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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン導電性を有する電解質膜と、該電解質膜の両側に配置された一対の電極と、から
なる電解質膜電極接合体と、
　該電解質膜電極接合体を両側から挟持するセパレータと、
を備え、
　該電解質膜と該セパレータとの間をシールするシール部材には、過酸化物を分解する過
酸化物分解触媒が配置されており、
　該過酸化物分解触媒は、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｅ等を中心原子とするポルフィリ
ン、フタロシアニン、又はこれらの誘導体からなる大環状金属錯体、ＭｎＯ２，ＰｂＯ２

、ＲｕＯ２、Ｓｂ２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯ３、ＳｎＯ２、Ｃ
ｒ２Ｏ３、ＣｅＯ２、Ｌａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、又はＨｆＯ２からなる難溶性金
属酸化物、ＡｌＰＯ４、ＴｉＰＯ４、ＦｅＰＯ４、ＣｒＰＯ４、ＣｅＰＯ４、Ｚｒ３（Ｐ
Ｏ４）４、又はＬａ４ＰＯ４からなる難溶性リン酸塩、ＡｌＦ３、ＦｅＦ３、ＣｒＦ３、
ＣｅＦ３、ＺｒＦ４、又はＬａＦ３からなる難溶性フッ化物、及びFｅＷＯ４、ＭｎＷＯ

