
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電解質膜の一方の面にカソード、他方の面にアノードが配され、前記カソードの外側に多
孔性を有し、導電性粒子を含 第一層と前記第一層よりも厚い第二
層とを備えるカソード側のガス拡散層と、前記アノードの外側に多孔性のアノード側のガ
ス拡散層とが配されてなるセル構成を有し、 カソード側のガス拡散層 表
面に沿って酸化剤、 アノード側のガス拡散層表面に沿って燃料がそれぞれ流通される
ことにより発電する燃料電池であって、
前記第二層の気孔の平均孔径は、前記第一層の気孔の平均孔径よりも大きく、
前記第二層に含まれる前記導電性粒子の平均比表面積は、前記第一層に含まれる前記導電
性粒子の平均比表面積よりも小さい
構成であることを特徴とする燃料電池。
【請求項２】

ことを特徴とする請求項１に記載の燃料電池。
【請求項３】

ことを特徴とする請求 に記載の燃料電池。
【請求項４】

10

20

JP 3594533 B2 2004.12.2

み前記カソードに接する

前記 の前記第二層
前記

前記カソード側のガス拡散層の気孔は、繊維状の多孔性基体に導電性粒子を付着させた構
成により形成されている

前記繊維状の多孔性基体はカーボンペーパーであり、前記導電性粒子はカーボン粒子であ
る 項２

前記第一層のカーボン粒子は、ファーネスブラック、或いはファーネスブラックにアセチ



ことを特徴とする請求項３に記載の燃料電池。
【請求項５】
前記第一層

こ
とを特徴とする請求項 ４に記載の燃料電池。
【請求項６】
前記第一層

であること
を特徴とする請求項 ５ に記載の燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は固体高分子型燃料電池や直接メタノール型燃料電池などの燃料電池において、セ
ル内における固体高分子膜の湿潤性と、ガス拡散性を維持するための改良技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
燃料電池は通常、アノード側に水素を含むアノードガス（燃料）、カソード側に酸素を含
むカソードガス（酸化剤）をそれぞれ供給し、水素と酸素を反応させて発電を行う。カソ
ードガスには一般的に空気が用いられる。アノードガスには純水素ガスのほか、天然ガス
やナフサ等の軽質炭化水素などの燃料を改質して水素リッチな改質ガスとしたものが用い
られる。
【０００３】
燃料電池には様々な種類があるが、近年では固体高分子膜を電解質とする固体高分子型燃
料電池（ＰＥＦＣ；Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ）の
研究が積極的になされている。固体高分子型燃料電池は、例えば、フッ素系陽イオン交換
樹脂等からなる電解質の固体高分子膜の両主面をカソードとアノードで挟持し、さらにこ
れを２枚のガス拡散層で挟持したセル構成を持つ。
【０００４】
図７（ａ）は、固体高分子膜付近、カソード、ガス拡散層の部分断面図である。ここにお
いてガス拡散層は、セルロース系などのカーボン繊維にカーボン粒子を付着させた構成を
有しており、固体高分子膜にアノードガス、カソードガスを均一的に拡散させて供給する
働きを持つ（具体的には特開平５－２８３０８２号公報、特開平６－５２８６４号公報、
特開平７－７８６１７号公報等を参照のこと）。
【０００５】
実用的な固体高分子型燃料電池は、このような基本構造を単位セルとして多数積層し、高
出力を得ている。
固体高分子型燃料電池は運転時において、固体高分子膜のイオン導電性を高めて内部抵抗
を下げるためにこれを湿潤させなければならない。このため、例えば燃料電池に供給する
アノードガスを予め加湿し、これによって固体高分子膜を加湿する加湿方式が一般的に採
られている。また、燃料電池の発電反応では固体高分子膜とカソードの接する付近で生成
水が生じるので、この生成水を保持して固体高分子膜を湿潤させる加湿方式を採用する場
合もある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記セル構成では、図７（ｂ）に示すような問題が見られることがある（当
図ではガス拡散層の図示を簡略化している）。すなわち、燃料電池の発電反応によって、
固体高分子膜とカソードの接する付近で発生した生成水が、ガス拡散層を通じてカソード
ガス中に過剰に蒸発してしまい、固体高分子膜が乾燥して内部抵抗が増加し、発電効率が
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レンブラック、膨張黒鉛、繊維状黒鉛の中から選ばれたものを混合してなり、前記第二層
のカーボン粒子は、アセチレンブラック、或いはアセチレンブラックにファーネスブラッ
クを混合してなる

