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(57)【要約】
【課題】コンパクト且つ経済的な構成で、燃料電池の劣
化を可及的に抑制することを可能にする。
【解決手段】燃料電池システム１０は、燃料電池スタッ
ク１２と、前記燃料電池スタック１２に空気を供給する
酸化剤ガス供給装置１４と、前記燃料電池スタック１２
に水素ガスを供給する燃料ガス供給装置１６と、コント
ローラ１８とを備える。燃料ガス供給装置１６は、水素
供給流路５４と、水素ガスを前記水素供給流路５４に戻
す第１リターン流路６２と、前記第１リターン流路６２
とは個別に前記水素供給流路５４に連通するとともに、
ポンプ７０が配設される第２リターン流路６８と、前記
水素供給流路５４に、前記第１リターン流路６２の連結
部及び前記第２リターン流路６８の連結部を跨いで接続
され、少量の前記水素ガスを燃料電池スタック１２に供
給する流量制御部７６とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カソード側に供給される酸化剤ガス及びアノード側に供給される燃料ガスの電気化学反
応により発電する燃料電池と、
　前記燃料電池に前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給装置と、
　前記燃料電池に前記燃料ガスを供給する燃料ガス供給装置と、
　を設ける燃料電池システムであって、
　前記アノード側の単極電位と水素濃度との関係から、前記単極電位が急激に低下する基
準水素濃度を設定するコントローラを備えるとともに、
　前記燃料ガス供給装置は、燃料ガス供給源から前記燃料電池の燃料ガス入口連通孔に前
記燃料ガスを供給する燃料ガス供給路と、
　前記燃料電池の燃料ガス出口連通孔から排出される前記燃料ガスを前記燃料ガス供給路
に戻す第１リターン流路と、
　前記第１リターン流路とは個別に前記燃料ガス供給路に連通するとともに、ポンプを介
して前記燃料ガス出口連通孔から前記燃料ガス入口連通孔に前記燃料ガスを流通させる第
２リターン流路と、
　前記燃料ガス供給路に、前記第１リターン流路の連結部及び前記第２リターン流路の連
結部を跨いで接続され、前記アノード側の水素濃度が前記基準水素濃度の直前から直後で
ある際に、前記燃料ガス供給路を介して前記燃料電池に供給される燃料ガス供給量に比べ
て少量の前記燃料ガスを前記燃料ガス入口連通孔に供給する燃料ガス流量制御部と、
　を備えることを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
　カソード側に供給される酸化剤ガス及びアノード側に供給される燃料ガスの電気化学反
応により発電する燃料電池と、
　前記燃料電池に前記酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給装置と、
　前記燃料電池に前記燃料ガスを供給する燃料ガス供給装置と、
　を設ける燃料電池システムの起動方法であって、
　前記アノード側の単極電位と水素濃度との関係から、前記単極電位が急激に低下する基
準水素濃度を設定する工程と、
　前記基準水素濃度に至る直前まで、前記アノード側に前記燃料ガスを第１流量で供給す
る工程と、
　前記基準水素濃度の直前から直後まで、前記アノード側に前記燃料ガスを前記第１流量
よりも少量な第２流量で供給する工程と、
　前記基準水素濃度の直後から、前記アノード側に前記燃料ガスを前記第２流量よりも多
量な第３流量で供給する工程と、
　を有することを特徴とする燃料電池システムの起動方法。
【請求項３】
　請求項２記載の起動方法において、起動前の前記燃料電池の前記カソード側及び前記ア
ノード側には、酸化剤ガスが充填されていることを特徴とする燃料電池システムの起動方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化剤ガス及び燃料ガスの電気化学反応により発電する燃料電池を備える燃