４、（Ｆｅ、Ｍｎ）ＷＯ４、ＣａＷＯ４、ＣｕＷＯ４、Ｃｕ２ＷＯ４（ＯＨ）２、Ａｌ２

（ＷＯ４）３、ＳｒＷＯ４、ＢａＷＯ４、Ａｇ２ＷＯ４、ＺｎＷＯ４、ＳｎＷＯ４、又は
Ｃｅ２（ＷＯ４）３からなる難溶性タングス酸塩の群から選ばれる一種以上であることを
特徴とする固体高分子型燃料電池。
【請求項２】
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　前記過酸化物分解触媒の量は、前記シール部材の重量を１００ｗｔ％とした場合の０．
１ｗｔ％以上１ｗｔ％以下である請求項１に記載の固体高分子型燃料電池。
【請求項３】
　前記過酸化物分解触媒の平均粒子径は１０μｍ以下である請求項１又は２に記載の固体
高分子型燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体高分子型燃料電池に関し、特に、電解質膜とセパレータとの間をシール
するシール部材や、電解質膜等の劣化が抑制された固体高分子型燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスの電気化学反応により電気を発生させる燃料電池は、発電効率が高く、排出される
ガスがクリーンで環境に対する影響が極めて少ない。そのため、近年、発電用、低公害の
自動車用電源等、種々の用途が期待されている。
【０００３】
  なかでも、固体高分子型燃料電池は、８０℃程度の低温で作動させることができ、大き
な出力密度を有する。固体高分子型燃料電池は、通常、プロトン導電性のある高分子膜を
電解質とする。電解質となる高分子膜（電解質膜）の両側に、燃料極、酸素極となる一対
の電極がそれぞれ配置され、電解質膜電極接合体（ＭＥＡ）が構成される。この電解質膜
電極接合体をセパレータで挟持した単セルが発電単位となる。そして、水素や炭化水素等
の燃料ガスを燃料極に、酸素や空気等の酸化剤ガスを酸素極にそれぞれ供給し、ガスと電
解質と電極との三相界面における電気化学反応により発電を行う。
【０００４】
　ここで、セパレータは、隣接する単セルを隔て、各々の電極に供給される反応ガスの通
路を形成する機能と、各々の電極からの集電機能とを果たす。例えば、各々の電極に供給
される反応ガスが混合すると、発電効率が低下する等の問題が生じる。このため、反応ガ
スの混合を防止する必要がある。一方、電解質膜は、水を含んだ状態でプロトン導電性を
有する。このため、電池の運転時には、電解質膜を湿潤状態に保つ必要がある。このよう
に、反応ガスの混合を防止し、セル内を湿潤状態に保持するためには、電解質膜とセパレ
ータとの間のシール性を確保することが重要となる。電解質膜とセパレータとの間をシー
ルする方法には、例えば、電解質膜とセパレータとを接着剤で接着する方法や、電解質膜
とセパレータとの間に樹脂製のフィルムを介装する方法等が知られている。（例えば、特
許文献１、２参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１１７８７１号公報
【特許文献２】特開２００２－３５２８４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来より、固体高分子型燃料電池は、長期間の運転により電池性能が低下してしまうと
いう問題を有する。電池性能の低下の原因としては、例えば、電解質膜や電極の劣化が挙
げられる。本発明者がこれらの劣化について検討した結果、電極では、中央部に比べて端
部の劣化が顕著であることがわかった。特に、電極と電解質膜との界面では、劣化が顕著
であった。これは、電解質膜とセパレータとの間のガスシールが充分ではないために、電
極の端部近傍で両極からのクロスオーバガスが直接燃焼し、その温度上昇により熱劣化す
るためと考えられる。
【０００６】
　固体高分子型燃料電池の運転時には、酸素極において、水素と酸素とから水が生成され
る。一方、運転条件によっては、酸素極における酸素の還元が２電子反応で止まってしま
い、過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）が生成されることがある。生成した過酸化水素は生成水に溶解
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する。生成水は電極端部近傍に滞留し易い。電極端部近傍に滞留した生成水は、運転時に
蒸発していくが、過酸化水素は水より沸点が高いため残留し易い。過酸化水素は、例えば
、金属イオン等の存在下でラジカル分解する。この過酸化水素ラジカルが、電解質膜とセ
パレータとの間のシール部材を攻撃する。これにより、シール部材は損傷を受けて劣化し
、シール性は低下する。また、過酸化水素ラジカルは、電解質膜や電極をも攻撃する。こ
れにより、電解質膜や電極も損傷を受けて劣化する。
【０００７】
　電解質膜とセパレータとの間のシール部材には、通常、フッ素系樹脂、シリコン系樹脂
等が使用される。また、電解質膜の多くは、炭化水素系材料あるいはフッ素系材料からな
る高分子膜である。従来、フッ素系材料は、過酸化水素等の過酸化物によりほとんど損傷
を受けないと考えられてきた。しかし、種々の検討を重ねた結果、フッ素系材料であって
も、過酸化物により損傷を受ける場合があるということがわかった。この場合、過酸化物
によりＣ－Ｆ結合が分解されるため、フッ化物イオンが溶出し、フッ酸等が生じる問題も
ある。
【０００８】
　本発明はこのような実状に鑑みてなされたものであり、電解質膜とセパレータとの間を
シールするシール部材や、電解質膜等の劣化を抑制し、耐久性に優れた固体高分子型燃料
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】
【０００９】
　本発明の固体高分子型燃料電池は、イオン導電性を有する電解質膜と、該電解質膜の両
側に配置された一対の電極と、からなる電解質膜電極接合体と、該電解質膜電極接合体を
両側から挟持するセパレータと、を備え、該電解質膜と該セパレータとの間をシールする
シール部材には、過酸化物を分解する過酸化物分解触媒が配置されており、該過酸化物分
解触媒は、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｅ等を中心原子とするポルフィリン、フタロシア
ニン、又はこれらの誘導体からなる大環状金属錯体、ＭｎＯ２，ＰｂＯ２、ＲｕＯ２、Ｓ
ｂ２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯ３、ＳｎＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、Ｃｅ
Ｏ２、Ｌａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、又はＨｆＯ２からなる難溶性金属酸化物、Ａｌ
ＰＯ４、ＴｉＰＯ４、ＦｅＰＯ４、ＣｒＰＯ４、ＣｅＰＯ４、Ｚｒ３（ＰＯ４）４、又は
Ｌａ４ＰＯ４からなる難溶性リン酸塩、ＡｌＦ３、ＦｅＦ３、ＣｒＦ３、ＣｅＦ３、Ｚｒ
Ｆ４、又はＬａＦ３からなる難溶性フッ化物、及びFｅＷＯ４、ＭｎＷＯ４、（Ｆｅ、Ｍ
ｎ）ＷＯ４、ＣａＷＯ４、ＣｕＷＯ４、Ｃｕ２ＷＯ４（ＯＨ）２、Ａｌ２（ＷＯ４）３、
ＳｒＷＯ４、ＢａＷＯ４、Ａｇ２ＷＯ４、ＺｎＷＯ４、ＳｎＷＯ４、又はＣｅ２（ＷＯ４

