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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池に燃料ガスを供する燃料ガス流路と、
　前記燃料ガス流路に設けられ、当該燃料ガス流路内の燃料ガスが所定圧以上になったと
きに燃料ガスを外部に放出するリリーフバルブと、
　前記燃料ガス流路に分岐接続され、前記燃料電池から排出された燃料ガスを外部に排出
する排出流路と、
　前記排出流路に設けられ、これを開閉するパージバルブと、
　前記排出流路において前記パージバルブの下流側に設けられ、燃料ガスの濃度を低減す
るガス処理装置と、
　前記燃料ガス流路に設けられ、当該燃料ガス流路内の燃料ガスの圧力を検出する圧力検
出手段と、
　前記圧力検出手段の検出結果に基づいて、前記パージバルブを開閉制御する制御装置と
、を備え、
　前記制御装置は、前記圧力検出手段が燃料ガスの前記所定圧より低く設定された基準圧
を検出したときに、前記パージバルブを開放制御する燃料電池システム。
【請求項２】
　前記リリーフバルブのガス放出側に設けられた外部放出流路を更に備え、
　前記外部放出流路は、前記ガス処理装置の上流側における前記排出流路に合流している
請求項１に記載の燃料電池システム。
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【請求項３】
　前記ガス処理装置は、燃料ガスの濃度を低減するための希釈ガスを導入可能に構成され
ている請求項１または２に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記希釈ガスは、前記燃料電池に供される酸素ガスである請求項３に記載の燃料電池シ
ステム。
【請求項５】
　前記燃料電池に酸素ガスを圧送する酸素ガス供給手段を更に備え、
　前記制御装置は、前記パージバルブの開放制御に同期して、酸素ガスを前記ガス処理装
置に導入するように前記酸素ガス供給手段を駆動する請求項４に記載の燃料電池システム
。
【請求項６】
　前記燃料ガス流路の上流端に設けられ、燃料ガスを貯蔵したガス供給源と、
　前記ガス供給源の下流側の前記燃料ガス流路に設けられ、前記制御装置により開閉制御
されるシャットバルブを更に備え、
　前記制御装置は、前記圧力検出手段が前記基準圧を検出したときに、さらに前記シャッ
トバルブを閉塞制御する請求項１ないし５のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素ガスに代表される燃料ガスが流れる燃料ガス流路に、リリーフバルブを
設けた燃料電池システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の燃料電池システムとして、高圧水素タンクと燃料電池との間の燃料ガス
流路にリリーフバルブを設置したものが知られている（例えば、特許文献１参照。）。こ
のリリーフバルブは、燃料ガス流路内の燃料ガスが所定圧以上になったときに、機械的に
開弁して、燃料ガス流路から外部である大気中に燃料ガスを放出する。
【特許文献１】特開２００２－１３４１３９号公報（第４頁および第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような従来の燃料電池システムでは、リリーフバルブによって、燃料電池およびシ
ステム構成部品の異常高圧による損傷を防止することができる点では有用である。しかし
、リリーフバルブから放出された燃料ガスに関する後処理については何ら考慮がされてお
らず、放出点周囲を高濃度の燃料ガスの雰囲気とするおそれがある。
【０００４】
　本発明は、燃料ガスの異常高圧時に、燃料ガスを安全な濃度で適切に外部に放出するこ
とができる燃料電池システムを提供することをその目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の他の燃料電池システムは、燃料電池に燃料ガスを供する燃料ガス流路と、燃料