料電池システム及びその起動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、燃料ガス（主に水素を含有するガス、例えば、水素ガス）及び酸化剤ガス
（主に酸素を含有するガス、例えば、空気）をアノード電極及びカソード電極に供給して
電気化学的に反応させることにより、直流の電気エネルギを得るシステムである。このシ
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ステムは、定置用の他、車載用として燃料電池車両に組み込まれている。
【０００３】
　例えば、固体高分子型燃料電池は、高分子イオン交換膜からなる電解質膜の両側に、そ
れぞれアノード電極及びカソード電極を設けた電解質膜・電極構造体を、セパレータによ
って挟持した発電セルを備えている。この種の発電セルは、通常、電解質膜・電極構造体
及びセパレータを所定数だけ交互に積層することにより、燃料電池スタックとして使用さ
れている。
【０００４】
　この種の燃料電池スタックでは、発電（運転）が停止される際、前記燃料電池スタック
内に残存する燃料ガスを空気（酸化剤ガス）と置換する処理が行われている。このため、
燃料電池スタックを起動させると、アノード電極に燃料ガスの供給を開始する際に水素と
空気とが混在してしまう。これにより、カソード電極が高電位となり易く、前記カソード
電極の電極触媒層の性能劣化による発電性能の低下が惹起されるという問題がある。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１に開示されている燃料電池システムでは、図７に示すよう
に、燃料電池スタック１、起電力を得る駆動時に前記燃料電池スタック１内の燃料室に燃
料ガスを導入するための燃料導入手段２、及び停止時に前記燃料室内に残留する燃料ガス
を空気と置換する燃料置換手段３を備えている。
【０００６】
　燃料導入手段２は、水素ボンベ４、調圧弁５ａ、５ｂ、電磁弁６ａ、６ｂ、圧力計Ｓ１
、Ｓ２及び配管７ａ、７ｂ、７ｃにより構成されている。燃料置換手段３は、逆止弁８、
電磁弁６ｃ、６ｄ、６ｅ、６ｆ、ポンプ９及び配管７ｄ、７ｅ、７ｆ、７ｃにより構成さ
れている。
【０００７】
　制御手段では、停止時に燃料室内に置換された空気を始動によって再度燃料ガスとして
の水素で置換する前記燃料室の置換率（％）と、初期性能からの出力変化（％）との関係
を測定している。その際、燃料置換手段３により、停止時に燃料室内に残留する水素を空
気と置換している。そして、制御手段によって所定時間（０．６秒）の間に置換率が８０
％、８５％又は９５％以上になるように制御している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２０６８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記の特許文献１では、燃料導入手段２及び燃料置換手段３が相当に大
型で且つ複雑化している。このため、燃料電池システム全体の容積が増大するとともに、
製造コストが高騰するという問題がある。
【００１０】
　本発明はこの種の問題を解決するものであり、コンパクト且つ経済的な構成で、燃料電
池の劣化を可及的に抑制することが可能な燃料電池システム及びその起動方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、カソード側に供給される酸化剤ガス及びアノード側に供給される燃料ガスの
電気化学反応により発電する燃料電池と、前記燃料電池に前記酸化剤ガスを供給する酸化
剤ガス供給装置と、前記燃料電池に前記燃料ガスを供給する燃料ガス供給装置とを設ける
燃料電池システム及びその起動方法に関するものである。
【００１２】
