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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を発生する燃料電池スタックと、該燃料電池スタックからの電力により駆動される
車両駆動用電気モータと、燃料電池スタックからの電圧もしくは電流又は電気モータへの
電圧もしくは電流を調整する電気調整器とを、乗員室の車両長さ方向外方に形成された収
容室内に収容した電動車両であって、
　前記電気モータ及び前記電気調整器を共通のケーシング内に収容すると共に該ケーシン
グを収容室の底部に配置し、
　該ケーシングの頂部にほぼ水平方向に拡がる平坦なスタック支持面が形成されており、
　前記燃料電池スタックを前記ケーシングの上方に配置すると共に前記スタック支持面上
に配置されたマウントを介して前記ケーシングにより支持するようにした、
電動車両。
【請求項２】
　前記電動車両のトランスアクスルも前記ケーシング内に収容されており、前記ケーシン
グが、前記トランスアクスルを収容するトランスアクスル収容部分と、前記電気モータを
収容するモータ収容部分とを、前記電気調整器を収容する調整器収容部分と備え、前記ト
ランスアクスル収容部分が前記収容室の車両幅方向のほぼ中央に配置され、前記モータ収
容部分が前記トランスアクスル収容部分の車両幅方向の一側に配置され、前記調整器収容
部分が前記トランスアクスル収容部分の車両幅方向の他側に配置され、前記モータ収容部
分の頂部及び前記調整器収容部分の頂部に前記スタック支持面が形成されている、請求項
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１に記載の電動車両。
【請求項３】
　前記電動車両が前記ケーシングを貫通して前記収容室内を車両幅方向に延びるドライブ
シャフトを有しており、前記調整器収容部分が前記ドライブシャフトの上方をほぼ水平方
向に拡がる拡張部分を含み、該拡張部分の頂部に前記スタック支持面が形成されている、
請求項２に記載の電動車両。
【請求項４】
　前記電気調整器が、前記燃料電池スタックで発生された電圧を高めるためのコンバータ
と、前記燃料電池スタックで発生された直流電流を交流電流に変換するためのインバータ
との一方又は両方を含む、請求項１から３までのいずれか一項に記載の電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電動車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力を発生する燃料電池スタックと、燃料電池スタックからの電力により駆動される車
両駆動用電気モータとを、乗員室の車両長さ方向前方に形成された収容室内に収容した電
動車両が公知である（特許文献１参照）。この電動車両では電気モータの上方に燃料電池
スタックが配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１７３７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、燃料電池スタックをどのように支持するかについて具体的な開示はな
い。しかしながら、電動車両の運動性能を確保しつつ燃料電池スタックを安定に支持する
ことは必ずしも容易なことではない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、電力を発生する燃料電池スタックと、燃料電池スタックからの電力に
より駆動される車両駆動用電気モータと、燃料電池スタックからの電圧もしくは電流又は
電気モータへの電圧もしくは電流を調整する電気調整器とを、乗員室の車両長さ方向外方
に形成された収容室内に収容した電動車両であって、前記電気モータ及び前記電気調整器
を共通のケーシング内に収容すると共にケーシングを収容室の底部に配置し、ケーシング