ガス流路に設けられ、燃料ガス流路内の燃料ガスが所定圧以上になったときに燃料ガスを
外部に放出するリリーフバルブと、燃料ガス流路に分岐接続され、燃料電池から排出され
た燃料ガスを外部に排出する排出流路と、排出流路に設けられ、これを開閉するパージバ
ルブと、排出流路においてパージバルブの下流側に設けられ、燃料ガスの濃度を低減する
ガス処理装置と、燃料ガス流路に設けられ、燃料ガス流路内の燃料ガスの圧力を検出する
圧力検出手段と、圧力検出手段の検出結果に基づいて、パージバルブを開閉制御する制御
装置と、を備え、制御装置は、圧力検出手段が燃料ガスの所定圧より低く設定された基準
圧を検出したときに、パージバルブを開放制御するものである。
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【００２４】
　この構成によれば、リリーフバルブが開弁される燃料ガスの所定圧よりも低い基準圧で
、制御装置によりパージバルブが開放される。このため、圧力検出手段により圧力監視が
行われている燃料ガス流路内で異常な圧力上昇が起こった場合には、リリーフバルブに優
先してパージバルブが開放する。
　これにより、燃料ガスの過剰な圧力をパージバルブで逃がすことができ、燃料電池を含
む各種のシステム構成部品を適切に保護することができる。また、パージバルブの下流側
にはガス処理装置が設けられているため、パージバルブから放出された燃料ガスを処理し
て安全な濃度で外部に排出することが可能となる。さらに、パージバルブの開放によって
も圧力上昇を回避し得なかった場合にのみリリーフバルブが予備的に開弁される構成であ
るが、パージバルブによる燃料ガスの放出が先行してなされているため、リリーフバルブ
が開弁した場合であってもその放出点周囲を比較的高濃度にしなくて済む。
　ここで、「燃料ガス流路」には、燃料電池に新たな燃料ガスを供給する供給流路のほか
、供給流路に合流して、燃料電池から排出された燃料オフガスを再び燃料電池に供給する
循環流路が含まれる。燃料ガスは一般に水素ガスであり、燃料電池システムとしては、こ
れを搭載した機器として燃料電池車両が代表される。
【００２５】
　この場合、リリーフバルブのガス放出側に設けられた外部放出流路を更に備え、外部放
出流路は、ガス処理装置の上流側における排出流路に合流していることが、好ましい。
【００２６】
　この構成によれば、リリーフバルブが作動する場合であっても、リリーフバルブから放
出された燃料ガスは外部放出流路を介してガス処理装置に送られるため、燃料ガスを確実
に安全な濃度として外部に放出することが可能となる。
【００２７】
　これらの場合、ガス処理装置は、燃料ガスの濃度を低減するための希釈ガスを導入可能
に構成されていることが、好ましい。
【００２８】
　この構成によれば、希釈ガスとして、酸素ガス、酸素オフガス、専用の不活性ガス、二
次空気などを用いることで、適切に燃料ガスの濃度を低減することができる。
【００２９】
　これらの場合、希釈ガスは、燃料電池に供される酸素ガスであることが、好ましい。
【００３０】
　この構成によれば、専用の不活性ガスや燃料電池に供されない二次空気などを用いるこ
となく、燃料ガスを処理することができる。
【００３１】
　この場合、燃料電池に酸素ガスを圧送する酸素ガス供給手段を更に備え、制御装置は、
パージバルブの開放制御に同期して、酸素ガスをガス処理装置に導入するように酸素ガス
供給手段を駆動することが、好ましい。
【００３２】
　この構成によれば、パージバルブの開弁時に酸素ガス供給手段が駆動されるため、酸素
ガスをガス処理装置に確実に導入させることができ、酸素ガスを用いた燃料ガスの処理を
確実に行うことができる。
【００３３】
　これらの場合、燃料ガス流路の上流端に設けられ、燃料ガスを貯蔵したガス供給源と、
ガス供給源の下流側の燃料ガス流路に設けられ、制御装置により開閉制御されるシャット
バルブを更に備え、制御装置は、圧力検出手段が基準圧を検出したときに、さらにシャッ