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　この燃料電池システムでは、アノード側の単極電位と水素濃度との関係から、前記単極
電位が急激に低下する基準水素濃度を設定するコントローラを備えている。
【００１３】
　燃料ガス供給装置は、燃料ガス供給源から燃料電池の燃料ガス入口連通孔に燃料ガスを
供給する燃料ガス供給路と、前記燃料電池の燃料ガス出口連通孔から排出される前記燃料
ガスを前記燃料ガス供給路に戻す第１リターン流路と、前記第１リターン流路とは個別に
前記燃料ガス供給路に連通するとともに、ポンプを介して前記燃料ガス出口連通孔から前
記燃料ガス入口連通孔に前記燃料ガスを流通させる第２リターン流路と、前記燃料ガス供
給路に、前記第１リターン流路の連結部及び前記第２リターン流路の連結部を跨いで接続
され、アノード側の水素濃度が基準水素濃度の直前から直後である際に、前記燃料ガス供
給路を介して前記燃料電池に供給される燃料ガス供給量に比べて少量の前記燃料ガスを前
記燃料ガス入口連通孔に供給する燃料ガス流量制御部とを備えている。
【００１４】
　また、この燃料電池システムの起動方法では、アノード側の単極電位と水素濃度との関
係から、前記単極電位が急激に低下する基準水素濃度を設定する工程と、前記基準水素濃
度に至る直前まで、前記アノード側に燃料ガスを第１流量で供給する工程と、前記基準水
素濃度の直前から直後まで、前記アノード側に前記燃料ガスを前記第１流量よりも少量な
第２流量で供給する工程と、前記基準水素濃度の直後から、前記アノード側に前記燃料ガ
スを前記第２流量よりも多量な第３流量で供給する工程とを有している。
【００１５】
　さらに、この起動方法では、起動前の燃料電池のカソード側及びアノード側には、酸化
剤ガスが充填されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、アノード側の単極電位と水素濃度との関係から、前記単極電位が急激に低
下する基準水素濃度を設定している。そして、単極電位が急激に低下する基準水素濃度に
至る直前まで、及び前記基準水素濃度の直後から、アノード側に多量の燃料ガスが供給さ
れる一方、前記基準水素濃度の直前から直後までの間、前記アノード側に少量の前記燃料
ガスが供給されている。
【００１７】
　このため、アノード側に燃料ガスを迅速に供給することができ、前記アノード側の面内
に発生する水素の濃度差が良好に減少される。
【００１８】
　しかも、アノード側の水素濃度が所定の領域（基準水素濃度）に至ると、前記アノード
側の単極電位が急激に低下することを見出した。そして、基準水素濃度の直前から直後ま
での間は、アノード側に少量の燃料ガスを供給することにより、水素濃度変化を最小にし
て前記アノード側の単極電位が急激に低下することを良好に抑制することができる。従っ
て、燃料電池内に高電位が発生することを確実に阻止することが可能になり、特にカソー
ド電極の電極触媒層の性能劣化による発電性能の低下が可及的に抑制される。
【００１９】
　これにより、コンパクト且つ経済的な構成で、燃料電池の劣化を可及的に抑制すること
が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る燃料電池システムの概略構成図である。
【図２】前記燃料電池システムの起動方法を説明するタイミングチャートである。
【図３】アノード側の単極電位と水素濃度との関係説明図である。
【図４】前記起動方法を説明する水素流量と濃度との関係図である。
【図５】前記燃料電池システムの動作説明図である。
【図６】燃料電池内の高電位発生の説明図である。
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【図７】特許文献１に開示されている燃料電池システムの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る燃料電池システム１０は、燃料電池スタッ
