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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）触媒がカーボン担体の表面に担持された触媒担持カーボンが凝集したアグロメレ
ートが細孔を形成するように集合するアグロメレート構造と、
　（ｉｉ）プロトン伝導性をもつポリマーとを共存させて有する燃料電池用触媒構造体に
おいて、
前記ポリマーは、前記アグロメレート構造における前記アグロメレート間の細孔に進入し
ており、平均厚みが５～１１ナノメートルに設定されており、前記細孔の平均細孔径（ポ
リマー付着状態で）は４０～３５０ナノメートルに設定されており、
　質量％で、前記触媒担持カーボンを１００％とするとき、前記触媒担持カーボンにおい
て、触媒担持密度は１８～７２％に設定されていることを特徴とする燃料電池用触媒構造
体。
【請求項２】
　燃料拡散要素と、燃料用触媒層と、プロトン伝導性をもつポリマーで形成された膜と、
酸化剤用触媒層と、酸化剤拡散要素とが厚み方向に順に積層されて形成される膜電極接合
体において、
前記燃料用触媒層および前記酸化剤用触媒層のうちの少なくとも一方は、請求項１に記載
の燃料電池用触媒構造体を具備していることを特徴とする膜電極接合体。
【請求項３】
　請求項２において、前記燃料用触媒層および前記酸化剤用触媒層のうちの少なくともい
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ずれか一方において、当該触媒層の単位面積（１ｃｍ２）当たりの触媒量は０．０１～０
．４５ｍｇ／ｃｍ２に設定されていることを特徴とする膜電極接合体。
【請求項４】
　請求項２または３において、前記燃料用触媒層における触媒構造体の平均細孔径をＤａ
とし、前記酸化剤用触媒層における触媒構造体の平均細孔径をＤｃとすると、Ｄａ＜Ｄｃ
に設定されていることを特徴とする膜電極接合体。
【請求項５】
　（ｉ）燃料拡散要素と、燃料用触媒層と、プロトン伝導性をもつポリマーで形成された
膜と、酸化剤用触媒層と、酸化剤拡散要素とを平均厚み方向に順に積層して形成される膜
電極接合体と、
　（ｉｉ）前記膜電極接合体の前記燃料拡散要素に対面するように配置された燃料配流要
素と、
　（ｉｉｉ）前記膜電極接合体の前記酸化剤拡散要素に対面するように配置された酸化剤
配流要素とを具備する燃料電池において、
前記燃料用触媒層および前記酸化剤用触媒層のうちの少なくとも一方は、請求項１～４の
うちの一項に記載の燃料電池用触媒構造体を具備していることを特徴とする燃料電池。
【請求項６】
　（ｉ）触媒がカーボン担体の表面に担持された触媒担持カーボンと、プロトン伝導性を
もつポリマーと、液状物とを主要成分とする混合物を形成した状態において、（ｉｉ）前
記混合物に対して超音波振動を加える超音波操作と、前記混合物を冷却する冷却操作と、
前記混合物に対して攪拌を加える攪拌操作とを少なくとも１回ずつ実行することを特徴と
する請求項１に係る燃料電池用触媒構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は固体高分子形の燃料電池用触媒構造体、膜電極接合体、燃料電池、燃料電池用
触媒構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、白金触媒、カーボンブラックからなる電子伝導体およびプロトン伝導
性ポリマーからなる燃料電池触媒層が開示されている。このものによれば、カーボンブラ
ックが形成するアグロメレート内およびアグロメレート間の細孔に、プロトン伝導性ポリ
マーが配置されている。
【０００３】
　特許文献２，３には、触媒金属を担持した炭素粒子と、プロトン伝導性をもつポリマー
とを有する触媒層が開示されている。このものによれば、炭素粒子のアグロメレート構造
の細孔内にポリマーが進入している。
【０００４】
　特許文献４には、触媒金属を担持した導電性をもつ炭素粒子と、プロトン伝導性ポリマ
ーとを有する触媒層を備える電極が開示されている。このものによれば、炭素粒子の比表
面積は２００～１３００ｍ２／ｇであり、プロトン伝導性ポリマーは、単位素片のサイズ
が５～１００ナノメートルの第１のプロトン伝導性ポリマーと、１００～１０００ナノメ
ートルの第２のプロトン伝導性ポリマーとからなる。サイズが大きな第２のプロトン伝導
性ポリマーは、分子鎖が長く結晶性が高いため、液状物による膨潤しにくい性質をもち、
サイズが小さな第１のプロトン伝導性ポリマーの溶出を抑えることが期待されている。
【特許文献１】特開２００５－３２６６８号公報
【特許文献２】特開２００２－２５５６０号公報
【特許文献３】特開２００２－６３９１２号公報
【特許文献４】特開２００４－２８１３０５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　燃料電池では、発電出力の更なる向上が期待されている。本発明は上記した実情に鑑み
てなされたものであり、発電出力の更なる向上を図るのに有利な燃料電池用触媒構造体、
膜電極接合体、燃料電池を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　様相１に係る燃料電池用触媒構造体は、（ｉ）触媒がカーボン担体の表面に担持された
触媒担持カーボンが凝集したアグロメレートが細孔を形成するように集合するアグロメレ
ート構造と、（ｉｉ）プロトン伝導性をもつポリマーとを共存させて有する燃料電池用触
媒構造体において、ポリマーは、アグロメレート構造における前記アグロメレート間の細
孔に進入しており、平均厚みが５～１１ナノメートルに設定されており、細孔の平均細孔
径（ポリマー付着状態で）は４０～３５０ナノメートルに設定されており、質量％で、触
媒担持カーボンを１００％とするとき、触媒担持カーボンにおいて、触媒担持密度は１８
～７２％に設定されていることを特徴とする。
【０００７】
　様相２に係る膜電極接合体は、燃料拡散要素と、燃料用触媒層と、プロトン伝導性をも
つポリマーで形成された膜と、酸化剤用触媒層と、酸化剤拡散要素とが厚み方向に順に積
層されて形成される膜電極接合体において、燃料用触媒層および酸化剤拡散層のうちの少