トバルブを閉塞制御することが、好ましい。
【００３４】
　この構成によれば、パージバルブを開弁する際に元弁となり得るシャットバルブを閉塞
するようにしているため、ガス供給源から燃料ガス流路に燃料ガスが流出していくことを
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防止でき、パージバルブからの燃料ガスの放出を適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態に係る燃料電池システムについて
説明する。この燃料電池システムは、燃料ガスが供せられる燃料ガス流路にリリーフバル
ブを配設し、さらにリリーフバルブの下流側に希釈装置などのガス処理装置を配設し、リ
リーフバルブからの燃料ガスの濃度を低減して外部に排出することができるものである。
以下では、先ず、燃料ガスとして水素ガスを例に燃料電池システムの全体構成について説
明し、その上で他の実施例として、水素ガスのリリーフ時における各種構成機器の制御方
法について言及する。
【実施例１】
【００３７】
　図１に示すように、燃料電池システム１は、酸素ガス（空気）および水素ガスの供給を
受けて電力を発生する固体分子電解質型の燃料電池２を備えている。燃料電池２は、多数
のセルを積層したスタック構造として構成されている。燃料電池システム１は、燃料電池
２に酸素ガスを供給する酸素ガス配管系３と、燃料電池２に水素ガスを供給する水素ガス
配管系４と、を具備している。
【００３８】
　酸素ガス配管系３は、大気中の酸素ガスを取り込んで加湿器１１に圧送するコンプレッ
サ１２（酸素ガス供給手段）と、コンプレッサ１２で取り込まれる酸素ガス中の粉塵等を
ろ過するフィルタ１３と、加湿器１１により加湿された酸素ガスを燃料電池２に供給する
供給流路１４と、燃料電池２から排出された酸素オフガスを加湿器１１を介して消音器１
５に導く排出流路１６と、排出流路１６において加湿器１１の上流側に設けられた背圧調
整弁１７と、を備えている。
【００３９】
　コンプレッサ１２は、駆動源となるモータ２１を有し、モータ２１の駆動は図２に示す
制御装置５（制御手段）により制御される。コンプレッサ１２は、モータ２１の回転数を
上げることで、燃料電池２に圧送する酸素ガスの流量および燃料電池２から排出する酸素
オフガスの流量を大きくすることができるようになっている。背圧調整弁１７は、制御装
置５に接続されており、酸素オフガスの流量を調整することで、燃料電池２内の酸素ガス
の圧力を調整する。
【００４０】
　加湿器１１は、浄化済みの酸素ガスと酸素オフガスとの間で水分交換を行う。水分交換
後の酸素オフガスは、排出流路１６を通って消音器１５に送られる。消音器１５で消音さ
れた酸素オフガスは、消音器１５の下流側の排出流路１６に配設されたガス処理装置１９
に導入される。ガス処理装置１９では、後述するように、酸素オフガスを用いて水素ガス
や水素オフガスの濃度を低減する。そして、ガス処理装置１９で処理されたガスが、最終
的に排ガスとしてシステム外の大気中に排気される。
【００４１】
　水素ガス配管系４は、高圧の水素ガスを貯蔵した水素タンク３１（ガス供給源）と、水
素タンク３１の水素ガスを燃料電池２に供給する供給流路３２と、燃料電池２から排出さ
れた水素オフガスを（未反応の水素ガス）を供給流路３２に戻すための循環流路３３と、
循環流路３３の水素オフガスを供給流路３２に還流させる水素ポンプ３４と、水素ポンプ
３４の下流側の循環流路３３に設けられ、水素オフガスの逆流を阻止する逆止め弁３５と
、循環流路３３に分岐配管され、水素オフガス中の不純物を水素オフガスとともにガス処
理装置１９に導く排出流路３６と、を有している。
【００４２】
　水素ポンプ３４は、制御装置５により駆動制御される。循環流路３３は、供給流路３２
の合流点Ａに接続されており、合流点Ａで合流した新たな水素ガスと水素オフガスとから
なる混合ガスが燃料電池２に供給される。すなわち、循環流路３３および供給流路３２に
