
JP 4626126 B2 2011.2.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池と、
　発電に用いられるガスを前記燃料電池に給排するガス給排手段と、
　前記ガス給排手段に設けられ負荷の大きさに応じて前記燃料電池に給排されるガスの圧
力を調整する調圧弁と、
　前記調圧弁が凍結する可能性があるか否かを判定する凍結判定手段と、
　前記凍結判定手段によって前記調圧弁が凍結する可能性があると判定された場合に、前
記調圧弁の開度が、５０％の開度以下になることを禁止する操作を発電中に実施する調圧
弁制御手段と、
　を備えた燃料電池システム。
【請求項２】
　前記調圧弁制御手段は、前記凍結判定手段によって前記調圧弁が凍結する可能性がある
と判定された場合に、前記調圧弁を５０％の開度以上で固定する請求項１に記載の燃料電
池システム。
【請求項３】
　前記調圧弁制御手段は、前記燃料電池を停止する際に前記調圧弁を５０％の開度以上で
固定する請求項１又は請求項２に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記燃料電池が固体高分子型燃料電池であり、かつ、前記調圧弁が前記ガス給排手段の
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カソードオフガス系に設けられた請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料電池システム
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水素と酸素との電気化学反応によって発電する燃料電池システムの駆動制御に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、水素と酸素との電気化学反応を利用して発電する燃料電池がエネルギー源として注
目されている。例えば、燃料電池の１種である固体高分子型燃料電池は、固体高分子電解
質膜を水素極（以下、「アノード」という場合がある。）と酸素極（以下、「カソード」
という場合がある。）の両側から挟み込んで形成されたセルを複数積層したスタックを備
えて構成されている。
【０００３】
燃料電池には、アノードに燃料として水素ガスが、また、カソードには酸化剤として空気
がそれぞれ供給される。燃料電池のアノードに供給された水素は、アノードの触媒との反
応によって水素イオンを発生し、この水素イオンが固体高分子電解質膜を通過して、カソ
ードで酸素と電気化学反応を起すことで発電する。
【０００４】
燃料電池の電気化学反応に必要な水素ガスや空気（以下、「反応ガス」という場合がある
。）の供給量は、燃料電池にかかる負荷によって異なる。このため、負荷の大きさに応じ
て燃料電池内における反応ガスの圧力を圧力調整弁（調圧弁）の開度等を制御することで
、各ガスの流量分布を均一にし、燃料電池の発電効力を高めた燃料電池システムが提案さ
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
一方、燃料電池の作動時における水素と酸素との電気化学反応には水の生成を伴う。生成
された水は、燃料電池システム内部の冷却に用いられたり、調圧弁駆動部等への浸入を防
止するために排出装置を作動させて燃料電池外部へ排出させたりしている（例えば、特許
文献２参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
特開平７－３０２６０３号公報
【特許文献２】
特開２００２－３０５０１７号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
燃料電池システムが氷点下以下などにおかれ、一定の時間運転が停止されると、システム
内に残留した水がバルブやポンプなどで凍結する場合がある。特に上述のように、調圧弁
を駆動させる燃料電池システムにおいては、氷点下等の極低温時に負荷の大きさに応じて
制御すると、調圧弁が閉じた状態で凍結したり、弁を閉じた際に氷を噛み込んだりなどし
て調圧弁の弁機構が正常に駆動できなくなったり破損したりするおそれがあった。
【０００８】
また、上述のように排出装置によってシステム外部に水を排出させる場合であっても、調
圧弁自体への水の付着は防止することができないため同様の問題が生じるおそれがある。
【０００９】
本発明は上述の問題を解決すべく、氷点下等の極低温時においても正常に運転可能な燃料