ク１２と、前記燃料電池スタック１２に酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス供給装置１４と
、前記燃料電池スタック１２に燃料ガスを供給する燃料ガス供給装置１６と、前記燃料電
池システム１０全体の制御を行うコントローラ１８とを備える。燃料電池システム１０は
、燃料電池自動車等の燃料電池車両に搭載される。
【００２２】
　燃料電池スタック１２は、複数の燃料電池２０を積層して構成される。各燃料電池２０
は、例えば、パーフルオロスルホン酸の薄膜に水が含浸された固体高分子電解質膜２２を
カソード電極２４とアノード電極２６とで挟持した電解質膜・電極構造体（ＭＥＡ）２８
を備える。
【００２３】
　カソード電極２４及びアノード電極２６は、カーボンペーパ等からなるガス拡散層と、
白金合金（又はＲｕ等）が表面に担持された多孔質カーボン粒子が前記ガス拡散層の表面
に一様に塗布されて形成された電極触媒層とを有する。電極触媒層は、固体高分子電解質
膜２２の両面に形成される。
【００２４】
　電解質膜・電極構造体２８をカソード側セパレータ３０及びアノード側セパレータ３２
で挟持する。カソード側セパレータ３０及びアノード側セパレータ３２は、例えば、カー
ボンセパレータ又は金属セパレータで構成される。
【００２５】
　カソード側セパレータ３０と電解質膜・電極構造体２８との間には、酸化剤ガス流路３
４が設けられるとともに、アノード側セパレータ３２と前記電解質膜・電極構造体２８と
の間には、燃料ガス流路３６が設けられる。
【００２６】
　燃料電池スタック１２には、各燃料電池２０の積層方向に互いに連通して、酸化剤ガス
、例えば、酸素含有ガス（以下、空気ともいう）を供給する酸化剤ガス入口連通孔３８ａ
、燃料ガス、例えば、水素含有ガス（以下、水素ガスともいう）を供給する燃料ガス入口
連通孔４０ａ、冷却媒体を供給する冷却媒体入口連通孔（図示せず）、前記酸化剤ガスを
排出する酸化剤ガス出口連通孔３８ｂ、前記燃料ガスを排出する燃料ガス出口連通孔４０
ｂ、及び前記冷却媒体を排出する冷却媒体出口連通孔（図示せず）が設けられる。
【００２７】
　酸化剤ガス供給装置１４は、大気からの空気を圧縮して供給するエアポンプ（コンプレ
ッサ）４２を備え、前記エアポンプ４２が空気供給流路４４に配設される。空気供給流路
４４には、加湿器４６が配設されるとともに、前記空気供給流路４４は、燃料電池スタッ
ク１２の酸化剤ガス入口連通孔３８ａに連通する。加湿器４６は、オフガス（使用済み空
気）と供給空気との間で水分及び熱の交換を行う。
【００２８】
　酸化剤ガス供給装置１４は、酸化剤ガス出口連通孔３８ｂに連通する空気排出流路４８
を備える。空気排出流路４８は、加湿器４６の加湿媒体通路（図示せず）に連通するとと
もに、この空気排出流路４８には、エアポンプ４２から空気供給流路４４を通って燃料電
池スタック１２に供給される空気の圧力を調整するための開度調整可能な背圧制御弁５０
が設けられる。
【００２９】
　燃料ガス供給装置１６は、高圧水素を貯留する水素タンク（燃料ガス供給源）５２を備
え、この水素タンク５２は、水素供給流路（燃料ガス供給路）５４を介して燃料電池スタ
ック１２の燃料ガス入口連通孔４０ａに連通する。この水素供給流路５４には、遮断弁５
６、レギュレータ５８及びエゼクタ６０が設けられる。エゼクタ６０は、水素タンク５２
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から供給される水素ガスを、水素供給流路５４を通って燃料電池スタック１２に供給する
とともに、燃料電池スタック１２で使用されなかった未使用の水素ガスを含む排ガスを、
第１リターン流路６２から吸引して、再度、前記燃料電池スタック１２に燃料ガスとして
供給する。
【００３０】
　燃料ガス出口連通孔４０ｂには、オフガス流路６４が連通する。オフガス流路６４は、
