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(57)【要約】
【課題】　少ないスペースで設置可能である可燃性物質
センサー、及びそれを備えた燃料電池を提供する。
【解決手段】　本発明の可燃性物質センサーは、可燃性
物質を検知した場合に外部に報知を行なう可燃性物質セ
ンサーであり、前記可燃性物質の化学反応に基づいて、
臭気物質を放出する臭気物質放出部材を有することを特
徴とする可燃性物質センサーである。
また、本発明の燃料電池は、前記可燃性物質センサーを
備えた燃料電池である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可燃性物質を検知した場合に外部に報知を行なう可燃性物質センサーであり、
　前記可燃性物質の化学反応に基づいて、臭気物質を放出する臭気物質放出部材を有する
ことを特徴とする可燃性物質センサー。
【請求項２】
　前記臭気物質は前記可燃性物質の化学反応により生成される生成物であることを特徴と
する請求項１に記載の可燃性物質センサー。
【請求項３】
　前記臭気物質は前記可燃性物質の化学反応により発生した熱により気化する物質である
ことを特徴とする請求項１に記載の可燃性物質センサー。
【請求項４】
　前記臭気物質は前記可燃性物質の化学反応により生成された中間生成物が更に化学反応
することにより生成される生成物であることを特徴とする請求項１に記載の可燃性物質セ
ンサー。
【請求項５】
　前記臭気物質はマイクロカプセルの中に包含されていることを特徴とする請求項１に記
載の可燃性物質センサー。
【請求項６】
　前記マイクロカプセルは前記可燃性物質と直接に化学反応する材料でできていることを
特徴とする請求項５に記載の可燃性物質センサー。
【請求項７】
　前記マイクロカプセルは前記可燃性物質の化学反応により発生した熱及び／又は中間生
成物によって破れることを特徴とする請求項５に記載の可燃性物質センサー。
【請求項８】
　前記可燃性物質の化学反応を促進する触媒部を有することを特徴とする請求項１に記載
の可燃性物質センサー。
【請求項９】
　前記可燃性物質の化学反応を促進する触媒部が前記マイクロカプセルの表面に備えられ
ていることを特徴とする請求項５に記載の可燃性物質センサー。
【請求項１０】
　前記触媒部が白金を含むことを特徴とする請求項８または請求項９に記載の可燃性物質
センサー。
【請求項１１】
　前記中間生成物が水であることを特徴とする請求項４または請求項７に記載の可燃性物
質センサー。
【請求項１２】
　前記可燃性物質は水素、メタノールまたはエタノールから選択される少なくとも一つの
物質を含むことを特徴とする請求項１に記載の可燃性物質センサー。
【請求項１３】
　燃料が供給される燃料極と、酸化剤が供給される酸化剤極と、前記燃料極と前記酸化剤
極との間に設けられたイオン伝導体と、燃料流路と、酸化剤流路とを備える燃料電池であ
って、請求項１記載の可燃性物質センサーを備えたことを特徴とする燃料電池。
【請求項１４】
　前記酸化剤極が触媒層を有しており、前記触媒層に前記可燃性物質センサーが備えられ
ていることを特徴とする請求項１３に記載の燃料電池。
【請求項１５】
　可燃性物質センサーを燃料タンクと燃料流路の接続部に備えたことを特徴とする請求項
１３に記載の燃料電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可燃性物質センサーに関するものである。特に、燃料タンクや燃料流路から
燃料漏れが発生した際に、臭いによって周囲にいる人に燃料漏れを認識させることができ
る可燃性物質センサーに関するものである。
【０００２】
　また、本発明は前記可燃性物質センサーを用いることによって、燃料の漏洩報知を従来
のものより迅速かつ確実に行なうことを可能とした燃料電池に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　温暖化等の環境問題や、原油価格の高騰などを背景に石油代替エネルギーに関する研究
開発が盛んに行われている。例えば、風力発電、地熱発電、太陽光発電、燃料電池等が挙
げられる。その中でも燃料電池は、天候に左右されず、小型化が可能であることから、自
動車業界や携帯機器業界で種々の改良が進められている。とりわけ水素を燃料とする燃料
電池は、他のメタノールを燃料とする燃料電池に比べ出力が高い。また、水素は人体には
無害であるというメリットがある。
【０００４】
　しかし、水素は無色無臭の気体であるために、燃料電池外部へ漏れていても、認識する
ことが難しい。従って、水素漏れが発生した場合、迅速かつ確実に報知を行なうシステム