なくとも一方は、上記した様相に係る燃料電池用触媒構造体を具備していることを特徴と
する。
【０００８】
　様相３に係る燃料電池は、燃料拡散要素と、燃料用触媒層と、プロトン伝導性をもつポ
リマーで形成された膜と、酸化剤用触媒層と、酸化剤拡散要素とを平均厚み方向に順に積
層して形成される膜電極接合体と、
膜電極接合体の燃料拡散要素に対面するように配置された燃料配流要素と、
膜電極接合体の酸化剤拡散要素に対面するように配置された酸化剤配流要素とを具備する
燃料電池において、燃料用触媒層および酸化剤用触媒層のうちの少なくとも一方は、上記
した様相に係る燃料電池用触媒構造体を具備していることを特徴とする。
【０００９】
　各様相によれば、アグロメレート間の細孔に、プロトン伝導性をもつポリマー（電解質
）が進入し、アグロメレートに付着している。プロトン伝導性をもつポリマーの平均厚み
が過剰であると、細孔の空間が小さくなり、発電反応を行う反応流体（燃料または酸化剤
流体）の通過性が低下したり、水の水排出性が低下したりする不具合が発生し易くなるた
め、燃料電池の発電出力が低下するおそれがある。また、ポリマーの平均厚みが過少であ
ると、ポリマーの断裂が発生するおそれがあり、良好なプロトン伝導性が得られない不具
合が発生し易くなり、燃料電池の発電出力が低下するおそれがある。ポリマーの平均厚み
が上記した範囲内（５～１１マイクロメートル）であれば、上記した不具合が抑制され、
図６に示すように臨界的効果をもって燃料電池の発電出力が維持される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、発電出力の更なる向上を図るのに有利な燃料電池用触媒構造体、膜電
極接合体、燃料電池を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　燃料電池用触媒構造体は、（ｉ）微粒子状をなすカーボン担体（微小導電物質）の表面
に触媒が担持された触媒担持カーボンが凝集したアグロメレートが集合するアグロメレー
ト構造と、（ｉｉ）プロトン伝導性をもつポリマーとを共存して有する。カーボン担体は
導電性および耐食性に優れている。カーボン担体としては、カーボンブラック、カーボン
ナノチューブ（カーボンナノホーンを含む）が例示される。カーボンブラックとしては、



(4) JP 4506740 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

アセチレンブラック、ケッチェンブラック、ファーネスブラック、ヴァルカンが例示され
る。
【００１２】
　触媒は、白金、ロジウム、パラジウム、ルテニウムなどのうちの少なくとも１種が例示
される。アグロメレートは、複数の触媒担持カーボンが凝集して形成されている集団であ
る。複数のアグロメレートが集合するアグロメレート構造が形成される。触媒担持カーボ
ンは、粒子または繊維状のカーボン担体の表面に触媒を担持して形成されている。カーボ
ン担体の比表面積（触媒なしの状態）としては、特に限定されるものではないが、１０～
２５００ｍ２／ｇ、１０～２０００ｍ２／ｇ、殊に１２０～６００ｍ２／ｇ、３０～１０
０ｍ２／ｇが例示される。
【００１３】
　プロトン伝導性をもつポリマー（電解質）としては、プロトン伝導基をもつ高分子材料
で形成できる。プロトン伝導基としてはスルホン酸基、ホスホン酸基、リン酸基が例示さ
れる。ポリマー（電解質）としては、炭化フッ素系でも良いし、炭化水素系でも良い。炭
化フッ素系としては、ポリテトラフロオロエチレン、ポリヘキサフルオロプロピレン、テ
トラフルオロ－ヘキサフルオロプロピレン共重合体等などを主鎖とするポリマーが例示さ
れる。炭化水素系としては、ポリオレフィン、ポリエーテルケトン、ポリイミド、ポリベ
ンズイミダゾールなどを主鎖とするポリマーが例示される。側鎖としては、アルキル基、
アルキルエーテル基、スチレン基が例示される。ポリマーとしては具体的にはパーフルオ
ロスルホン酸樹脂（ナフィオン）を例示できる。プロトン伝導性をもつポリマーによれば
、分子量としては１万以上で８０万以下が例示される。
【００１４】
　上記ポリマーは、アグロメレート（触媒担持カーボン粒子が凝集した集団）に付着して
いると共に、アグロメレート構造における細孔内に進入しており、平均厚みが５～１１ナ
ノメートルに設定されている。このため細孔におけるプロトン伝導性が良好に確保される
。なお本明細書では、『細孔径』は、平均と明記していなくても、平均細孔径を意味する
。『厚み』は、平均と明記していなくても、平均厚みを意味する。
【００１５】
　ここで、細孔を区画する壁に付着するポリマーの厚みが薄いと、プロトン伝導性をもつ
ポリマーの連続膜性が低下するおそれがあり、プロトン伝導性が低下するおそれがある。
細孔を区画する壁に付着するポリマーの厚みが厚いと、細孔の空間が小さくなるため、反
応流体（燃料または酸化剤流体）の通過性、水排出性が低下するおそれがある。この事情
等を考慮し、アグロメレートのサイズ、細孔のサイズ等によっても相違するが、ポリマー
の厚みとしては、５～１１ナノメートルとする。
【００１６】
　更に説明を加える。細孔径が小さい場合に比較して細孔径が大きい場合には、細孔にお
ける反応流体の通過性が確保される。このため、細孔を区画する壁に付着するポリマーの
厚みを厚くしても、反応流体の通過性、水排出性が確保され、発電出力の低下は少なくな
る。これに対して、細孔径が小さい場合には、細孔における反応流体の通過性が低下し、
酸化剤極の場合には、生成水の排出性が低下し、フラッディングが誘発され、発電出力の
低下を引き起こすおそれがある。フラッディングは水詰まりによる反応流体の流れ性の低
下を意味する。この事情等を考慮し、アグロメレート間に配置されているポリマーの厚み
の上限値としては、細孔のサイズによっても相違するが、１０ナノメートル、更には８ナ
ノメートル、６ナノメートルが例示される。この上限値と組み合わせ得る下限値としては
、５ナノメートル、６ナノメートルが例示される。但し、上限値および下限値は上記した
値に限定されるものではない。
【００１７】
　アグロメレートのサイズが大きくてアグロメレート構造の平均細孔径が大きすぎると、
アグロメレートを構成するカーボン担体に担持されている全ての触媒のうち、発電反応に