パージ弁６６を介して、例えば、図示しない希釈器に連通する。オフガス流路６４の途上
には、第１リターン流路６２の一端と第２リターン流路６８の一端とが個別に連通する。
第１リターン流路６２の他端は、エゼクタ６０に接続される一方、第２リターン流路６８
の他端は、ポンプ７０を介装して水素供給流路５４に接続される。
【００３１】
　水素供給流路５４には、第１リターン流路６２の連結部（エゼクタ６０）及び第２リタ
ーン流路６８の連結部を跨いでバイパス流路７２の両端が接続される。バイパス流路７２
の上流側端部は、レギュレータ５８とエゼクタ６０との間に位置して三方弁７４に接続さ
れる。バイパス流路７２には、流量制御部（燃料ガス流量制御部）７６が配設される。流
量制御部７６には、例えば、マスフローコントローラやインジェクタ等が採用される。
【００３２】
　水素供給流路５４の燃料ガス入口連通孔４０ａに近接する位置と、空気供給流路４４の
酸化剤ガス入口連通孔３８ａに近接する位置とには、空気パージ流路７８の両端が接続さ
れる。空気パージ流路７８には、開閉弁８０が介装される。
【００３３】
　燃料電池スタック１２には、アノード側の水素濃度を検出するために、例えば、水素供
給流路５４に燃料ガス入口連通孔４０ａに近接して水素濃度センサ８２が設けられる。
【００３４】
　このように構成される燃料電池システム１０の動作について、以下に説明する。
【００３５】
　先ず、燃料電池システム１０の運転時には、酸化剤ガス供給装置１４を構成するエアポ
ンプ４２を介して、空気供給流路４４に空気が送られる。この空気は、加湿器４６を通っ
て加湿された後、燃料電池スタック１２の酸化剤ガス入口連通孔３８ａに供給される。こ
の空気は、燃料電池スタック１２内の各燃料電池２０に設けられている酸化剤ガス流路３
４に沿って移動することにより、カソード電極２４に供給される。
【００３６】
　使用済みの空気は、酸化剤ガス出口連通孔３８ｂから空気排出流路４８に排出され、加
湿器４６に送られることによって新たに供給される空気を加湿した後、背圧制御弁５０を
介して排出される。
【００３７】
　一方、燃料ガス供給装置１６では、遮断弁５６が開放されることにより、水素タンク５
２から水素供給流路５４に水素ガスが供給される。この水素ガスは、レギュレータ５８に
より降圧された後、エゼクタ６０を通って燃料電池スタック１２の燃料ガス入口連通孔４
０ａに供給される。燃料電池スタック１２内に供給された水素ガスは、各燃料電池２０の
燃料ガス流路３６に沿って移動することにより、アノード電極２６に供給される。
【００３８】
　使用済みの水素ガスは、燃料ガス出口連通孔４０ｂからオフガス流路６４に排出され、
第１リターン流路６２を介してエゼクタ６０に吸引され、燃料ガスとして、再度、燃料電
池スタック１２に供給される。従って、カソード電極２４に供給される空気とアノード電
極２６に供給される水素ガスとが電気化学的に反応して発電が行われる。
【００３９】
　燃料電池システム１０の運転が停止される際には、各燃料電池２０の燃料ガス流路３６
を含むアノード側経路が、空気によりパージされる。具体的には、燃料ガス供給装置１６
では、遮断弁５６が閉塞されて燃料電池スタック１２に燃料ガスの供給が停止される一方
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、開閉弁８０が開放されて空気パージ流路７８が、空気供給流路４４と水素供給流路５４
とに連通する。
【００４０】
　このため、エアポンプ４２の作用下に、空気供給流路４４に導出される空気は、酸化剤
ガス入口連通孔３８ａから酸化剤ガス流路３４に供給されるとともに、前記空気の一部が
空気パージ流路７８を通って燃料ガス入口連通孔４０ａから燃料ガス流路３６に供給され
る。これにより、燃料電池スタック１２では、空気によるパージが行われ、カソード側経
路及びアノード側経路が空気により満たされている。
【００４１】
