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(57)【要約】
【課題】高圧タンクからの燃料ガス放出時の断熱膨張に
よる低温化の影響を抑制することが可能な車両の配管構
造を提供する。
【解決手段】高圧タンク６から燃料電池３へ供給管７を
介して水素ガスが供給される車両Ｓの配管構造において
、燃料電池３の運転時に熱を生じる燃料電池３、エアコ
ンプレッサ８、ラジエータ１０、トラクションモータ１
１などの発熱部材を、供給管７に対して車両Ｓの前方側
Ｓｆに配置する。供給管７を複数箇所にて屈曲させるこ
とにより、車両Ｓの幅方向に蛇行した放熱部２１を形成
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧タンクから燃料消費装置へ供給管を介して燃料ガスが供給される車両の配管構造で
あって、
　前記燃料消費装置の運転時に熱を生じる発熱部材が、前記供給管の少なくとも一部に対
して前記車両の前方側に配置されている車両の配管構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の配管構造であって、
　前記供給管の少なくとも一部は、前記発熱部材との熱交換に供した走行風の流路内に配
置されている車両の配管構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の車両の配管構造であって、
　前記供給管は、複数箇所にて屈曲して蛇行する放熱部を有する車両の配管構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両の配管構造であって、
　前記供給管の前記放熱部は、前記車両の幅方向に蛇行している車両の配管構造。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の車両の配管構造であって、
　前記供給管は、前記車両の車体と前記発熱部材との間に配置されている車両の配管構造
。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の車両の配管構造であって、
　前記供給管は、前記車両の車体底面に沿って配設されている車両の配管構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池やガスエンジンなどの燃料消費装置へ燃料ガスを供給する配管を備
えた車両の配管構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、燃料電池やガスエンジンなどの燃料消費装置を備えた車両では、高圧タンクか
ら供給管を介して当該燃料消費装置へ燃料ガスを供給している。そして、この燃料ガスを
燃料消費装置へ送り込む供給管を備えた車両に関しては、この供給管を車両のフロアパネ
ルの下面に沿って配設する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－２３１５４９号公報
【特許文献２】特開２００３－１８２６２４号公報
【特許文献３】特開２００３－１９１７５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、高圧タンクから燃料ガスが放出される供給管は、燃料ガスの放出時の断熱膨
張により冷却される。そして、この断熱膨張による冷却が、供給管の高圧タンク下流側の
バルブあるいは燃料電池スタックなどの耐久性に影響を与える。このため、高圧タンクか
ら燃料消費装置へ供給管を介して燃料ガスが供給される車両においては、断熱膨張時の低
温化による影響が抑えられた配管構造が要求されている。
【０００４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、高圧タンクからの燃料ガス放出時の断熱
膨張による低温化の影響を抑制することが可能な車両の配管構造を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の車両の配管構造は、高圧タンクから燃料電池へ供
給管を介して燃料ガスが供給される車両の配管構造であって、前記燃料電池の運転時に熱
を生じる発熱部材が、前記供給管に対して前記車両の前方側に配置されている。この構成
において、前記供給管の少なくとも一部は、前記発熱部材との熱交換に供した走行風の流
路内に配置されていてもよい。
【０００６】
　以上の構成によれば、車両の前方側に設置した発熱部材からの熱が、車両の走行時に生
