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(57)【要約】
本発明は燃料電池システムに関するものであって、水素
と酸素の反応によって電気と熱を発生させる燃料電池、
前記燃料電池から回収される熱と内部に収容された流体
との間に熱交換が行われる蓄熱熱交換部が内蔵された蓄
熱タンク、前記燃料電池と蓄熱熱交換部との間を連結し
て熱媒体の循環流路を形成する熱媒体供給ラインと熱媒
体回収ライン、前記熱媒体供給ラインから分岐して熱媒
体回収ラインに連結されるバイパスライン、前記熱媒体
供給ラインに沿って流れる熱媒体流路を蓄熱熱交換部側
またはバイパスライン側に選択的に切り換える流路切り
換え手段、および燃料電池の発電稼動中には熱媒体供給
ラインに沿って流れる熱媒体流路が蓄熱熱交換部側に連
結されるようにし、燃料電池の発電停止中には熱媒体供
給ラインに沿って流れる熱媒体流路がバイパスライン側
に連結されるように、流路切り換え手段を制御する制御
部を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素と酸素の反応によって電気と熱を発生させる燃料電池（１００）、
　前記燃料電池（１００）から回収される熱と内部に収容された流体との間に熱交換が行
われる蓄熱熱交換部（２１０）が内蔵された蓄熱タンク（２００）、
　前記燃料電池（１００）と前記蓄熱熱交換部（２１０）との間を連結して熱媒体の循環
流路を形成する熱媒体供給ライン（４１０）と熱媒体回収ライン（４２０）、
　前記熱媒体供給ライン（４１０）から分岐して前記熱媒体回収ライン（４２０）に連結
されるバイパスライン（４３０）、
　前記熱媒体供給ライン（４１０）に沿って流れる熱媒体流路を前記蓄熱熱交換部（２１
０）側または前記バイパスライン（４３０）側に選択的に切り換える流路切り換え手段、
および、
　前記燃料電池（１００）の発電稼動中には前記熱媒体供給ライン（４１０）に沿って流
れる熱媒体流路が前記蓄熱熱交換部（２１０）側に連結されるようにし、前記燃料電池（
１００）の発電停止中には前記熱媒体供給ライン（４１０）に沿って流れる熱媒体流路が
前記バイパスライン（４３０）側に連結されるように、前記流路切り換え手段を制御する
制御部（７００）、を含む、
　燃料電池システム。
【請求項２】
　前記流路切り換え手段は、前記熱媒体供給ライン（４１０）と前記バイパスライン（４
３０）の連結部に備えられる三方バルブ（４４０）であることを特徴とする、請求項１に
記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記流路切り換え手段は、前記バイパスライン（４３０）に備えられる第１バルブ（４
４１）と、前記熱媒体供給ライン（４１０）と前記バイパスライン（４３０）の連結部か
ら前記蓄熱タンク（２００）側に離隔した地点の熱媒体供給ライン（４１０）に備えられ
、前記第１バルブ（４４１）と相反するように開閉する第２バルブ（４４２）とで構成さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記熱媒体回収ライン（４２０）には、前記燃料電池（１００）に回収される熱媒体の
温度を測定するための温度センサー（４５０）と、前記回収される熱媒体の冷却のための
冷却手段（４６０）とが備えられ、前記制御部（７００）は、前記温度センサー（４５０
）で測定される熱媒体の温度が前記燃料電池（１００）の冷却のために設定された熱媒体
の冷却設定温度を超過しないように、前記冷却手段（４６０）の動作を制御することを特
徴とする、請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　前記蓄熱タンク（２００）には前記蓄熱タンク（２００）に収容された流体と暖房水と
の間に熱交換が行われる暖房熱交換部（２２０）が備えられ、前記暖房熱交換部（２２０
）で熱交換された暖房水は暖房用として使用され、前記暖房熱交換部（２２０）を通過し
た暖房水の温度が暖房設定温度よりも低い場合、前記暖房水は前記暖房設定温度に到達す
るように、ボイラー（３００）で加熱した後に暖房所要先（５００）に供給することを特
徴とする、請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項６】
　前記蓄熱タンク（２００）に収容された流体は温水用として使用され、前記蓄熱タンク
（２００）に収容された温水の温度が温水設定温度よりも低い場合、前記蓄熱タンク（２