が求められている。
【０００５】
　従来、燃料漏れが発生した時、周囲にいる人にそれを認識させる手段として、燃料ガス
中に予め臭気物質を添加しておく方法が考えられている。これは都市ガス等に広く利用さ
れている手段である。しかしながら、この方法を燃料電池に用いる場合、臭気物質が添加
された燃料ガスをそのまま使用すると電解質膜や触媒に悪影響を及ぼし、出力を低下させ
てしまう。そのため、従来においては、燃料が電解質膜や触媒に到る前に臭気物質を取り
除く必要があった。例えば特許文献１のように、臭気物質を含む水素が燃料電池の発電部
に到る直前に脱臭部を設けて臭気物質を除去する方法が提案されている。また特許文献２
では発電部で水素を脱臭する方法、特許文献３では燃料タンクに臭気物質除去カートリッ
ジを設けておいて脱臭する方法が提案されている。
【０００６】
　一方、燃料ガスに臭気物質を添加しないで、燃料漏れを検知する方法として、燃料供給
経路を構成する配管と他の部材との接続箇所をそれぞれ囲むように密閉容器と設置し、密
閉容器内の圧力上昇が検知されたときに、付臭剤を混入したガスを外部に放出する方法が
特許文献４に提案されている。
【特許文献１】特開２００２－２９７０１号公報
【特許文献２】特開２００４－１３４２７３号公報
【特許文献３】特開２００４－３０８８９３号公報
【特許文献４】特開２００４－２２９３５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来例のうち、あらかじめ臭気物質を燃料に添加しておく可燃性物
質検知方法では、付臭、脱臭のための設備が必要となるので、装置が大型化してしまう。
そのため、携帯機器等に使用するための小型燃料電池には使用できないという課題があっ
た。更に、脱臭した後の部分で漏洩を起こした場合は、漏洩の報知が行なえないという課
題があった。また特許文献４のように密閉容器を使用する方法は、外気の取入れが必要な
燃料電池の発電部等には使用できないという問題を有している。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑み、燃料電池において外気を取り入れる必要のある個所など設置
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場所を幅広く選択可能であり、省スペースで実現可能な可燃性物質センサーの提供を目的
とするものである。特に可燃性物質との反応によって臭気物質を放出させ、その臭気によ
って燃料タンクまたは燃料流路からの可燃性物質の漏洩を検出し報知可能とする可燃性物
質センサーを提供することを目的とするものである。
【０００９】
　また、本発明は燃料漏れが発生した時に臭気物質を放出することにより、従来のものよ
り迅速かつ確実に報知を行なう燃料電池を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するため、つぎのように構成した可燃性物質センサーを提供
するものである。
【００１１】
　本発明の可燃性物質センサーは、可燃性物質を検知した場合に外部に報知を行なう可燃
性物質センサーであり、前記可燃性物質の化学反応に基づいて、臭気物質を放出する臭気
物質放出部材を有することを特徴とする可燃性物質センサーである。
【００１２】
　また、本発明は、上記課題を解決するため、次のように構成した燃料電池を提供するも
のである。
【００１３】
　本発明の燃料電池は、燃料が供給される燃料極と、酸化剤が供給される酸化剤極と、前
記燃料極と前記酸化剤極との間に設けられたイオン伝導体とを有するセル部と、燃料流路
と、酸化剤流路とを備える燃料電池であって、可燃性物質の化学反応に基づいて、臭気物
質を放出する臭気物質放出部材を有する可燃性物質センサーを備えたことを特徴とする燃
料電池である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、少ないスペースに設置可能な可燃性物質センサーを提供することがで
きる。また、電力源の必要ない簡単な構成であるため、設置場所や設置形態を幅広く選択
できる可燃性物質センサーを提供することができる。
【００１５】
　本発明の可燃性物質センサーを燃料電池に搭載することで、燃料タンクまたは燃料流路
からの燃料漏れが発生したときに従来のものより迅速かつ確実に漏洩を報知する燃料電池
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】
【００１６】
　本発明に係る可燃性物質センサーは、可燃性物質が該可燃性物質センサーに接触したと