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より、燃料電池２に水素ガスを供する水素ガス流路３８（燃料ガス流路）が構成されてい
る。排出流路３６にはパージバルブ３９が設けられており、パージバルブ３９は、排出流
路３６を開閉するシャットバルブとして機能する。パージバルブ３９は、制御装置５によ
り開閉制御されるが、燃料電池システム１の稼動時では通常は閉塞されている。パージバ
ルブ３９が開弁されることで、水素オフガスが排出流路３６を通ってガス処理装置１９に
導かれる。
【００４３】
　供給流路３２には、水素タンク３１側から順に、水素タンク３１から流出した水素ガス
の圧力を減圧する１次減圧用の１次レギュレータ５１と、供給流路３２を開閉するシャッ
トバルブ５２と、１次レギュレータ５１で減圧された水素ガスをさらに減圧する２次減圧
用の２次レギュレータ５３と、２次レギュレータ５３で減圧された水素ガスをさらに減圧
する３次減圧用の３次レギュレータ５４と、が設けられている。このような複数のレギュ
レータ（５１，５３，５４）によって、燃料電池２には、調圧された水素ガスが供給され
るようになっている。なお、レギュレータの数は任意である。
【００４４】
　また、供給流路３２の燃料電池２の入口側近傍には、供給流路３２を開閉する入口側遮
断弁５５が設けられ、循環流路３３の燃料電池２の出口側近傍には、循環流路３３を開閉
する出口側遮断弁５６が設けられている。入口側遮断弁５５および出口側遮断弁５６は各
々、制御装置５により開閉制御される。また、供給流路３２および循環流路３３からなる
水素ガス流路３８には、これから分岐するようにして複数のリリーフバルブ５７が分散し
て設けられていると共に、水素ガス流路３８内の水素ガスまたは水素オフガスの圧力を検
出する複数の圧力センサ５８（圧力検出手段）が分散して設けられている。
【００４５】
　リリーフバルブ５７は、水素ガス流路３８内の水素ガスまたは水素オフガスが所定圧以
上になったときに作動して、水素ガスまたは水素オフガスを外部に放出するものである。
リリーフバルブ５７は、水素ガスまたは水素オフガスの圧力により機械的に作動するもの
であり、例えば、弁座に離接可能に構成された弁体と、弁体を弁座に向かって付勢する調
圧ばねとを具備しており、水素ガス流路３８内の圧力が最低作動圧力（所定圧）に達した
ときに弁体が調圧ばねの付勢力に抗して弁座から離間する。これによりリリーフバルブ５
７は、開弁状態となって、ガス放出側に水素ガスまたは水素オフガスの流れ（放出）を許
容する。
【００４６】
　本実施形態では、供給流路３２にはリリーフバルブ５７が二つ設けられ、循環流路３３
にはリリーフバルブ５７が一つ設けられている。供給流路３２に設けられた一方のリリー
フバルブ５７は、シャットバルブ５２の下流側に配設され、１次レギュレータ５１から２
次レギュレータ５３に至る供給流路３２内の水素ガスの圧力が所定の設定圧以上に上昇し
たときに開弁される。一方、供給流路３２に設けられた他方のリリーフバルブ５７は、２
次レギュレータ５３の下流側に配設され、２次レギュレータ５３から３次レギュレータ５
４に至る供給流路３２内の水素ガスの圧力が所定の設定圧以上に上昇したときに開弁され
る。
【００４７】
　循環流路３３に設けられたリリーフバルブ５７は、水素ポンプ３４の下流側に配設され
、水素ポンプ３４の下流側における循環流路３３内の水素オフガスの圧力が所定の設定圧
以上に上昇したときに開弁される。また、このリリーフバルブ５７は、３次レギュレータ
５４から合流点Ａを経て燃料電池２に至る供給流路３２内の混合ガス（水素ガスおよび水
素オフガス）の圧力が所定の設定圧以上に上昇したときに開弁される。
【００４８】
　各リリーフバルブ５７のガス放出側には、外部放出流路５９が各々設けられており、各
外部放出流路５９の下流端は、排出流路３６に合流してガス処理装置１９に連通している
。換言すれば、複数の外部放出流路５９には単一のガス処理装置１９が設けられており、