の頂部にほぼ水平方向に拡がる平坦なスタック支持面が形成されており、前記燃料電池ス
タックを前記ケーシングの上方に配置すると共に前記スタック支持面上に配置されたマウ
ントを介して前記ケーシングにより支持するようにした、電動車両が提供される。
【発明の効果】
【０００６】
　電動車両の運動性能を確保しつつ燃料電池スタックを安定に支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】電動車両の収容室内における各種要素のレイアウトを示す、側方から見た概略図
である。
【図２】電動車両の収容室内における各種要素のレイアウトを示す、上方から見た概略図
である。
【図３】電動車両の収容室内における各種要素のレイアウトを示す、後方から見た概略図
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である。
【図４】燃料電池システムの全体図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１から図３を参照すると、電動車両１は乗員室２と、乗員室２の車両長さ方向ＶＬ前
方に形成された収容室３とを備える。図面に示される実施例では、収容室３はダッシュボ
ード４により乗員室２から分離される。あるいは、収容室３はフード３ａ、車両ボディ３
ｂ及びダッシュボード４により画定されるという見方もできる。なお、図１から図３にお
いて、ＶＬは車両長さ方向、ＶＷは車両幅方向、ＶＨは車両高さ方向をそれぞれ示してい
る。ここで、車両長さ方向ＶＬ及び車両幅方向ＶＷは水平方向であり、車両高さ方向ＶＨ
は鉛直方向である。一方、電動車両１は図４に示されるような燃料電池システムＡを備え
ており、燃料電池システムＡの要素の一部又は全部が収容室３内に収容されている。
【０００９】
　図４を参照すると、燃料電池システムＡは燃料電池スタック１０を備える。燃料電池ス
タック１０は積層方向に互いに積層された複数の燃料電池単セルを備える。各燃料電池単
セルは膜電極接合体２０を含む。膜電極接合体２０は膜状の電解質と、電解質の一側に形
成されたアノード極と、電解質の他側に形成されたカソード極とを備える。また、各燃料
電池単セル内には、アノード極に燃料ガスを供給するための燃料ガス流通路と、カソード
極に酸化剤ガスを供給する酸化剤ガス流通路と、燃料電池単セルに冷却水を供給するため
の冷却水流通路とがそれぞれ形成される。複数の燃料電池単セルの燃料ガス流通路、酸化
剤ガス流通路、及び冷却水流通路をそれぞれ直列に接続することにより、燃料電池スタッ
ク１０には燃料ガス通路３０、酸化剤ガス通路４０、及び冷却水通路５０がそれぞれ形成
される。
【００１０】
　燃料ガス通路３０の入口には燃料ガス供給路３１が連結され、燃料ガス供給路３１は燃
料ガス源３２に連結される。本発明による実施例では燃料ガスは水素から形成され、燃料
ガス源３２は水素タンクから形成される。燃料ガス供給路３１内には燃料ガス供給路３１
内を流れる燃料ガスの量を制御する燃料ガス制御弁３３が配置される。一方、燃料ガス通
路３０の出口にはアノードオフガス通路３４が連結される。燃料ガス制御弁３３が開弁さ
れると、燃料ガス源３２内の燃料ガスが燃料ガス供給路３１を介して燃料電池スタック１
０内の燃料ガス通路３０内に供給される。このとき燃料ガス通路３０から流出するガス、
すなわちアノードオフガスはアノードオフガス通路３４内に流入する。アノードオフガス
通路３４内にはアノードオフガス通路３４内を流れるアノードオフガスの量を制御するア
ノードオフガス制御弁３５が配置される。
【００１１】
　また、酸化剤ガス通路４０の入口には酸化剤ガス供給路４１が連結され、酸化剤ガス供
給路４１は酸化剤ガス源４２に連結される。本発明による実施例では酸化剤ガスは空気か
ら形成され、酸化剤ガス源４２は大気から形成される。酸化剤ガス供給路４１内には、エ
アクリーナ４２ａと、酸化剤ガスを圧送する酸化剤ガス供給器ないしコンプレッサ４３と