　次いで、燃料電池システム１０の起動方法について、図２に示すタイミングチャートに
沿って、以下に説明する。
【００４２】
　先ず、実際に使用される燃料電池システム１０を用いて、アノード側の単極電位と水素
濃度との関係が検出される。図３に示すように、燃料電池システム１０では、水素濃度が
上昇する際に、単極電位が急激に低下する濃度Ｔが検出され、この濃度Ｔが基準水素濃度
に設定される。
【００４３】
　濃度Ｔは、電極触媒の活性により変化する値である。システム停止時には、アノード側
には、大量の窒素、酸素及び水素が残存している。濃度Ｔは、窒素濃度が高い場合に、ほ
ぼ一定値であるが、窒素濃度が低い場合に、燃料電池スタック１２のアノード入口側（燃
料ガス入口連通孔４０ａ）に設けられた酸素センサ（図示せず）を介して供給される酸素
濃度を検出し、その結果により補正することが好ましい。
【００４４】
　例えば、通常使用されている固体高分子電解質膜２２では、濃度Ｔが、水素のアノード
側供給ガス中の酸素濃度に対して５０％～７０％である。濃度による単極電位の急峻な変
化は、電極触媒上を被覆している分子、すなわち、水素と酸素のいずれが支配的になるか
によって決定される。
【００４５】
　そこで、図示しない燃料電池自動車のイグニッションスイッチがオンされると、燃料電
池システム１０の起動処理が開始される（図２参照）。この起動処理では、ポンプ７０が
オンされるため、図１に示すように、水素ガスが、第２リターン流路６８を介して燃料電
池スタック１２内に強制的に循環される。一方、エアポンプ４２がオンされて、燃料電池
スタック１２内に空気が供給される。
【００４６】
　ポンプ７０がオンされた後、又は前記ポンプ７０がオンされると同時に、遮断弁５６が
オンされる（図２参照）。従って、燃料電池スタック１２内の各燃料電池２０には、水素
タンク５２から供給される水素ガスが、ポンプ７０の付勢作用下に多量（第１流量）に供
給される。
【００４７】
　ここで、アノード側経路の残留酸素の圧力値から、アノード側経路の開時間がマップ（
図示せず）により設定される。そして、図４中、（ａ）に示すように、濃度Ｔよりも低い
値、例えば、濃度Ｔの４０％程度まで、上記のポンプ７０の付勢作用下に多量の水素を供
給して水素濃度を急激に上昇させる。
【００４８】
　次いで、図２及び図５に示すように、遮断弁５６が閉塞されるとともに、三方弁７４の
切り替え作用下に、水素供給流路５４とバイパス流路７２とが連通する。このため、図４
中、（ｂ）に示すように、流量制御部７６の作用下に、燃料電池スタック１２に供給され
る水素ガスの流量が低下され（第２流量）、アノード側では、濃度Ｔが時間をかけてゆっ
くりと超えられる。
【００４９】
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　そして、燃料電池２０のセル電圧の上昇が確認された後、遮断弁５６を開放する一方、
三方弁７４の切り替え作用下に、水素供給流路５４からバイパス流路７２が閉塞される（
図１及び図２参照）。これにより、図４中、（ｃ）に示すように、燃料電池スタック１２
に供給される水素ガスの流量が増加され（第３流量）、例えば、第１流量と同量に調整さ
れ、アノード側に多量の水素ガスが供給される。その後、燃料電池スタック１２は、発電
可能な状態に移行する（図２参照）。
【００５０】
　この場合、本実施形態では、図３に示すように、アノード側の単極電位と水素濃度との
関係から、前記単極電位が急激に低下する基準水素濃度（濃度Ｔ）を設定している。そし
て、図４に示すように、単極電位が急激に低下する基準水素濃度に至る直前まで、及び基
準水素濃度の直後から、アノード側に多量の水素ガスが供給される一方、前記基準水素濃
度の直前から直後までの間、前記アノード側に少量の前記水素ガスが供給されている。
【００５１】
　このため、アノード側に水素ガスを迅速に供給することができ、前記アノード側の面内