に含まれるカーボン粒子は平均比表面積が１００ｍ 2／ｇ～１０００ｍ 2／ｇで
あり、前記第二層に含まれるカーボン粒子は平均比表面積が１００ｍ 2／ｇ未満である

３または

および第二層からなるカソード側のガス拡散層は、保水量が０．５ｍｇ／ｃｍ
2～１．５ｍｇ／ｃｍ 2、かつ保水密度が０．０５ｇ／ｃｍ 3～０．５ｇ／ｃｍ 3

１～ のいずれか



低下するおそれがある。
【０００７】
これに対し、例えばカーボン繊維に付着させるカーボン粒子の量を増加させたり、カーボ
ン繊維の密度を高めるといった方法により、蒸発を抑制する方法が考えられる。しかしな
がら、この方法は水分蒸発の抑制に対してはある程度有効なものの、今度はかえって保水
量の好ましくない増大を招いてしまう。この結果、水がガス拡散層の気孔（カーボン粒子
の付着したカーボン繊維間の間隙）を閉塞し、固体高分子膜に供給するガスの拡散性が低
下して、これも結果的に発電効率を低下させるおそれにつながる。このようなことは特に
、固体高分子膜が薄い（特に５０μｍ程度に至るほど薄い）場合には当該膜中の水分量が
限られるので、この問題の影響が拡大することが予想され、その対策を早急に講じる必要
がある。
【０００８】
このように、燃料電池の小型化と、その発電効率の維持を両立させるためには、いまだ技
術改良の余地があると考えられる。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は固体高分子型などの燃料
電池において、ガス拡散性と固体高分子膜の湿潤性を良好に保つことにより、安定した発
電が可能な燃料電池を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明は、電解質膜の一方の面にカソード、他方の面にアノ
ードが配され、カソードとアノードの各外側に多孔性のガス拡散層が配されてなるセル構
成を有し、カソード側のガス拡散層表面に沿って酸化剤、アノード側のガス拡散層表面に
沿って燃料がそれぞれ流通されることにより発電する燃料電池であって、カソード側のガ
ス拡散層は、第一層と、当該第一層よりも厚い第二層からなり、第二層の気孔の平均孔径
が第一層の気孔の平均孔径よりも大きい構成とした。
【００１０】
このようなカソード側のガス拡散層は、具体的には、ガス拡散性が第一層よりも第二層で
高く、保水性が第二層よりも第一層で高い構成とすることによって実現できる。このカソ
ード側のガス拡散層は、繊維状の多孔性基体（カーボンペーパーなど）に導電性粒子（カ
ーボン粒子など）を付着させることによって構成することができる。
【００１１】
なお上記「気孔」とは、多孔性基体の繊維間隙、または前記繊維に付着した導電性粒子間
の間隙、或いは前記繊維と前記導電性粒子の間隙によって形成されるものである。また上
記「平均孔径」とは、多孔性基体の繊維間隙、または前記繊維に付着した導電性粒子間の
間隙、或いは前記繊維と前記導電性粒子の間隙の各値を、第一層あるいは第二層のそれぞ
れにおいて平均したものを示す。
【００１２】
前記気孔のサイズは、導電性粒子の付着程度によって決定されるので、この付着程度をガ
ス拡散層で部分的に調整することによって、前記第一層と第二層を形成することができる
。このような気孔の平均孔径は、特開平１０－３５６４４７号公報に開示されているよう
に、例えば島津製ポアサイザ９３１０を用い、公知の水銀圧入法により測定することがで
きる。
【００１３】
このように、カソード側のガス拡散層を構成することによって、平均孔径が比較的小さい
第一層で保水を図って固体高分子膜の湿潤性を保つ一方、平均孔径が比較的大きい第二層
により、良好なガス拡散性を確保することが可能となる。
ここで、前記第一層のカーボン粒子は、ファーネスブラック、或いはファーネスブラック
にアセチレンブラック、膨張黒鉛、繊維状黒鉛から選ばれたものを混合して構成すること
ができ、前記第二層のカーボン粒子は、アセチレンブラック、或いはアセチレンブラック
にファーネスブラックを混合して構成することができる。このように市販されている材料
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を用いることによって、燃料電池の製造が容易になるとともに、コストの低減も図れる。
【００１４】
このようにカソード側のガス拡散層をカーボン粒子と撥水性樹脂からなる多孔性基体で構
成する場合、後述の実施例によって、次の条件のものが、本発明の効果を良好に得るため
に望ましいと考えられる。
すなわち、前記第一層中に含まれるカーボン粒子は平均比表面積が１００ｍ２ ／ｇ～１０
００ｍ２ ／ｇであり、前記第二層中に含まれるカーボン粒子の平均比表面積が１００ｍ２