きに可燃性物質の化学反応に基づいて臭気物質を放出する臭気物質放出部材を有する可燃
性物質センサーである。
【００１７】
　本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
　図１に、本実施の形態における可燃性物質センサーの構成の概略図を示す。
【００１９】
　図１のように、本発明の可燃性物質センサーの少なくとも表面の一部は臭気物質放出部
材として、可燃性物質が接触すると化学反応を生じる反応部１１を持つ。反応部１１は可
燃性物質と接したときに反応によって臭気物質を生成する材料のみで構成されていてもよ
く、該材料を保持するバインダーとの混合物で構成されていてもよい。支持基材２１は、
反応部１１の形状を保つための基材で、必要に応じて設けられるものである。
【００２０】
　また図２のように、臭気物質放出手段としては、可燃性物質が接触すると化学反応を起
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こさせる反応部１２と、かつ反応部１２の周辺に設けられ、その反応で発生する熱や生成
物との作用によって臭気物質を放出する作用部３１を持つような構造にすることもできる
。作用部３１の少なくとも一部は、作用が起こる前は臭気を発しないが、反応部１１にお
いて生じた化学反応によって発生した熱や生成物との作用により臭気物質を発生する材料
で構成されている。
【００２１】
　ここでの作用は、気化、融解、化学反応、溶解、分解、結合、重合、物理的作用等が挙
げられる。
【００２２】
　本発明に用いられる可燃性物質としては、水素ガス、天然ガス等の炭化水素ガス、メタ
ノール、エタノールやエーテル等の炭化水素液体が挙げられる。
【００２３】
　反応部１１に用いることができる材料であって、可燃性物質と直接化学反応することに
より、臭気物質を生成する材料としては、硫黄、硫化鉄、硫黄化合物、ヨウ素、塩化鉄、
ハロゲン化合物、ジアシルパーオキサイド類、ジアルキルパーオキサイド類、パーオキシ
ケタール類、アルキルパーエステル類、ケトン類、ジスルフィド類が好適に用いられ得る
。これら以外にも空気中の窒素を可燃物質と反応して臭気物質を発生する材料として、反
応部１１に含有もしくは流通させることにより用いることが出来る。
【００２４】
　この場合に用いられる臭気物質としては、アンモニア、硫化水素、臭化水素、ヨウ化水
素、塩化水素、メタノール、エタノール、プロパノール、フェノール、アルコール類、ギ
酸、酢酸、プロピオン酸、安息香酸、カルボン酸類、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ
ド、ベンズアルデヒド、アルデヒド類、メチルメルカプタン、エチルメルカプタン、チオ
フェノール、チオール類が挙げられる。
【００２５】
　反応部１２に用いることができる材料であって、可燃性物質と反応して熱を発生する材
料としては、金属酸化物、ナフタレン、芳香族化合物、遷移金属、遷移金属合金、希土類
金属、希土類金属合金、バナジウム、マグネシウム、マグネシウム合金、パラジウム、カ
ルシウム、カルシウム合金、水素吸蔵合金が好適に用いられ得る。これら以外にも空気中
の酸素や窒素を可燃物質と反応して熱を発生する材料として反応部１２に含有もしくは流
通させることにより用いることが出来る。
【００２６】
　この場合に用いられる臭気物質としては、ラウリン酸、脂肪酸類、乳酸、リンゴ酸、サ
リチル酸、安息香酸、フタル酸、芳香族カルボン酸類、酒石酸、酢酸エチル、エステル類
、セチルアルコール、アルコール類、ナフタレン、スカトール、インドール、カプリン酸
、パラジクロロベンゼン、クレゾール、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、アセトアミドが
挙げられる。
【００２７】
　反応部１２に用いることができる材料であって、可燃性物質と反応して水を発生する材
料としては、酸化銅、酸化銀、酸化白金、金属酸化物、シリコン酸化物、その他の酸化物
が好適に用いられ得る。これら以外にも空気中の酸素を可燃物質と反応して水を発生する
材料として反応部１２に含有もしくは流通させることにより用いることが出来る。この水
は臭気物質を放出するための中間生成物として働く。
【００２８】
　前記可燃性物質が化学反応した時に発生する水と作用することにより、臭気物質を放出
する材料としては、アセトアミド、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、アセトアミド
、アセトアニリド、ベンズアミド、酸アミド類、チオエステル類、酢酸エチル、酪酸メチ