じる走行風によって供給管へ送られる。これにより、供給管が暖められ、断熱膨張による
燃料ガスの低温化を抑えることができるので、供給管のシール材、バルブあるいは燃料電
池等への低温化の影響を抑制することができる。
【０００７】
　前記供給管は、複数箇所にて屈曲して蛇行する放熱部を有していても良い。
【０００８】
　かかる構成によれば、供給管の全長が長くなり、これにより、供給管の放熱効果を高め
ることができるとともに、走行風との熱交換を良好に行わせることができるので、供給管
内の燃料ガスの低温化をより良好に抑えることができる。
【０００９】
　前記供給管の前記放熱部は、前記車両の幅方向に蛇行していても良い。
【００１０】
　かかる構成によれば、車両の幅方向のスペースを有効利用して、走行風との熱交換をよ
り良好に行わせることができ、供給管内の燃料ガスの低温化をより良好に抑えることがで
きる。
【００１１】
　前記供給管は、前記車両の車体と前記発熱部材との間に配置されていても良い。
【００１２】
　かかる構成によれば、発熱部材からの熱によって、この発熱部材と車体との間の供給管
を効率的に暖めることができるので、供給管内の燃料ガスの低温化をより良好に抑えるこ
とができる。
【００１３】
　前記供給管は、前記車両の車体底面に沿って配設されていても良い。
【００１４】
　かかる構成によれば、車体底面に沿って流れる走行風によって供給管を効率的に暖める
ことができるので、供給管内の燃料ガスの低温化をより良好に抑えることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、高圧タンクからの燃料ガス放出時の断熱膨張による低温化の影響を抑
制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る車両の配管構造の実施形態について図面を参照して説明する。なお
、本実施形態では、反応ガスの供給を受けて電力を発生する燃料電池を備えた燃料電池車
を例にとって説明する。
【００１７】
　まず、本発明の第１実施形態について説明する。図１は車両の概略側面図、図２は車両
の概略平面図である。図１及び図２に示すように、車両Ｓは、底面を構成するシャーシ１
と、このシャーシ１の上方に設けられたボディ２とを有しており、この車両Ｓには、その
走行方向前方側である車両Ｓの前方側Ｓｆに燃料電池３が設置されている。なお、図中符
号４は車輪、５はドアミラーである。
【００１８】
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　この燃料電池３は、反応ガスである燃料ガス及び酸化ガスの供給を受けて電気化学反応
により発電するセルを所要数積層して発電部を構成する燃料電池スタックを有しており、
この燃料電池スタックを構成するセルは、電解質膜及びその両面に配置した一対の電極か
らなるＭＥＡ（Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ）と、ＭＥＡ
の両面に配置した一対のセパレータとで構成されている。
【００１９】
　そして、この燃料電池３を構成する燃料電池スタックでは、ＭＥＡを介した両面側に、
燃料ガスとしての水素ガス及び酸化ガスとしての空気が流され、水素ガスと空気中の酸素
とがＭＥＡを介して電気化学反応することにより発電する。
【００２０】
　また、車両Ｓの後方側Ｓｒには、燃料ガスである水素ガスが常圧よりも高圧（例えば、
７０ＭＰａ）で充填された複数の高圧タンク６が設置されている。そして、燃料電池３と
高圧タンク６とは、燃料ガス供給用の供給管７により接続されており、この供給管７によ
って、高圧タンク６内の水素ガスが燃料電池３へ供給されるようになっている。
【００２１】
　車両Ｓの前方側Ｓｆには、燃料電池３とともに、燃料電池３へ酸化ガスである空気を圧
縮して送り込むエアコンプレッサ８、燃料電池３を冷却させる冷却水を外気と熱交換させ
るファン９を備えたラジエータ１０、及び燃料電池３の電力によって駆動力を発生させる
トラクションモータ１１が設置されている。
【００２２】
　また、図示はしないが、車両Ｓの前方側Ｓｆには、燃料電池３から排出される空気オフ
ガス（酸化オフガス）が流通する排気管等の排気系部品、水素オフガスを循環させる水素
ポンプも設置されている。
【００２３】
　この車両Ｓには、その底部に、アンダーカバー１２が設けられており、このアンダーカ
バー１２によって車両Ｓの底部が覆われ、供給管７がシャーシ１とアンダーカバー１２と
