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(57)【要約】
　燃料電池システム（１０）は、燃料電池（１４）と、
燃料電池（１４）と熱的に接触しており、燃料電池（１
４）の運転中に燃料電池（１４）により発生される熱を
、冷却媒体の蒸発によって吸収して燃料電池（１４）か
ら除去するためのものである蒸発冷却システム（１６）
とを具備する。燃料電池システム（１０）は、さらに、
蒸発冷却システム（１６）内の圧力を感知するための装
置（２２）を具備する。制御ユニット（２４）は、燃料
電池（１４）の運転中に燃料電池（１４）により発生さ
れる熱によって蒸発冷却システム（１６）の冷却媒体を
液体状態から気体状態に移行させるように、蒸発冷却シ
ステム（１６）内の圧力を感知するための装置（２２）
から制御ユニット（２４）へ供給される信号に基づいて
燃料電池（１４）の運転温度を制御するように適合され
ている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池（１４）と、
　該燃料電池（１４）と熱的に接触しており、前記燃料電池（１４）の運転中に前記燃料
電池（１４）により発生される熱を、冷却媒体の蒸発によって吸収して前記燃料電池（１
４）から除去するためのものである蒸発冷却システム（１６）と
　を具備する燃料電池システム（１０）であって、
　前記蒸発冷却システム（１６）内の圧力を感知するための装置（２２）と、前記燃料電
池（１４）の運転中に前記燃料電池（１４）により発生される熱によって前記蒸発冷却シ
ステム（１６）の冷却媒体を液体状態から気体状態に移行させるように、前記蒸発冷却シ
ステム（１６）内の圧力を感知するための装置（２２）から供給される信号に基づいて前
記燃料電池（１４）の運転温度を制御するように適合された制御ユニット（２４）とを特
徴とする燃料電池システム（１０）。
【請求項２】
　前記制御ユニット（２４）は、前記燃料電池（１４）の運転中に前記燃料電池（１４）
により発生される熱による前記蒸発冷却システム（１６）の冷却媒体の蒸発が、前記冷却
媒体の湿り蒸気領域内でなされるように、前記蒸発冷却システム（１６）内の圧力を感知
するための装置（２２）から制御ユニット（２４）へ供給される信号に基づいて前記燃料
電池（１４）の運転温度を制御するように設けられてい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】
　前記燃料電池（１４）内に所望の圧力を発生させるように適合された燃料電池運転圧力
発生システム（２５）と、前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）を制御するための
制御ユニット（２４）とを有することを特徴とする請求項１又は２に記載の燃料電池シス
テム。
【請求項４】
　前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）を制御するための制御ユニット（２４）は
、前記燃料電池（１４）内に通常は液体状態で存在する物質及び／又は物質の混合物の不
要な蒸発を抑制する圧力を前記燃料電池（１４）内に発生させるように前記燃料電池運転
圧力発生システム（２５）を制御するように適合されていることを特徴とする請求項３に
記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）を制御するための制御ユニット（２４）は
、前記燃料電池（１４）の運転温度に基づいて、及び／又は、前記蒸発冷却システム（１
６）内の圧力を感知するための装置（２２）の信号に基づいて、前記燃料電池（１４）内
の圧力を制御するように適合されていることを特徴とする請求項３又は４に記載の燃料電
池システム。
【請求項６】
　前記蒸発冷却システム（１６）は、前記燃料電池（１４）を冷却する目的で前記燃料電
池（１４）の運転中に蒸発された前記冷却媒体を凝縮するための凝縮器（２６）を具備す
ることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記凝縮器（２６）は、外板冷却器の方式で構成されていることを特徴とする請求項６
に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　前記冷却媒体に蓄積された熱を利用のための少なくとも一つの装置（４２）を有するこ
とを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
【請求項９】
　前記冷却媒体に蓄積された熱の利用のための装置（４２）は、蒸気暖房手段、水の脱塩
設備又は航空機の除氷設備であることを特徴とする請求項８に記載の燃料電池システム。
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【請求項１０】
　前記冷却媒体を環境へ除去する装置（３２、３４）を有することを特徴とする請求項１
から９のいずれか一項に記載の燃料電池システム。
【請求項１１】
　燃料電池（１４）と、該燃料電池（１４）と熱的に接触しており、前記燃料電池（１４
）の運転中に前記燃料電池（１４）により発生される熱を、冷却媒体の蒸発によって吸収
して前記燃料電池（１４）から除去するためのものである蒸発冷却システム（１６）とを
具備する燃料電池システム（１０）の運転方法であって、
　前記蒸発冷却システム（１６）内の圧力を、圧力感知装置（２２）を用いて感知する工
程と、
　前記燃料電池（１４）の運転中に前記燃料電池（１４）により発生される熱によって前
記蒸発冷却システム（１６）の冷却媒体を液体状態から気体状態に移行させるように、前
記圧力感知装置（２２）から前記制御ユニット（２４）へ供給される信号に基づいて制御
ユニット（２４）を用いて、前記燃料電池（１４）の運転温度を制御する工程と
　を特徴とする燃料電池システム（１０）の運転方法。
【請求項１２】
　前記燃料電池（１４）の運転中に前記燃料電池（１４）により発生される熱による前記
蒸発冷却システム（１６）の冷却媒体の蒸発が前記冷却媒体の湿り蒸気領域内でなされる
ように、前記圧力感知装置（２２）から前記制御ユニット（２４）へ供給される信号に基
づいて、前記燃料電池（１４）の運転温度が制御されることを特徴とする請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記燃料電池（１４）内に、燃料電池運転圧力発生システム（２５）を用いて所望の圧
力を発生させることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）が、前記燃料電池（１４）内に通常は液体
状態で存在する物質及び／又は物質の混合物の不要な蒸発を抑制する圧力を前記燃料電池
（１４）内に発生させるように、前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）を制御する
ための制御ユニット（２４）を用いて制御されることを特徴とする請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記燃料電池運転圧力発生システム（２５）を制御するための制御ユニット（２４）が
、前記燃料電池（１４）の運転温度に基づいて、及び／又は、前記圧力感知装置（２２）
の信号に基づいて、前記燃料電池（１４）内の圧力を制御することを特徴とする請求項１
１から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記燃料電池（１４）を冷却する目的で前記燃料電池（１４）の運転中に蒸発された前
記冷却媒体が、凝縮器（２６）内で凝縮されることを特徴とする請求項１１から１５のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記冷却媒体が、外板冷却器の方式の凝縮器（２６）によって凝縮されることを特徴と
する請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記冷却媒体に蓄積された熱が、該熱の利用のための少なくとも一つの装置（４２）に
供給されることを特徴とする請求項１１から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記冷却媒体に蓄積された熱が、蒸気暖房手段、水の脱塩設備又は航空機の除氷設備の
形で構成された、該熱の利用のための装置（４２）に供給されることを特徴とする請求項
１８に記載の方法。
【請求項２０】
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　前記冷却媒体が環境へ除去されることを特徴とする請求項１１から１９のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項２１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の燃料電池システム（１０）を具備する航空機
。
【請求項２２】
　前記燃料電池システム（１０）が、前記航空機の非与圧領域に配置されていることを特
徴とする請求項２１に記載の航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蒸発冷却式燃料電池システムに関し、蒸発冷却式燃料電池システムの運転方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池システムは、少ない排出物及び高効率で、電力を発生させることができる。こ
の理由により、現在、例えば、自動車工業、海運業又は航空機産業のような様々な移動式
の用途において、電気エネルギーを発生させる目的で燃料電池システムを応用する努力が
なされている。例えば、航空機においては、主エンジン又は補助タービンにより運転され
る機上搭載電源のために現在使用されている発電機が、燃料電池システムに置き換えられ
ることが考えられる。さらに、燃料電池システムを、航空機の緊急電源に使用することや
、従来使用されているラムエアタービン（ＲＡＴ）と置き換えることもありうる。
【０００３】
　燃料電池は、通常、カソード部と、電解質でカソード部と隔てられたアノード部とを含
む。燃料電池が運転中であるとき、燃料（例えば水素）は、燃料電池のアノード側へ供給
され、また、酸素を含んでいる酸化剤（例えば空気）は、燃料電池のカソード側へ供給さ
れる。高分子電解質膜（ＰＥＭ）燃料電池では、水素分子は、例えば反応式（１）に従っ
て、アノード部にあるアノード触媒にて反応し、正電荷を持つ水素イオンの形成によって
、電極へ電子を渡す。
　Ｈ２　→　２・Ｈ＋　＋　２・ｅ－　　　　（１）
【０００４】
　それから、アノード部で形成されたＨ＋イオンは、電解質を通してカソードへ拡散し、
そしてそこで、カソード部にあるカソード触媒にて、反応式（２）に従って、カソードに
供給された酸素及び外部の電気回路を経由してカソードに送られた電子と反応し、水を形
成する。
　０．５・Ｏ２　＋　２・Ｈ＋　＋　２・ｅ－　→　Ｈ２Ｏ　　　　（２）
【０００５】
　電気エネルギーの発生に加えて、燃料電池は、運転中のとき、熱エネルギーを発生する
。この熱エネルギーは、燃料電池のオーバーヒートを防ぐため、冷却システムを用いて燃
料電池から除去されなければならない。移動式の用途の場合、通常、運転中の燃料電池に
より発生された熱エネルギーの一部だけが、さらなる利用のためシステム内部又は外部の
熱シンクに供給することができ、往々にして、燃料電池により発生した反応熱の少なくと
も一部は環境に放出されなければならない。例えば機上電源用のように、航空機の中で使
用される燃料電池は、大きな電気エネルギー必要量を満たすことができるように設計され
るはずである。しかしながら、電気エネルギーの発生に関して大容量を有する燃料電池は
、大量の熱エネルギーも発生させ、そのため、冷却の必要量が大きい。
【０００６】
　原則としては、航空機に搭載されて使用される燃料電池は、様々な方法で冷却すること
ができる。例えば、燃料電池で発生された反応熱を吸収するために、液体が冷却媒体とし
て使用される液体冷却が可能である。液体冷却システムの冷却能力は、おおよそ等式（３
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）で計算される。
【数１】