電池システムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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　上記問題を解決すべく、本発明の燃料電池システムは、燃料電池と、発電に用いられる
ガスを前記燃料電池に給排するガス給排手段と、前記ガス給排手段に設けられ負荷の大き
さに応じて前記燃料電池に給排されるガスの圧力を調整する調圧弁と、前記調圧弁が凍結
する可能性があるか否かを判定する凍結判定手段と、前記凍結判定手段によって前記調圧
弁が凍結する可能性があると判定された場合に、前記調圧弁の開度が、５０％の開度以下
になることを禁止する操作を発電中に実施する調圧弁制御手段と、を備える。
【００１１】
　本発明の燃料電池システムによれば、極低温条件下などで燃料電池システム（特に調圧
弁）が凍結する可能性がある場合に、調圧弁が、５０％の開度以下になることを禁止する
ことができ、凍結によって調圧弁の駆動が害されたり調圧弁が氷を噛み込むのを防止した
りすることができる。これにより、調圧弁が閉じた状態で凍結し、開弁することが出来な
くなる事態や調圧弁が破損するのを防止し、燃料電池が損傷するのを防止することができ
る。
【００１２】
　また、上記凍結判定手段が凍結の可能性の存否を判定する部位は、調圧弁である。
【００１３】
　本発明の燃料電池システムは、上記凍結判定手段に温度を検出する温度検出手段を備え
ることで、検出された温度により調圧弁が凍結する可能性があると判定することができる
。これによれば、検出した温度を規準として凍結するおそれを判定することができ、より
正確に凍結のおそれを判定することができる。上記温度検出手段が検出する温度としては
、燃料電池の外気温（燃料電池システムが車両に搭載されている場合には車両の外部温で
もよい）や調圧弁又はその近傍の温度や、燃料電池自体の温度又は配管の温度等、凍結す
るか否かを判定することができる部位の温度であればいずれであってもよい。
【００１４】
尚、本発明の燃料電池システムの凍結可能性の判定基準は、上述の温度に限定されず、各
駆動部の圧力や、各電動部の電力等であってもよい。
【００１５】
　また、上記調圧弁制御手段は、上記凍結判定手段によって前記調整弁が凍結する可能性
があると判断された場合に、調圧弁の開度を５０％の開度以上に固定することで、より確
実に氷の噛み込み等を防止することができ、さらに凍結時に駆動させることによって調圧
弁が破損するのを防止することができる。
　なお、上記調圧弁制御手段によって上記調圧弁の開度を制御する上記操作は、発電中に
実施することができる。
【００１６】
　さらに、本発明の燃料電池システムは、上記燃料電池を停止する際に、上記調圧弁制御
手段によって上記調圧弁の開度を５０％の開度以上に固定するようにしてもよい。これに
よれば、燃料電池を始動する際には必ず調圧弁が開いている状態であるため、燃料電池の
停止中に調圧弁が凍結して開かなくなり、反応ガスの圧力が高くなりすぎて燃料電池シス
テムが破損する等の弊害が発生するのを防止することができる。尚、燃料電池停止時にお
いて調圧弁を所定の開度以上に固定する制御は、上記凍結判定手段と連動することなく、
独立しておこなう態様としてもよい。
【００１７】
本発明の燃料電池システムは、燃料電池の種類に限定なく用いることができるが、特に固
体高分子型燃料電池に好適であり、さらに、上記調圧弁を、電解質膜を挟んだ酸素極から
の排気系（以下、「カソードオフガス系」という場合がある。）に設ける態様が好ましい
。これは、固体高分子型燃料電池において、固体高分子電解質膜のイオン導電性を維持す
るためには加湿装置等を用いて反応ガスに水を混合する必要があるためであり、また、カ
ソードオフガス系には電気化学反応によって水が生じるためである。
【００１８】
本発明においては、上述した種々の特徴を適宜組み合わせたり、一部を省略したりして適
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用することができる。また、本発明の燃料電池システムは、上述の構成に限られず、燃料
電池システムの起動を制御する装置や、制御方法等種々の態様で構成することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の燃料電池システムについて詳細に説明する。まず、本発明の装置構成につ