寄与しにくくなる触媒が増加する確率が高くなる。故に、触媒利用率が低下するおそれが
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ある。上記した事情等を考慮し、アグロメレートのアグロメレート構造の細孔径（ポリマ
ー付着状態）は４０～３５０ナノメートル程度に設定されている。
【００１８】
　ここで、アグロメレート構造の平均細孔径としては、５０～３００ナノメートル、５０
～２５０ナノメートル、５０～２２０ナノメートル、更には６０～１５０ナノメートル、
８０～１２０ナノメートルが挙げられる。従って、アグロメート構造の細孔径については
、上限値としては３００ナノメートル、２５０ナノメートル、２００ナノメートル、１０
０ナノメートルが例示される。この上限値と組み合わせ得る下限値としては５０ナノメー
トル、６０ナノメートルが例示され、更に７０ナノメートル、８５ナノメートル、１２０
ナノメートルが例示される。なお、アグロメレートのサイズはアグロメレート構造の細孔
径に影響を与える。アグロメレートのサイズが大きいと、細孔径が大きくなる。アグロメ
レートのサイズが小さいと、細孔径が小さくなる。
【００１９】
　本発明に係る燃料電池用触媒構造体は、（ｉ）触媒がカーボンの表面に担持された触媒
担持カーボンと、高分子材料で形成されたポリマーと、液状物とを主要成分とする混合物
を形成した状態において、（ｉｉ）混合物に対して超音波振動を加える超音波操作と、混
合物を冷却する冷却操作と、混合物に対して攪拌を加える攪拌操作とを少なくとも１回ず
つ実行することにより形成される形態が例示される。液状物としては、水系および／また
は有機系が挙げられる。有機系としてはアルコール類、ケトン類、エステル類が例示され
る。アルコール類としては、エタノール、メタノール、プロパノール（１－プロパノール
等）、イソプロピルアルコール、ブチルアルコールが例示される。必要に応じて、撥水剤
、細孔を形成するための造孔剤、混合物の粘性を調整する増粘剤を混合物に添加しても良
い。
【００２０】
　上記した超音波操作により、過剰サイズのアグロメレートが粉砕される。超音波操作に
おける超音波の周波数としては適宜選択され、５ｋＨｚ～２００ｋＨｚ程度、殊に５ｋＨ
ｚ～６８ｋＨｚ、１５ｋＨｚ～４８ｋＨｚ程度が例示される。但しこれらに限定されるも
のではない。混合物に対して超音波振動を加える超音波操作が実行されると、混合物の温
度が上昇し、ポリマーまたは触媒の劣化を促進させるおそれがある。この場合、混合物に
対して超音波振動を加える操作を超音波実行した後、混合物を冷却させる冷却操作を実行
することが好ましい。混合物を攪拌させる攪拌手段としては、スターラ、ミキサーが例示
される。攪拌操作の回転数としては、高いほど攪拌性が高まり、均一に分散できるが、混
合物が容器から飛び出すおそれがある。上記した事情を考慮し、攪拌操作の回転数として
は、２０～２０００ｒｐｍ程度、殊に１５０～８００ｒｐｍ程度が例示される。但しこれ
らに限定されるものではない。
【００２１】
　冷却操作では、混合物を収容する容器を冷媒で冷却させることが好ましい。冷媒として
は、氷、ドライアイス等、あるいは、これらを入れた水が例示される。冷却温度としては
、０℃以上、５℃以上を採用できる。０℃未満では、混合物が氷結して固相化が過剰に進
行するおそれがある。超音波操作、冷却操作、攪拌操作の順に実施しても良い。超音波操
作、攪拌操作、冷却操作の順に実施しても良い。攪拌操作、超音波操作、冷却操作の順に
実施しても良い。
【００２２】
　超音波操作の操作時間をＴｓとし、冷却操作の操作時間をＴｃとし、攪拌操作の操作時
間をＴｒとすると、Ｔｓ＜Ｔｃ，Ｔｓ＜Ｔｒの関係、Ｔｓ＞Ｔｃ，Ｔｓ＞Ｔｒの関係が例
示される。但し、これらに限定されるものではない。ここで、Ｔｓは３０秒間～３分間程
度、４０秒間～２分間程度にできる。Ｔｃは１～１０分間、２～７分間程度にできる。Ｔ
ｒは１分間～１０分間程度、２分間～７分間程度が例示される。但し、Ｔｓ，Ｔｃ，Ｔｒ
はこれらに限定されるものではない。
【００２３】



(6) JP 4506740 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

　超音波操作、冷却操作、攪拌操作の実行を１サイクル（各操作の前後は問わない）とす
ると、例えば２～７０サイクル実行することができる。２～５０サイクル、１０～３サイ
クル実行することができる。サイクル数が少ないと、アグロメレート構造における細孔径
が大きくなる。サイクル数が多いと、アグロメレート構造における細孔径が小さくなる。
例えば、サイクル数が２５～３５回程度であれば、細孔径が６０～１４０ナノメートル、
８０～１２０ナノメートル程度となり易い。サイクル数が２～７回程度であれば、細孔径
が１５０～２５０ナノメートル、１８０～２２０ナノメートルとなり易い。
【００２４】
　上記した混合物において、目標とする細孔サイズなどによっても相違するが、混合比率
としては、質量比で次のように設定できる。
触媒：０．１～０．７、殊に０．３～０．６
カーボン担体：０．３～０．９、殊に０．４～０．８
ポリマー：０．１～０．８、殊に０．４～０．７
水：５～１５、殊に６～１１
アルコール類：１～１２、殊に２～７
【００２５】
　上記したように超音波操作、冷却操作、攪拌操作の各操作を実行すると、アグロメレー
ト間に細孔を形成できる。しかも、ポリマーをアグロメレートに付着させつつも、アグロ
メレート構造における細孔の内部にポリマーを良好に進入させることができる。なお、ア
グロメレート間に形成される細孔の細孔径（細孔を区画する壁にポリマーが付着した状態
の細孔径）をＤとし、ポリマーの厚みをｔとするとき、カーボンの種類、サイズ等にもよ
るが、超音波操作、冷却操作、攪拌操作といった各操作の実行時間および実行回数は、細
孔径Ｄ、ポリマーの厚みｔに影響を与える。
【００２６】
　膜電極接合体は、燃料を拡散させる燃料拡散要素と、触媒を含有する燃料用触媒層と、
ポリマーで形成された膜と、触媒を含有する酸化剤用触媒層と、酸化剤を拡散させる酸化
剤拡散要素とを厚み方向に順に積層して形成される。ここで、燃料用触媒層および酸化剤
様触媒層のうちの少なくとも一方は、上記した触媒構造体を備えている。ポリマーで形成