ル、ギ酸エチル、エステル類、炭化カルシウム、炭化アルミニウム、塩化鉄、臭化鉄、ヨ
ウ化鉄、ハロゲン化金属類、硫化鉄、硫黄化合物、アセタール類、ケタール類、が好適に
用いられ得る。
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【００２９】
　この場合に用いられる臭気物質としては、アンモニア、メチルアミン、ジメチルアミン
、アニリン、アミン類、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、安息香酸、カルボン酸類、メチルメ
ルカプタン、エチルメルカプタン、チオフェノール、チオール類、メタノール、エタノー
ル、プロパノール、フェノール、アルコール類、アセチレン、メタン、臭化水素、ヨウ化
水素、塩化水素、硫化水素、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、
アルデヒド類、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ケトン類が挙げられる
。
【００３０】
　また別の構成として、図３のようなマイクロカプセル４１の中に臭気物質５１を包含さ
せても良い。この構成では、マイクロカプセル４１が可燃性物質の化学反応によって破れ
、内部の臭気物質５１が外に放出される。この破れとは、機械的な亀裂や、物理的もしく
は化学的な作用による溶解、融解などを含む。
【００３１】
　臭気物質５１としては、微量でもその臭いを認識できる物質であることが好ましい。例
えば、ｔ－ブチルメルカプタン、ジメチルサルファイド、テトラヒドロチオフェンが挙げ
られる。
【００３２】
　マイクロカプセル４１は可燃性物質と直接に化学反応するものとしてその化学反応によ
ってマイクロカプセル４１が破れる構造にしても良い。この場合のマイクロカプセル４１
の材料としては、フェノール樹脂、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂、ポリプロピレン
、メラミン樹脂、ポリスチレン、セルロースが挙げられる。
【００３３】
　またマイクロカプセル４１に隣接して設置してある反応部１３が可燃性物質と化学反応
し、その反応時に発生する熱や生成物との作用よってマイクロカプセル４１が破れる構造
にしても良い。この場合のマイクロカプセル４１の材料としては、メラミン樹脂、ゼラチ
ン、ウレタン樹脂、ポリアミド、尿素樹脂、ポリウレア樹脂が挙げられる。
【００３４】
　マイクロカプセル４１を破る有効な手段として、マイクロカプセル表面の一部に化学反
応を促進する触媒を塗り触媒部を設けて反応部１３とし、触媒部での触媒燃焼を利用する
方法がある。この方法ではマイクロカプセルを触媒燃焼による熱や水等の生成物で破れる
材料で作製する。そうすることで、可燃性物質が触媒部において触媒燃焼を起こした時に
は、発生した熱や水等の生成物の作用によってマイクロカプセル４１を破ることができる
。そして包含されている臭気物質５１が外部に放出される。触媒部に塗布する触媒の種類
としては、白金やパラジウム等が挙げられるが本発明はこれらに限られるものではない。
【００３５】
　本発明の可燃性物質センサーは燃料電池に設置することができる。
【００３６】
　ここで、燃料電池の構成について説明する。ここでは、固体高分子形燃料電池を例に用
いるが、本発明はこれに限られるものではなく、他の形式の燃料電池においても好適に用
いられ得る。図４は燃料電池の模式的断面図であり、図５は燃料電池システムの一例を示
す構成図である。
【００３７】
　燃料である可燃性物質は燃料タンク６３に貯えられており、燃料流路６４を通って燃料
極６１３に供給される。燃料極は拡散層６７２と触媒層６９２を有している。
【００３８】
　燃料は水素、炭化水素などの可燃性ガス、メタノール、エタノール、エーテルなどの可
燃性液体を使用する。その中で、発電効率の高い水素、メタノール、エタノールが好まし
く、燃料電池の出力を最も高めることのできる水素がより好ましい。
【００３９】
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　酸化剤極６１１には、酸化剤が供給される。酸化剤極６１１は拡散層６７１と触媒層６
９１を有している。
【００４０】
　酸化剤には、空気や酸素などが用いられる。特に空気を酸化剤として用いる場合には、
通気孔６２から供給する構造とするのが好ましい。また、酸化剤として空気を供給する方
法以外に、酸化剤を保持したタンクから供給しても良い。
【００４１】
　以下の説明において、燃料として水素を、酸化剤として空気を使用した場合について説