いて図１を用いて説明する。図１は、本発明の燃料電池システムの全体構成を示す説明図
である。本実施の形態において本発明の燃料電池システムは、モータで駆動する電気車両
に電源として搭載されている。但し、本実施の形態における本発明の燃料電池システムは
、車載されている必要はなく、一般家庭等に用いられる据え置き型など種々の構成で用い
ることができる。本発明の燃料電池システムは、運転者のアクセル操作によって駆動し、
発電する。
【００２０】
図１において、本発明の燃料電池システムは、燃料電池スタック１０と、コンプレッサー
１２と、水素タンク１４と、制御ユニット１６とから構成される。燃料電池スタック１０
は、水素と酸素との電気化学反応によって発電するセルが積層されて構成される。また、
各セルは、電解質膜を挟んで水素極（アノード）と酸素極（カソード）とが配置された構
成となっており、水素イオン及び電子の移動によって発電をおこなう。本実施の形態にお
いては上記電解質膜としてナフィオン（Ｒ）などの固体高分子膜を用いた固体高分子型の
セルを用いる。但し本発明はこれに限定されるものではない。
【００２１】
燃料電池スタック１０のカソードには、酸素を含むガスとしてコンプレッサー１２によっ
て圧縮された空気が供給される。空気は、フィルタ１８から吸入され、コンプレッサー１
２によって圧縮される。圧縮された空気は、加湿器２０で加湿され、その後、配管２２か
ら燃料電池スタック１０に供給される。
【００２２】
カソードからの排気（カソードオフガス）は、配管２４及びこれに設けられたマフラー２
６を通じて燃料電池システムの外部に排出される。配管２４には、圧力センサ２８と調圧
弁３０とが設けられており、さらに調圧弁３０の近傍に温度センサ３２が備えられている
。圧力センサ２８と温度センサ３２とは制御ユニット１６と電気的に連結されており、供
給される空気の供給圧又は調圧弁３０の温度を検出し、制御ユニット１６に出力するよう
に構成されている。
【００２３】
調圧弁３０は、空気の供給圧を調整するために備えられ、制御ユニット１６によってその
開度が制御されている。固体高分子型燃料電池の場合は特にカソードオフガス側に水が残
留しやすいため、制御ユニット１６による凍結時の調圧弁３０の制御が重要となる。
【００２４】
燃料電池スタック１０のアノードは、配管３４を介して高圧水素を貯蔵した水素タンク１
４と連結されており、水素タンク１４から水素が供給される。尚、本実施の形態において
は水素タンク１４を搭載する態様としたが、かかる態様に限定されず、水素タンク１４に
代えてアルコール、炭化水素、アルデヒドなどを原料とする改質反応によって水素を生成
し、アノードに供給する態様としてもよい。
【００２５】
水素タンク１４の出口にはシャットバルブ３６が備えられており、配管３４には、レギュ
レータ３８が設けられている。水素タンク１４に貯蔵された水素は、アノードに供給され
る際に、シャットバルブ３６、レギュレータ３８によって圧力及び供給量が調整される。
また、アノードからの排気（以下、「アノードオフガス」という場合がある。）は配管４
４に排出される。アノードの出口には、制御ユニット１６と電気的に連結した圧力センサ
４６と調圧弁４８とが備えられており、圧力センサ４６が検出した水素の供給圧力に基づ
いて調圧弁４８の開度が制御され、アノードへの供給圧力及び供給量を調整するように構
成されている。また、調圧弁４８の近傍には温度センサ４９が備えられており、調圧弁４
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８の温度を検出して、電気的に連結した制御ユニット１６に出力するようになっている。
さらに、調圧弁４８から配管４４に排出する水素量を少なくするために、レギュレータ３
８の調圧と連携して調圧弁４８は制御される。即ち、調圧弁４８を大きい開度で固定する
際には、レギュレータ３８を絞り側に制御することで、配管４４に排出される水素量を減
らすことができる。配管４４の一端は配管２４に接続されており、アノードガスをマフラ
ー２６を通じて排出するように構成されている。
【００２６】
燃料電池スタック１０には、水素及び酸素の他に温度制御のために冷却水も供給される。
冷却水は、ポンプ６０によって冷却用の配管６２を流通し、ラジエター６４で冷却され、
燃料電池スタック１０に供給され、燃料電池スタック１０の温度を一定に制御するために
用いられる。
【００２７】
制御ユニット１６は、圧力センサ２８、調圧弁３０、温度センサ３２、圧力センサ４６、