に発生する水素の濃度差が良好に減少される。従って、燃料電池２０内に高電位が発生す
ることを確実に阻止することが可能になり、特にカソード電極２４の電極触媒層の性能劣
化による発電性能の低下が可及的に抑制される。
【００５２】
　具体的には、図６に示すように、燃料電池２０の停止時には、カソード側及びアノード
側に空気が充填されている。そして、燃料電池システム１０の起動時には、アノード側に
おいて、Ｈ２→２Ｈ+＋２ｅ－の反応を生じ、カソード側において、Ｏ２＋４Ｈ+＋４ｅ－

→２Ｈ２Ｏの反応が発生し、水素極と空気極との間に起電力が生じる。
【００５３】
　その際、アノード側における水素で満たされている面において、Ｈ２→２Ｈ+＋２ｅ－

の反応が生じる一方、アノード側における水素で満たされておらず、空気が残留している
面において、Ｏ２＋４Ｈ+＋４ｅ－→２Ｈ２Ｏの反応が惹起される。これにより、アノー
ド側の面内に発生する水素の濃度差により、カソード側に高電位が発生する。
【００５４】
　そこで、本実施形態では、水素タンク５２から供給される水素ガスが、ポンプ７０の付
勢作用下にバイパス流路７２を介して少量の供給がなされることにより、アノード側の面
内に発生する水素の濃度差が良好に減少される。このため、燃料電池２０内に高電位が発
生することを確実に阻止することが可能になるという効果が得られる。
【００５５】
　しかも、アノード側の水素濃度が所定の濃度Ｔ（基準水素濃度）に至ると、前記アノー
ド側の単極電位が急激に低下することを見出した（図３参照）。そして、基準水素濃度の
直前から直後までの間は、バイパス流路７２を介してアノード側に少量の燃料ガスを供給
している（図５参照）。
【００５６】
　従って、水素濃度変化を最小にして、アノード側の単極電位が急激に低下することを良
好に抑制することができるという利点が得られる。これにより、コンパクト且つ経済的な
構成で、燃料電池２０の劣化を可及的に抑制することが可能になる。
【００５７】
　さらに、図４中、（ａ）及び（ｃ）では、アノード側に多量の水素ガスが供給されてい
る。このため、燃料電池システム１０の起動時間を良好に短縮することができるという利
点がある。
【００５８】
　なお、本実施形態では、燃料電池２０の停止時に、カソード側及びアノード側に空気が
充填されているが、これに代えて、空気によるパージを行ってもよい。また、停止時には
、背圧制御弁５０を開放して空気排出流路４８により外気を自然導入してもよい。
【符号の説明】
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【００５９】
１０…燃料電池システム　　　　　　　１２…燃料電池スタック
１４…酸化剤ガス供給装置　　　　　　１６…燃料ガス供給装置
１８…コントローラ　　　　　　　　　２０…燃料電池
２２…固体高分子電解質膜　　　　　　２４…カソード電極
２６…アノード電極　　　　　　　　　２８…電解質膜・電極構造体
３０、３２…セパレータ　　　　　　　３４…酸化剤ガス流路
３６…燃料ガス流路　　　　　　　　　３８ａ…酸化剤ガス入口連通孔
３８ｂ…酸化剤ガス出口連通孔　　　　４０ａ…燃料ガス入口連通孔
４０ｂ…燃料ガス出口連通孔　　　　　４２…エアポンプ
４４…空気供給流路　　　　　　　　　４６…加湿器
４８…空気排出流路　　　　　　　　　５０…背圧制御弁
５２…水素タンク　　　　　　　　　　５４…水素供給流路
５６…遮断弁　　　　　　　　　　　　５８…レギュレータ
６０…エゼクタ　　　　　　　　　　　６２、６８…リターン流路
６４…オフガス流路　　　　　　　　　７０…ポンプ
７２…バイパス流路　　　　　　　　　７４…三方弁
７６…流量制御部　　　　　　　　　　７８…空気パージ流路
８０…開閉弁　　　　　　　　　　　　８２…水素濃度センサ

【図１】 【図２】
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