明するが、本発明の内容は水素、空気に限定されるものではない。
【００４２】
　燃料及び酸化剤はそれぞれ拡散層６７１、６７２を透過し、燃料は燃料極６１３に配置
された触媒で、酸化剤は酸化剤極６１１に配置された触媒でそれぞれ反応する。水素は燃
料極における反応により水素イオンと電子に分解し、水素イオンはイオン伝導体である高
分子電解質膜６１２を通過して酸化剤極に到達し、電子は電極へ導かれ、外部に電力とし
て取り出された後、やはり酸化剤極に到達する。酸化剤極では触媒上にて、到達した水素
イオンと電子が酸素と結合し、水を生成する。
【００４３】
　これらの反応において、通常、燃料と酸化剤は混ざることなく、それぞれの電極の触媒
上で反応を行なう。
【００４４】
　正常運転時の燃料電池は、室温環境下では４０～８０℃程度の温度になる。一方、燃料
と酸化剤が混ざって望まない触媒燃焼を引き起こす場合の温度は、両者の混合比にもよる
が、１００℃を超える。従って、図３のようなマイクロカプセル４１に臭気物質５１を包
含する構成の場合、マイクロカプセル４１は、４０～８０℃では融解など変化を起こさず
、かつ１００℃以上の高温下で融解し包含した臭気物質５１を放出するような材料を選択
して構成すればより好ましい。
【００４５】
　本発明の可燃性物質センサー９０の設置位置としては、燃料極６１３の内部、燃料ガス
流路６４の内部、接続部６８の内部、燃料タンク６３の内部以外であればどこでもよいが
、燃料漏れが発生した時に早急に認識するために燃料漏れが発生しやいと考えられる位置
に設置するのが好ましい。例えば、高分子電解質膜６１２の酸化剤極６１１側周辺部や、
発電部と燃料タンクとの接続部６８の外側等が考えられる。図４には、接続部６８の外側
に可燃性物質センサー９０を設置した例を示している。
【００４６】
　高分子電解質膜６１２周辺部に設置する場合は、酸化剤流路６６や酸化剤極６１１に設
置するのが好ましい。酸化剤極６１１が触媒層や拡散層６７１を有している場合には、ど
ちらか一方に設置してもよいし、両方に設置しても良い。酸化剤極６１１の触媒層に設置
する場合には、燃料電池の触媒層が本発明の可燃性物質センサーの触媒部を兼ねていても
良いし、触媒層とは別に触媒部を設けても良い。
【００４７】
　以上のようにして放出された臭気物質は、酸化剤流路を通じて燃料電池の外部に拡散し
、該燃料電池もしくは該燃料電池を装着している装置が稼動していないときであっても、
その使用者等に漏洩異常の発生を迅速かつ確実に報知することができる。
【００４８】
　以上の本発明の実施の形態によれば、簡単な構成で可燃性物質を検知することができ、
迅速かつ確実に周囲にその存在を認識させることができる。
【００４９】
　なお、以上の説明では、反応部周辺から臭気物質が放出される構成例について説明した
が、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００５０】



(8) JP 2008-134228 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

　つまり、反応部１１と臭気物質５１が離れた場所に設置してあっても良い。例えば、酸
化剤ガス流路６６にある反応部で発生した熱や生成物を検知して、燃料電池６１の外に設
置した臭気物質５１を放出するといった構成とすることもできる。このような構成にする
ことで、搭載する機器側の形状に適応するように柔軟に対応することができる。
【実施例】
【００５１】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
【００５２】
　（実施例１）
　実施例１においては、本発明の可燃性物質センサーを酸化剤流路に設置した燃料電池装
置について説明する。
【００５３】
　まず、可燃性物質センサーとして、臭気物質としてのｔ－ブチルメルカプタンを内包し
たメラミン樹脂製マイクロカプセルを、以下の方法で作製した。マイクロカプセル直径は
約５μｍである。そして、その表面に微量の白金黒（粒径１０～３０ｎｍ）を塗布した。
【００５４】
　スチレン－無水マレイン酸共重合体（モンサント社製）を少量の水酸化ナトリウムと共
に溶解して調製したｐＨ４．５の５重量％水溶液３００重量部中に、ｔ－ブチルメルカプ
タン（キシダ化学社製）２００重量部を加え、ウルトラホモジナイザーを用いて攪拌し、
乳化した。
【００５５】
　一方、メラミン２０重量部及び３７重量％ホルマリン４５重量部を水３５重量部に加え
、さらに２０重量％水酸化ナトリウム水溶液でｐＨ９．５に調整し、８５℃で１５分間加