００）から供給される温水は前記温水設定温度に到達するように、ボイラー（３００）で
加熱した後に温水所要先（６００）に供給することを特徴とする、請求項１に記載の燃料
電池システム。
　
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は燃料電池システムに関するものであって、さらに詳細には燃料電池で発生する
熱を暖房および温水の熱源として使用する燃料電池システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来エネルギー源として使われている化石燃料は、環境汚染と枯渇の問題があり、この
ような化石燃料を代替するための代案として、燃料電池の開発が進められている。
【０００３】
　燃料電池は、化学的エネルギーを電気エネルギーに転換させる発電装置であって、水素
と酸素の電気・化学的反応を経て反応前後のエネルギー差を電気エネルギーに転換させ、
副産物としては反応熱と水が生成される。
【０００４】
　最近、燃料電池の発電に伴い、発生する熱を回収して燃料電池を冷却させるとともに暖
房または温水の熱源として活用する技術が開発されている。
【０００５】
　このような先行技術の一例として、韓国登録特許第１０－１４０４１３８号（排熱回収
システムの給湯温度制御装置）には、排熱源（燃料電池）から排熱を回収して温水を生成
する排熱熱交換器と、前記温水を利用して暖房を提供するために熱交換される暖房熱交換
器を具備した温水タンクと、前記温水タンクから熱交換された温水を使用者によって設定
された暖房および給湯設定温度を満足するように加熱し、暖房空間および給湯空間に供給
するボイラーと、前記温水タンクからボイラーに流入する温水ラインに設置されて温水タ
ンクから流入する温水または直水をボイラーに選択的に供給するための三方バルブと、前
記温水タンクの温度がボイラーの給湯設定温度より軽微な程度に低い場合には、温水タン
クから流入する温水を遮断し直水をボイラーに供給するように三方バルブを制御する制御
部を含むことによって、給湯利用時の温水の急激な温度上昇を防止し、温水を給湯設定温
度に合わせて安定して供給できるように構成されている。
【０００６】
　他の先行技術として、韓国登録特許第１０－０８２０１４４号（燃料電池を利用した暖
房および温水供給システム）には、ボイラーおよび燃料電池と、流体が満たされた貯蔵タ
ンクと、燃料電池で発生する反応熱を回収する第１熱交換部と、前記貯蔵タンクと第１熱
交換部を連結する流入ラインおよび流出ラインと、底に埋設される放熱ラインと、前記貯
蔵タンクとボイラーおよび放熱ラインを連結する加熱流体供給ラインと、前記放熱ライン
と貯蔵タンクを連結する回収ラインと、前記加熱流体供給ラインの流体の流動を調節する
流量調節ユニットと、外部から水が供給されて前記ボイラーおよび貯蔵タンクを経て温水
が供給されるように連結される温水ラインを含むことによって、燃料電池で発生する反応
熱とボイラーの燃焼熱によって暖房および温水が提供できるように構成されている。
【０００７】
　一方、燃料電池の発電稼動中には高温（６００～７００℃）の反応熱が発生するが、前
記燃料電池と温水タンク（貯蔵タンク）の間を循環する熱媒体は、燃料電池の反応熱を回
収すると共に燃料電池を運転可能な温度に冷却させる機能をする。そして、燃料電池の発
電が停止した状態では前記熱媒体の循環を持続させて燃料電池で発生した反応熱を回収す
ることによって、燃料電池の冷却運転を遂行する。
【０００８】
　しかし、このように燃料電池の発電が停止した状態で燃料電池と温水タンク（貯蔵タン
ク）との間に熱媒体を循環させると、熱媒体の温度は次第に低くなるものの、熱媒体に温
水タンク（貯蔵タンク）に貯蔵された温水から熱が伝達されるので、燃料電池の冷却効率
が低く、燃料電池を設定された温度まで冷却させるのに多くの時間が要されて燃料電池を
所望の時間に再稼働させることができない問題があり、温水タンク（貯蔵タンク）に貯蔵
された温水は熱媒体に熱を伝達するため、熱損失が発生する問題がある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前記のような問題点を解決するために案出されたものであって、燃料電池の発
電停止時に燃料電池の冷却が速かに行われるようにすることによって、燃料電池の発電が
所望の時間に再開できるようにすると共に、燃料電池の冷却運転中にも蓄熱タンクの熱損
失が最小化できる燃料電池システムを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記のような目的を具現するための本発明の燃料電池システム１は、水素と酸素の反応