された膜は、プロトン伝導性をもつ高分子材料で形成できる。ポリマーとしては炭化フッ
素系の高分子材料でも良いし、炭化液状物素系の高分子材料でも良い。具体的には、パー
フルオロスルホン酸樹脂（ナフィオン）を例示できる。
【００２７】
　上記した触媒構造体を含むインクを形成し、そのインクを塗布手段により酸化剤拡散要
素（またはポリマーで形成された膜）の表面に塗布手段により塗布することにより、燃料
用触媒層は形成できる。酸化剤用触媒層も、同様に、上記した触媒構造体を含むインクを
、燃料拡散要素（またはポリマーで形成された膜）に塗布手段により塗布することにより
形成できる。塗布手段としては、ドクターブレード法、スクリーン印刷法、グラビアコー
ト法、スプレーコート法等の公知の方法が例示される。塗布した後に、乾燥処理すること
が好ましい。
【００２８】
　燃料拡散要素は流体通過性、ガス拡散性、多孔性および導電性を有する。酸化剤拡散層
は流体通過性、多孔性および導電性を有する。燃料拡散要素および酸化剤拡散層は、多孔
質性をもつカーボン系または金属系で形成できる。カーボン系としてはカーボン繊維集積
体であるカーボンペーパ、カーボンクロスが例示される。燃料としてはガス状でも液体状
でも良く、水素ガス、水素含有ガス、メタノール、エタノール、ジメチルエーテルなどが
例示される。酸化剤としては空気、酸素含有ガス、酸素ガスが例示される。
【００２９】
　燃料電池は、（ｉ）燃料拡散要素と、燃料用触媒層と、プロトン伝導性をもつポリマー
で形成された膜と、酸化剤用触媒層と、酸化剤拡散要素とを厚み方向に順に積層して形成
される膜電極接合体と、（ｉｉ）膜電極接合体の燃料拡散要素に対面するように配置され
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た燃料配流要素と、（ｉｉｉ）膜電極接合体の酸化剤拡散要素に対面するように配置され
た酸化剤配流要素とを備える。
【００３０】
　ここで、燃料用触媒層および酸化剤用触媒層のうちの少なくとも一方は、上記した触媒
構造体を備えている。燃料配流要素は、膜電極接合体の燃料拡散要素の外側に配置されて
おり、燃料拡散要素に燃料を供給するものであり、セパレータと呼ばれることもある。酸
化剤配流要素は、膜電極接合体の酸化剤拡散要素の外側に配置されており、酸化剤拡散要
素に酸化剤流体を供給するものであり、セパレータと呼ばれることもある。燃料拡散要素
および酸化剤拡散要素は、炭素系、耐食性が良好な金属系（例えば、ステンレス等の合金
鋼、メッキ被膜をもつ金属）で形成できる。
【００３１】
　上記した膜電極接合体および燃料電池において、燃料用触媒層における触媒構造体の細
孔径をＤａとし、酸化剤用触媒層における触媒構造体の細孔径をＤｃとすると、Ｄａ＝Ｄ
ｃ、Ｄａ≒Ｄｃ（Ｄａ／Ｄｃ＝０．９～１．１）、Ｄａ＜Ｄｃのいずれでも良い。Ｄａ＝
Ｄｃ、Ｄａ≒Ｄｃの関係であれば、燃料用触媒層および酸化剤用触媒層を共通化できるた
め、製造コストの低減に有利となる。発電反応により酸化剤用触媒層では水が生成される
。Ｄａ＜Ｄｃの関係であれば、酸化剤用触媒層における生成水の排出性を高めることがで
きる。細孔におけるポリマーの厚みとしては、燃料用触媒層におけるポリマーの厚みをｔ
ａとし、酸化剤用触媒層におけるポリマーの厚みをｔｃとすると、ｔａ＝ｔｃ、ｔａ≒ｔ
ｃ（ｔａ／ｔｃ＝０．９～１．１）とすることができる。また、Ｄａ＜Ｄｃに対応させて
ｔａ＜ｔｃとすることができる。
【実施例１】
【００３２】
　以下、本発明の実施例１について図１～図１０を参照して説明する。本実施例は触媒量
を低減させつつ燃料電池の発電出力を確保することを意図する。図１は燃料電池の触媒層
で使用される触媒構造体の概念を模式的に示す。図１に示すように、触媒構造体は、アグ
ロメレートが集合するアグロメレート構造と、高分子材料で形成されたポリマー（電解質
）とを共存して有する。図１はアグロメレート構造の一部を模式的に示す概念図である。
実際的には、図１に示すアグロメレート構造が三次元的に集合している触媒構造体が形成
されている。
【００３３】
　アグロメレートは、多数の触媒担持カーボンが凝集した集団（２次粒子）である。触媒
担持カーボンは、カーボン粒子の１次粒子の表面に触媒を担持して形成されている。カー
ボン粒子の比表面積は、１０～２０００ｍ２／ｇである。カーボン粒子の１次粒子のサイ
ズとしては、５～１５０ナノメートルとされている。触媒は白金の粒子（平均粒径：０．
５～５０ナノメートル）とされている。　なお、図１は概念図であるため、アグロメレー
トは、カーボン粒子の１次粒子を球状に凝集させた状態で描かれている。しかしアグロメ
レートは実際的には異形状をなすこともある。
【００３４】
　プロトン伝導性をもつポリマーはパーフルオロスルホン酸樹脂（ナフィオン）で形成さ
れている。ポリマーは、アグロメレート構造において、アグロメレートの周囲に付着して
おり、且つ、アグロメレート構造の細孔の内部にも進入している。アグロメレート構造の
細孔にポリマーが進入した状態において、アグロメレート構造の細孔径は４０～３５０ナ
ノメートルの範囲内に設定されている。アグロメレート構造の細孔に存在するポリマーの
厚みは５～１１ナノメートルの範囲内に設定されている。
【００３５】
　カーボン粒子はその表面にカルボキシル基、水酸基等の官能基を有することが多いため
、ポリマーがアグロメレートに付着し易くなる。しかしアグロメレート構造の細孔は微細
であるため、ポリマーがアグロメレート構造の細孔内に必ずしも進入して良好な膜を形成
しているとは限らない。
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【００３６】
　そこで本実施例によれば、次の操作により、ポリマーをアグロメレートの周辺ばかりか
、アグロメレート構造の細孔内にも良好に進入させる度合を高めている。図１はあくまで
も概念図であるため、アグロメレート構造の細孔内に存在するポリマーの膜を模式的に示
す。但し実際的には、アグロメレートの外周にもポリマーの膜が存在している。
【００３７】
　製造にあたり、先ず、触媒がカーボン粒子の表面に担持された触媒担持カーボンと、ポ
リマーと、液状物とを用意する。そして触媒担持カーボン、ポリマーと、液状物とを主要