熱して、メラミン－ホルムアルデヒド初期縮合物の水溶液を調製した。
【００５６】
　次に、このメラミン－ホルムアルデヒド初期縮合物の水溶液を、前記の乳化物に加え、
７５℃で２時間かきまぜてｔ－ブチルメルカプタンを内包したメラミン樹脂壁膜を有する
マイクロカプセル分散液を得た。
【００５７】
　このようにして得られたｔ－ブチルメルカプタンを内包したメラミン樹脂壁膜を有する
マイクロカプセル分散液をスプレードライヤーにて、入口温度１２０℃、ノズル圧１ｋｇ
／ｃｍ２、サンプル送量５ｇ／分の条件で噴霧乾燥を行い、ｔ－ブチルメルカプタン内包
のマイクロカプセル粉末を得た。
【００５８】
　作製したマイクロカプセルの直径は約５μｍである。そして、その表面に微量の白金黒
（粒径１０～３０ｎｍ）を塗布した。
【００５９】
　次に、発泡ニッケルを適当な大きさに切り出し、その孔内壁の表面に臭気物質を包含し
たマイクロカプセルと適量の接着剤とを混合して塗布した。そして、その発泡ニッケルを
大気の取り込み口である通気孔として用いた燃料電池を作製した。
【００６０】
　このようにして作製した燃料電池は、電解質膜が破れて燃料である水素が酸化剤流路に
漏れ出した場合に、通気孔に塗布したマイクロカプセル表面で触媒燃焼が起こる。そして
マイクロカプセル表面温度は１００℃以上になるため、マイクロカプセルが熱によって破
れ、内部のｔ－ブチルメルカプタンが放出される。そしてその臭いによって、ユーザーや
周囲にいる人物即ち外部に水素漏れを報知し、彼らに認識させることができる。
【００６１】
　（実施例２）
　次に本発明の可燃性物質センサーを燃料電池の酸化剤極の触媒層に設けた場合について
説明する。
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【００６２】
　燃料電池の触媒層は図６に示すように高分子電解質膜６１２上に触媒７１が配置された
構造をしている。触媒層は燃料あるいは酸化剤の拡散性を得るため、多孔質体または微粒
子体からなり、また、ガス拡散電極と電気的に接続されている。さらに、イオンパスを有
効に形成するため、触媒層に電解質７２を混在させる場合がある。さらに、触媒７１の利
用効率を向上させるため、触媒７１を微粒子化してカーボンなどの担体粒子７３に担持さ
せる場合がある。
【００６３】
　本実施例では、図６に示すように実施例１に記載のｔ－ブチルメルカプタンを包含し、
メラミン樹脂から成るマイクロカプセル４１と白金から成る触媒微粒子とを混ぜて触媒層
を形成した。電解質膜６１２が破損して燃料が漏れると、触媒７１の作用により触媒燃焼
が起こる。これにより触媒層の温度が上昇し、その熱によりマイクロカプセル４１が破れ
てｔ－ブチルメルカプタンが放出される。その臭いによりユーザーあるいは周囲にいる人
物に、水素漏れを認識させることができる。本実施例で使用するマイクロカプセルは、事
前に表面に触媒微粒子を塗布したものを用いてもよいし、表面に触媒を塗っていないもの
を用いてもよい。
【００６４】
　（実施例３）
　続いて、本発明の可燃性物質センサーを燃料電池の拡散層に設けた場合について説明す
る。
【００６５】
　燃料電池は、図７に示すように触媒層６９の外側に拡散層６７を有する。拡散層６７は
次の構成を有している。まず触媒層６９に接して、拡散電極層があり、カーボン多孔質体
が良く用いられる。カーボン多孔質体は、カーボンペーパーやカーボンクロスの触媒層側
表面に、カーボン微粒子とＰＴＦＥ等の疎水性樹脂を混合したＭＰＬ層（ｍｉｃｒｏ　ｐ
ｏｒｏｕｓ　ｌａｙｅｒ層）を設ける場合もある。また、さらに外側に拡散性を持たせた
拡散集電層や電気的に絶縁するための拡散性を持たせた拡散絶縁層を備える場合もある。
拡散集電層には、金属の発泡体など、金属やカーボンを加工したものが使用され、拡散絶
縁層にはプラスティック材料が用いられる。
【００６６】
　本実施例では、図８に示すように上記のＭＰＬ層を形成する際、カーボン微粒子、ＰＴ
ＦＥとともに、実施例１に記載のマイクロカプセルと同じマイクロカプセル４１を同時に
混合し、カーボンペーパーに塗布した。そして、このマイクロカプセル含有ＭＰＬ層を持
つカーボン多孔質体をＭＰＬ層と触媒層が接する状態で燃料電池の拡散電極層として用い
た。本実施例においても、電解質膜が破損して燃料が漏れると、燃料電池触媒で触媒燃焼
が起こる。これにより触媒層の温度が上昇し、その熱によりマイクロカプセル４１が破れ
てｔ－ブチルメルカプタンが放出される。また、マイクロカプセル表面に触媒微粒子を塗
布しておけば、マイクロカプセル表面で触媒燃焼が起こるため、より確実にマイクロカプ
セル４１を破ることができる。
【００６７】