によって電気と熱を発生させる燃料電池１００、前記燃料電池１００から回収される熱と
内部に収容された流体との間に熱交換が行われる蓄熱熱交換部２１０が内蔵された蓄熱タ
ンク２００、前記燃料電池１００と前記蓄熱熱交換部２１０との間を連結して熱媒体の循
環流路を形成する熱媒体供給ライン４１０と熱媒体回収ライン４２０、前記熱媒体供給ラ
イン４１０から分岐して前記熱媒体回収ライン４２０に連結されるバイパスライン４３０
、前記熱媒体供給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路を前記蓄熱熱交換部２１０側ま
たは前記バイパスライン４３０側に選択的に切り換える流路切り換え手段、および前記燃
料電池１００の発電稼動中には前記熱媒体供給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路が
前記蓄熱熱交換部２１０側に連結されるようにし、前記燃料電池１００の発電停止中には
前記熱媒体供給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路が前記バイパスライン４３０側に
連結されるように、前記流路切り換え手段を制御する制御部７００を含む。
【００１１】
　一実施例として、前記流路切り換え手段は、前記熱媒体供給ライン４１０と前記バイパ
スライン４３０の連結部に備えられる三方バルブ４４０とで構成され得る。
【００１２】
　他の実施例として、前記流路切り換え手段は、前記バイパスライン４３０に備えられる
第１バルブ４４１と、前記熱媒体供給ライン４１０と前記バイパスライン４３０の連結部
から前記蓄熱タンク２００側に離隔した地点の熱媒体供給ライン４１０に備えられて、前
記第１バルブ４４１と相反するように開閉する第２バルブ４４２とで構成され得る。
【００１３】
　前記熱媒体回収ライン４２０には、前記燃料電池１００に回収される熱媒体の温度を測
定するための温度センサー４５０と、前記回収される熱媒体の冷却のための冷却手段４６
０が備えられ、前記制御部７００は前記温度センサー４５０で測定される熱媒体の温度が
前記燃料電池１００の冷却のために設定された熱媒体の冷却設定温度を超過しないように
、前記冷却手段４６０の動作を制御するように構成され得る。
【００１４】
　前記蓄熱タンク２００には、前記蓄熱タンク２００に収容された流体と暖房水との間に
熱交換が行われる暖房熱交換部２２０が備えられ、前記暖房熱交換部２２０で熱交換され
た暖房水は暖房用として使用されるものの、前記暖房熱交換部２２０を通過した暖房水の
温度が暖房設定温度よりも低い場合、前記暖房水は前記暖房設定温度に到達するように、
ボイラー３００で加熱された後に暖房所要先５００に供給され得る。
【００１５】
　前記蓄熱タンク２００に収容された流体は温水用として使用されるものの、前記蓄熱タ
ンク２００に収容された温水の温度が温水設定温度よりも低い場合、前記蓄熱タンク２０
０から供給される温水は前記温水設定温度に到達するように、ボイラー３００で加熱され
た後に温水所要先６００に供給され得る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る燃料電池システムによると、燃料電池と蓄熱熱交換部を連結し、熱媒体の
循環流路を形成する熱媒体供給ラインと熱媒体回収ラインとの間にバイパスラインを連結
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し、燃料電池の発電稼動中には熱媒体が蓄熱熱交換部を経由するようにし、燃料電池の発
電停止中には熱媒体がバイパスラインに沿って流れるようにする流路切り換え手段を具備
することによって、燃料電池の冷却効率を向上させると共に蓄熱タンクの熱損失を最小化
することができる。
【００１７】
　また、熱媒体回収ラインに温度センサーと冷却手段を具備し、温度センサーで測定され
る温度と熱媒体の冷却設定温度とを比較して、冷却手段の動作を制御することによって、
燃料電池を発電可能な低い運転温度で維持することができる。
【００１８】
　また、燃料電池から回収されて蓄熱タンクに蓄熱される熱を暖房または温水使用のため
の熱源として利用するものの、蓄熱タンクから供給される暖房水または温水の温度が使用
者が設定した暖房設定温度または温水設定温度よりも低い場合には、ボイラーの燃焼熱に
よって暖房水または温水を加熱して供給するように構成することによって、暖房水と温水
を設定された温度に合わせて安定して供給することができる。