）３からなる難溶性タングス酸塩の群から選ばれる一種以上であることを特徴とする。
【００１０】
　シール部材は、電極端部近傍に生じる電解質膜とセパレータとの隙間をシールする。過
酸化物分解触媒は、シール部材に配置される。よって、電極端部近傍に滞留した生成水に
過酸化水素が含まれていても、過酸化水素は、シール部材の過酸化物分解触媒により分解
される。具体的には、式（１）に示すように、過酸化物分解触媒の表面では、２分子の過
酸化水素が衝突して水と酸素とに分解する、いわゆる接触分解反応が進行する。
２Ｈ2Ｏ2 → ２Ｈ2Ｏ

 ＋ Ｏ2  ・・・（１）
　このように、運転中に生成された過酸化水素は、ラジカル化する前に過酸化物分解触媒
により分解されるため、過酸化水素ラジカルによるフッ素系材料等の分解や低分子量化は
抑制される。つまり、シール部材の劣化は抑制される。これより、電解質膜とセパレータ
との間のガスシールは確保され、反応ガスの混合による問題も解消される。また、電解質
膜や電極の劣化も抑制される。したがって、本発明の固体高分子型燃料電池は、耐久性に
優れる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の固体高分子型燃料電池では、電解質膜とセパレータとの間をシールするシール
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部材に、過酸化物分解触媒が配置される。このため、運転中に過酸化水素が生成しても、
過酸化水素は、電極端部近傍にて速やかに分解され無害化される。したがって、本発明の
固体高分子型燃料電池では、シール部材、電解質膜、および電極の劣化が少なく、長期間
運転しても電池性能の低下は少ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、本発明の固体高分子型燃料電池の実施形態を説明する。なお、本発明の固体高
分子型燃料電池は、下記の実施形態に限定されるものではない。本発明の固体高分子型燃
料電池は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、当業者が行い得る変更、改良等を施
した種々の形態にて実施することができる。
【００１３】
　上述したように、本発明の固体高分子型燃料電池は、イオン導電性を有する電解質膜と
、該電解質膜の両側に配置された一対の電極と、からなる電解質膜電極接合体と、該電解
質膜電極接合体を両側から挟持するセパレータと、を備え、該電解質膜と該セパレータと
の間をシールするシール部材には、過酸化物を分解する過酸化物分解触媒が配置される。
【００１４】
　本発明の固体高分子型燃料電池は、電解質膜電極接合体（以下、適宜「ＭＥＡ」と称す
。）とセパレータとを備える点で、既に公知の固体高分子型燃料電池の構成に従えばよい
。以下、ＭＥＡ、セパレータについて順に説明する。
【００１５】
　ＭＥＡは、電解質膜と、その両側に配置された一対の電極とから構成される。一対の電
極、つまり、燃料極および酸素極は、それぞれ触媒層と拡散層とから構成すればよい。触
媒層は、電気化学反応の反応場であり、カーボンに担持された白金等の電極触媒と高分子
電解質とを含む。拡散層は、触媒層への反応ガスの供給と、触媒層との間で電子の授受を
行う役割を果たし、カーボンクロス等の多孔質材料からなる。この場合、後述する電解質
膜の両表面に、それぞれ各電極の触媒層を形成し、各々の触媒層の表面に、拡散層を積層
させて、ＭＥＡとすればよい。
【００１６】
　電解質膜の種類は、特に限定されるものではない。例えば、全フッ素系スルホン酸膜、
全フッ素系ホスホン酸膜、全フッ素系カルボン酸膜、含フッ素炭化水素系グラフト膜、全
炭化水素系グラフト膜、全芳香族膜等を用いることができる。また、ポリテトラフルオロ
エチレン（ＰＴＦＥ）、ポリイミド等の補強材を含む、機械的特性を強化した複合高分子
膜を用いてもよい。特に、耐久性等を考慮した場合には、全フッ素系の高分子膜を用いる
ことが望ましい。なかでも、電解質としての性能が高いという理由から、全フッ素系スル
ホン酸膜を用いることが望ましい。全フッ素系スルホン酸膜の一例として、「ナフィオン
」（登録商標、デュポン社製）、「アシプレックス」（登録商標、旭化成株式会社製）、
「フレミオン」（登録商標、旭硝子株式会社製）等が挙げられる。
【００１７】
　セパレータは、上記ＭＥＡの両側に配置される。セパレータには、集電性能が高く、酸
化水蒸気雰囲気下でも比較的安定な焼成カーボン、成形カーボンや、ステンレス材料の表
面に貴金属や炭素材料を被覆したもの等を用いればよい。
【００１８】
　このように、ＭＥＡとセパレータとから固体高分子型燃料電池を構成した場合、電解質
膜とセパレータとの間には隙間が生じる。この隙間は、シール部材によりシールされる。
シール部材の材質は、特に限定されるものではない。例えば、ガス透過係数はやや大きい
が電池の作動温度下で弾性を失わず、化学的に安定なフッ素系樹脂、化学的安定性はフッ
素系樹脂より若干劣るがガス透過係数の小さいエポキシ系樹脂やシリコーン系樹脂、シー
ル性および接着性の良好な付加重合型イソブチレン樹脂、ガス透過係数の小さいポリエチ
レンナフタレート（ＰＥＮ）樹脂やポリイミド樹脂、耐熱性の良好なフェノール樹脂等が
挙げられる。これらの樹脂を、適宜、接着剤として、あるいはフィルム状等に成形して使
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用すればよい。
【００１９】
　本発明の固体高分子型燃料電池では、上記シール部材に過酸化物分解触媒が配置される
。過酸化物分解触媒は、過酸化物を分解する触媒作用を有するものであれば、特に限定さ
れるものではない。例えば、大環状金属錯体、難溶性金属酸化物、難溶性リン酸塩、難溶
性フッ化物、難溶性タングス酸塩等から選ばれる一種を単独で、あるいは二種以上を混合
して用いる。大環状金属錯体としては、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｅ等を中心原子とす
るポルフィリン、フタロシアニン、これらの誘導体が挙げられる。難溶性金属酸化物とし
ては、電気導電性の高いＭｎＯ２、ＰｂＯ２、ＲｕＯ２等、電気導電性の低いＳｂ２Ｏ３