の間の空間内に配置されている。また、シャーシ１とアンダーカバー１２との間に配置さ
れた供給管７は、複数箇所にて屈曲して蛇行し、車両Ｓの幅方向に沿う複数の放熱管部７
ａと、これら放熱管部７ａ同士の間にて屈曲された折り返し部７ｂとを有する放熱部２１
が形成されている。
【００２４】
　そして、上記第１実施形態に係る車両の配管構造によれば、供給管７に対して車両Ｓの
前方側Ｓｆに、燃料電池３の運転時に発熱する燃料電池３、エアコンプレッサ８、ラジエ
ータ１０、トラクションモータ１１、空気オフガスの排気系部品、及び水素ポンプなどの
発熱部材を配置したので、言い換えれば、シャーシ１とアンダーカバー１２との間の空間
内に配置された供給管７が、これら発熱部材との熱交換に供した走行風が流通する流路内
に配置されているので、車両Ｓの前方側に設置した発熱部材からの熱が、車両Ｓの走行に
よって後方側Ｓｒへ流れる走行風によって供給管７へ送られる。
【００２５】
　これにより、シャーシ１とアンダーカバー１２との間の空間内に配置された供給管７が
暖められ、断熱膨張による水素ガスの低温化を抑えることができるので、供給管７のシー
ル材、バルブあるいは燃料電池３等への低温化の影響を抑制することができる。
【００２６】
　特に、供給管７に、複数の折り返し部７ｂを形成して蛇行させることにより、供給管７
の全長が必要最小限の全長よりも敢えて長く構成されているので、供給管７の放熱効果を
高めることができるとともに、走行風との熱交換を良好に行わせることができ、これによ
り、供給管７内の水素ガスの低温化をより良好に抑えることができる。
【００２７】
　また、この放熱部２１が車両Ｓの幅方向に蛇行しているので、当該幅方向のスペースを
有効利用して、走行風との熱交換をより良好に行わせることができ、供給管７内の水素ガ
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スの低温化をより良好に抑えることができる。
【００２８】
　さらに、供給管７は、車両Ｓのフロアを形成するシャーシ１の下面に沿って配設されて
いるので、シャーシ１の下面に沿って流れる走行風によって効率的に暖められることにな
り、当該供給管７内の水素ガスの低温化をより良好に抑えることができる。
【００２９】
　なお、供給管７の放熱部２１における各放熱管部７ａの高さ位置をそれぞれ異ならせる
ことにより、より放熱性を高めることも可能である。
【００３０】
　次に、本発明の第２実施形態に係る車両の配管構造について説明する。なお、上記第１
実施形態と同一構成及び構造部分は、同一符号を付して説明を省略する。
【００３１】
　図３及び図４に示すように、この配管構造では、供給管７の途中に、熱交換器３１が設
けられている。この熱交換器３１には、燃料電池３とラジエータ１０とに繋がる冷却水排
出配管３２及び冷却水供給配管３３が途中で分岐した分岐排出配管３４及び分岐供給配管
３５が接続されている。図５に示すように、熱交換器３１は、円筒状の本体３６内に供給
管７が挿通された構成とされている。
【００３２】
　このような構成により、燃料電池３から送り出される冷却水は、冷却水排出配管３２を
介してラジエータ１０へ送り込まれ、このラジエータ１０にて冷却されて冷却水供給配管
３３を介して燃料電池３へ戻される。また、冷却水排出配管３２へ送り出された冷却水の
一部は、この冷却水排出配管３２から分岐して分岐排出配管３４を介して熱交換器３１の
本体３６内へ送り込まれる。
【００３３】
　そして、この熱交換器３１の本体３６内に送り込まれた冷却水は、供給管７との間にて
熱交換を行い、分岐供給配管３５へ送り出され、その後、冷却水供給配管３３を流れる冷
却水に合流されて燃料電池３へ戻される。
【００３４】
　この第２実施形態に係る車両の配管構造の場合も、供給管７に対して車両Ｓの前方側Ｓ
ｆに、発熱部材を配置したので、言い換えれば、シャーシ１とアンダーカバー１２との間
の空間内に配置された供給管７が、これら発熱部材との熱交換に供した走行風が流通する
流路内に配置されているので、車両Ｓの前方側に設置した発熱部材からの熱が、車両Ｓの
走行によって後方側Ｓｒへ流れる走行風によって供給管７へ送られる。
【００３５】
　これにより、シャーシ１とアンダーカバー１２との間の空間内に配置された供給管７が
暖められ、断熱膨張による水素ガスの低温化を抑えることができので、供給管７のシール
材、バルブあるいは燃料電池３等への低温化の影響を抑制することができる。