ここで、

は冷却液の熱吸収能力であり、

は質量流量であり、ＣｐＦは冷却液の熱容量であり、ΔＴＦは冷却液出口温度と冷却液入
口温度との温度差である。
【０００７】
　等式（３）から直接明白であるように、冷却液が回路内を通過する、効率的な液体冷却
では、燃料電池からの熱の吸収により熱せられた冷却液がΔＴＦだけ再び冷却されること
が、再び効率的に燃料電池からの廃熱を吸収する前に求められる。ΔＴＦだけ冷却液を冷
却する目的で、冷却液は、例えば、冷却液に蓄積された熱エネルギーを、さらなる冷却媒
体、例えば周囲空気に、伝達する熱交換器に供給されることができる。冷却液体の周囲空
気による再冷を後続に伴う、燃料電池を液体冷却することの代わりとして、燃料電池を直
接周囲空気で冷却することも考えられる。
【０００８】
　周囲空気冷却システムが燃料電池を直接周囲空気で冷却するために用いられるか、液体
冷却システムの冷却液を再冷するためだけの役目をするかに関わらず、周囲空気冷却シス
テムの冷却能力は、おおよそ等式（４）で計算される。
【０００９】
【数２】

ここで、

は冷却空気の熱吸収能力であり、

は冷却空気の質量流量であり、ＣｐＬは冷却空気の熱容量であり、ΔＴＬは冷却空気出口
温度と周囲空気の温度との温度差である。
【００１０】
　等式（４）から、冷却空気出口温度と周囲空気の温度との温度差ΔＴＬが小さければ小
さいほど、周囲空気冷却の冷却能力が小さくなることが明らかである。通常、運転温度が
約６０から１１０℃であり、出力の最適条件が約６０から９０℃である、低温ＰＥＭ燃料
電池の冷却の場合には、従って、燃料電池の運転温度に最も対応する、冷却空気出口温度
と、周囲空気の温度との温度差ΔＴＬが比較的小さく、そのため、冷却システムの能力は
対応して小さいという問題がある。従って、ＰＥＭ燃料電池から環境に適切に熱を除去す
るためには、大きな伝熱表面が必要である。従って、ＰＥＭ燃料電池のための液体及び／
又は空気による冷却システムは必ず、移動式への応用、特に航空機産業用の利用のために
非常に不利である、大きい体積及び比較的大きな重量である。さらに、航空機に搭載され
て使用されるＰＥＭ燃料電池を冷却するために必要とされる冷たい空気は、その航空機の
環境から吸引されなければならず、燃料電池により発生された反応熱の吸収が続き、その
航空機の環境へ再び排出される。しかしながら、空気の吸引取り込み及びその航空機環境
への除去は、効率的な航空機の航空業務に不利である、空気抵抗の増大をもたらす。
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【００１１】
　その冷却能力が冷却媒体の温度と周囲空気の温度との差に実質的に依存する、上記した
冷却システムとは対照的に、等式（５）に従う蒸発冷却システムの冷却能力は、蒸発冷却
システムにおいて用いられる冷却媒体の蒸発エンタルピーΔｈＶ、液体状態から気体状態
に移行する冷却媒体の熱吸収能力である