成分として含む流動性をもつ混合物を容器（ビーカ）内で形成する。液状物としては、水
、アルコールが採用されている。アルコールとしては、プロパノール（１－プロパノール
等）が採用されている。
【００３８】
　上記した混合物において、混合比率としては、質量比で次のように設定されている。
触媒（白金）：０．４
カーボン粒子：０．６
ポリマー（ナフィオン）：０．６６
水：８
アルコール類（１－プロパノール）：４
【００３９】
　その後、超音波ホモジナイザ－（ＳＯＮＩＣ株式会社，型式：ｖｉｒａｃｅｌｌ）を用
い、混合物に対して超音波振動を加える超音波操作と、混合物を冷却する冷却操作と、混
合物に対して攪拌を加える攪拌操作とをこの順序で適数回実行する。上記した超音波操作
を実行することにより、過剰サイズのアグロメレートが存在したとしても、良好に粉砕さ
れる。超音波操作における超音波の周波数としては適宜選択されるが、１５ｋＨｚ～４８
ｋＨｚ程度が採用されている。但しこれに限定されない。
【００４０】
　混合物に対して超音波振動を加える超音波操作が実行されると、混合物の温度が上昇し
、ポリマーまたは触媒の劣化を促進させるおそれがある。このため、混合物に対して超音
波振動を加える操作を超音波実行した後、混合物を冷却させる冷却操作を実行する。混合
物を攪拌させる攪拌操作の回転数としては５０～１０００ｒｐｍ、殊に１５０～８００ｒ
ｐｍ程度が採用されている。冷却操作では、混合物を収容する容器を冷媒に接触させるこ
とにより容器（ビーカ）を冷却温度（０～４０℃の範囲内）まで冷却させる。冷媒として
は、氷を有する水が採用されている。０℃未満に混合物を冷却すると、混合物の水が氷結
して固相化が過剰に進行するおそれがあるので、好ましくない。
【００４１】
　ここで、超音波操作の操作時間をＴｓとし、冷却操作の操作時間をＴｃとし、攪拌操作
の操作時間をＴｒとすると、本実施例ではＴｓ＜Ｔｃ，Ｔｓ＜Ｔｒの関係が採用されてい
る。ここで、Ｔｓは１分間程度とされている。Ｔｃは５分間程度とされている。Ｔｒは５
分間程度とされている。
【００４２】
　本実施例によれば、超音波操作→冷却操作→攪拌操作を１サイクル（各操作の前後は問
わない）とすると、２～１００サイクル、殊に２～５０サイクル実行されている。ここで
、サイクル数が少ないと、超音波操作および攪拌操作の回数が少なくなり、アグロメレー
トのサイズが大きくなり、アグロメレート構造における細孔径が大きくなる傾向がある。
これに対して、サイクル数が多いと、超音波操作および攪拌操作の回数が多くなり、アグ
ロメレートの粉砕度合が増加するため、アグロメレートのサイズが小さくなり、アグロメ
レート構造における細孔径が小さくなる傾向がある。例えば、サイクル数が２５～３５回
程度であれば、細孔径が６０～１４０ナノメートル、８０～１２０ナノメートル程度とな
り易い。サイクル数が２～７回程度であれば、細孔径が１５０～２５０ナノメートル、１
８０～２２０ナノメートル程度となり易い。
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【００４３】
　前述したように、細孔径が大きいことは、アグロメレートのサイズが大きいことに対応
する。細孔径が小さいことは、アグロメレートのサイズが小さいことに対応する。アグロ
メレートのサイズが大きい（細孔径が大きい）と、アグロメレートの内側の触媒が発電反
応に利用されにくくなり（反応ガスが透過しにくいため）、触媒利用率が低下する。これ
に対して、アグロメレートのサイズが小さい（細孔径が小さい）と、アグロメレートを構
成するカーボン粒子に担持されている触媒利用率が高くなる。計算によれば、細孔径が６
５ナノメートルのときには、触媒利用率は２６％である。しかし細孔径が２４０ナノメー
トルのときには、触媒利用率は２０％と低下する。ここで、実際に発電反応に使用されて
いる触媒の表面積をＳｒとし、触媒担持カーボンの触媒表面積をＳａとすると、触媒利用
率はＳｒ／Ｓａで示される。触媒の表面積Ｓｒは次のように求めることができる。即ち、
サイクリックボルタンメトリート法等の方法によって測定することができる。この場合、
燃料極側に水素を、酸化剤極側に窒素を流したときに、酸化剤極側の触媒層に水素イオン
の吸着脱着波を発生し、それを検出することによって、触媒の反応活性面積Ｓｒを測定す
る。
【００４４】
　ところで、上記したように超音波操作、冷却操作、攪拌操作の各操作を繰り返して実行
すると、アグロメレートが細かくなると共に、アグロメレート間に細孔が形成される。し
かも、細孔の内部にもポリマーを良好に進入させることができる。ここで、アグロメレー
ト間に形成される細孔の細孔径をＤとし、ポリマーの厚みをｔとするとき、カーボン粒子
の種類、サイズ等にもよるが、超音波操作、冷却操作、攪拌操作といった各操作の実行時
間および実行回数は、細孔径Ｄ、ポリマーの厚みｔに影響を与える。
【００４５】
　本実施例によれば、質量％で、触媒がカーボン粒子に担持された触媒担持カーボンを１
００％とするとき、触媒担持密度は１８～７２％の範囲内に設定されている。また、触媒
層の単位面積（ｃｍ２）あたりにおける触媒量は０．１～０．４ｍｇ／ｃｍ２の範囲内に
設定されている。
【００４６】
　図２は本実施例に係る膜電極接合体３（以下、ＭＥＡともいう）の概念を模式的に示す
。ＭＥＡ３は、燃料拡散要素３０（厚み：２５０マイクロメートル程度）と、燃料用触媒
層３１（厚み：１５マイクロメートル程度）と、ポリマーで形成された膜３２（厚み：５
０マイクロメートル程度）と、酸化剤用触媒層３３（厚み：１５マイクロメートル程度）
と、酸化剤拡散要素３４（厚み：２５０マイクロメートル程度）とを厚み方向に順に積層
して形成されている。
【００４７】
　燃料用触媒層３１および酸化剤用触媒層３３は、次のように形成されている。即ち、上
記した触媒構造体を含むインク（流動性をもつ塗布物）を形成する。そのインクを酸化剤
拡散要素３４の表面に塗布手段（ドクターブレード法）により厚み１５マイクロメートル
程度に塗布して塗布層を形成する。その後、大気雰囲気において、塗布層を７０～９０℃
で５～１５分間乾燥させる。このようにして燃料用触媒層３１および酸化剤用触媒層３３
が形成されている。
【００４８】