、Ｎｂ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＷＯ３、ＳｎＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、ＣｅＯ２、Ｌ
ａ２Ｏ３等が挙げられる。また、難溶性金属酸化物としては、Ｓｂ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｙ

２Ｏ３、又はＨｆＯ２でもよい。難溶性リン酸塩としては、ＡｌＰＯ４、ＴｉＰＯ４、Ｆ
ｅＰＯ４、ＣｒＰＯ４、ＣｅＰＯ４、Ｚｒ３（ＰＯ４）４、ＬａＰＯ４等が挙げられる。
難溶性フッ化物としては、ＡｌＦ３、ＦｅＦ３、ＣｒＦ３、ＣｅＦ３、ＺｒＦ４、ＬａＦ

３等が挙げられる。難溶性タングス酸塩としては、ＦｅＷＯ４、ＭｎＷＯ４、（Ｆｅ，Ｍ
ｎ）ＷＯ４、ＣａＷＯ４、ＣｕＷＯ４、Ｃｕ２ＷＯ４（ＯＨ）２、Ａｌ２（ＷＯ４）３、
ＳｒＷＯ４、ＢａＷＯ４、Ａｇ２ＷＯ４、ＺｎＷＯ４、ＳｎＷＯ４、Ｃｅ２（ＷＯ４）３