【００１９】
　また、燃料電池から回収される熱源とボイラーの熱源を連係させて暖房水および温水の
加熱熱源として使用することによって、ボイラーだけを単独に使う場合に比べてボイラー
の燃料消耗量を低減させ得る経済的な効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施例に係る燃料電池システムの構成図。
【図２】燃料電池の冷却運転のための制御ブロック図。
【図３】本発明の一実施例に係る燃料電池システムにおいて、燃料電池が発電稼動中であ
る場合の熱媒体の流れを示す図面。
【図４】本発明の一実施例に係る燃料電池システムにおいて、燃料電池が発電停止中であ
る場合の熱媒体の流れを示す図面。
【図５】本発明の他の実施例に係る燃料電池システムの構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施例についての構成および作用を詳
細に説明する。
【００２２】
　図１と図２を参照する。本発明の一実施例に係る燃料電池システム１は、水素と酸素の
反応によって電気と熱を発生させる燃料電池１００と、前記燃料電池１００から回収され
る熱と内部に収容された流体との間に熱交換が行われて暖房または温水用の熱源を蓄熱す
る蓄熱タンク２００と、前記蓄熱タンク２００の熱源が使用者が設定した暖房設定温度ま
たは温水設定温度よりも低い場合、暖房水または温水を暖房設定温度または温水設定温度
となるように加熱させて暖房所要先５００または温水所要先６００に供給するためのボイ
ラー３００を含んで構成される。
【００２３】
　前記燃料電池１００は、水素と酸素の電気・化学的反応によって電気エネルギーと、副
産物として反応熱と水を発生させ、公知の多様な種類の燃料電池を使用することができる
。前記燃料電池１００には、燃料電池１００が発電稼動中または発電停止中であるかの可
否による信号を制御部７００に送出する信号伝送部１１０と、燃料電池１００を経由し反
応熱を吸収する熱媒体が循環するように圧送する循環ポンプ（図示されず）が備えられる
。
【００２４】
　前記蓄熱タンク２００の内部には、燃料電池１００から回収される熱と内部に収容され
た流体、すなわち温水として使用される水との間に熱交換が行われる蓄熱熱交換部２１０
と、前記温水と暖房水との間に熱交換が行われる暖房熱交換部２２０を具備する。
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【００２５】
　前記燃料電池１００と蓄熱熱交換部２１０との間には、燃料電池１００で発生した熱を
回収して前記蓄熱タンク２００側に伝達するための熱媒体の循環流路を形成する熱媒体供
給ライン４１０と熱媒体回収ライン４２０とが連結される。
【００２６】
　前記熱媒体供給ライン４１０と熱媒体回収ライン４２０との間には熱媒体供給ライン４
１０から分岐して熱媒体回収ライン４２０側に連結されるバイパスライン４３０が備えら
れ、前記熱媒体供給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路を蓄熱熱交換部２１０側また
はバイパスライン４３０側に選択的に切り換える流路切り換え手段が備えられる。
【００２７】
　本実施例において、前記流路切り換え手段は前記熱媒体供給ライン４１０とバイパスラ
イン４３０の連結部に備えられる三方バルブ４４０で構成される。
【００２８】
　図３を参照する。燃料電池１００が発電稼動中である場合に、燃料電池１００に備えら
れた信号伝送部１１０は発電稼動信号を制御部７００に伝送し、制御部７００は熱媒体供
給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路が蓄熱熱交換部２１０側に連結されるとともに
バイパスライン４３０側には流路が遮断されるように三方バルブ４４０を制御する。この
場合、燃料電池１００から回収される熱は、蓄熱熱交換部２１０に伝達されて蓄熱タンク
２００の内部に収容された水の加熱熱源として使用される。
【００２９】
　図４を参照する。燃料電池１００が発電停止中である場合に、前記信号伝送部１１０は
発電停止信号を制御部７００に伝送し、制御部７００は熱媒体供給ライン４１０に沿って
流れる熱媒体流路がバイパスライン４３０側に連結されるとともに蓄熱熱交換部２１０側
には流路が遮断されるように三方バルブ４４０を制御する。この場合、熱媒体は熱媒体供
給ライン４１０とバイパスライン４３０および熱媒体回収ライン４２０に沿って循環する
ので、燃料電池１００の冷却時間を短縮させて冷却効率を向上させると共に蓄熱タンク２