／ｇ未満であると、比較的大きい比表面積のカーボン粒子を用いることによって、第一層
における保水性が確保され、固体高分子膜の湿潤性を良好に保つことができる。また、比
較的小さい比表面積のカーボン粒子を用いることによって、適切な水切れを確保し、第二
層におけるガスの流通がいっそう良くなる。なお、上記平均比表面積の数値は、本発明の
効果を良好に得るために、本願発明者らによって見い出された値である。
【００１５】
さらに、前記第一層および第二層からなるカソード側のガス拡散層は、保水量が０．５ｍ
ｇ／ｃｍ２ ～１．５ｍｇ／ｃｍ２ 、かつ保水密度が０．０５ｇ／ｃｍ３ ～０．５ｇ／ｃｍ
３ とすることにより、第一層を中心に保水領域を確保することが可能となり、固体高分子
膜の湿潤性を良好に保持することができる。
ここで、「保水量」とは、イオン交換水中で１時間浸漬、煮沸した後、室温まで冷却した
被測定物に保持される水の単位面積当たり重量と定義する。この「単位面積」とは、導電
性保水手段が講じられている領域の単位面積を指す。また「保水密度」とは、保水手段が
講じられた領域の厚みで、前記保水量を除した値、すなわち、保水手段が講ぜられた領域
の体積あたりの保水重量と定義する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
１．実施の形態
以下、本発明の燃料電池の一適用例（固体高分子型燃料電池）について説明する。
１－１．セルユニットの構成
図１は、かかる本実施の形態の固体高分子型燃料電池を構成するセルユニット１０の組立
図である。本図に示すように、セルユニット１０は全体として、カソード側チャネルプレ
ート６０とアノード側チャネルプレート５０との間にセル２０を配した構成を持つ。
【００１７】
セル２０は固体高分子膜２１、電極２２、２３（カソード２２、アノード２３）、カソー
ド側ガス拡散層２４、アノード側ガス拡散層２５等で構成される。なお図１において、ア
ノード２３は固体高分子膜２１の下面側にあるので破線で表示している。
このセル２０のカソード２２側が、ガスケット４０を介してカソード側チャネルプレート
６０に重ねられている。また、アノード２３側はガスケット３０を介してアノード側チャ
ネルプレート５０に重ねられている。これらアノード２２とカソード２３は、触媒担持粒
子（白金担持カーボン）を含んでなるシート状成型体であって、触媒層あるいは反応層な
どと呼ばれる。
【００１８】
カソード２２とカソード側チャネルプレート６０の間、並びにアノード２３とアノード側
チャネルプレート５０との間には、前記各ガス拡散層２４、２５がそれぞれ介挿されてい
る。これら各ガス拡散層２４、２５は、電極２２、２３とチャネルプレート５０、６０と
の電流の流れを確保するものであって集電体層とも称される。
アノード側チャネルプレート５０はフェノール樹脂などの樹脂材料にカーボン粉末を混合
したものを射出成形してなる部材であって、アノード側ガス拡散層２５と対向する面（図
１では下面）において、ｘ方向を長手方向としてｙ方向に一定間隔毎にリブ５６が並設さ
れ、これにより同方向にアノードガス（純水素または水素リッチな改質ガス）を流通させ
るチャネル５５が形成されている。
【００１９】
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なお実施の形態においては、アノードガスは加湿されてセルユニット１０に供給される外
部加湿方式として説明するが、本発明はこれに限定するものではなく、内部加湿方式であ
ってもよい。
カソード側チャネルプレート６０はアノード側チャネルプレート５０とほぼ同様の部材で
あり、当図からは見えないが、カソード側ガス拡散層２４と対向する面において、ｙ方向
を長手方向としてｘ方向に一定間隔毎にリブが並設され、これにより同方向にカソードガ
ス（空気などの酸化剤）を流通させるチャネルが形成されている。
【００２０】
さらに、固体高分子膜２１、ガスケット３０、４０、アノード側チャネルプレート５０、
カソード側チャネルプレート６０には内部マニホールドを形成するために、各主面の四隅