が順次配置される。また、コンプレッサ４３下流の酸化剤ガス供給路４１内にはコンプレ
ッサ４３から燃料電池スタック１０に送られる酸化剤ガスを冷却するためのインタークー
ラ４４が配置される。本発明による実施例では、インタークーラ４４は空気通路を有する
と共に空気通路内に空気が流通することにより酸化剤ガスを冷却する空冷式インタークー
ラから構成される。一方、酸化剤ガス通路４０の出口にはカソードオフガス通路４５が連
結される。コンプレッサ４３が駆動されると、酸化剤ガス源４２内の酸化剤ガスが酸化剤
ガス供給路４１を介して燃料電池スタック１０内の酸化剤ガス通路４０内に供給される。
このとき酸化剤ガス通路４０から流出するガス、すなわちカソードオフガスはカソードオ
フガス通路４５内に流入する。カソードオフガス通路４５内にはカソードオフガス通路４
５内を流れるカソードオフガスの量を制御するカソードオフガス制御弁４６が配置される
。
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【００１２】
　更に図４を参照すると、冷却水通路５０の入口には冷却水供給路５１の一端が連結され
、冷却水供給路５１の出口には冷却水供給路５１の他端が連結される。冷却水供給路５１
内には冷却水を圧送する冷却水ポンプ５２と、ラジエータ５３とが配置される。ラジエー
タ５３上流の冷却水供給路５１と、ラジエータ５３と冷却水ポンプ５２間の冷却水供給路
５１とはラジエータバイパス通路５４により互いに連結される。また、ラジエータバイパ
ス通路５４内を流れる冷却水量を制御するラジエータバイパス制御弁５５が設けられる。
図４に示される燃料電池システムＡではラジエータバイパス制御弁５５は三方弁から形成
され、ラジエータバイパス通路５４の入口に配置される。冷却水ポンプ５２が駆動される
と、冷却水ポンプ５２から吐出された冷却水は冷却水供給路５１を介して燃料電池スタッ
ク１０内の冷却水通路５０内に流入し、次いで冷却水通路５０を通って冷却水供給路５１
内に流入し、ラジエータ５３又はラジエータバイパス通路５４を介して冷却水ポンプ５２
に戻る。
【００１３】
　また、燃料電池単セルのアノード極及びカソード極はそれぞれ直列に電気的に接続され
、燃料電池スタック１０の電極を構成する。燃料電池スタック１０の電極は図４に示され
るように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１に電気的に接続される。ＤＣ／ＤＣコンバータ１１
は一方ではインバータ１２を介してモータジェネレータ１３に電気的に接続され、他方で
はＤＣ／ＤＣコンバータ１４を介して蓄電器１５に電気的に接続される。ＤＣ／ＤＣコン
バータ１１は燃料電池スタック１０からの電圧を高めてインバータ１２に送るためのもの
であり、インバータ１２はＤＣ／ＤＣコンバータ１１からの直流電流を交流電流に変換す
るためのものである。ＤＣ／ＤＣコンバータ１４は燃料電池スタック１０又はモータジェ
ネレータ１３からの電圧を低くし、又はモータジェネレータ１３への電圧を高くするため
のものである。なお、図４に示される燃料電池システムＡでは蓄電器１５はバッテリから
構成される。
【００１４】
　更に、燃料電池システムＡはコンピュータを含む制御ユニット６０を備える。制御ユニ
ット６０はモータジェネレータ１３や制御弁３３などに接続され、モータジェネレータ１
３などは制御ユニット６０からの信号に基づいて制御される。
【００１５】
　燃料電池スタック１０で発電すべきときには燃料ガス制御弁３３が開弁され、燃料ガス
が燃料電池スタック１０に供給される。また、コンプレッサ４３が駆動され、酸化剤ガス
がコンプレッサ４３から吐出される。この酸化剤ガスは次いでインタークーラ４４に送ら
れて冷却され、次いで燃料電池スタック１０に供給される。その結果、燃料電池単セルに
おいて電気化学反応が起こり、電気エネルギが発生される。この発生された電気エネルギ
はモータジェネレータ１３に送られる。その結果、モータジェネレータ１３が車両駆動用