、及び液体状態から気体状態に移行する冷却媒体の質量流量である

によって決められる。
【数３】

【００１２】
　蒸発に続き、蒸発冷却システムの回路内を通過した冷却媒体は、凝縮により、液体状態
に戻されなければならない。しかしながら、冷却媒体は、蒸発冷却システムによって冷却
された燃料電池の運転温度未満の温度まで冷却される必要はない。さらに、上記した液体
冷却及び空気冷却システムと比較して、蒸発冷却システムでは、例えば水のような、通常
の冷却媒体の状態変化は、その冷却媒体が液体状態において吸収できるものより、非常に
多くのエネルギーが必要である、という利点がある。従って、蒸発冷却システムは、同程
度の冷却能力を有する空気冷却システムよりも、著しく少ない冷却媒体の質量流量で運転
されることが可能である。
【００１３】
　燃料電池を冷却するための蒸発冷却システムは、例えば、独国特許出願公開１９９３５
７１９（Ａ１）号明細書から公知である。独国特許出願公開１９９３５７１９（Ａ１）号
明細書に記載された冷却システムでは、冷却媒体、例えば水が、燃料電池スタックのアノ
ードガス供給チャンバー及びアノード排気ガスチャンバーに配置された、複数の冷却管を
通過する。冷却媒体は、冷却管を通って流れるに従って蒸発し、熱放射により燃料電池か
ら放出された熱量の９０％までを吸収する。
【発明の開示】
【００１４】
　本発明は、特に航空機での使用に適した、蒸発冷却式燃料電池システムを提供すること
を目的とする。さらに、本発明は、そのような蒸発冷却式燃料電池システムの運転方法を
提供することを目的とする。
【００１５】
　この目的は、請求項１で特定した特徴を有する燃料電池システムによって達成され、請
求項１１で特定した特徴を有する燃料電池システムの運転方法によって達成される。
【００１６】
　本発明による燃料電池システムは、燃料電池、好ましくはＭＷ出力クラスの燃料電池を
具備する。ここで、「燃料電池」との用語は、単独のセルを意味するだけではなく、複数
の燃料電池を含む燃料電池スタックをも意味する。この燃料電池は、アノード部が水素源
に接続され、カソード側に、酸素を含む酸化手段、好ましくは空気が供給される、ＰＥＭ
燃料電池であることが好ましい。この燃料電池のアノード部に供給される燃料、好ましく
は水素は、本発明による燃料電池システムに組み込まれた燃料タンクに貯蔵することがで
きる。それに代えて又はそれに加えて、本発明による燃料電池システムは、燃料電池のア
ノード部へ供給される燃料を生成するための燃料生成設備を含むことができる。この燃料
電池のカソード側は、コンプレッサーの圧力側に接続することができる。このコンプレッ
サーは、統合された空気及び蒸気の入口を有するコンプレッサーとすることができる。
【００１７】
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　この燃料電池は、低温ＰＥＭ燃料電池若しくは高温ＰＥＭ燃料電池、無機材料を有する
複合電解質を含むＰＥＭ燃料電池、ポリベンズイミダゾールＰＥＭ燃料電池、又はポリペ
ルフルオロスルホン酸ＰＥＭ燃料電池とすることができる。運転中の際、この燃料電池は
、電気エネルギーの発生に加えて、熱エネルギーを発生させる。この熱エネルギーは、燃
料電池のオーバーヒートを防ぐため、燃料電池から除去されなければならない。
【００１８】
　従って、本発明による燃料電池システムは、さらに、燃料電池に熱的に接触しており、
燃料電池の運転中に燃料電池から発生される熱を、冷却媒体の蒸発によって吸収して燃料
電池から除去するためのものである蒸発冷却システムを具備する。既に説明したように、
蒸発冷却システムは、冷却媒体を液体状態から気体状態に移行させるのに必要な蒸発エン
タルピーが高いことによる、高い熱吸収能力と、それによる高い冷却能力により特徴付け
られる。そのため、本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムは、同様の熱吸収
能力を有する空気又は液体冷却システムと比較して、著しく少ない冷却媒体の質量流量で
運転されることができ、また、コンパクトな設計であり、より少ない重量である。さらに
、蒸発冷却システムは、低エネルギー損失であり、本発明による燃料電池システムが航空
機に搭載されて使用された際に、いかなる追加の空気抵抗も引き起こさず、運転中の負荷
のピークの間でも、確実かつ独立して、燃料電池に冷却能力を供給することができる。最
後に、蒸発の際の冷却媒体の膨張によって、蒸発冷却システムの、燃料電池と熱的に接触
している領域から速やかに冷却媒体を取り除くことができるので、高いシステム動特性が
、本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムで実現することができる。
【００１９】
　本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムは、燃料電池から分離されて設計さ
れたシステムとして構成することができる。しかしながら、好ましくは、この蒸発冷却シ
ステムは、少なくとも部分的に燃料電池の構成要素に組み込まれており、例えば、燃料電
池又は燃料電池スタックのバイポーラプレート、分離プレート、カバープレート、及び／
又は側面境界プレートに形成された冷却流路を具備する。それに代えて又はそれに加えて
、この蒸発冷却システムの冷却流路は、燃料電池のアノードガス供給チャンバー、カソー
ドガス供給チャンバー、アノード排気ガスチャンバー、及び／又はカソード排気ガスチャ
ンバーに延長していてもよい。冷却媒体はこの蒸発冷却システムの冷却流路を通過して流
れ、冷却媒体は、運転中に燃料電池から発生される熱の吸収により、液体状態から気体状
態に移行される。例えば、水を冷却媒体として使用することができ、それは蒸発冷却シス
テムの冷却流路を通って流れるに従って、核沸騰により蒸発される。
【００２０】
　本発明による燃料電池システムは、蒸発冷却システム内、すなわち、蒸発冷却システム
のうち冷却媒体が液体状態から気体状態に移行される部分の圧力を感知する装置をさらに
具備する。蒸発冷却システム、すなわち、蒸発冷却システムのうち冷却媒体が液体状態か
ら気体状態に移行される部分が、蒸発冷却システムの環境に接続されている場合には、こ
の圧力感知装置を適用して、蒸発冷却システム及び／又は燃料電池の環境の圧力を感知す
るように配置することができる。この圧力感知装置としては、例えば、圧力センサーを用
いることができる。この圧力感知装置は、例えば電子制御ユニットとして構成される制御
ユニットに、蒸発冷却システム内の圧力の特性である信号を供給する。
【００２１】
　本発明による燃料電池システムの制御ユニットは、燃料電池の運転中に燃料電池により
発生される熱によって蒸発冷却システムの冷却媒体を液体状態から気体状態に移行させる
ように、蒸発冷却システム内の圧力を感知するための装置から制御ユニットへ供給される
信号に基づいて燃料電池の運転温度を制御するように適合される。言い換えれば、この制
御ユニットは、蒸発冷却システム内、すなわち、蒸発冷却システムのうち冷却媒体が蒸発
される部分内の圧力に基づいて、燃料電池の運転中に燃料電池によって発生された熱が、
蒸発冷却システムの冷却媒体を液体状態から気体状態まで移行するのに十分であることが
常に保証されるように、燃料電池の運転温度を制御するように適合される。その結果、蒸
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発冷却システムが適切に機能することは常に保証される。本発明による燃料電池システム
では、燃料電池により発生された熱の吸収後の冷却媒体の温度は、燃料電池の運転温度の
直下である。そのため、大きな熱移動と、そのために蒸発冷却システムの特に良い冷却能
力とが実現される。さらに、冷却媒体の物質状態の実質的な等温変化は、蒸発冷却システ
ムの安定的な運転を可能とする。
【００２２】
　例えば水のような、通常の冷却媒体の蒸発温度は、圧力が減少するにつれて、減少する
。例えば、海抜ゼロメートル地点における大気圧に相当する圧力（１．０１３２ｂａｒ）
では、水の蒸発温度は１００℃である。それに対し、１２１９２ｍ（４００００フィート
）の高度、すなわち、民間航空機の巡航高度で存在するように、０．１９９２ｂａｒの圧
力では、水の蒸発温度はたった６０℃である。従って、本発明による燃料電池システムの
蒸発冷却システムが、水を冷却媒体として運転される際、海抜ゼロメートル地点での大気
圧に相当する蒸発冷却システム内の圧力である場合、運転中の燃料電池によって発生され
る熱が、蒸発冷却システムの冷却媒体を１００℃を超えるまで熱するのに、また、その結
果蒸発冷却システムが適切に機能することがもたらされるのに十分なように、燃料電池の
運転温度は選択されなければならない。一方、蒸発冷却システム内の圧力がたった０．１
９９２ｂａｒである場合、運転中に燃料電池によって発生される熱は冷却媒体を６０℃ま
で熱するのに十分でなければならないだけであるので、燃料電池はより低い運転温度で運
転されることができる。
【００２３】
　低温ＰＥＭ燃料電池は、約６０から９０℃の間で運転されるときに最適出力を得る。本