に開孔部６１～６４、４１～４４、２１１～２１４、３１～３４、５１～５４（４４、２
１４、３４、５４は不図示）が設けてあり、このうち開孔部５３、３３、２１３、４３、
６３によりアノード側チャネルプレート５０のチャネル５５にアノードガスが供給され、
開孔部５１、３１、２１１、４１、６１から排出される。また、開孔部５４、３４、２１
４、４４、６４によりカソード側チャネルプレート６０のチャネルにカソードガスが供給
され、開孔部５２、３２、２１２、４２、６２から排出される。
【００２１】
このような各開口部３１、…のうち、カソード側ガス拡散層２４へのカソードガス導入口
としては開口部６４が位置する。
なおセルユニット１０は、実際には高出力の電力が取り出せるように仕切板を介して複数
個積層され、その両端が一対の端板で固定された構成（セルスタック）に組み上げられて
いる。
【００２２】
ここにおいて、本実施の形態の主な特徴はセル２０の構成中にある。次に、固体高分子膜
２１を中心とするセル２０の各構成について詳細に説明する。
１－２．セル構成
固体高分子膜２１は、パーフルオロカーボンスルホン酸などのフッ素系陽イオン交換樹脂
からなる電解質膜であり、ここでは面積１４４ｃｍ２ 、ｘ方向幅１２ｃｍ×ｙ方向長さ１
２ｃｍ×ｚ方向厚さ約５０μｍのサイズに設定されている。
【００２３】
電極２２（２３）は、固体高分子膜２１よりやや小型のカーボンブラックからなる膜状電
極（電極面積１００ｃｍ２ 、ｘ方向幅１０ｃｍ×ｙ方向長さ１０ｃｍ×ｚ方向厚さ２０μ
ｍ）であって、当該電極２２、２３とサイズがほぼ同じカソード側ガス拡散層２４（アノ
ード側ガス拡散層２５）の表面に積層してあり、固体高分子膜２１の主面の中央部分に合
わせて、ホットプレスにより圧着されている。
【００２４】
各ガス拡散層２４、２５は、繊維状の多孔性基体であるカーボンペーパー（例えば厚みが
約２００μｍ）に、撥水性樹脂（テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン共
重合体（ＦＥＰ））が塗布されたのち、この多孔性基体に導電性粒子であるカーボン粒子
が充填された構成を有する。
ここにおいて、図２はカソード側ガス拡散層２４を中心とするセルの部分断面図である。
当図に示されるように本実施の形態の特徴は、カソード側ガス拡散層２４が、固体高分子
膜２１と接する主面側からその厚み方向（ｚ方向）に沿って、平均孔径の比較的小さい（
例えば１０μｍ未満の）第一層２４１と、平均孔径の比較的大きい（例えば１０μｍ以上
の）第二層２４２に分けられている点にある。さらに第一層２４１には平均比表面積が１
００～１０００ｃｍ２ ／ｇのカーボン粒子２４１ｂ、第二層２４２には平均比表面積が１
００ｃｍ２ ／ｇ未満のカーボン粒子２４２ａがそれぞれ含まれている。すなわち、第一層
２４１はカーボン粒子２４１ｂがカーボン繊維２４１ａに付着してなり、これにカーボン
粒子２４２ｂが被覆するように付着して第二層２４２が構成されている。
【００２５】
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このように本実施の形態では、カソード側ガス拡散層２４を厚み方向に沿って平均孔径の
サイズに差を持たせ、層内部のカーボン粒子の比表面積を変化させた構成により、カソー
ド側ガス拡散層２４では、カソードガスの拡散性が第一層２４１よりも第二層２４２で高
く、保水性が第二層２４２よりも第一層２４１で高い構成になっている（詳細を後述する
）。
【００２６】
また、ガス拡散層２４の厚みは従来と変わらない２００μｍとしてあり、このうち第一層
２４１と第二層２４２の厚みは、ここでは一例としてそれぞれ１０μｍと１９０μｍに設
定してある。しかし、本発明はこれに限らず、適宜厚みを調節するようにしてもよい。た
だしこの際、第一層２４１の厚みを第二層２４２の厚みよりも薄くすることに注意する必
要がある。またカソード側ガス拡散層２４の厚みをあまり厚くすると、ガス拡散性が低下
するので、出来れば従来とほぼ同様（２００μｍ前後）の厚みとするのが望ましい。