の電気モータとして作動され、車両が駆動される。あるいは、燃料電池スタック１０で発
生された電気エネルギは蓄電器１５に送られ、蓄えられる。一方、例えば車両制動時には
モータジェネレータ１３が回生装置として作動し、このとき回生された電気エネルギは蓄
電器１５に蓄えられる。
【００１６】
　ここで、図面に示される実施例のインタークーラ４４について簡単に説明する。インタ
ークーラ４４は、ケーシングと、酸化剤ガスが流通する酸化剤ガス通路と、空気が流通す
る空気通路と、を備える。酸化剤ガス通路は上述の酸化剤ガス供給路４１に連通される。
一方、空気通路はケーシング内に配置された隔壁により画定される。この隔壁はハニカム
構造をなしている。また、隔壁はその長さ方向に空気入口から空気出口まで延びており、
空気入口及び空気出口は収容室３に連通される。上述の酸化剤ガス管は隔壁を貫通して延
びている。空気入口に空気が導かれると、この空気は空気通路内を流通し、したがって酸
化剤ガス通路内を流通する酸化剤ガスが空気により冷却される。
【００１７】
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　再び図１から図３を参照すると、収容室３の底部には底部ケーシング５が収容される。
底部ケーシング５はトランスアクスル収容部分５ｔと、トランスアクスル収容部分５ｔの
一側に設けられたモータ収容部分５ｍと、トランスアクスル収容部分５ｔの他側に設けら
れた調整器収容部分５ａとを有する。これらトランスアクスル収容部分５ｔ、モータ収容
部分５ｍ、及び調整器収容部分５ａは一体的に形成される。トランスアクスル収容部分５
ｔにはトランスアクスル７が収容され、モータ収容部分５ｍには上述のモータジェネレー
タ１３が収容される。また、調整器収容部分５ａには後述する電気調整器ＥＡが収容され
る。モータジェネレータ１３の入出力軸は上述のトランスアクスル７を介してフロントド
ライブシャフトＤＳに連結される。電動車両１のドライブシャフトＤＳはトランスアクス
ル収容部分５ｔを貫通して車両幅方向ＶＷに延びており、フロントドライブシャフトＤＳ
の両端には車輪Ｗが取り付けられる。特に、図２及び図３に示されるように、トランスア
クスル収容部分５ｔは収容室３の車両幅方向ＶＷのほぼ中央に、車両長さ方向ＶＬにほぼ
沿って配置される。したがって、モータ収容部分５ｍはトランスアクスル収容部分５ｔの
車両幅方向ＶＷの一側に位置し、調整器収容部分５ａはトランスアクスル収容部分５ｔの
車両幅方向ＶＷの他側に位置することになる。この場合、底部ケーシング５は例えばゴム
製の底部マウントＭＢを介してサスペンションメンバ６により支持される。図面に示され
る実施例では、底部マウントＭＢは、トランスアクスル収容部分５ｔの下方でかつ車両長
さ方向ＶＬ方向に離間した２つの位置と、モータ収容部分５ｍの下方との３箇所に配置さ
れる。
【００１８】
　電気調整器ＥＡは燃料電池スタック１０からの電圧もしくは電流又はモータジェネレー
タ１３への電圧もしくは電流を調整するものである。図面に示される実施例では、電気調
整器ＥＡはＤＣ／ＤＣコンバータ１１、インバータ１２、及びＤＣ／ＤＣコンバータ１４
から構成される。別の実施例では電気調整器ＥＡはＤＣ／ＤＣコンバータ１１、インバー
タ１２、及びＤＣ／ＤＣコンバータ１４の少なくとも１つから構成される。
【００１９】
　特に図１に示されるように、調整器収容部分５ａはドライブシャフトＤＳの車両高さ方
向ＶＨ上方にほぼ水平方向に拡がる拡張部分５ａｅを有している。上述の電気調整器ＥＡ
はこの拡張部分５ａｅに収容される。更に、図面に示される実施例では、電気調整器ＥＡ
下方の調整器収容部分５ａに上述の制御ユニット６０が収容される。
【００２０】
　更に、底部ケーシング５の頂部にはほぼ水平方向に拡がる平坦なスタック支持面ＳＳが
形成される。図面に示される実施例では、スタック支持面ＳＳはモータ収容部分と５ｍの
頂部及び調整器収容部分５ａの頂部に形成される。この場合、拡張部分５ａｅの頂部にも