調圧弁４８及び温度センサ４９と電気的に連結されており、圧力センサ２８、温度センサ
３２、圧力センサ４６及び温度センサ４９の各々によって検出された圧力及び温度が制御
信号として入力され、これに基づいて調圧弁３０及び４８に制御信号を出力し各調圧弁の
開度を制御する。また、制御ユニット１６は図示を省略したが、コンプレッサー１２、シ
ャットバルブ３６等に制御信号を出力し、制御できるように構成されている。
【００２８】
次に、制御ユニット１６による調圧弁の制御について説明する。通常運転時において制御
ユニット１６は、各圧力センサより入力された制御信号に基づいて燃料電池スタック１０
にかかる負荷の大きさを判定し、これに応じて調圧弁の開度を０～１００％の範囲で制御
して各供給ガスの供給圧力や供給量を調整している。また、制御ユニット１６は各供給圧
力の圧力等を制御すると共に、温度センサ３２，４９によって検出された温度に基づいて
調圧弁３０，４８が凍結する可能性があるか否かを判定する。
【００２９】
温度センサ３２，４９によって検出された温度が所定の温度以下である場合、制御ユニッ
ト１６は調圧弁３０，４８が凍結する可能性があると判定し、調圧弁３０，４８の開度を
所定の開度以下になるのを禁止する。上記所定の温度は、凍結の可能性があるとして予め
定められた温度であり、通常は０℃付近に設定される。
【００３０】
また、上記所定の開度も同様に予め設定されており、例えば上記所定の開度を５０％と設
定した場合、制御ユニット１６は運転時においては調圧弁３０，４８の開度を５０～１０
０％の範囲で駆動するように制御することになる。尚、本実施の形態においては上記所定
の開度を５０％に設定し、凍結の可能性がある運転時においても５０～１００％の範囲内
で駆動するように制御する態様としたが、凍結の可能性があると判定された運転時におい
て上記調圧弁３０，４８の開度を所定の開度以上に固定して、凍結時には調圧弁３０，４
８の開度の調整制御をおこなわないようにし、より確実に氷の噛み込み等を防止する構成
としてもよい。
【００３１】
さらに、イグニッションスイッチをＯＦＦした場合や一定時間車両が停止している場合な
ど、燃料電池システムを停止して車両に電力を供給しない場合、制御ユニット１６は、調
圧弁３０，４８の開度を所定の開度以上（例えば１００％）に固定する。これにより、燃
料電池システムの停止時に調圧弁３０，４８が凍結して駆動不能となり、次にシステムを
起動したときに、反応ガスの供給圧が高くなりすぎて破損等するのを防止することができ
る。この際の固定される開度としては５０～１００％の範囲内の所定値が好適である。ま
た、調圧弁３０，４８が、例えば５０～１００％の範囲で制御されている場合には、運転
停止直前の開度をそのまま維持して固定する構成としてもよい。
【００３２】
尚、調圧弁３０，４８を、所定の開度が割り振られた各ステップのステップ数位によって



(6) JP 4626126 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

制御する構成としてもよい。
【００３３】
次に、制御ユニット１６による調圧弁３０，４８の制御のルーチンについて図２～図４を
用いて説明する。まず、制御ユニット１６による調圧弁制御のメインルーチンについて、
制御ユニット１６による調圧弁３０の制御を例に説明する。図２は、制御ユニットによる
調圧弁の制御手順を示すフローチャートである。
【００３４】
運転者によるイグニッションスイッチのＯＮ等により燃料電池システムが起動すると、制
御ユニット１６は後述する図３の割り込みルーチンによってＯＮ／ＯＦＦされる温度判定
フラグのＯＮ／ＯＦＦを判定する（ステップＳ１００）。制御ユニット１６が、温度判定
フラグがＯＦＦであると判定した場合（ステップＳ１００肯定）、即ち調圧弁の凍結の可
能性がないと判断した場合には、調圧弁の駆動を通常通りに、負荷の大きさに応じて０～
１００％の範囲内の開度で制御し（ステップＳ１０１）、その後ステップＳ１０３に進む
。
【００３５】
一方、制御ユニット１６が、温度判定フラグがＯＮであると判定した場合（ステップＳ１
００否定）、即ち調圧弁の凍結可能性があると判断した場合には、調圧弁３０の制御を凍
結時のものに切り替える。具体的に制御ユニット１６による凍結時の調圧弁３０の制御は
、調圧弁の開度が５０％以下になるのを禁止し、負荷の大きさに応じて開度５０～１００
％の範囲内で調圧弁を制御して調圧弁を駆動させる。その後、ステップＳ１０３に進む。