００の熱損失を最小化することができる。
【００３０】
　燃料電池１００の発電が中止された状態で、燃料電池１００ではそれ以上新たな熱は発
生せず、燃料電池１００に残留する熱は循環する熱媒体に吸収されて放熱され、熱媒体供
給ライン４１０に沿って流れる熱媒体は蓄熱タンク２００を経由せずにバイパスライン４
３０を介して熱媒体回収ライン４２０に還収される。
【００３１】
　この場合、熱媒体の温度よりも相対的に高温状態にある蓄熱タンク２００内に収容され
た温水の熱が熱媒体に伝達されないので、相対的に低温状態である熱媒体によって燃料電
池１００の冷却が速かに行われると共に蓄熱タンク２００の熱損失を防止することができ
る。
【００３２】
　前記熱媒体回収ライン４２０には、燃料電池１００に向かって回収される熱媒体の温度
を測定するための温度センサー４５０と、前記回収される熱媒体の冷却のための冷却手段
４６０とが備えられる。本実施例において、前記冷却手段４６０は空気の送風によって熱
媒体を冷却させる冷却ファンで構成された場合を例に挙げたが、冷却手段４６０は冷却フ
ァンの他にも回収される熱媒体の冷却のための多様な形態で構成され得る。
【００３３】
　前記温度センサー４５０で測定された熱媒体の温度に対する検出値は制御部７００に送
出され、制御部７００は温度センサー４５０で測定される熱媒体の温度が燃料電池１００
の冷却のために設定された熱媒体の冷却設定温度（例えば、４０℃）を超過しないように
、冷却手段４６０の動作を制御する。すなわち、温度センサー４５０で測定される熱媒体
の温度が熱媒体の冷却設定温度を超過する場合には、冷却手段４６０が稼動するように制
御し、その反対の場合には冷却手段４６０の稼動が停止するように制御する。
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【００３４】
　前記の通り、熱媒体回収ライン４２０に温度センサー４５０と冷却手段４６０とを具備
し、温度センサー４５０で測定される温度と熱媒体の冷却設定温度とを比較して、冷却手
段４６０の動作を制御することによって、燃料電池１００を発電可能な低い運転温度に維
持させて、燃料電池１００を所望の時間に再稼働させることができる。
【００３５】
　そして、前記熱媒体回収ライン４２０には、熱媒体の膨張による管路の内部圧力の変化
を吸収すると共に熱媒体の補充のために直水供給ライン６２０に連結される膨張タンク４
７０が備えられる。
【００３６】
　前記ボイラー３００は、蓄熱タンク２００に貯蔵された温水の熱量が使用者が設定した
暖房設定温度または温水設定温度よりも低い場合に、暖房水または温水にさらなる熱源を
供給するための構成であって、バーナーの燃焼熱によって暖房水を加熱する主熱交換部３
１０と、前記主熱交換部３１０で加熱した暖房水と温水との間に熱交換が行われる給湯熱
交換部３２０と、暖房水の圧送のためのポンプ３３０が備えられる。
【００３７】
　以下、暖房水の循環流路と温水の供給流路について説明する。
【００３８】
　まず、暖房水の循環流路を説明すると、蓄熱タンク２００の内部の暖房熱交換部２２０
の出口には暖房水供給ライン５１０が連結され、前記暖房水供給ライン５１０はボイラー
３００の主熱交換部３１０を経由して暖房所要先５００の入口に連結され、暖房所要先５
００の出口と暖房熱交換部２２０の入口との間には暖房水回収ライン５２０が連結される
。
【００３９】
　前記ボイラー３００の内部には、主熱交換部３１０の出口側に位置する暖房水供給ライ
ン５１０から分岐して給湯熱交換部３２０を経由した後、主熱交換部３１０の入口側に連
結されるバイパスライン５３０が連結され、前記暖房水供給ライン５１０とバイパスライ
ン５３０の連結部には流路の切り換えのための三方バルブ３４０が備えられる。
【００４０】
　暖房水の使用時、蓄熱タンク２００に蓄熱された熱量が使用者が設定した暖房設定温度
を充足する場合には、ボイラー３００でバーナーの燃焼を中止させた状態で暖房水を循環
させ、蓄熱タンク２００に蓄熱された熱量が暖房設定温度を充足しない場合には、ボイラ
ー３００でバーナーの燃焼熱によって暖房水を加熱した後に暖房所要先５００に供給する
。
【００４１】
　次いで、温水の供給流路を説明すると、蓄熱タンク２００の上部には温水ライン６１０
が連結され、前記温水ライン６１０はボイラー３００の給湯熱交換部３２０を経由して温
水所要先６００に連結される。
【００４２】
　前記蓄熱タンク２００とボイラー３００との間に位置する温水ライン６１０には、直水