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複数のリリーフバルブ５７から放出された水素ガスまたは水素オフガスは、各外部放出流
路５９を通って単一のガス処理装置１９に流入する。なお、リリーフバルブ５７および圧
力センサ５８の数は任意であるが、本実施形態では圧力センサ５８は四つ設けられており
、そのうち三つはリリーフバルブ５７の上流側の近傍に設けられ、残りの一つは合流点Ａ
の下流側の供給流路３２に設けられている。
【００４９】
　ガス処理装置１９は、リリーフバルブ５７やパージバルブ３９から放出された水素ガス
や水素オフガス（以下、リリーフガスと略記する。）の濃度を、酸素オフガスを用いて低
減するものである。ガス処理装置１９は、例えば、酸素オフガスとリリーフガスとを混合
することにより、リリーフガス中の水素濃度を低減する希釈装置で構成される。あるいは
、ガス処理装置１９は、例えば、リリーフガスを酸素オフガスで酸化（燃焼処理）するこ
とにより、リリーフガス中の水素濃度を低減する酸化装置で構成される。ガス処理装置１
９によって処理された排ガスが、システム外の大気中に排気される。
【００５０】
　なお、ガス処理装置１９に導入するリリーフガスの濃度を低減するための希釈ガスは酸
素オフガスに限るものではない。例えば、この種の希釈ガスとして、コンプレッサ１２か
ら供給流路１４を介して燃料電池２に圧送する酸素ガスを用いることもできるし、また燃
料電池２には供されない二次空気や窒素等の不活性ガスを用いることができる。もっとも
、本実施形態のように、燃料電池２に供される酸素ガス（酸素オフガス）を用いる方が燃
料電池システム１を複雑化させなくて済む。
【００５１】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システム１によれば、水素ガス配管系４のレギュ
レータ（５１，５３，５４）が故障するなどして異常が生じて水素ガスまたは水素オフガ
スの圧力が異常高圧となった場合でも、水素ガス流路３８にリリーフバルブ５７を設けて
いるため、水素ガスまたは水素オフガスの過剰な圧力を逃がすことができる。これにより
、水素ガス配管系４の異常高圧に伴う燃料電池２の損傷やシステム構成部品の損傷を未然
に適切に回避することができる。また、リリーフバルブ５７から放出された水素ガス等の
リリーフガスはガス処理装置１９で処理されるため、最終的にリリーフガスを安全な濃度
で大気中に適切に排気することができる。
【実施例２】
【００５２】
　次に、図１ないし図３を参照して、燃料電池システム１の制御例について説明する。本
制御例は、リリーフバルブ５７によるリリーフガスの放出に関連して、システム構成部品
を制御するものである。
【００５３】
　図２に示す制御装置５（ＥＣＵ）は、いずれも図示省略したが、ＣＰＵ、ＣＰＵで処理
する制御プログラムや制御データを記憶したＲＯＭ、主として制御処理のための各種作業
領域として使用されるＲＡＭ、および入出力インターフェースを有し、これらは互いにバ
スを介して接続されている。入出力インターフェースには、コンプレッサ１２のモータ２
１、水素ポンプ３４、背圧調整弁１７、シャットバルブ５２、入口側遮断弁５５、出口側
遮断弁５６、およびパージバルブ３９等を駆動する各種ドライバのほか、複数の圧力セン
サ５８が接続されている。
【００５４】
　そして、ＣＰＵは、上記の構成により、ＲＯＭ内の制御プログラムに従って、入出力イ
ンターフェースを介して各圧力センサ５８の検出信号を入力し、ＲＡＭ内の各種データ等
を処理した後、入出力インターフェースを介して各種ドライバに制御信号を出力すること
により、燃料電池システム１全体を制御している。
【００５５】
　例えば図３に示すように、燃料電池システム１の稼動中では、複数の圧力センサ５８は
水素ガス流路３８内の圧力を適宜検出している（Ｓ１）。そして、圧力センサ５８がリリ