発明による燃料電池システムにおいては、例えば、海抜ゼロメートル地点での大気圧より
も低い周囲圧力のために、蒸発冷却システム内の圧力が十分に低いと、圧力感知装置によ
って決定されれば、制御ユニットは、燃料電池の最適出力が得られるのに十分である程度
まで燃料電池の運転温度を低くすることができるが、運転中に燃料電池により発生される
熱は、蒸発冷却システムの冷却媒体を液体状態から気体状態まで移行するのには、またそ
のために蒸発冷却システムの適切に機能することが保証されるのには十分である。
【００２４】
　飛行中には、航空機は、主に、周囲圧力が海抜ゼロメートル地点での大気圧よりも低い
環境中にある。この事実は、特に有利な態様で、航空機に搭載されて使用される本発明に
よる燃料電池システムでは、燃料電池の運転期間の大部分において、１００℃未満で、た
だしできるだけ約６０から９０℃の間の最適運転温度範囲で、燃料電池の運転温度を維持
するために利用することができる。このことに必要なのは、蒸発冷却システム、すなわち
、蒸発冷却システムのうち冷却媒体が蒸発される部分が、航空機の非与圧領域に配置され
、蒸発冷却システムのこれらの部分に、航空機の環境の、より低い周囲圧力が存在するよ
うに周囲大気と接続されていることのみである。
【００２５】
　例えば、制御ユニットは、航空機に搭載されて使用される本発明による燃料電池システ
ムの燃料電池の運転温度を、航空機が一定の巡航高度にある間は、燃料電池の最適運転温
度範囲にある範囲内において、一定温度で維持することができる。その一方で、制御ユニ
ットは、航空機が上昇中であるとき、周囲圧力の低下に従って燃料電池の運転温度を下げ
ることができ、航空機が下降中であるとき、周囲圧力の増大に従って燃料電池の運転温度
を上げることができる。
【００２６】
　本発明による燃料電池の蒸発冷却システムの冷却媒体として水を用いた場合、航空機が
約１２１９２ｍ（４００００フィート）の一定の巡航高度にあるとき、制御ユニットは燃
料電池の運転温度を、例えば約６０℃に維持することができる。航空機がほぼ海抜ゼロメ
ートルの出発位置から巡航高度に達するまで上昇中のときは、制御ユニットは、上昇中の
間連続的に燃料電池の運転温度を、周囲圧力の低下に従って、例えば約１００℃から約６
０℃まで、下げることができる。その一方で、航空機が巡航高度からほぼ海抜ゼロメート
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ルの着陸位置へ下降中のときは、制御ユニットは、周囲圧力の増大に従って、約６０℃か
ら約１００℃まで連続的に燃料電池の運転温度を上げることができる。
【００２７】
　本発明による燃料電池の好ましい態様では、制御ユニットは、燃料電池の運転中に燃料
電池により発生される熱による蒸発冷却システムの冷却媒体の蒸発が、冷却媒体の湿り蒸
気領域内でなされるように、蒸発冷却システム内の圧力を感知するための装置から制御ユ
ニットへ供給される信号に基づいて燃料電池の運転温度を制御するように適合されている
。ここでの「湿り蒸気」とは、沸騰した液体及び飽和した蒸気が平衡状態にある系である
と理解される。
【００２８】
　本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムに使用される冷却媒体の蒸発が、冷
却媒体の湿り蒸気領域でなされれば、冷却媒体の蒸発中、沸騰している液体状態の冷却媒
体は、冷却媒体の飽和蒸気と平衡状態にある。これは、冷却媒体が蒸発中、その圧力に依
存する蒸発温度まで熱せられる場合は常にそうである。従って、制御装置は、蒸発冷却シ
ステムの冷却媒体が、圧力に依存する冷却媒体の蒸発温度に相当する温度にまで熱される
ように、燃料電池の運転温度を制御することが好ましい。例えば、燃料電池は、圧力に依
存する、蒸発冷却システムの冷却媒体の蒸発温度より０から５℃、好ましくは１から３℃
高い運転温度にて運転されることができる。
【００２９】
　本発明による燃料電池システムは、好ましくはさらに、燃料電池内に、すなわち、組み
込まれた蒸発冷却システムの冷却流路がない燃料電池の構成要素内に、所望の圧力を発生
させるように適合された燃料電池運転圧力発生システムを具備することが好ましい。本発
明による燃料電池システムの燃料電池運転圧力発生システムは、例えば、燃料電池システ
ムの媒体供給システムに組み込むことができ、燃料電池のカソード部に酸化剤を供給する
コンプレッサーを具備し、及び／又は、それに対応する、燃料電池のアノード部に燃料を
供給する輸送装置を具備することができる。燃料電池運転圧力発生システムは、燃料電池
の周囲圧力及び蒸発冷却システム内の圧力に関係なく、燃料電池の運転圧力を所望の水準
にし、又は、所望の水準を維持する役目をする。
【００３０】
　燃料電池運転圧力発生システムは、燃料電池内に、燃料電池の環境の周囲圧力及び／又
は蒸発冷却システム内の圧力よりも低い又はより高い圧力を発生するように適合されるこ
とができる。さらに、本発明による燃料電池システムは、燃料電池運転圧力発生システム
を制御するために、例えば、電子制御ユニットとして構成された制御ユニットを含むこと
ができる。この燃料電池運転圧力発生システムを制御するための制御ユニットは、個別の
制御ユニットとすることができる。ただし、その代わりとして、燃料電池運転圧力発生シ
ステムを制御するための制御ユニットは、燃料電池の運転温度を制御するための制御ユニ
ットに統合することもできる。
【００３１】
　既に説明したように、本発明による燃料電池システムでは、燃料電池の運転温度は、燃
料電池の運転中に発生される熱により、蒸発冷却システムの冷却媒体が液体状態から気体
状態へ移行されるように、蒸発冷却システム内の圧力に従って、常に制御される。しかし
ながら、それに相応して高い運転温度の場合、例えば水のような、燃料電池内に、すなわ
ち、例えば、アノード部、カソード部、アノード部をカソード部と分離する膜、アノード
ガス管又はカソードガス管において、通常は液体状態で存在する物質及び／又は物質の混
合物が蒸発するという問題が起こることがある。
【００３２】
　燃料電池の運転中に燃料電池内に通常は液体状態で存在する物質及び／又は物質の混合
物の不要な蒸発を抑制するため、燃料電池運転圧力発生システムを制御するための制御ユ
ニットは、燃料電池運転圧力発生システムが、燃料電池内に通常は液体状態で存在する物
質及び／又は物質の混合物の不要な蒸発を抑制される圧力を燃料電池内に発生させるよう
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に適合されることができる。
【００３３】
　燃料電池運転圧力発生システムを制御するための制御ユニットは、燃料電池の運転温度
に基づいて燃料電池運転圧力を制御するように適合されることができる。燃料電池運転圧
力発生システムを制御するための制御ユニットに制御変数として使用される燃料電池の運
転温度は、燃料電池の運転温度を制御するための制御ユニットにより提供される、燃料電
池の設定運転温度とされることができ、又は、例えば温度センサーによって測定された燃
料電池の運転温度とされることができる。ただし、それに代えて又はそれに加えて、燃料
電池運転圧力発生システムを制御するための制御ユニットは、蒸発冷却システム内の圧力
を感知する装置から供給される信号に基づいて燃料電池運転圧力を制御するように適合さ
れることもできる。例えば、燃料電池運転圧力発生システムを制御する制御ユニットは、
蒸発冷却システム内の圧力の特性である、圧力感知装置の信号を基に、燃料電池の設定運
転温度を計算することができ、また、この圧力感知装置の信号を燃料電池の適切な設定運
転圧力の決定のための制御変数として使用することができる。
【００３４】
　本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムで、環境上良性の冷却媒体として水
が使用される場合、例えばＰＥＭ燃料電池として構成された燃料電池は、海抜ゼロメート
ル地点における大気圧におおよそ相当する蒸発冷却システム内の圧力の場合には、おおよ
そ１００から１０５℃の運転温度にて、運転されることが好ましい。そのとき、燃料電池
運転圧力発生システムを制御するための制御ユニットは、燃料電池運転圧力発生システム
を、海抜ゼロメートル地点での大気圧よりも高い圧力、例えば２ｂａｒを燃料電池内に発
生させるように制御されることが好ましい。２ｂａｒの圧力では、水の蒸発温度は１２０
．２３℃である。燃料電池内、すなわち、例えばアノード部、カソード部、アノード部を
カソード部と分離する膜、アノードガス管又はカソードガス管において存在する水の蒸発
は、燃料電池の運転温度にて確実に抑制される。
【００３５】
　既に説明したように、本発明による燃料電池システムの蒸発冷却システムで起こる蒸発
により、大量の熱が、燃料電池から除去されることができる。蒸発冷却システムによって
燃料電池から除去された熱は、その後、環境に放出されるか、さらなる利用に供給されな
ければならない。伝熱プロセスは、等式（６）によって記述されることができる。
【数４】