等が挙げられる。
【００２０】
　なかでも、電気導電性の低い難溶性金属酸化物、大環状金属錯体、難溶性リン酸塩、難
溶性フッ化物、難溶性タングス酸塩は、電気導電性が低いため、大量に用いた場合でも、
あるいは偏析した場合でも、電極間の絶縁性を阻害しない。このため、貴金属、電気導電
性の高い難溶性金属酸化物よりも好適である。特に、ＣｅＯ２、ＣｅＰＯ４、ＣｅＦ３、
ＲｕＯ２は、過酸化物の分解性能が高く好適である。
【００２１】
　過酸化物分解触媒は、シール部材の表面に付着していてもよく、シール部材に含有され
ていてもよい。また、これらの両方であってもよい。過酸化物分解触媒の配置形態に応じ
て、例えば、以下の（１）～（４）の方法により、過酸化物分解触媒をシール部材に配置
することができる。
（１）シール部材の原料となる所定の樹脂に、粉末状、ゾル状等の過酸化物分解触媒を混
合する。
（２）過酸化物分解触媒を水等の溶媒に分散させた過酸化物分解触媒液を、シール部材の
表面にスプレー塗布する。あるいは、シール部材を過酸化物分解触媒液に浸漬する。
（３）蒸着、スパッタリング、レーザアブレーション等により、シール部材の表面に過酸
化物分解触媒を付着させる。
（４）シール部材の弾性向上のため、シール部材にＳｉＯ2、ＺｒＯ2等の樹脂ビーズを含
有させる場合には、その樹脂ビーズを過酸化物分解触媒により作製する。また、従来の樹
脂ビーズの表面に過酸化物分解触媒を付着させる。
【００２２】
　配置する過酸化物分解触媒の量は、シール部材の重量を１００ｗｔ％とした場合の０．
１ｗｔ％以上とすることが望ましい。０．１ｗｔ％未満の場合には、過酸化物を分解する
効果が小さいからである。０．２ｗｔ％以上とするとより好適である。一方、過酸化物分
解触媒の量は、１ｗｔ％以下とすることが望ましい。１ｗｔ％を超えると、伸びの低下、
弾性率の過度の上昇等、シール部材の機械的性質に影響を与えるおそれがある。また、過
度な添加は非経済的である。０．５ｗｔ％以下とするとより好適である。
【００２３】
　また、上記（１）～（３）の方法を採用する場合、配置する過酸化物分解触媒の平均粒
子径を、１０μｍ以下とすることが望ましい。１０μｍを超えると、電解質膜、セパレー
タとシール部材との密着性が低下し、シール部材の機械的性質に影響を与えるおそれがあ
る。過酸化物分解触媒の平均粒子径を１μｍ以下とするとより好適である。
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【００２４】
　ここで、上記（２）、（３）の方法を採用する場合、過酸化物分解触媒は、シール部材
の表面にほぼ均一な膜状で付着していてもよく、分散して島状に付着していてもよい。ま
た、過酸化物の分解効果を充分に発揮させるためには、付着した過酸化物分解触媒の厚さ
を、０．０１μｍ以上とするとよい。例えば、島状に付着している場合には、それをシー
ル部材の表面全体に付着させたと仮定した場合に、０．０１μｍ以上の厚さとなればよい
。
【００２５】
　また、上記（２）～（４）の方法を採用する場合、過酸化物分解触媒を電極端部近傍に
高濃度に配置することが望ましい。電極端部近傍では、過酸化水素が生成し易く、また、
生成水に溶解した状態で滞留し易い。よって、過酸化物分解触媒を電極端部近傍に高濃度
に配置することで、効果的に過酸化物を分解することができる。
【００２６】
　以下、本発明の固体高分子型燃料電池の二つの実施形態を図を用いて説明する。まず、
第一実施形態を説明する。図１に、本発明の第一実施形態の固体高分子型燃料電池の一部
断面図を示す。図１に示すように、固体高分子型燃料電池１は、電解質膜２と、燃料極３
と、酸素極４と、セパレータ５と、シール部材６とを備える。
【００２７】
　電解質膜２は、ナフィオン１１２（商品名、デュポン社製）からなる。電解質膜２の膜
厚は５０μｍである。
【００２８】
　燃料極３は、電解質膜２の一方の表面側に配置される。燃料極３は、燃料極側触媒層と
燃料極側拡散層とからなる（図略）。燃料極側触媒層は、電解質膜２の表面に形成される
。燃料極側触媒層は、カーボンに担持された白金触媒（以下、「Ｐｔ／Ｃ触媒」と称す。
）を持つ。燃料極側触媒層の単位面積あたりの白金量は、０．２ｍｇ／ｃｍ2である。燃
料極側拡散層は、カーボンクロスからなる。燃料極側拡散層は燃料極側触媒層に積層して
形成される。
【００２９】
　酸素極４は、電解質膜２の他方の表面側、つまり、電解質膜２を挟んで燃料極３と反対
側に配置される。酸素極４も、燃料極３と同様、酸素極側触媒層と酸素極側拡散層とから