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ーフバルブ５７の作動開始圧（所定の設定圧）以上である旨を検出すると（Ｓ２）、制御
装置５は、リリーフバルブ５７が既に開弁してリリーフガスの放出が行われていると推定
（判断）する（Ｓ３）。例えば、２次レギュレータ５３の下流側の圧力センサ５８が、供
給流路３２内の水素ガスの圧力がこの圧力センサ５８の近傍のリリーフバルブ５７の作動
開始圧以上である旨を検出すると、制御装置５は、このリリーフバルブ５７が開弁してい
ると判断する。
【００５６】
　そして、制御装置５は、リリーフバルブ５７が開弁していると判断すると、水素タンク
３１の下流側であって全てのリリーフバルブ５７の上流側にあるシャットバルブ５２を閉
塞制御する（Ｓ４）。これにより、水素タンク３１の元弁となるシャットバルブ５２が閉
塞されるため、水素タンク３１から供給流路３２に水素ガスがさらに流出していくことを
阻止することができ、リリーフバルブ５７からのリリーフガスの放出が適切に且つ迅速に
なされるようになる。
【００５７】
　また制御装置５は、コンプレッサ１２のモータ２１の回転数を上げるように、コンプレ
ッサ１２を制御する（Ｓ５）。これにより、燃料電池２に圧送される酸素ガスの流量およ
び燃料電池２から排出される酸素オフガスの流量が大きくなる。その結果、ガス処理装置
１９に導かれる酸素オフガスの流量も大きくなり、ガス処理装置１９において酸素オフガ
スを用いたリリーフガスの濃度の低減を確実に行うことができる。
【００５８】
　このとき、コンプレッサ１２の駆動制御は、圧力センサ５８が検出した検出値の大小に
基づいてコンプレッサ１２のモータ２１の回転数を可変することもできるが、検出値の大
小に関らず、モータ２１を最大回転数で駆動するようにしてもよい。もっともいずれの場
合も、制御装置５により背圧調整弁１７の開度を調整することで、燃料電池２内のアノー
ドおよびカソードの極間差圧が所定の範囲に維持されるようにすることが好ましい。
【００５９】
　なお、上記のステップ４（Ｓ４）に先行してステップ５（Ｓ５）を開始するようにして
もよい。また、ステップ３（Ｓ３）においてリリーフバルブ５７が開弁されていると制御
装置５により判断された場合に、制御装置５は、入口側遮断弁５５および出口側遮断弁５
６の両者を確実に開放制御することが好ましい。さらに、このステップ３（Ｓ３）におい
て、制御装置５は、パージバルブ３９を開放制御してパージバルブ３９から水素オフガス
を放出するようにすることで、水素ガス配管系４における過剰圧の状態を通常の所定圧の
状態へと迅速に回帰させることができる。
【００６０】
　また、圧力センサ５８がリリーフバルブ５７の作動開始圧以上であると検出したときに
、ステップ４（Ｓ４）およびステップ５（Ｓ５）に移行するようにしているが、この構成
に代えて、圧力センサ５８がリリーフバルブ５７の作動開始圧よりも低い所定の圧力を検
出したときに、ステップ４およびステップ５に移行するようにしてもよい。例えばステッ
プ５に着目した場合、酸素ガスの伝播速度を考慮すると、リリーフバルブ５７の作動開始
圧より前にコンプレッサ１２による作動量を増加させることができる。すなわち、本制御
例には、圧力センサ５８がリリーフバルブ５８の所定圧に対応するリリーフガスの圧力を
検出したときに、コンプレッサ１２の駆動制御およびシャットバルブ５２の閉塞制御がな
されることが含まれる。
【実施例３】
【００６１】
　次に、図４を参照して、本発明に係る燃料電池システム１の制御例について説明する。
本制御例は、水素ガス流路３８内の圧力が異常に上昇したときに、リリーフバルブ５７に
よる作動開始に優先してパージバルブ３９を開放するようにしている。パージバルブ３９
の開閉制御は、複数の圧力センサ５８の検出結果に基づいて制御装置５によりなされるが
、異常高圧のときに制御装置５によってパージバルブ３９を開放制御する制御開始圧（基



(8) JP 4665436 B2 2011.4.6

10

20

30

40