ここで、

は移動した熱であり、ｋは熱伝達率であり、Ａは伝熱表面であり、Δｔｍｌｏｇは温度勾
配である。熱伝達率ｋは、等式（７）によって計算される。
【数５】

ここで、ｓは壁の厚さであり、λは熱伝導度であり、αは熱伝達率である。
【００３６】
　熱伝達率αは、伝熱プロセスの経過中に移動される熱の出力の主な変数であるとみなさ
れる。大きな伝熱係数は、凝縮プロセスの場合に得られる。従って、本発明による燃料電
池システムの蒸発冷却システムは、燃料電池を冷却する目的で、燃料電池の運転中に冷却
媒体を凝縮するための凝縮器を具備する。このような蒸発冷却システムの設計の場合には
、燃料電池の反応熱の吸収は、蒸発を通じてなされ、一方で、燃料電池の反応熱の放出は
、凝縮プロセスを通じて実現される。凝縮プロセスは、蒸発プロセスと同様に、例えば、
液体状態の冷却媒体が吸収できるものよりも、非常に大量のエネルギーを消費するので、
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凝縮器を備える蒸発冷却システムは特に効率的に動作する。
【００３７】
　凝縮器が備えられた蒸発冷却システムのさらなる利点は、凝縮器により凝縮された冷却
媒体が、液体状態で燃料電池に戻され、そこで再度燃料電池を冷却する目的で蒸発させら
れる、循環方式として運転できることにある。ただし、好ましくは、凝縮器が備えられた
蒸発冷却システムでは、凝縮器の不具合の場合であっても燃料電池の適切な冷却が保証さ
れるように、燃料電池を冷却する機能は冷却媒体の回収機能から分離される。蒸発冷却シ
ステムに適切に冷却媒体が供給されることを保証するため、本発明による燃料電池システ
ムは、燃料電池の運転中に生成された水を、蒸発冷却システムに供給する装置を具備する
ことができる。
【００３８】
　蒸発冷却システムによって燃料電池から除去された熱は、環境に放出することができる
。これは、特に、結果として生じた熱が比較的低温のレベル、例えば、６０℃であるとき
に適切である。
【００３９】
　本発明による燃料電池システムの燃料電池によって発生された廃熱は、環境へ効率的に
除去されるような凝縮器は、例えば、外板冷却器の方式で構成されることができる。この
外板冷却器は、例えば、燃料電池システムに面する内側が、吹き付けられた蒸気状の冷却
媒体を受け、蒸気凝縮器として機能する壁により、構成することができる。一方で、外板
冷却器を構成する、外面が環境に面する壁の外側は、周囲空気を熱する手段として動作す
る。外板冷却器として構成された凝縮器は、特に、航空機に搭載されて使用される、本発
明の燃料電池システムの使用に適している。そのため、外板冷却器は、例えば、燃料電池
の冷却のため、燃料電池の運転中に蒸発された、吹き付けられた冷却媒体を内側で受ける
、航空機の外板の一部で構成することができる。
【００４０】
　航空機の外板部分が外板冷却器として用いられれば、大きな伝熱表面を、簡単に、かつ
追加の構成要素なしで作ることができる。これは、重量に関する相当な利点に帰着する。
さらに、例えば航空機の外板の一部で構成される、外板冷却器は、高い冷却能力により特
徴付けられ、パイプラインがないことによって、重量の面でもさらなる利点を可能にする
。さらに、外板冷却器による熱の除去は雑音をほとんど発生させず、また、航空機内で使
用される、本発明の燃料電池システムの場合には、不要な追加の空気抵抗となりうる、い
かなる大きな空気量の移動も必要としない。結果として、このロフトの障害が回避される
。
【００４１】
　本発明による燃料電池システムの燃料電池が運転中に発生させる反応熱を環境へ除去す
ることに代えて又はそれに加えて、燃料電池により発生される熱は回収され利用されるこ
ともできる。この目的のため、本発明による燃料電池システムは、冷却媒体に蓄積された
熱の利用のための少なくとも一つの装置を具備することができる。冷却媒体に蓄積された
熱の利用は、直接的又は間接的に達成されることができる。例えば、気体状態の冷却媒体
を、冷却媒体に蓄積された熱を利用する装置に直接供給することができる。ただし、この
方法により蒸発冷却システムから取り出された冷却媒体は、燃料電池の適切な冷却を保証
するために、蒸発冷却システムに輸送され戻されなければならない。
【００４２】
　それに代えて又はそれに加えて、冷却媒体に蓄積された熱だけを、この熱を利用するた
めの装置に移動させることも考えられる。この目的のため、気体状態の冷却媒体を例えば
冷却媒体に蓄積された熱を利用するための装置に熱的に接触した熱交換器を通過させるこ
とができる。さらに、蒸発冷却システムに備え付けられる凝縮器は、凝縮器での冷却媒体
の凝縮により放出された熱が、冷却媒体に蓄積された熱を利用するための装置に移動され
るように構成され、及び／又は配置されることができる。
【００４３】
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　冷却媒体に蓄積された熱を利用するための装置は、好ましくは、冷却媒体に蓄積された
熱を暖房目的で利用する蒸気暖房手段により構成された、暖房装置とすることができる。
ただし、それに代えて、冷却媒体に蓄積された熱を利用するための装置は、海水から飲料
水を得るための、水脱塩設備とすることができる。航空機で使用されるために備え付けら
れた、本発明による燃料電池システムでは、冷却媒体に蓄積された熱を利用する装置とし
ては、好ましくは、航空機の除氷設備である。
【００４４】
　最後に、蒸発冷却システムでの冷却媒体として用いる水を、水及び／又は水蒸気を航空
機の排気ガス流に供給する設備において用いることが考えられる。これにより、航空機エ
ンジンの汚染物質の放出を削減することができる。
【００４５】
　本発明による燃料電池システムの好ましい態様では、環境へ冷却媒体を除去する装置を
さらに具備することが好ましい。冷却媒体に蓄積された熱を環境へ除去することができな
い場合、又は、そうでなければ、十分な程度まで利用することができない場合、好ましく
は、このような環境へ冷却媒体を除去する装置は、冷却媒体を気体状態で環境へ除去する
ように適合される。環境へ冷却媒体を除去する装置は、例えば、排出バルブの形式で構成
されることができ、冷却媒体に蓄積された熱の除去が、例えば、高い周囲温度又は無風状
態などによる、より難しい状態である場合であっても、本発明の燃料電池システムの確実
な運転を保証することができる。
【００４６】
　本発明に従う、燃料電池と、燃料電池と熱的に接触しており、燃料電池の運転中に燃料
電池により発生される熱を、冷却媒体の蒸発によって吸収して燃料電池から除去するため
のものである蒸発冷却システムとを具備する燃料電池システムの運転方法では、蒸発冷却
システム内の圧力は、適切な圧力感知装置により感知される。燃料電池の運転温度は、圧
力感知装置から制御ユニットに供給される信号に基づいて制御ユニットにより制御される
。燃料電池の運転温度の制御は、燃料電池の運転中に燃料電池により発生される熱によっ
て蒸発冷却システムの冷却媒体が液体状態から気体状態に移行させるようにして達成され
る。
【００４７】
　好ましくは、燃料電池の運転中に燃料電池により発生される熱による蒸発冷却システム
の冷却媒体の蒸発が冷却媒体の湿り蒸気領域内でなされるように、圧力感知装置から制御
ユニットに供給される信号に基づいて、燃料電池の運転温度が制御される。
【００４８】
　本発明による、燃料電池システムを運転する方法の好ましい態様では、燃料電池運転圧
力発生システムを用いて所望の圧力が、燃料電池内に発生される。例えば、燃料電池運転
圧力発生システムを用いて、燃料電池のアノード部、カソード部、アノード部をカソード
部と分離する膜、アノードガス管及びカソードガス管において所望の圧力が発生される。
【００４９】
　この燃料電池運転圧力発生システムは、燃料電池運転圧力発生システムを制御するため
の制御ユニットにより、燃料電池内に通常は液体状態で存在する物質及び／又は物質の混
合物の不要な蒸発を抑制する圧力を、燃料電池内に発生させるように制御されることがで
きる。
【００５０】
　好ましくは、燃料電池運転圧力発生システムを制御するための制御ユニットは、燃料電
池の運転温度に基づいて、及び／又は、蒸発冷却システム圧力を感知するための装置の信
号に基づいて、燃料電池内の圧力を制御する。
【００５１】
　燃料電池を冷却する目的で燃料電池の運転中に蒸発された冷却媒体は、凝縮器内で凝縮
されることができる。好ましくは、冷却媒体は外板冷却器の形式により構成された凝縮器
により凝縮される。