なる（図略）。酸素極側触媒層は、電解質膜２の表面に形成される。酸素極側触媒層は、
Ｐｔ／Ｃ触媒とＣｅＰＯ4とを持つ。ＣｅＰＯ4は過酸化物分解触媒であり、Ｐｔに対して
１ｗｔ％の割合で含まれる。酸素極側触媒層の単位面積あたりの白金量は、０．５ｍｇ／
ｃｍ2である。酸素極側拡散層は、カーボンクロスからなる。酸素極側拡散層は酸素極側
触媒層に積層して形成される。燃料極３および酸素極４は、本発明を構成する一対の電極
に相当する。また、電解質膜２と燃料極３と酸素極４とから、ＭＥＡが構成される。
【００３０】
　セパレータ５は、ＭＥＡの両側にそれぞれ配置される。セパレータ５は、ＭＥＡを両側
から挟持する。セパレータ５は、成形カーボン製である。セパレータ５には、燃料極３に
供給される燃料ガス流路５１、酸素極４に供給される酸化剤ガス流路５２が、それぞれ形
成される。
【００３１】
　シール部材６は、電解質膜２とセパレータ５との間、および対向するセパレータ５どう
しの間に配置される。シール部材６は、過酸化物分解触媒として、平均粒子径０．０１μ
ｍのＣｅＯ2を含有したエポキシ樹脂からなる。ＣｅＯ2は、エポキシ樹脂の重量に対して
０．５ｗｔ％の割合で含まれる。
【００３２】
　固体高分子型燃料電池１の運転時には、燃料ガスが燃料ガス流路５１を通じて供給され
る。また、酸化剤ガスが酸化剤ガス流路５２を通じて供給される。そして、電池反応によ
り水が生成する。また、過酸化水素も副生する。副生した過酸化水素は生成水に溶解する
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媒が含まれるため、生成水中の過酸化水素は速やかに分解される。よって、シール部材６
、電解質膜２、燃料極３、酸素極４の劣化は抑制される。
【００３３】
　次に、第二実施形態を説明する。第二実施形態と第一実施形態とでは、シール部材のみ
が異なる。したがって、ここでは相違点についてのみ説明する。図２に、本発明の第二実
施形態の固体高分子型燃料電池の一部断面図を示す。なお、図１と対応する部位について
は、同じ符号で示す。図２に示すように、シール部材８は、電解質膜２とセパレータ５と
の間に配置される。シール部材８は、表面に膜厚０．０１μｍのＣｅＯ2層が形成された
ＰＥＮ樹脂フィルムである。本実施形態の固体高分子型燃料電池１は、第一実施形態の固
体高分子型燃料電池と同様の作用効果を奏する。
【実施例】
【００３４】
　過酸化物分解触媒を含むシール部材を三種類作製し、それらの耐久性を評価した。また
、種々の過酸化物分解触媒について、過酸化物の分解能を調査した。以下、順に説明する
。
【００３５】
　〈シール部材の耐久性評価〉
　（１）シール部材の作製
　過酸化物分解触媒には、粉末状のＣｅＯ2（平均粒子径１μｍ）を使用した。また、シ
ール部材の材料には、（ａ）ＳＢＲ（スチレンブタジエンゴム）；セメダイン株式会社製
「ＣＡ－１４１」、（ｂ）シリコーン；株式会社スリーボンド製「スリーボンド　１２１
１」、（ｃ）エポキシ樹脂；コニシ株式会社製「ボンドクイック５」、の三種類を使用し
た。まず、ＣｅＯ2と上記三種類の材料とを、それぞれテフロン（登録商標、デュポン社
製）製のシート上で混合し、２×２ｃｍ、厚さ０．２ｍｍの薄片状に成形した。次に、８
０℃の温度下で２時間保持して硬化させた後、シートから剥離して、そのまま室温で一昼
夜放置した。さらに、８０℃の温度下で２時間真空加熱した後、徐冷して、シール部材を
得た。この時の各シール部材の重量Ｗ１を測定した。
【００３６】
　（２）耐久性評価
　まず、ＰＴＦＥ内筒のＳＵＳ３１６製圧力容器中に、１ｗｔ％の過酸化水素水溶液を２
００ｍｌ準備した。この過酸化水素水溶液に、ＯＨラジカル発生触媒となる鉄イオン（Ｆ
ｅ2+）を１０ｐｐｍ加え（試薬ＦｅＣｌ2・６Ｈ2Ｏを使用）、鉄イオンを含む過酸化水素
水溶液を調製した。次に、上記作製した三種類のシール部材を、調製した過酸化水素水溶
液に浸漬し、１００℃に加熱して８時間保持した。その後、シール部材を取り出し、流水
で洗浄した。そして、８０℃の温度下で２時間真空加熱し、徐冷した後、各シール部材の
重量Ｗ２を測定した。過酸化水素水溶液へ浸漬する前後の重量変化率ΔＷ（％）を、次式
［ΔＷ＝（Ｗ１－Ｗ２）／Ｗ１×１００］より求めた。表１に、各シール部材の重量変化
率ΔＷ（％）を示す。なお、表１には、比較のため、過酸化物分解触媒を混合せずに作製
したシール部材についての結果をも併せて示す。
【００３７】
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【表１】