　燃料拡散要素３０はシート状をなしており、流体通過性、多孔性および導電性を有する
。酸化剤拡散要素３４はシート状をなしており、流体通過性、多孔性および導電性を有す
る。燃料拡散要素３０および酸化剤拡散要素３４はカーボン系とされており、具体的には
シート状のカーボンクロス（カーボン繊維の集合体）が採用されている。
【００４９】
　図２は燃料電池の分解図を示す。図２に示すように、燃料電池は、ＭＥＡ３と、ＭＥＡ
３の燃料拡散要素３０に対面するように配置された燃料配流要素４０と、ＭＥＡ３の酸化
剤拡散要素３４に対面するように配置された酸化剤配流要素４２とを備える。燃料配流要
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素４０は、ＭＥＡ３の燃料拡散要素３０の外側に配置されており、燃料拡散要素３０に燃
料を供給するものであり、燃料用セパレータと呼ばれることもある。酸化剤配流要素４２
は、ＭＥＡ３の酸化剤拡散要素３４の外側に配置されており、酸化剤拡散要素３４に酸化
剤流体を供給するものであり、酸化剤用セパレータと呼ばれることもある。
【００５０】
　（試験例）
　上記した燃料電池を用い、様々な発電条件で発電試験を実行した。発電試験は、燃料と
して純水素ガスを用い、酸化剤流体として空気を用いた。この場合、セルの発電面積は２
０ｃｍ２であり、ストイキ（酸素／水素のモル比）は５／５であり、バブラー温度は燃料
側で９０℃、酸化剤側で８０℃、セル温度は８０℃であった。燃料用触媒層３１における
細孔径および酸化剤用触媒層３３における細孔径は基本的には同程度とした。上記した発
電試験により、図５，図６、図９，図１０に示す試験結果が得られた。この場合、電流密
度は０．５アンペア／ｃｍ２に設定されていた。
【００５１】
　図５は、アグロメレート構造の細孔径を変更した場合において、細孔径と燃料電池の発
電電圧との関係を示す。この場合、細孔径と発電電圧との関係において臨界的意義が現れ
ている。ポリマーの厚みは６．５ナノメートルに設定されている。触媒担持密度は３０質
量％に設定されている。単位面積あたりの触媒量は０．１８ｍｇ／ｃｍ２に設定されてい
る。ここで、アグロメレート構造の細孔径は、細孔径の平均値を示し、バブルポイント法
（ＡＳＴＭ　Ｆ３１６，ＪＩＳ　ｋ３８３２）に基づいて、細孔径計測装置であるパーム
ポロメータ（ＰＭＩ株式会社）を用い、触媒層の細孔径分布の測定を行い、その最頻度ピ
ーク値を細孔径の平均径とする。この細孔径は、細孔を区画する壁にポリマーが付着して
いる状態の細孔径を意味する。
【００５２】
　図５に示すように、アグロメレート構造の細孔径が３０～３００ナノメートルにおいて
発電電圧は良好である。殊に細孔径が５０～２００ナノメートル、１００～２００ナノメ
ートル、６５～１２０ナノメートルにおいて、発電電圧は良好である。図５の試験結果を
考慮すると、細孔径が４０～６５ナノメートルの領域、３００～３５０ナノメートルの領
域も良好であると推察される。結果として、３０～３５０ナノメートルにおいても発電電
圧は充分に良好であると推察される。
【００５３】
　図３は、アグロメレートのサイズが小さく、細孔径が小さい形態の概念図を示す。この
場合には、アグロメレートを構成するカーボン粒子に担持されている触媒が反応ガスに接
触する頻度が高くなり、触媒利用率が高くなるものの、細孔径が小さいため、反応ガスの
通過性が低下するおそれがある。また、酸化剤極の場合には、細孔径が小さいため、水の
排出性が低下し、フラッディングが発生する確率が高くなる。このため細孔径が小さい場
合には、触媒利用率が高いものの、発電出力が低下する傾向がある。
【００５４】
　図４は、アグロメレートのサイズが大きくなり、アグロメレート構造の細孔径が大きい
形態の概念図を示す。この場合、細孔径が大きいため、反応ガスの通過性が高くなると共
に、酸化剤極の場合には水の排出性が高まる利点が期待される。しかしアグロメレートの
サイズが大きいために、カーボン粒子に担持されている触媒のうち発電反応に寄与しにく
い触媒が増加する傾向がある。この場合、触媒利用率が低下し、発電出力が低下する傾向
がある。この点本実施例によれば、細孔径が適切であるため、反応ガスの通過性、水の排
出性、触媒利用率がバランスよく得られ、発電出力の向上に有利となる。
【００５５】
　図６は、ポリマーの厚みを変更した場合において、ポリマーの厚みと発電電圧との関係
を示す。この場合、細孔径は６５ナノメートルに設定されている。触媒担持密度は３０質
量％に設定されている。単位面積あたりの触媒量は０．１８ｍｇ／ｃｍ２に設定されてい
る。図６によれば、ポリマーの厚みと発電電圧との関係において臨界的効果が現れている
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。ポリマーの厚みが適切であれば、発電出力は良好であるが、ポリマーの厚みが過剰に厚
くなると、発電出力は低下する傾向がある。その理由としては、細孔における反応ガスの
通過性が低下するためと推察される。更に酸化剤極の場合には水の排出性が低下するため
と推察される。これに対して、ポリマーの厚みが過剰に薄くなると、プロトン伝導性が低
下し、発電出力は低下する傾向がある。このようにアグロメレート構造の細孔径が６５ナ
ノメートルに設定されているときには、殊に、５～１０ナノメートルの範囲内、更には５
～８ナノメートルの範囲内において発電出力は良好である。
【００５６】
　ここで、アグロメレート構造の細孔径が２４０ナノメートルまたは３００ナノメートル
と増加させる場合には、ポリマーで包囲される空間の容積がそれだけ大きくなり、反応ガ
スの通過性、水排出性が確保される。このため、ポリマーの厚みが仮に２０～５０ナノメ
ートルと厚くなったとしても、高い発電出力が得られる。これは試験で確認されている。
【００５７】
　ここで、アグロメレート構造の細孔に存在するポリマーの厚みｔは、電子顕微鏡では測
定が必ずしも容易ではない。そこで本実施例によれば、次のように求めている。触媒層３
１，３３の単位面積において、ポリマーの厚みｔ（演算値，ｍ）＝ポリマーの体積（ｍ３

）／ポリマーの面積（ｍ２）≒ポリマーの体積（ｍ３）／（カーボン粒子の全表面積（ｍ