スタック支持面ＳＳが形成される。別の実施例では、スタック支持面ＳＳはトランスアク
スル収容部分５ｔの頂部、モータ収容部分と５ｍの頂部及び調整器収容部分５ａの頂部の
うち少なくとも２つに形成される。
【００２１】
　底部ケーシング５の車両高さ方向ＶＨ上方には上述の燃料電池スタック１０が配置され
る。この場合、燃料電池スタック１０はスタック支持面ＳＳ上に配置された例えばゴム製
のスタックマウントＭＳを介して底部ケーシング５により支持される。図面に示される実
施例では、スタックマウントＭＳは、モータ収容部分５ｍの頂面上と、調整器収容部分５
ａの頂面上でかつ車両長さ方向ＶＬに離間した２つの位置との３箇所に配置される。また
、燃料電池スタック１０の長さ方向が車両幅方向ＶＷを指向しかつ燃料電池スタック１０
の幅方向が車両長さ方向ＶＬを指向するように燃料電池スタック１０が配置される。この
場合、特に図２及び図３からわかるように、燃料電池スタック１０は車両幅方向ＶＷのほ
ぼ中央に配置される。なお、図面に示される実施例では、燃料電池スタック１０の長さ方
向は単セルの積層方向に一致する。
【００２２】
　また、燃料電池スタック１０の車両長さ方向ＶＬ前方には、インタークーラ４４に加え
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て、上述のコンプレッサ４３及びエアクリーナ４２ａが配置される。これらコンプレッサ
４３及びエアクリーナ４２ａは車両幅方向ＶＷに並べて配置される。エアクリーナ４２ａ
の空気入口には図示しない空気ダクトが設けられる。更に、インタークーラ４４、コンプ
レッサ４３及びエアクリーナ４２ａの車両長さ方向ＶＬ前方には、ラジエータ５３が配置
される。
【００２３】
　なお、図１から３は概略図であり、例えば図３においてドライブシャフトＤＳの図示が
省略されている。
【００２４】
　さて、上述した本発明による実施例では、比較的重量が大きいモータジェネレータ１３
が収容室３の底部に配置され、燃料電池スタック１０が底部ケーシング５により直接的に
支持されるので、車両１の重心が低くなる。その結果、車両１の運動性能ないし安定性が
高められる。同時に、燃料電池スタック１０がほぼ水平方向に拡がるスタック支持面ＳＳ
上に支持されるので、燃料電池スタック１０が安定に支持される。しかも、燃料電池スタ
ック１０がスタックマウントＭＳを介して底部ケーシング５により支持されるので、燃料
電池スタック１０を支持するための特別な構成を要しない。また、燃料電池スタック１０
の取り付けが容易になる。
【００２５】
　また、スタック支持面ＳＳが平坦であるので、燃料電池スタック１０と底部ケーシング
５との間の隙間が小さくなる。したがって、収容室３を有効利用することができる。
【００２６】
　更に、底部ケーシング５にドライブシャフトＤＳの車両高さ方向ＶＨ上方に拡がる拡張
部分５ａｅが設けられ、この拡張部分５ａｅに電気調整器ＥＡが収容される。したがって
、収容室３を更に有効利用することができる。
【００２７】
　本発明による別の実施例では、収容室３は乗員室２の車両長さ方向ＶＬ後方に形成され
る。したがって、本発明では、収容室３が乗員室２の車両長さ方向ＶＬ外方に形成される
ということになる。
【００２８】
　本発明による更に別の実施例では、インタークーラ４４は水冷式インタークーラから構
成される。すなわち、上述の空気通路は冷却水通路を構成し、冷却水通路の冷却水入口及
び冷却水出口は上述の冷却水供給路５１に連結され、冷却水通路内を冷却水が流通する。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　電動車両
　２　　乗員室
　３　　収容室
　５　　底部ケーシング
　１０　　燃料電池スタック
　１３　　モータジェネレータ
　ＥＡ　　電気調整器
　ＳＳ　　スタック支持面
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