供給ライン６２０から分岐する直水ライン６３０が連結され、前記温水ライン６１０と直
水ライン６３０の連結部には三方バルブ６１１が備えられる。
【００４３】
　そして、前記直水供給ライン６２０には、直水分岐ライン６４０が分岐して温水所要先
６００の入口側に位置する温水ライン６１０に連結され、前記直水分岐ライン６４０には
、供給される温水の温度を温水設定温度に合わせるように直水の混合流量を調節するため
のミキシングバルブ６４１が備えられる。
【００４４】
　また、前記直水供給ライン６２０には、蓄熱タンク２００内の流量が足りない場合に直
水を供給するための直水補充ライン６５０が連結される。



(8) JP 2018-527699 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

【００４５】
　温水の使用時、蓄熱タンク２００に蓄熱された熱量が使用者が設定した温水設定温度を
充足する場合には、ボイラー３００でバーナーの燃焼を中止させた状態で温水を供給し、
ミキシングバルブ６４１の開度の調節によって温水の供給温度を温水設定温度に合わせ、
蓄熱タンク２００に蓄熱された熱量が温水設定温度を充足しない場合には、温水の供給温
度が温水設定温度に到達するように、ボイラー３００でバーナーの燃焼熱によって温水を
加熱した後に温水所要先６００に供給する。
【００４６】
　前記のような構成によると、燃料電池１００から回収されて蓄熱タンク２００に蓄熱さ
れる熱を、暖房または温水使用のための熱源として利用するものの、蓄熱タンク２００か
ら供給される暖房水または温水の温度が使用者が設定した暖房設定温度または温水設定温
度よりも低い場合には、ボイラー３００の燃焼熱によって暖房水または温水を加熱して供
給するように構成することによって、暖房水と温水を設定された温度に合わせて安定して
供給することができる。
【００４７】
　また、燃料電池１００から回収される熱源とボイラー３００の熱源とを連係させて、暖
房水および温水の加熱熱源として使用することによって、ボイラー３００だけを単独で使
う場合に比べてボイラー３００の燃料消耗量を低減させ得る。
【００４８】
　図５を参照する。本発明の他の実施例に係る燃料電池システム１は、前述した実施例の
構成と比較して流路切り換え手段の構成を変更したものであって、その他の構成は同様に
適用され得る。
【００４９】
　本実施例において、前記流路切り換え手段は、前記バイパスライン４３０に備えられる
第１バルブ４４１と、前記熱媒体供給ライン４１０と前記バイパスライン４３０の連結部
から前記蓄熱タンク２００側に離隔した地点の熱媒体供給ライン４１０に備えられて、前
記第１バルブ４４１と相反するように開閉する第２バルブ４４２とで構成される。
【００５０】
　燃料電池１００が発電稼動中である場合に、燃料電池１００に備えられた信号伝送部１
１０は発電稼動信号を制御部７００に伝送し、制御部７００は熱媒体供給ライン４１０に
沿って流れる熱媒体流路が蓄熱熱交換部２１０側に連結されるとともにバイパスライン４
３０側には流路が遮断されるように、第１バルブ４４１は閉鎖し第２バルブ４４２は開放
するように制御する。
【００５１】
　燃料電池１００が発電停止中である場合に、前記信号伝送部１１０は発電停止信号を制
御部７００に伝送し、制御部７００は熱媒体供給ライン４１０に沿って流れる熱媒体流路
がバイパスライン４３０側に連結されるとともに蓄熱熱交換部２１０側には流路が遮断さ
れるように、第１バルブ４４１は開放し第２バルブ４４２は閉鎖するように制御する。
【符号の説明】
【００５２】
１　　　燃料電池システム
１００　燃料電池
１１０　信号伝送部
２００　蓄熱タンク
２１０　蓄熱熱交換部
２２０　暖房熱交換部
３００　ボイラー
３１０　主熱交換部
３２０　給湯熱交換部
３３０　ポンプ
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３４０　三方バルブ
４１０　熱媒体供給ライン
４２０　熱媒体回収ライン
４３０　バイパスライン
４４０　三方バルブ
４４１　第１バルブ
４４２　第２バルブ
４５０　温度センサー
４６０　冷却手段
４７０　膨張タンク
５００　暖房所要先
５１０　暖房水供給ライン
５２０　暖房水回収ライン
５３０　バイパスライン
６００　温水所要先
６１０　温水ライン
６２０　直水供給ライン
６３０　直水ライン
６４０　直水分岐ライン
６５０　直水補充ライン
７００　制御部

【図１】 【図２】
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