス発生装置に流体的に連結され、上記入り口圧力および出口圧力の少なくとも一
方が上記ガス発生装置の圧力である圧力調整バルブ。
【請求項１１】
　上記移動可能な圧力応答部材は基準圧力にも露呈される請求項１０記載の圧力調整バル
ブ。
【請求項１２】
　上記移動可能な圧力応答部材は膜を有し、この膜の外側端が上記ハウジングに固定され
ている請求項１０記載の圧力調整バルブ。
【請求項１３】
　上記移動可能な圧力応答部材はスライド可能なピストンである請求項１０記載の圧力調
整バルブ。
【請求項１４】
　上記移動可能な圧力応答部材は対抗してバイアスされた複数のピストンを有する請求項
１０記載の圧力調整バルブ。
【請求項１５】
　上記出口圧力は上記ガス発生装置の内部の反応室部の圧力である請求項１０記載の圧力
調整バルブ。
【請求項１６】
　上記入り口圧力は上記ガス発生装置の内部の貯蔵部の圧力である請求項１０記載の圧力
調整バルブ。
【請求項１７】
　上記出口圧力は燃料電池の内部の圧力である請求項１０記載の圧力調整バルブ。
【請求項１８】
　上記入り口圧力は上記ガス発生装置の内部の反応室部の圧力である請求項１０記載の圧
力調整バルブ。
【請求項１９】
　上記移動可能な圧力応答部材はシール部材に結合される請求項１０記載の圧力調整バル
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ブ。
【請求項２０】
　連結バルブが上記圧力調整バルブ本体を上記ガス発生装置に結合する請求項１０記載の
圧力調整バルブ。
【請求項２１】
　少なくとも２つのバネが対抗する方向に上記移動可能な圧力応答部材に対して力を加え
る請求項１０記載の圧力調整バルブ。
【請求項２２】
　上記圧力調整バルブ本体の出口に流体的に連通される流れ制約器をさらに有する請求項
１０記載の圧力調整バルブ。
【請求項２３】
　上記流れ制約器はオリフィスを有する請求項２２記載の圧力調整バルブ。
【請求項２４】
　上記オリフィスの実効直径が可変できる請求項２３記載の圧力調整バルブ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　本明細書を考慮し、またここに開示された本発明の実施を通じて当業者にはこの発明の
他の実施例が明らかであろう。たとえば、ここに開示されたいずれのバルブも電子コント
ローラ、たとえばマイクロプロセッサによりトリガーされてよい。１のバルブの要素を他
のバルブに採用してよい。また、ポンプを含んで流体燃料成分を反応室部にポンピングし
てよい。本実施例および実例は事例として理解されることを意図されており、この発明の
本来の範囲および趣旨は添付の特許請求の範囲およびその均等物である。
　なお、以下に、上述実施例の技術的な特徴を列挙する。
［技術的特徴１］
　固体燃料成分を含有する反応室部と、
　液体燃料成分を含有する貯蔵部と、
　上記液体燃料成分を上記反応室部へ案内してガスを生成させる流路と、
　上記液体燃料成分の上記反応室部への流れを制御する手段と、
　上記反応室部からのガスの流れを制御する手段とを有するガス発生装置。
［技術的特徴２］
　固体燃料成分を含有する気体透過性コンテナと、
　液体燃料成分を含有する貯蔵部と、
　上記液体燃料成分を上記気体透過性コンテナへ案内してガスを生成させる流路とを有す
るガス発生装置。
［技術的特徴３］
　上記気体透過性コンテナは反応室部内に配される技術的特徴２記載のガス発生装置。
［技術的特徴４］
　上記気体透過性コンテナは液体非透過性である技術的特徴３記載のガス発生装置。
［技術的特徴５］
　上記気体透過性コンテナは内側層および外側層の間に配された吸収層を有し、上記内側
層および上記外側層の少なくとも１つが少なくとの１つの開口を形成させた液体非透過性
材料を有する技術的特徴４記載のガス発生装置。
［技術的特徴６］
　上記固体燃料成分は親水性材料を有する技術的特徴５記載のガス発生装置。
［技術的特徴７］
　上記気体透過性コンテナは少なくとも１つの流体分散チューブを有する技術的特徴４記



(4) JP 2009-523299 A5 2010.2.18

載のガス発生装置。
［技術的特徴８］
　上記流体分散チューブは少なくとも１つの毛細管現象拡張部またはウィッキング拡張部
を有する技術的特徴７記載のガス発生装置。
［技術的特徴９］
上記貯蔵部は加圧されている技術的特徴３記載のガス発生装置。
［技術的特徴１０］
　上記流路は、上記反応室部の圧力および上記貯蔵部の圧力に対する開成および閉止を行
うバルブを有する技術的特徴９記載のガス発生装置。
［技術的特徴１１］
　さらに圧力調整バルブを有する技術的特徴２記載のガス発生装置。
［技術的特徴１２］
　上記圧力調整バルブは圧力反応膜を有する技術的特徴１１記載のガス発生装置。
［技術的特徴１３］
　上記膜はエネルギ貯蔵要素によりバイアスされる技術的特徴１２記載のガス発生装置。
［技術的特徴１４］
　上記エネルギ貯蔵要素はバネを有する技術的特徴１３記載のガス発生装置。
［技術的特徴１５］
　上記エネルギ貯蔵要素は基準圧力を有する技術的特徴１３記載のガス発生装置。
［技術的特徴１６］
　上記膜は上記反応室部と連絡している技術的特徴１２記載のガス発生装置。
［技術的特徴１７］
　上記膜はシール部材に結合されている技術的特徴１２記載のガス発生装置。
［技術的特徴１８］
　上記シール部材は、上記圧力調整バルブがシールする圧力を可変するように調整可能で
ある技術的特徴１７記載のガス発生装置。
［技術的特徴１９］
　燃料サプライを装置に結合するバルブであって、
　燃料サプライまたは燃料電池のいずれか一方に結合可能な第１のバルブ要素と、燃料サ
プライまたは燃料電池の他方に接続可能な第２のバルブ要素とを有し、
　上記バルブ要素の各々は、ハウジングと、バイアスされたスライド可能な内側体とを有
し、上記スライド可能な内側体がシール面に向けてバイアスされて各バルブ要素の内部に