２）×α）で示される。ここで、αは、カーボン粒子の全表面積にポリマーが付着する比
率を示す付着係数を意味する。αは経験的には０．２～０．７の範囲内に納まる。αが０
．３の場合には、ポリマーの厚みｔ＝１８３×１０－１０ｍ＝１８．３×１０－９ｍ＝１
８．３ナノメートルとなる。
【００５８】
　上記したＮ／Ｃの比（質量比）を複数種類変更した触媒層を形成した（Ｎ／Ｃ＝０．４
５，１．２５）。その触媒層の断面で透過型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した結果、上記
した演算値および実側値はほぼ整合していることが確認されている。
【００５９】
　図７および図８は触媒担持カーボンの概念を模式的に示す。図７に示すように、触媒担
持密度が低いとき（３０質量％）には、触媒の粒子同士が接触しておらず、触媒が凝集し
にくい。ここで、触媒担持密度が高いと、触媒効果が高まるため、発電出力が高くなるが
、コストが高くなる。故に触媒担持密度が低いと、コストが低減されるものの、触媒効果
が低減され、発電出力が低下すると予想される。これに対して、図８に示すように、触媒
担持密度が高いとき（７０質量％）には、発電反応に寄与する触媒が多くなるため、発電
出力の増加が予想される。
【００６０】
　図９は、触媒担持カーボン（カーボン粒子＋触媒）を１００質量％とするとき、触媒担
持密度を変更した場合において、触媒担持密度と発電電圧との関係を示す。この場合、ア
グロメレート構造における細孔径は６５ナノメールに設定されている。ポリマーの厚みは
６．５ナノメールに設定されている。触媒量は０．１８ｍｇ／ｃｍ２に設定されている。
図９に示すように、触媒担持密度が１８～７２質量％に設定されていれば、良好な発電電
圧が得られることが理解できる。
【００６１】
　図９に示すように、触媒担持密度が過剰に低いとき（８質量％未満）には、発電出力が
低下する。しかし、触媒担持密度が低めのとき（例えば１８～５０質量％，１８～４０質
量％）であっても、発電電圧の低下は少なく、触媒担持密度が高い場合とほぼ同様に、高
い発電電圧を良好に維持することができることが知見される。即ち、本実施例によれば、
触媒量を低減させても発電出力が低下しにくい効果が得られる。これは、ポリマーの厚み
ｔ、細孔径のサイズが適切な値であるため、触媒担持密度の低下による影響が低減されて
いるものと推察される。そこで、発電出力を確保しつつ、触媒利用率の低下の抑制、触媒
の耐久性の確保を考慮すると、触媒担持密度を低くする方が好ましい。
【００６２】
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　図９に示す結果を考慮すると、本実施例によれば、高い発電出力を確保しつつ、触媒担
持密度を上限値を低下させることができ、コスト低減に有利となる。更に、触媒担持カー
ボンにおける触媒担持密度が高い場合には、触媒の粒子が多いだけに、触媒の同士が接触
し易くなり、発電運転が長くなるにつれて触媒の粒子同士が凝集してサイズが増大し、触
媒の利用率の低下、触媒の耐久性の低下が誘発されるおそれがある。この点本実施例によ
れば、触媒担持密度を上限値を低下させることができるため、触媒の粒子の凝集が抑制さ
れ、触媒の粗大化が抑制され、触媒の耐久性および長寿命の向上に有利である。かかる事
情等を考慮し、触媒担持密度を１８～６０質量％、１８～５０質量％、１８～４０質量％
、１８～３２質量％の範囲内に設定することができる。
【００６３】
　なお、触媒担持密度が低いと、触媒に比較してカーボン粒子の比率が高くなるため、混
合物の粘性が高くなり、アグロメレート構造の細孔径が増加する傾向がある。そこで触媒
担持密度を低く設定する場合には、混合物に配合する水、溶媒、分散媒などの液状物の量
を調整することにより、アグロメレート構造の細孔径の増加を抑制できる。
【００６４】
　一般的には、触媒の使用量が増加すると、発電出力が高くなる傾向が認められるが、コ
ストが高くなる。図１０は、触媒層（燃料用触媒層３１、酸化剤用触媒層３３）の単位面
積（１ｃｍ２）当たりにおける触媒使用量（カーボン粒子の質量を含まず）を変更した場
合において、触媒使用量と発電電圧との関係を示す。この場合、触媒担持密度は３０質量
％とした。アグロメレート構造における細孔径は１００ナノメールに設定されている。ポ
リマーの厚みは６．５ナノメールに設定されている。
【００６５】
　図１０に示すように、当然のことながら、発電反応を促進させる触媒の使用量が減少す
ると、発電電圧が低くなる傾向が認められる。しかしながら本実施例によれば、触媒量を
低減させても発電出力が低下しにくい効果が得られるため、触媒の使用量をかなり低め（
０．２５ｍｇ／ｃｍ２以下）に設定したとしても、発電出力の低下量は少なく、高い発電
出力が得られる。これは、ポリマーの厚みｔが適切な値となり、細孔径が適切な値となり
、発電出力の低下が抑制されているものと推察される。
【００６６】
　そこで、高い発電出力を実現させつつ、コストを低減させることを考慮すると、触媒層
における触媒の使用量を低めに設定することができる。即ち、触媒層の単位面積（１ｃｍ
２）当たりにおける触媒の使用量を０．０４～０．３６ｍｇ／ｃｍ２、０．０４～０．２
５ｍｇ／ｃｍ２、更には０．０８～０．１８ｍｇ／ｃｍ２に設定できる。ここで触媒の使
用量の上限値としては、例えば、０．３６ｍｇ／ｃｍ２、０．２５ｍｇ／ｃｍ２、０．２
０ｍｇ／ｃｍ２、０．１８ｍｇ／ｃｍ２、０．１５ｍｇ／ｃｍ２に設定することができる
。
【００６７】
　図１０に示すように、０．０８～０．１８ｍｇ／ｃｍ２の触媒量においては、０．３０
ｍｇ／ｃｍ２の触媒量におけるＩ－Ｖ特性に比較して、発電出力がそれほど低下していな
いという結果が得られている。具体的には０．２６ｍｇ／ｃｍ２の触媒量を０．１３ｍｇ
／ｃｍ２の触媒量に半減させたとしても、３０ミリボルト程度の電圧低下に抑えることが
できるという結果が得られている。従って、発電出力を高めに維持しつつ、コストを低減
させるためには、０．０８～０．１８ｍｇ／ｃｍ２の触媒量に設定することができる。
【実施例２】
【００６８】
　実施例２は実施例１と基本的には同様の製造過程、構成、作用効果を有し、触媒の使用
量を低減させつつ、発電出力を高めている。但し、燃料用触媒層３１における触媒構造体