【００２７】
また、第一層２４１は部分的にカソードガスと直接触れる構成（すなわち第二層２４２を
部分的に設けない構成）にしてもよいが、固体高分子膜２１の湿潤性とカソードガスの拡
散性を得るためには、やはり実施の形態のように第二層２４２と積層するのが望ましい。
１－３．セルの作製方法
ここでは実施の形態のセル２０の作製方法の一例を説明する。
【００２８】
まず固体高分子膜として、フッ素系陽イオン交換樹脂膜（例えば厚み５０μｍのＤｕＰｏ
ｎｔ社製Ｎａｆｉｏｎ１１２膜）を所定の寸法に合わせて用意する。なお固体高分子膜は
フッ素系に限らず、これ以外の陽イオン交換樹脂であってもよい。
カソード側ガス拡散層は、厚さ２００μｍ程度のカーボンペーパーを用意し、これに撥水
性樹脂（ＦＥＰ）を１６ｗｔ％で含むアルコール分散溶液に含浸させたのち、約３８０℃
で１時間焼成することにより作製する。
【００２９】
ここで上記カーボンペーパーとしては、石油ピッチ系、ポリアクリロニトリル系、セルロ
ース系などのカーボン繊維で、市販されているカーボンペーパー（例えば東レＴＧＰ－Ｈ
－０６０）を用いることができる。カーボン繊維の取りうる間隙のサイズによって、ガス
拡散層の平均孔径の値が変わってくるが、例えば上記したカーボンペーパー（東レＴＧＰ
－Ｈ－０６０）を用いると、実施の形態と同様の平均孔径（第一層２４１は１０μｍ未満
、第二層２４２は１０μｍ以上の平均孔径）を有するガス拡散層を作製することができる
。
【００３０】
また撥水性樹脂としてはフッ素樹脂が好適であり、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦ
Ｅ、例えばデュポン社製テフロン）、パーフルオロカーボンスルホン酸（例えばデュポン
社製ナフィオン（Ｎａｆｉｏｎ））、テトラフルオロエチレンーペルフルオロアルキルビ
ニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン
共重合体（ＦＥＰ）、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、ポリフッ化ビニ
リデン（ＰＶＤＦ）、ポリフッ化ビニル（ＰＶＦ）、テトラフルオロエチレンーエチレン
共重合体（ＥＴＦＥ）等から選んだものを用いることができる。
【００３１】
このように撥水性樹脂をカーボンペーパーに付着させたら、次に平均比表面積が１００ｍ
２ ／ｇ未満（一例として、具体的には約６８ｍ２ ／ｇのカーボン粒子（例えば電気化学工
業製デンカブラック、平均粒子径４２ｎｍ）およびＰＴＦＥディスパージョンを混合して
なるスラリー（カーボン粒子：ＰＴＦＥ＝１０：１１の重量混合比）を、前記カーボンペ
ーパーの片主面にブレード板を用いて均一かつ平坦に塗布し含浸させる。そして室温で乾
燥させる。第二層の厚みはブレード板で塗布するスラリーの量によって調整する。
【００３２】
次に第一層を形成する。第一層は、まず平均比表面積が１００ｍ 2／ｇ以上（一例として
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、具体的には約９５０ｍ 2／ｇ）のカーボン粒子（例えばＡＫＺＯ製ケッチェンブラック
ＥＣ、平均粒子径３０ｎｍ）およびＰＴＦＥディスパージョンを混合してなるスラリー（
カーボン粒子：ＰＴＦＥ＝１０：１１の重量混合比）を作製し、これを再びブレード板を
用いて前記第 層を作製したカーボンペーパー表面に重ねて塗布し、室温で乾燥させた後
、加熱処理を行う（例えば３６０℃で２時間程度）。
【００３３】
これにより、カソード側ガス拡散層の第一層および第二層が作製される。
なお、カーボン粒子のサイズは直径がせいぜい数十μｍと多孔性基体の繊維の太さに比べ
て極めて小さいが、カーボン粒子の付着程度によってガス拡散層の気孔の平均孔径のサイ
ズを調整することができる。
なお、上記第一層に用いるカーボン粒子は、基本的に平均比表面積が１００ｍ２ ／ｇ以上
であればよいが、実際には粒子の分散性の点から、平均比表面積の上限値は１０００ｍ２