おいて内部シールを形成し、連結時に、遅くとも、上記内部シールが開となって上記バル
ブを通じて流路が形成される前に、上記第１のバルブ要素および上記第２のバルブ要素が
要素間シールを形成し、かつ、
　少なくとも１つのバルブ要素が、上記ハウジングから出て伸び、他のバルブ要素に挿入
されるように構成されている拡張部材を有するバルブ。
［技術的特徴２０］
　上記拡張部材はロッドを有し上記流路は上記拡張部材および上記ロッドの間のスペース
を含む技術的特徴１９記載のバルブ。
［技術的特徴２１］
　ハウジング部材内に配された移動可能な圧力応答部材を有する圧力調整バルブであって
、上記移動可能な圧力応答部材は入り口圧力および出口圧力に応答し、上記圧力調整バル
ブは、ガス発生装置に流体的に連結され、上記入り口圧力および出口圧力の少なくとも一
方が上記ガス発生装置の圧力である圧力調整バルブ。
［技術的特徴２２］
　上記移動可能な圧力応答部材は基準圧力にも露呈される技術的特徴２１記載の圧力調整
バルブ。
［技術的特徴２３］
　上記移動可能な圧力応答部材は膜を有し、この膜の外側端が上記ハウジングに固定され
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ている技術的特徴２１記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴２４］
　上記移動可能な圧力応答部材はスライド可能なピストンである技術的特徴２１記載の圧
力調整バルブ。
［技術的特徴２５］
　上記移動可能な圧力応答部材は対抗してバイアスされた複数のピストンを有する技術的
特徴２１記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴２６］
　上記移動可能な圧力応答部材はさらに膜を有し、上記膜の外側端が上記ハウジングに固
着される技術的特徴２４記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴２７］
　上記膜はエネルギ貯蔵装置によりバイアスされる技術的特徴２３記載の圧力調整バルブ
。
［技術的特徴２８］
　上記出口圧力は上記ガス発生装置の内部の反応室部の圧力である技術的特徴２１記載の
圧力調整バルブ。
［技術的特徴２９］
　上記入り口圧力は上記ガス発生装置の内部の貯蔵部の圧力である技術的特徴２１記載の
圧力調整バルブ。
［技術的特徴３０］
　上記出口圧力は燃料電池の内部の圧力である技術的特徴２１記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３１］
　上記入り口圧力は上記ガス発生装置の内部の反応室部の圧力である技術的特徴２１記載
の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３２］
　上記移動可能な圧力応答部材はシール部材に結合される技術的特徴２１記載の圧力調整
バルブ。
［技術的特徴３３］
　上記シール部材は上記圧力調整バルブ本体がシールする圧力を可変するために調整可能
である技術的特徴３２記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３４］
　連結バルブが上記圧力調整バルブ本体を上記ガス発生装置に結合する技術的特徴２１記
載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３５］
　上記連結バルブは２つのバルブ要素を有し、上記バルブ要素の各々は内部シールを具備
する技術的特徴３４記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３６］
　上記２つのバルブ要素が遅くとも上記内部シールが開となるのに先立って要素間シール
を形成する技術的特徴３５記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３７］
　上記要素間シールは上記バルブ要素の一方から伸びるロッドと他の上記バルブ要素から
のシール部材との間に形成される技術的特徴３６記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３８］
　上記シール部材はＯ－リングを有する技術的特徴３７記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴３９］
　上記ガス発生装置からのガスは上記ロッドの内部を搬送される技術的特徴３７記載の圧
力調整バルブ。
［技術的特徴４０］
　上記ガスは上記ロッドの内部の環状のスペースを通って搬送される技術的特徴３９記載
の圧力調整バルブ。
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［技術的特徴４１］
　少なくとも２つのバネが対抗する方向に上記移動可能な圧力応答部材に対して力を加え
る技術的特徴２１記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴４２］
　上記圧力調整バルブ本体の出口に流体的に連通される流れ制約器をさらに有する技術的
特徴２１記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴４３］
　上記流れ制約器はオリフィスを有する技術的特徴４２記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴４４］
　上記オリフィスの実効直径が可変できる技術的特徴４３記載の圧力調整バルブ。
［技術的特徴４５］
　上記オリフィスはカモノハシバルブを有する技術的特徴４４記載の圧力調整バルブ。
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