(13) JP 2011-507165 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

【００５２】
　それに代えて又はそれに加えて、冷却媒体に蓄積された熱は、該熱の利用のための少な
くとも一つの装置に供給されることができる。例えば、冷却媒体に蓄積された熱は、蒸気
暖房手段、水の脱塩設備又は航空機の除氷設備の形で構成された、該熱の利用のための装
置に供給されることができる。
【００５３】
　さらに、蒸発冷却システム内で冷却媒体として使用される水は、液体又は蒸気の状態で
、航空機の排気ガス流へ供給されることもできる。
【００５４】
　好ましくは、必要なとき、例えば、冷却媒体に蓄積された熱の適切な除去又は利用がで
きないときは、冷却媒体は環境中へ除去される。
【００５５】
　本発明による燃料電池システムは、航空機の燃料電池に基づいたエネルギー供給ユニッ
ト、特に飛行機の利用を安定させることに特に適している。例えば、この燃料電池システ
ムは、補助動力ユニット（ＡＰＵ）若しくはラムエアタービン（ＲＡＴ）の代わりとして
、又は翼の防氷システム（ＷＡＩＳ）のためのエネルギー供給システムとして使用するこ
とができる。航空機の電源需要をカバーするために、１ＭＷの電力を発生させることがで
きる燃料電池システムの要求があるかもしれない。本発明による燃料電池システムの蒸発
冷却システムは、その少ない重量及びコンパクトな設計にも関わらず、高出力燃料電池を
冷却するのに十分な冷却能力を提供することができる。さらに、例えば航空機の空調設備
のような、他の航空機システムから独立して、冷却システムの自律運転が可能である。従
って、本発明による燃料電池システムは、例えば自律の緊急電力供給ユニットとして航空
機に搭載して使用されることができる。
【００５６】
　本発明による燃料電池システムを装備した航空機では、その燃料電池システム、又は少
なくとも冷却媒体を蒸発させる蒸発冷却システムの部分は、好ましくは航空機の非与圧領
域に配置される。航空機内のそのような領域は、例えば主構造体／胴体の覆い（胴体フェ
アリング）及び胴体後部に、位置する。
【００５７】
　本発明による燃料電池システムの好ましい典型的な３つの実施態様を、以下に、添付の
概要図を参照しながら、より十分に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】燃料電池システムの第１の実施態様の概要図を示す。
【図２】燃料電池システムの第２の実施態様の概要図を示す。
【図３】燃料電池システムの第３の実施態様の概要図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　図１は、胴体フェアリング１２内に、すなわち、航空機の非与圧領域内に配置された燃
料電池システム１０を示している。燃料電池システム１０は、燃料電池スタックの形式で
構成された燃料電池１４を具備する。燃料電池１４は、運転温度範囲が６０から１１０℃
である低温ＰＥＭ燃料電池として構成されている。燃料電池１４の最適運転温度範囲は６
０から９０℃である。
【００６０】
　燃料電池１４を冷却するために備え付けられた蒸発冷却システム１６は、図１にはそれ
ほど詳細には現れていない、燃料電池１４のバイポーラプレート内に構成されている冷却
流路１７を具備する。冷却媒体として供される水は、燃料電池１４の運転中に、冷却流路
１７を通って流れる。液体状態である水は、ポンプ１８によって、冷却媒体タンク２０か
ら冷却流路１７へ供給される。
【００６１】
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　さらに、圧力センサー２２が胴体フェアリング１２の内部に配置される。圧力センサー
２２は胴体フェアリング１２の内部の圧力を測定する。その圧力は蒸発冷却システム１６
内の圧力、すなわち、冷却流路１７内の圧力に相当する。既に言及したように、胴体フェ
アリング１２は、航空機の非与圧領域に属する。圧力センサー２２により測定される胴体
フェアリング１２の内部に存在する圧力ｐ１は、実質的に、航空機の環境の周囲圧力ＰＡ