の細孔径をＤａとし、酸化剤用触媒層３３における触媒構造体の細孔径をＤｃとすると、
Ｄａ＜Ｄｃに設定されている。Ｄａは６５～１２０ナノメートルの範囲内に設定されてい
る。Ｄｃ＝Ｄａ×（１．０５～１．５）の範囲内に設定されている。Ｄａ＜Ｄｃの関係で
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あるため、酸化剤用触媒層３３における生成水の排出性を高めることができ、耐フラッデ
ィング性を高めることができる。細孔におけるポリマーの厚みとしては、燃料用触媒層３
１におけるポリマーの厚みをｔａとし、酸化剤用触媒層３３におけるポリマーの厚みをｔ
ｃとすると、Ｄａ＜Ｄｃに対応させてｔａ＜ｔｃされている。なお、ＤａおよびＤｃは上
記した値に限定されるものではない。
【実施例３】
【００６９】
　実施例３は実施例１，２と基本的には同様の製造過程、構成、作用効果を有する。但し
、燃料用触媒層３１における触媒構造体の細孔径をＤａとし、酸化剤用触媒層３３におけ
る触媒構造体の細孔径をＤｃとすると、Ｄａ＜Ｄｃに設定されている。Ｄａ＜Ｄｃの関係
を維持しつつ、Ｄａは５０～１００ナノメートルの範囲内に設定され、Ｄｃは１２０～２
４０ナノメートルの範囲内に設定されている。Ｄａ＜Ｄｃの関係であるため、酸化剤用触
媒層３３における生成水の排出性を高めることができる。細孔におけるポリマーの厚みと
しては、燃料用触媒層３１におけるポリマーの厚みをｔａとし、酸化剤用触媒層３３にお
けるポリマーの厚みをｔｃとすると、ｔａ≒ｔｃとされている。本実施例においても、実
施例１，２と同様に、触媒を低減させつつ発電出力を確保することができる。なお、Ｄａ
およびＤｃは上記した値に限定されるものではない。
【００７０】
　（その他）
上記した実施例１によれば、超音波操作、冷却操作、攪拌操作の順に実行するが、これに
限らず、冷却操作、超音波操作、攪拌操作の順に実行しても良い。攪拌操作、超音波操作
、冷却操作の順に実行しても良い。攪拌操作、冷却操作、超音波操作の順に実行しても良
い。実施例１によれば、燃料用触媒層３１および酸化剤拡散要素３４の双方が本発明にか
かる触媒構造体で形成されているが、これに限らず、いずれか一方としても良い。本発明
は上記し且つ図面に示した実施例のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲
内で適宜変更して実施可能である。上記した記載から次の技術的思想も把握できる。
【００７１】
　・付記項１　触媒がカーボンの表面に担持された触媒担持カーボンと、高分子材料で形
成されたポリマーと、液状物とを主要成分とする混合物を形成する混合物形成工程と、混
合物に対して超音波振動を加える超音波操作と、混合物を冷却する冷却操作と、混合物に
対して攪拌を加える攪拌操作とを少なくとも１回ずつ実行する超音波攪拌工程とを実施す
ることを特徴とする燃料電池用触媒構造体の製造方法。この場合、アグロメレートの粉砕
性が良好であるため、アグロメレート構造における細孔のサイズ、細孔に存在するポリマ
ーの厚みを良好な値に設定し易い。超音波攪拌工程において、超音波操作、冷却操作、攪
拌操作の前後は問わない。
【００７２】
　・付記項２　付記項１に記載の触媒構造体を含む塗布物を形成する工程と、膜または拡
散要素（燃料拡散要素または酸化剤拡散要素）の表面に塗布物を塗布して塗布層を形成す
る工程と、塗布層を乾燥させる工程とを含むことを特徴とする燃料電池用触媒層の製造方
法。触媒利用率を高め得るため、触媒層の単位面積（１ｃｍ２）当たりの触媒量を０．０
１～０．４５ｍｇ／ｃｍ２、殊に０．０４～０．３６ｍｇ／ｃｍ２と低めに設定できる。
【００７３】
　・付記項３　触媒層の単位面積において、ポリマーの厚みｔ＝ポリマーの体積／（カー
ボン担体の全表面積×α）で求められることを特徴とする各請求項にかかる燃料電池用触
媒構造体。αはカーボン粒体の全体表面積のうちポリマーが付着するかの付着係数を意味
する。αが１であれば、カーボン粒体の全体表面積にポリマーが付着していることを意味
する。付着係数αは０．２～０．７の範囲内の値、０．３～０．６の範囲内の値にできる
。
・付記項４　（ｉ）触媒がカーボン担体の表面に担持された触媒担持カーボンが凝集した
アグロメレートが細孔を形成するように集合するアグロメレート構造と、（ｉｉ）プロト
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ン伝導性をもつポリマー（電解質）とを共存させて有する燃料電池用触媒構造体において
、ポリマー（電解質）は、アグロメレート構造におけるアグロメレート間の細孔に進入し
ていることを特徴とする燃料電池用触媒構造体。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は車両用、定置用、電気機器用、電子機器用、携帯用の燃料電池システムに利用
できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】燃料電池用触媒構造体の概念を示す図である。
【図２】燃料電池の概念を示す図である。
【図３】アグロメレートのサイズが小さいときにおける燃料電池用触媒構造体の概念を示
す図である。
【図４】アグロメレートのサイズが大きいときにおける燃料電池用触媒構造体の概念を示
す図である。
【図５】アグロメレート構造の細孔径と電圧との関係を示すグラフである。
【図６】ポリマーの厚さと電圧との関係を示すグラフである。
【図７】触媒担持濃度が低いときにおける触媒担持カーボンの概念を示す図である。
【図８】触媒担持濃度が高いときにおける触媒担持カーボンの概念を示す図である。
【図９】触媒担持密度と電圧との関係を示すグラフである。
【図１０】単位面積当たりの触媒量と電圧との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００７６】
３は膜電極接合体、３０は燃料拡散要素、３１は燃料用触媒層、３２はポリマーで形成さ
れた膜、３３は酸化剤用触媒層、３４は酸化剤拡散要素、４０は燃料配流要素、４２は酸
化剤配流要素を示す。
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