準圧）は、リリーフバルブ５７の作動開始圧よりも低く設定されている。
【００６２】
　図４に示すように、燃料電池システム１の稼動中では、複数の圧力センサ５８は水素ガ
ス流路３８内の圧力を適宜検出している（Ｓ１１）。水素ガス流路３８内の圧力が異常閾
値以上に上昇した場合、すなわち圧力センサ５８で検出された圧力値がパージバルブ３９
の制御開始圧以上である場合（Ｓ１２）、その検出信号を入力された制御装置５は、シャ
ットバルブ５２を閉塞制御する（Ｓ１３）と共に、パージバルブ３９を開放制御する（Ｓ
１４）。パージバルブ３９が開弁状態となることで、循環流路３３内の水素オフガスが排
出流路３６に放出されるため、過剰な圧力を適切に逃がすことができる。
【００６３】
　このとき、制御装置５は、パージバルブ３９が断続的に開閉を繰り返すようにパージバ
ルブ３９を開放制御してもよいし、過剰な圧力を逃がすのに十分な所定時間だけパージバ
ルブ３９を開放制御するようにしてもよい。そして、パージバルブ３９の開放制御に同期
して、制御装置５によってコンプレッサ１２のモータ２１を駆動制御する（Ｓ１５）こと
で、ガス処理装置１９においては、パージバルブ３９の開放に伴い排出流路３６から導入
された水素オフガスの処理が酸素オフガスを用いて確実になされることになる。なおこの
とき、コンプレッサ１２の駆動制御は、モータ２１を最大回転数で駆動することで行うこ
ともできるし、パージバルブ３９の動作状況に対応してモータ２１の回転数を可変して行
うこともできる。後者の場合には、例えば、パージバルブ３９の開閉の動作間隔、動作回
数や開放時の時間等により、モータ２１の回転数を可変すればよい。
【００６４】
　以上のように、本制御例によれば、水素ガス流路３８内の圧力が異常に上昇すると、パ
ージバルブ３９が開放されるため、異常高圧に伴う燃料電池２やシステム構成部品の損傷
を適切に防止することができる。また、パージバルブ３９から放出された水素オフガスは
、ガス処理装置１９により濃度の低減処理をなされるため、最終的にリリーフガスを安全
な濃度で大気中に適切に排気することができる。さらに、以上のようなパージバルブ３９
の開閉制御を含む一連の制御によっても圧力上昇を回避できず、水素ガス流路３８内の圧
力がリリーフバルブ５７の作動開始圧に達するような場合には、リリーフバルブ５７が機
械的に作動して開弁する。したがって、水素ガス流路３８内の過剰圧を確実に逃がすこと
ができる。すなわち、フェールセーフを好適に達成することができる。
【００６５】
　なお、パージバルブ３９を開弁するステップ（Ｓ１４）に先行して、制御装置５は、入
口側遮断弁５５および出口側遮断弁５６の両者を確実に開放制御することが好ましい。ま
た、上記した制御例と同様に、コンプレッサ１２を駆動制御する際に（Ｓ１５）、制御装
置５により背圧調整弁１７の開度を調整して、燃料電池２内のアノードおよびカソードの
極間差圧が所定の範囲に維持することが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】実施形態に係る燃料電池システムの構成を示す構成図である。
【図２】実施形態に係る燃料電池システムの制御構成を示すブロック図である。
【図３】燃料電池システムの制御例を示すフローチャートである。
【図４】本発明に係る燃料電池システムの制御例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６７】
　１　燃料電池システム、２　燃料電池、３　酸素ガス配管系、４　水素ガス配管系、５
　制御装置（制御手段）、１２　コンプレッサ（酸素ガス供給手段）、１９　ガス処理装
置、３１　水素タンク（ガス供給源）、３２　供給流路、３３　循環流路、３６　排出流
路、３８　水素ガス流路（燃料ガス流路）、３９　パージバルブ、５２　シャットバルブ
、５７　リリーフバルブ、５８　圧力センサ（圧力検出手段）、５９　外部放出流路
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