／ｇ以下が望ましいと思われる。また第二層に用いるカーボン粒子の平均比表面積は、１
００ｍ２ ／ｇ未満であればよいが、これも実際には５０ｍ２ ／ｇ程度が下限として望まし
いと思われる。
【００３４】
アノード側ガス拡散層は、厚さ２００μｍ程度のカーボンペーパーを用い、これに撥水性
樹脂（ＦＥＰ）を１６ｗｔ％で含むアルコール分散溶液に含浸させたのち、約３８０℃で
１時間程度焼成することにより作製する。カーボンペーパーおよび撥水性樹脂は、両方と
も前述したカソード側ガス拡散層と同様のものを使用することができる。
【００３５】
このように作製した各ガス拡散層の表面に、白金担持カーボン（Ｐｔ／Ｃ）：Ｎａｆｉｏ
ｎ：ＰＴＦＥの重量比が１００：２０：５になるように調整したスラリーを塗布し、これ
を乾燥させて、ガス拡散層上に厚み約２０μｍの触媒層（アノードおよびカソード）を形
成する。次に、これを加熱乾燥（例えば８０℃で６０分）させ、溶媒として含まれるアル
コール類を揮発除去する。
【００３６】
以上のようにして作製した各構成要素を、アノード側ガス拡散層、アノード、固体高分子
膜、カソード、カソード側ガス拡散層の順に積層し、ホットプレス処理（１５０℃、５０
ｋｇ／ｃｍ２ 、６０ｓｅｃ）によって一体化する。
これによりセル２０が完成される。
１－４．燃料電池の動作と本実施の形態の効果
このような固体高分子型燃料電池の稼働時においては、当該燃料電池にアノードガスとし
て加湿した水素ガス、カソードガスとして空気を供給する。これにより、アノード側に供
給されるアノードガスの水素はプロトン（Ｈ２ →２Ｈ＋ ＋２ｅ－ ）となり、水和した状態
で固体高分子膜２１中をカソード２２側へ移動する。一方、カソード側に供給されるカソ
ードガスの酸素は固体高分子膜２１中を移動してき　たプロトンと化合して水を生じる（
２Ｈ＋ ＋２ｅ－ ＋１／２Ｏ２ →Ｈ２ Ｏ）。
【００３７】
この化学反応機構（発電反応）によって生成する水、またはこれに加えてアノードガスと
ともにセルユニット１０に供給される加湿水により、固体高分子膜２１は湿潤状態になり
、その内部抵抗が低下して導電性を呈する。一方、固体高分子膜２１からは電極２２、２
３を介し、主にカソードガス中に水分が蒸発する。固体高分子膜２１の湿潤度は、これら
の加湿水、生成水、蒸発水のバランスによって定まる。
【００３８】
ところで従来はこのような燃料電池の稼働中、前記図７（ｂ）の従来セルの部分断面図に
示すように、カーボン繊維とカーボン粒子からなるガス拡散層によって、カソード付近で
発生した生成水がカソードガス中に過剰に蒸発する傾向があった。このようなことは、セ
ルの温度に対し、燃料または酸化剤の加湿温度が低い場合などに特に顕著にみられるもの
であって、カソード周辺の反応領域（いわゆる「三相界面」と呼ばれる電解質と触媒と空
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気がなす界面）では、固体高分子膜の水分がガス中に過剰蒸発し、膜の導電性が低下して
発電効率に悪影響を招くことがあった。また、カソード側に外部より供給されるカソード
ガスの量が多い場合（低酸化剤利用率時）にも、燃料電池内部に取り込まれるカソードガ
スの流速が比較的速くなり、ガス拡散層およびカソードを通して固体高分子膜から蒸発す
る水分量が多くなる場合があった。
【００３９】
さらに、過剰な水分蒸発は生成水のみならず、上記発電反応において、プロトンに随伴し
て移動する移動水も大量蒸発させ、これも発電効率を悪くする原因となることもあった。
これらの問題に対して、まず想定されるのが、ガス拡散層に用いるカーボン繊維の密度を
高くしたり、カーボン粒子の充填率を高めるといった対策である。しかし、この技術では
、ガス拡散層を流通して外気に蒸発する水分が少なくなるために、固体高分子膜の保水性
については改善されるものの、ガス拡散層の密度が高まるぶん、固体高分子膜に供給され
るカソードガスまでがガス拡散層中を通りにくくなり、膜に十分に供給できずにやはり発
電効率を下げてしまう原因となりうる。
【００４０】
このような方法では、固体高分子膜の良好な保水性と十分なガス拡散性とを両立させるの
は困難であると考えられる。
これに対して本実施の形態は、カソード側ガス拡散層２４を、保水性に優れる第一層２４
１と、ガス拡散性に優れる第二層２４２の積層構造で構成することによって、以下のよう
な作用をなすことにより、保水性とガス拡散性を両立することができる。
【００４１】
すなわち本実施の形態では、まず図３のセル部分断面図に示すように、平均孔径が１０μ
ｍ以上と比較的大きな気孔を有する第二層２４２において、カソードガスが取り込まれる
。当該第二層２４２では前記気孔と、比較的小さい平均比表面積（１００ｍ２ ／ｇ未満）
のカーボン粒子２４２ａおよびカーボン繊維２４２ａのなす網目構造によって、取り込ま
れたカソードガスが広く第二層２４２中に広がり、上記のように層全体の充填密度を高め
たガス拡散層に比べ、格段に良好なガス拡散が行われる（なお、当図ではガスの流れを分
かり易くするためにガス拡散層の図示を簡略化している）。
【００４２】
次に、第一層２４１においては図４のセル部分断面図に示すように、平均孔径が１０μｍ