　（実施例４）
　本実施例では、図４に示すように、本発明の可燃性物質センサーを燃料電池の燃料流路
と燃料タンクとの接続部に設けた場合について説明する。
【００６８】
　燃料電池の燃料流路６４と燃料タンク６３の接続部には、接続バルブの他に燃料極に供
給される燃料の圧力を一定にするための圧力調整バルブを設ける場合がある。本実施例で
は、接続バルブや圧力調整バルブの外壁に塗布する塗料や防錆剤等のコーティング剤に実
施例１に記載のマイクロカプセルを混ぜてコーティングを施した。そうすることで、接続
部で水素漏れが発生した時には、マイクロカプセル表面で触媒燃焼が起こり、その熱によ
ってマイクロカプセルが破れるため、臭気物質が外部に放出される。
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【００６９】
　（実施例５）
　本実施例では、図９に示すように臭気物質放出部材として粉末状のアセトアミドと触媒
微粒子とを混ぜて形成した触媒層を採用した。
【００７０】
　高分子電解質膜６１２が破損して燃料が漏れると、燃料電池の触媒７１で触媒燃焼が起
こる。これにより触媒層の温度が上昇し、同時に水が生成される。その熱と水によりアセ
トアミドが加水分解されて、アンモニアと酢酸が放出される。その臭いによりユーザーあ
るいは周囲にいる人物は、水素漏れを認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施形態における可燃性物質センサーの構成例を示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態における可燃物質センサーの構成例として、作用部を持つ可
燃性物質センサーの一例である。
【図３】本発明の実施の形態におけるマイクロカプセルの構成例を示す概略図である。
【図４】燃料電池の一例を示す概略図である。
【図５】燃料電池システムの一例を示す概略図である。
【図６】本発明の実施の形態における可燃性物質センサーを具備した燃料電池の触媒層を
示す断面図である。
【図７】燃料電池の拡散層を示す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態における可燃性物質センサーを具備した燃料電池の拡散層を
示す断面図である。
【図９】本発明の実施の形態における可燃性物質センサーを具備した燃料電池の触媒層を
示す断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１１　反応部
　２１　支持基材
　３１　作用部
　４１　マイクロカプセル
　５１　臭気物質
　６１　燃料電池
　６１１　酸化剤極
　６１２　高分子電解質膜
　６１３　燃料極
　６２　通気孔
　６３　燃料タンク
　６４　燃料流路
　６５　電極
　６６　酸化剤流路
　６７　拡散層
　６７１　拡散層（酸化剤極）
　６７２　拡散層（燃料極）
　６８　接続部
　６９　触媒層
　７１　触媒
　７２　電解質
　７３　担体
　８１　ＭＰＬ層
　８１１　カーボン微粒子
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　８１２　ＰＴＦＥ樹脂
　９０　可燃性物質センサー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】



(14) JP 2008-134228 A 2008.6.12

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０１Ｍ   8/10    　　　　          　　　　　

(72)発明者  中窪　亨
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
(72)発明者  井原　正二
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
(72)発明者  山本　潤
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
Ｆターム(参考) 2G042 AA01  BB02  BD01  BD04  DA04  DA05  DA07  EA05  FA04  FA08 
　　　　 　　        HA01 
　　　　 　　  2G067 AA22  BB12  CC04 
　　　　 　　  5H026 AA06 
　　　　 　　  5H027 AA06  KK31 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