に相当する。航空機が飛行中であるとき、及び、特に航空機がその巡航高度にあるとき、
この圧力は海抜ゼロメートル地点での大気圧よりも著しく低い。
【００６２】
　胴体フェアリング１２の内部における周囲圧力の特性である、圧力センサー２２によっ
て出された信号は、電子制御ユニット２４に供給される。圧力センサー２２の信号に基づ
いて、電子制御ユニット２４は、燃料電池１４のバイポーラプレートに構成された冷却流
路１７を通って水が流れるに従って、水が液体状態から気体状態に移行されるようにして
、燃料電池１４の運転温度を制御する。冷却流路１７を通って流れる水の蒸発により、運
転中に燃料電池１４から発生された反応熱が、冷却媒体として供される水に吸収される。
【００６３】
　特に、電子制御ユニット２４は、運転中に燃料電池１４から発生される反応熱による蒸
発冷却システム１６の冷却流路１７を通って流れる水の蒸発が湿り蒸気領域内でなされる
ように、圧力センサー２２から制御ユニット２４に供給される信号に基づいて、燃料電池
１４の運転温度を制御する。これを達成するために、制御ユニット２４は、常に、燃料電
池１４の運転温度が、圧力に依存する、冷却媒体水の蒸発温度より約０から５℃高くなる
ように、燃料電池１４の運転温度を制御する。
【００６４】
　このように、燃料電池１４の運転温度は、航空機の飛行高度及びそれに伴う胴体フェア
リング１２内の圧力に基づいて、冷却媒体水の、圧力依存の蒸発曲線に常に付随するよう
に、制御ユニット２４により制御される。表１は、航空機の飛行高度に依存する、冷却媒
体水の沸騰又は蒸発の温度の相当値、及び、沸騰又は蒸発の圧力である。
【００６５】
【表１】

表１：航空機の飛行高度に依存する、冷却媒体水の沸騰温度及び沸騰圧力（北半球、北緯
４５°、７月）
【００６６】
　航空機が巡航高度にあるとき、燃料電池１４は約６０℃の運転温度で運転できることが
、表１から明白である。航空機が上昇中又は下降中にあるとき、燃料電池１４の運転温度
は、制御ユニット２４によって、変化する周囲圧力に連続的に適合される。言い換えれば
、航空機の上昇中及び下降中のともに、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の冷却媒
体水の蒸発が、湿り蒸気領域内でなされるように、圧力に依存する、冷却媒体水の蒸発曲
線を追跡するように、燃料電池１４の運転温度は設定される。その結果、蒸発冷却システ
ム１６の冷却流路１７を通って流れる冷却媒体の適切な蒸発が常に保証される。同時に、
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不必要に高い運転温度における燃料電池１４の運転が回避される。
【００６７】
　表１は、その運転時間の大部分において、燃料電池１４が６０から９０℃の最適運転温
度範囲で運転できることを示している。航空機が３０４８ｍ（１００００フィート）以下
の高度で飛行しているか、地上にあるときだけは、より高い燃料電池１４の運転温度が必
要となる。
【００６８】
　燃料電池１４内、すなわち、例えばアノード部、カソード部、アノード部をカソード部
と分離する膜、アノードガス管又はカソードガス管において、通常は液体状態で存在する
水の不要な蒸発を防ぐために、制御ユニット２４は、燃料電池内に存在する液体の水の不
要な蒸発を抑制するような運転圧力が燃料電池１４内に発生されるように、燃料電池１４
の媒体供給システムに組み込まれた燃料電池運転圧力発生システム２５を制御する。図１
に示した低温ＰＥＭ燃料電池１４は、２ｂａｒの運転圧力で運転される。２ｂａｒの圧力
においては、水の蒸発温度は、燃料電池１４内に存在する液体の水の蒸発は、燃料電池１
４の運転温度圧力全体で確実に抑制されるような、１２０．２３℃である。
【００６９】
　図１に示される燃料電池システム１０は、さらに、外板冷却器の形式で構成される凝縮
器２６を具備する。凝縮器２６は、燃料電池１４を冷却する目的で燃料電池１４の運転中
に蒸発された水を液体状態に戻す役目をする。凝縮器２６は、チタン合金、アルミニウム
合金、繊維プラスチック化合物又はガラス繊維で強化されたアルミニウムからなる航空機
の外板で、胴体フェアリング１２の領域において構成される。蒸発冷却システム１６の冷
却流路１７を通るにつれて蒸発された水は、パイプラインを備える必要なしに、冷却流路
から蒸気排出管２８を通って出現し、胴体フェアリング１２の内側に分配されるようにな
り、航空機の外板の内面を移動する。この水蒸気は、航空機の外板の内面上で凝縮され、
それから、航空機の外板の外面から環境に凝縮熱を放出する。
【００７０】
　燃料電池１４が、例えば１ＭＷの電力を発生するとき、燃料電池１４からの反応熱の適
切な除去を提供するために、毎秒０．５リットルの水が燃料電池１４の運転中に蒸発され
ることが必要となる。この水蒸気は、蒸気排出管２８を経由し、胴体フェアリング１２の
内部を通して航空機の外板の内面を移動し、そこで、凝縮する。従って、燃料電池１４の
運転中、毎秒約０．５リットルの凝縮水が航空機の外板の内面上で流れ落ちる。
【００７１】
　航空機の外板の内面で流れ落ちる凝縮水は、凝縮液収集部３０に集められる。凝縮液収
集部３０は、凝縮器２６を構成する航空機の外板の領域に位置する。それは、凝縮水を集
めるために重力を利用できるように、床の近くに位置する。凝縮液収集部３０から、凝縮
された水は、ポンプ１８によって、燃料電池１４の、冷却媒体タンク２０に、又は、直接
、バイポーラプレートに構成された冷却流路１７に輸送される。そのために、閉じた冷却
媒体回路が形成される。
【００７２】
　明らかに、胴体フェアリング１２の内部に配置された構成要素は、湿気から保護されな
ければならない。しかしながら、少なくとも約６０℃の温度の水蒸気は、燃料電池１４の
運転中、蒸気排出管２８を経由して、連続的に胴体フェアリング１２の内部に供給されて
いるので、胴体フェアリング１２の内部に配置された構成要素は、飛行中、凍結及び冷気
から保護される必要はない。胴体フェアリング１２は、燃料電池システム１０に適応した
区画として構成されることができる。蒸発冷却システム１６によって生成された水蒸気は
、この区画の換気及び／又は不活性化に使用することができる。
【００７３】
　高い周囲温度又は無風状態などによる、より難しい状態であるために、冷却媒体水に蓄
積された燃料電池反応熱の、凝縮器２６を通じた適切な除去がより困難である場合であっ
ても、燃料電池システム１０の確実な運転を保証するため、燃料電池システム１０は、冷
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却媒体水を環境へ除去するために、２つの蒸気排出バルブ３２、３４の形式で構成された
装置を、さらに具備する。蒸気排出バルブ３２、３４は、電子制御ユニット２４により作
動される。この目的のために、制御ユニット２４は、圧力センサー２２及び／又は胴体フ
ェアリング１２の内部の温度を測定する温度センサー３６からの信号を受け取る。圧力セ
ンサー２２及び／又は温度センサー３６が、予め定められた臨界値を超えた、胴体フェア
リング１２内の圧力及び／又は温度を示した場合、水蒸気が胴体フェアリング１２の内側
へ蒸気排出管２８を経由して運ばれ、それから、水蒸気に蓄積された熱エネルギーを胴体
フェアリング１２の内側から環境へ除去されるように、蒸気排出バルブ３２、３４は電子
制御ユニット２４によって開かれる。
【００７４】
　凝縮器２６、又は、その後の環境への冷却媒体の除去に不具合がある場合であっても、
蒸発冷却システム１６が適切に機能することを保証するため、冷却流路１７を通って流れ
るに従って蒸発した冷却媒体の凝縮から独立した、蒸発冷却システム１６への、すなわち
、冷却材タンク２０又は冷却流路１７への冷却媒体の供給は、行われなければならない。
この目的のため、燃料電池システム１０は、プロセス水を引き抜く装置３５を有している
。それは、運転中に燃料電池１４によって発生された水を受け取り、蒸発冷却システム１
６の冷却材タンク２０に供給する役目をする。
【００７５】
　最後に、燃料電池システム１０は、燃料電池１４の運転中に発生された電気エネルギー
を貯蔵する貯蔵システム３７を有している。貯蔵システム３７は、燃料電池１４によって
発生された余剰エネルギーを中間に蓄える役目をし、要求があれば、それを、燃料電池１
４によって電気エネルギーを供給されている、航空機に搭載された機器に送る。貯蔵シス
テム３７は、例えばスーパーキャパシタ又は複数のスーパーキャパシタを含むことができ
る。
【００７６】
　原則として、胴体フェアリング１２も圧力容器として構成することができる。この場合
、胴体フェアリング１２の内部の圧力ｐ１は、周囲圧力ｐＡよりも高くすることもできる
。冷却媒体の蒸気が凝縮可能であるので、胴体フェアリング１２の内部も負荷の変動を吸
収する貯蔵容器として役立つことができる。さらに、ポンプ１８、燃料電池１４を通じた
熱の入力、及び蒸気排出バルブ３２、３４の対応する制御を通じた、胴体フェアリング１
２の内部の圧力ｐ１の特定の変化の場合には、伝熱が圧力依存であるので、胴体フェアリ
ング壁の内面の伝熱の強さに影響を与えることができる。ただし、圧力容器としての胴体
フェアリング１２の設計は、対応する胴体フェアリング壁の補強を必要とし、そのため、
不要な重量の増加につながる。
【００７７】
　図２に示される燃料電池システム１０は、図１による燃料電池システムとは異なり、燃
料電池１４は、低温ＰＥＭ燃料電池ではなく、高温ＰＥＭ燃料電池として構成される。図
２による高温ＰＥＭ燃料電池は、通常、図１に示したような低温ＰＥＭ燃料電池１４より
も高い運転温度（最高２００℃）で運転される。
【００７８】
　さらに、その閉鎖位置で蒸発冷却システム１６の冷却流路１７を含む圧力域の限界を定
めるバルブ４０が、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７に接続される蒸気排出管２８に
配置される。この圧力域を数ｂａｒの過剰圧力に耐えられるように設計することができる
。従って、ポンプ１８により、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７を含む圧力域に、胴
体フェアリング１２内の圧力ｐ１よりも高い圧力ｐ２が発生されることができる。図２に
は図示されていない圧力センサーを、この圧力域の圧力を測定するために備えることがで
きる。
【００７９】
　図２に示した燃料電池システムでは、低い周囲圧力ｐＡに対応する蒸発冷却システム１
６の冷却流路１７内の圧力において、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７にて、資材の