　表１に示すように、いずれのシール部材においても、過酸化物分解触媒を混合すると、
重量変化が少なかった。これより、過酸化物分解触媒を混合することで、過酸化水素のラ
ジカル化を抑制し、シール部材の分解等を抑制できることが確認された。
【００３８】
　〈過酸化物の分解能調査〉
　下記表２に示す種々の過酸化物分解触媒について、過酸化物の分解能を調査した。過酸
化物の分解能は、以下の試験により評価した。まず、ＰＴＦＥ内筒のＳＵＳ３１６製圧力
容器に、１ｗｔ％の過酸化水素水溶液を３０ｍｌ準備した。次いで、この過酸化水素水溶
液に、各々の過酸化物分解触媒を０．１ｇ添加した。そして、１００℃の温度下で１時間
保持した後、水溶液の過酸化水素濃度Ｅ２を求めた。過酸化水素濃度は、濃度０．１ｍｏ
ｌ／Ｌの硫酸中の１．２Ｖ vs ＳＨＥでの定電位酸化電流（１０分後）が、過酸化水素濃
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度に比例することを利用して、過酸化水素濃度－電流値の検量線を用いて求めた（定電位
電気化学的酸化法）。
【００３９】
　過酸化水素水溶液の過酸化水素濃度の変化から、過酸化水素の分解率ΔＥを、次式［Δ
Ｅ＝（１－Ｅ２）×１００］より求めた。表２に、各過酸化物分解触媒の平均粒子径、過
酸化水素分解率ΔＥ（％）を示す。
【００４０】
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【表２】

　表２に示すように、試験したすべての過酸化物分解触媒が過酸化水素を分解した。これ
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より、過酸化物分解触媒によれば、過酸化水素は速やかに分解されることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第一実施形態である固体高分子型燃料電池の一部断面図を示す。
【図２】本発明の第二実施形態である固体高分子型燃料電池の一部断面図を示す。
【符号の説明】
【００４２】
　１：固体高分子型燃料電池　２：電解質膜　３：燃料極　４：酸素極　５：セパレータ
　６、８：シール部材　７：電極端部

【図１】

【図２】
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