尚、ステップＳ１０２において、調圧弁を５０～１００％の所定の開度（好ましくは１０
０％（全開））で固定し、凍結時には調圧弁の駆動をおこなわない構成としてもよい。
【００３６】
次に、システム休止要求フラグのＯＮ／ＯＦＦを判定し（ステップＳ１０３）、システム
休止要求フラグがＯＦＦであると判定した場合には（ステップＳ１０３否定）、ステップ
Ｓ１００に戻り、同様の処理を繰り返す。
【００３７】
上記システム休止要求フラグは、システム休止要求時（停止要求時）にＯＮされるフラグ
であり、例えば、イグニッションスイッチのＯＮ／ＯＦＦや、一定時間以上の停車時など
、電力の供給要求が少ない場合にＯＮに切り替えられる。上記システム休止要求フラグの
ＯＮ／ＯＦＦの切り替えは、例えば、アクセルのＯＮ／ＯＦＦなどに基づく駆動要求パワ
ーが所定の閾値Ｘｐｗより小さいか否かを判定することによりおこなうこともできる。こ
の場合、駆動要求パワーが閾値Ｘｐｗよりも小さいと判断されると、燃料電池システムの
休止が要求されるため、システム休止要求フラグがＯＮにされる。
【００３８】
制御ユニット１６が、システム休止要求フラグがＯＮであると判定した場合（ステップＳ
１０３肯定）、制御ユニット１６は調圧弁３０を全開（開度１００％）で固定した後（ス
テップＳ１０４）、通常の停止時における処理をおこなって燃料電池システムを休止（停
止）し、その処理を終了する。
【００３９】
次に、所定時間間隔ごとに実行される割り込みルーチンによる調圧弁３０の凍結可能性判
定処理について図３を用いて説明する。
【００４０】
上記割り込みルーチンが実行されると、制御ユニット１６は、温度センサ３２から調圧弁
３０の温度Ｔ0を取り込み（ステップＳ２００）、予め設定された温度αと比較する（ス
テップＳ２０１）。温度Ｔ0が温度αよりも大きい場合（ステップＳ２０１肯定）、制御
ユニット１６は、調圧弁３０の凍結の可能性がないと判断し、凍結判定フラグをＯＦＦに
し（ステップＳ２０２）、ステップＳ２０３に進む。
【００４１】
一方、温度Ｔ0がαよりも小さい場合（ステップＳ２０１否定）、制御ユニットは、温度
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Ｔ0と予め設定された温度βとを比較する（ステップＳ２０３）。温度Ｔ0が温度βよりも
大きいと判断された場合（ステップＳ２０３否定）、制御ユニット１６は、前回時に判定
された凍結判断フラグのＯＮ／ＯＦＦを切り替えずにそのまま維持し、再び一定時間間隔
で同様の処理を繰り返す。
【００４２】
温度Ｔ0が温度βよりも小さい場合（ステップＳ２０３肯定）、制御ユニット１６は、調
圧弁３０の凍結の可能性があると判断し、凍結判定フラグをＯＮにし（ステップＳ２０４
）、その後一定時間間隔で同様の処理を繰り返す。
【００４３】
従って、温度Ｔ0が温度αよりも低い温度から温度α以上になった場合にフラグがリセッ
ト（オフ）され、温度Ｔ0が温度βより高い温度から温度β以下になった場合にフラグが
セット（オン）されるようにヒステリシス特性が設けられ、ハンチングが防止されるよう
に構成されている。
【００４４】
次に、凍結判定フラグのＯＮ／ＯＦＦの基準となる温度α及び温度βについて図４を用い
て説明する。図４は、調圧弁の温度と温度α及び温度βとの関係を示す説明図である。
【００４５】
凍結判定フラグＯＮの基準となる温度βは、温度が低下するときに調圧弁が凍結する可能
性のある温度として設定されるものであり、通常水が凍結する０℃付近に設定される。凍
結判定フラグＯＦＦ時において、温度センサ３２によって検出された温度Ｔ0が温度βよ
りも低い場合、制御ユニット１６は凍結判定フラグをＯＮに切り替える。
【００４６】
また、凍結判定フラグＯＦＦの基準となる温度αは、調圧弁が凍結した後に、温度が上昇
して凍結状態が解消され、正常に駆動できるよう十分な大きな温度（例えば、５～１０℃
）として設定される。凍結判定フラグＯＮ時において、温度センサ３２によって検出され
た温度Ｔ0が温度αよりも大きな場合、制御ユニット１６は判定フラグをＯＦＦに切り替
える。
【００４７】
以上説明したように、本発明の燃料電池システムによれば、調圧弁３０及び４８が凍結す
る可能性がある場合には、制御ユニット１６によって調圧弁３０及び４８の開度が所定の
開度以下になるのを禁止することができる。このため、極冷の条件下において調圧弁が凍
結した場合であっても、氷の噛み込みや駆動部の破損等を防止することができ、また、調