未満と比較的小さい気孔を有する第一層２４１において、発電反応による生成水が毛細管
現象により当該第一層２４１に滲み込み、長期間にわたって滞留することができる。この
水分の滞留により、ガス拡散層２４に取り込まれたカソードガスは第一層２４１において
湿潤され、固体高分子膜２１に到達する時点ではある程度の水分を有するガスとなる。こ
れにより、固体高分子膜２１からカソードガスへの水分蒸発が抑制されるといった効果も
得られる。さらに、上記毛細管現象の浸透作用による水分保持は、比較的大きい平均比表
面積（１００ｍ２ ／ｇ以上１０００ｍ２ ／ｇ以下）を有するカーボン粒子２４１ｂの凹凸
表面によっても行われ、総じて第一層２４１では良好な水分保持がなされることとなる。
また、本実施の形態ではカソード側ガス拡散層２４自体の厚みが従来と変わらない厚みで
構成され、かつ第一層２４１が第二層２４２よりも薄く作製されているので、第一層２４
１では保水性を確保しながらも適切なガス拡散性が奏される。
【００４３】
ところで燃料電池では、カソード側に外部より供給されるカソードガスの量が少ない場合
（高酸化剤利用率時）には、燃料電池内部のカソードガスの流速低下に伴い、カソード側
のガス拡散層に生成水が過剰に滞留しやすくなる。しかしながら本実施の形態では、第一
層２４１において保水性を確保しながらも、第一層２４１の厚みを第二層２４２よりも薄
く作製されているので、保水密度の増加が抑制され、過剰の水がガス拡散層にたまるのが
回避される。
【００４４】
なお前述したように、ここで言う「保水量」とは、イオン交換水中で１時間浸漬、煮沸し
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た後、室温まで冷却した被測定物に保持される水の単位面積（導電性保水手段が講じられ
ている単位面積）当たり重量と定義する。また「保水密度」とは、保水手段が講じられた
領域の厚みで、前記保水量を除した値、すなわち、保水手段が講ぜられた領域の体積あた
りの保水重量と定義する。
【００４５】
このように本実施の形態では、カソード側ガス拡散層を二つの異なる性質の層、すなわち
保水性確保のための層（第一層）と、ガス拡散性確保のための層（第二層）を積層するこ
とにより、従来は困難と考えられていたこれら両特性の実現を可能にしている。
２．性能比較実験
２－１．各セルの作製
本発明の効果を確認するため、１－３のセル作製方法と、次に示す表１のデータに基づい
て、実施例および比較例、従来例の各セルを作製した。なお表１中の「第一層塗布量」と
「第二層塗布量」の単位はともにｍｇ／ｃｍ２ である。
【００４６】
【表１】
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２－１－１．実施例の作製
ここではカソード側ガス拡散層の作製方法について述べる。
多孔性基体（繊維状カーボン、東レＴＧＰ－Ｈ－６０、厚み２００μｍ）に、撥水性樹脂
（テトラフルオロエチレン -ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ＦＥＰ）の１６ｗｔ％
アルコール溶液を含浸させたのち、３８０℃で１時間熱処理し、所定寸法に成形して、カ
ソード側多孔性基体 片面に 塗布、含浸させ、室温で乾燥させた（第二層）。こ
の後、前記塗布面に、ケッチェンブラックＥＣ（ＡＫＺＯ製）、ＰＴＦＥディスパージョ
ンを混合したスラリーを塗布、含浸させた（第一層）。具体的な第一層および第二層の塗
布重量は、表 1に示す。
【００４７】
また、作製した多孔性基体の保水量と保水密度も同様にして表１に示す。
これにより、４種類の実施例のセルを作製した。
２－１－２．比較例の作製
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比較例のカソード側ガス拡散層としては、実施例と同様に二層構造のカソード側ガス拡散
層を作製した。比較例における第一層および第二層の塗布量、及び作製した多孔性基体の
保水量及び保水密度は、それぞれ表１の通りである。
【００４８】
これにより、８種類の比較例のセルを作製した。
２－１－３．従来例の作製
従来例のカソード側ガス拡散層は、第一層、第二層の区別なく単一層構造とし、表１に示
す重量のデンカブラック（電気化学工業製）、ＰＴＦＥディスパージョンを混合したスラ
リーを多孔性基体の両面に塗布すること以外は、実施例と同様に作製したカソード側多孔
性基体を用い、多孔性基体の保水量と保水密度は、表１に示す通りとなるように、図３の
構成と同様のセルを作製した。
【００４９】
これにより、１種類の従来例のセルを作製した。
２－２．性能比較実験と考察
以上のように作製した実施例、比較例、従来例の各セル（合計１３セル）について、以下
の条件で酸化剤利用率の安定性、および特性を測定した。
２－２－１．酸化剤利用率特性の測定実験と考察
カソードガス中の酸化剤の利用率を変化させたときのセル電圧の変化を調べるため、実施
例１～４と比較例１～４および従来例について、酸化剤利用率に対するセル電圧の関係を
調べた。酸化剤利用率の調整は、燃料電池に供給するカソードガスの流速を調整すること
によって行った。
【００５０】
具体的な試験条件は以下の通りで行った。
電流：４００ｍＡ／ｃｍ２