【００３６】
　特に、熱交換器３１にて、燃料電池３からの暖かい冷却水との間で熱交換が行われるの
で、供給管７をより効率的に暖めることができ、供給管７内の燃料ガスの低温化をより良
好に抑えることができる。
【００３７】
　次に、本発明の第３実施形態に係る車両の配管構造について説明する。なお、上記第１
実施形態と同一構成及び構造部分は、同一符号を付して説明を省略する。
【００３８】
　図６及び図７に示すように、車両Ｓの底部には、加湿モジュール４１が設けられている
。この加湿モジュール４１には、エアコンプレッサ８から送り込まれる空気を燃料電池３
へ導く空気供給管４２と、燃料電池３から排出される空気オフガスを外部へ排出する空気
排出管４３とが接続されており、この加湿モジュール４１は、燃料電池３からの空気オフ
ガスの水分によって、エアコンプレッサ８から燃料電池３へ送り込まれる空気を加湿する
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【００３９】
　なお、空気供給管４２には、エアコンプレッサ８からの空気を冷却するインタクーラ４
４が設けられている。また、空気排出管４３には、図示しない水素オフガスの排出管が接
続され、この水素オフガスの排出管から合流される水素オフガスの水素濃度を空気オフガ
スによって希釈させる希釈器４５及び排気音を抑制するマフラ４６が順に設けられている
。
【００４０】
　そして、この車両Ｓの配管構造では、シャーシ１と加湿モジュール４１との間に、供給
管７が配設されている。また、シャーシ１と加湿モジュール４１との間には、その前後及
び左右に、壁部４７が設けられ、これら壁部４７によって供給管７の周囲が囲われている
。
【００４１】
　この第３実施形態に係る車両の配管構造の場合も、供給管７に対して車両Ｓの前方側Ｓ
ｆに発熱部材を配置したので、言い換えれば、シャーシ１とアンダーカバー１２との間の
空間内に配置された供給管７が、これら発熱部材との熱交換に供した走行風が流通する流
路内に配置されているので、車両Ｓの前方側に設置した発熱部材からの熱が、車両Ｓの走
行によって後方側Ｓｒへ流れる走行風によって供給管７へ送られる。
【００４２】
　これにより、シャーシ１とアンダーカバー１２との間の空間内に配置された供給管７が
暖められ、断熱膨張による水素ガスの低温化を抑えることができるので、供給管７のシー
ル材、バルブあるいは燃料電池３等への低温化の影響を抑制することができる。
【００４３】
　特に、供給管７が、車両Ｓのシャーシ１と発熱部材である加湿モジュール４１との間に
配置されているので、加湿モジュール４１からの熱によって、この加湿モジュール４１と
シャーシ１との間の供給管７を効率的に暖めることができ、供給管７内の水素ガスの低温
化をより良好に抑えることができる。
【００４４】
　なお、上記実施形態では、燃料電池３を設置した車両Ｓを例にとって説明したが、ガス
エンジン等を搭載した車両にも適用可能であるのは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】第１実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略側面図である。
【図２】第１実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略平面図である。
【図３】第２実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略側面図である。
【図４】第２実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略平面図である。
【図５】熱交換器の構造を説明する熱交換器の断面図である。
【図６】第３実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略側面図である。
【図７】第３実施形態に係る車両の配管構造を説明する車両の概略平面図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１…シャーシ（車体）、３…燃料電池（発熱部材）、６…高圧タンク、７…供給管、８
…エアコンプレッサ（発熱部材）、１０…ラジエータ（発熱部材）、１１…トラクション
モータ（発熱部材）、２１…放熱部、Ｓ…車両、Ｓｆ…前方側。
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