圧弁が閉じたままで凍結し、燃料電池システム内の供給圧力が上昇して破損することを防
止することができる。
【００４８】
　尚、本実施の形態においては、燃料電池スタック１０のアノードオフガス系及びカソー
ドオフガス系に設けられた調圧弁のみ凍結の可能性を判定し、その開度を制御する態様と
したが、反応ガスの給排を担うガス給排手段に設けられる他のバルブについても同様に制
御する構成としてもよく、ヒータ等を併用してバルブの凍結を解消する機構を備えていて
もよい。
【００４９】
【発明の効果】
　請求項１に記載の燃料電池システムによれば、燃料電池と、発電に用いられるガスを前
記燃料電池に給排するガス給排手段と、前記ガス給排手段に設けられ負荷の大きさに応じ
て前記燃料電池に給排されるガスの圧力を調整する調圧弁と、前記調圧弁が凍結する可能
性があるか否かを判定する凍結判定手段と、前記凍結判定手段によって前記調圧弁が凍結
する可能性があると判定された場合に、前記調圧弁の開度が、５０％の開度以下になるこ
とを禁止する調圧弁制御手段と、を備えることで、極低温条件下などで燃料電池システム
（特に調圧弁）が凍結する可能性がある場合に、調圧弁が所定の開度以下になることを禁
止することができる。
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【００５０】
これにより、調圧弁が凍結により閉じた状態で固定され、開弁することができなくなった
り、正常に駆動できなくなったりすることにより燃料電池システム内の圧力が高くなりす
ぎて燃料電池システムが損傷する等の弊害を防止することができる。
【００５１】
　また、前記凍結判断手段に、温度を検出する温度検出手段を設けることで、外部温や調
圧弁の温度などを検出することができる。これにより、凍結の可能性の有無を検出した温
度を基準として判断することができるため、凍結する可能性をより正確に判定することが
できる。
【００５２】
　請求項２に記載の燃料電池システムによれば、さらに、上記凍結判定手段によって前記
調圧弁が凍結する可能性があると判断された場合に、調圧弁の開度を５０％の開度以上に
固定することで、凍結時における調圧弁の制御をおこなわない態様とすることができる。
【００５３】
これにより、より確実に調圧弁が凍りを噛み込むのを防止することができ、さらに凍結時
に調圧弁を駆動させることによって調圧弁が破損することを防止することができる。
【００５４】
　請求項３に記載の燃料電池システムによれば、上記燃料電池を停止する際に、上記調圧
弁制御手段によって上記調圧弁を５０％の開度以上に固定することで、燃料電池始動時に
は、必ず調圧弁の開度が５０％以上に開いている状態にすることできる。
【００５５】
これにより、燃料電池停止期間中に調圧弁が凍結して駆動できなくなる事態を防止するこ
とができ、燃料電池始動時に反応ガスの圧力が高くなりすぎて燃料電池システムが破損す
る等の弊害を防止することができる。
【００５６】
　請求項４に記載の燃料電池システムによれば、上記燃料電池として固体高分子型燃料電
池を用い、さらに、カソードオフガス系に上記調圧弁制御手段によって制御される調圧弁
を設けることで、カソードオフガス系に残留した水分が凍結することによる弊害をより確
実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の燃料電池システムの全体構成を示す説明図である。
【図２】　制御ユニットによる調圧弁の制御手順を示すフローチャートである。
【図３】　調圧弁の凍結可能性判定処理の手順を示すフローチャートである。
【図４】　調圧弁の温度と温度α及び温度βとの関係を示す説明図である。
【符号の簡単な説明】
１０　燃料電池スタック
１２　コンプレッサー
１４　水素タンク
１６　制御ユニット
１８　フィルタ
２０　加湿器
２２　配管
２４　配管
２６　マフラー
２８　圧力センサ
３０　調圧弁
３０　調圧弁
３２　温度センサ
３４　配管
３６　シャットバルブ
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３８　レギュレータ
４４　配管
４６　圧力センサ
４８　調圧弁
４９　温度センサ
６０　ポンプ
６２　配管
６４　ラジエター

【図１】 【図２】



(10) JP 4626126 B2 2011.2.2

【図３】 【図４】
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