(17) JP 2011-507165 A 2011.3.3

10

20

30

40

過熱とそれに続くオーバーヒートが起こり、低圧力での冷却媒体の比較的低い蒸発温度と
、高温ＰＥＭ燃料電池１４の比較的高い運転温度との大きな差に起因して、資材が損傷さ
れる。これを抑制するため、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の圧力は、冷却媒体
の最適な沸騰の振る舞いが高温ＰＥＭ燃料電池１４の運転温度にて達成される冷却媒体の
蒸発温度を上昇させるために、ポンプ１８によって、特に増大させられる。
【００８０】
　制御ユニット２４は、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の圧力に基づいて、冷却
流路によって流れる水の蒸発が、運転中に燃料電池１４によって発生した反応熱によって
、湿り蒸気領域でなされるように、燃料電池１４の運転温度を制御することができる。た
だし、それに代えて、制御ユニット２４は、燃料電池１４の運転温度を制御変数として用
いることができ、運転中に燃料電池１４により発生される反応熱による冷却流路を通って
流れる水の蒸発が湿り蒸気領域内でなされるように、燃料電池１４の運転温度に基づいて
蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の圧力を制御することができる。図２で示される
燃料電池システム１０の運転は、このように、周囲圧力ｐＡに関係なく、従って、航空機
の高度に関係なく達成されることができる。さらに、蒸発冷却システム１６の冷却流路１
７内の圧力の変化は、冷却流路１７内の伝熱の制御を可能とする。ポンプ１８と、運転中
に燃料電池１４によって発生された反応熱と、バルブ４０と、蒸気排出バルブ３２、３４
との間の相互関係は、飛行高度、機上電源システムの負荷要求、貯蔵システム３７の負荷
状況等のような、気象により決められたり、運用上影響を及ぼす変数に基づいて、制御ユ
ニット２４によって制御される。他の点では、図２に示された燃料電池システム１０の構
造及び機能は、図１によって取り決められた構造及び機能に対応する。
【００８１】
　図３に図示された燃料電池システム１０は、図２に示した配置とは異なり、燃料電池シ
ステム１０は、燃料電池の反応熱を環境へ取り除くための凝縮器２６だけでなく、冷却媒
体水に蓄積された熱を利用するための、除氷設備の形式で構成された装置４２をも具備す
る。この除氷設備は、蒸気排出管２８から分かれており、蒸発冷却システム１６の冷却流
路１７から現れる水蒸気を引き取り、除氷しようとする航空機の領域に運ぶ、２つの蒸気
管４４、４６を具備している。
【００８２】
　水蒸気は、蒸気管４４、４６を通って流れるにつれて、航空機の除氷されるべき領域へ
蒸気に蓄積された熱エネルギーを放出し、そして、胴体フェアリング１２の内部に気体状
態のまま又は液体状態で戻される。圧力制御バルブ４８、５０、５２、５４は、蒸気管４
４、４６内の所望の圧力を制御する目的で、蒸気管４４、４６内に配置される。圧力制御
バルブ４８、５０、５２、５４は、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の所望の圧力
ｐ２及び蒸気管４４、４６内の所望の圧力ｐ３に基づいて制御される。ただし、蒸気管４
４、４６内の圧力ｐ３は、蒸発冷却システム１６の冷却流路１７内の圧力ｐ２を超えるこ
とはできない。蒸気管４４、４６内の圧力の変化により、蒸気管４４、４６内の伝熱を制
御することができる。ポンプ１８と、運転中に燃料電池１４によって発生された反応熱と
、バルブ４０と、圧力制御バルブ４８、５０、５２、５４、蒸気排出バルブ３２、３４と
の間の相互関係は、飛行高度、機上電源システムの負荷要求、貯蔵システム３７の負荷状
況等、さらに、必要であれば、主構造体の優先除氷の仕様のような、気象により決められ
たり、運用上影響を及ぼす変数に基づいて、制御ユニット２４によって制御される。
【００８３】
　さらに、図３に図示した燃料電池システム１０は、２つの航空エンジン５８の排気ガス
流へ水蒸気を供給するための２つの供給設備５６を具備する。水蒸気は、例えばベンチュ
リ管を通って航空エンジン５８の排気ガス流へ取り込まれることができる。航空エンジン
５８の排気ガス流への水蒸気の供給は、エンジン５８の汚染物質の放出を削減することが
できる。その他の点では、図３に示された燃料電池システム１０の構造及び機能は、図２
によって取り決められた構造及び機能に対応する。
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