燃料：水素（燃料利用率５０％、加湿温度８０℃）
酸化剤（カソードガス）：空気（無加湿）
温度：７０℃
この実験結果を図５に示す。
【００５１】
当図に示すように、燃料電池内のカソードガスの流速が速く、比較的固体高分子膜の湿潤
性が失われやすい低酸化剤利用率時（酸化剤利用率２０～５０％）から、カソードガスの
流速が比較的遅く、固体高分子膜の湿潤性が高まりやすい（凝縮水が停滞しやすい）高酸
化利用率時（酸化剤利用率時５０～７０％）の広範囲にかけて、実施例１～４は、比較例
１～４と従来例に比べ、セル電圧が安定して高く維持されるという結果が得られた。
【００５２】
セルの乾燥が生じやすい低酸化剤利用率の領域において、比較例１、２と従来例のセル電
圧が低くなった原因としては、これらの保水量が０．４ｇ／ｃｍ２ または０．１ｇ／ｃｍ
２ と小さいので、局所的な乾燥が生じやすいことが考えられる。なお、従来例は、保水密
度も小さく乾燥しやすい。
一方、凝縮水の停滞が発生しやすい高酸化剤利用率の領域において、比較例３、４と従来
例のセル電圧が特に低くなった原因としては、これらの保水密度が、０．０４ｍｇ／ｃｍ
３ または０．０２ｇ／ｃｍ３ と小さいため、ガス拡散層付近に凝縮水が停滞してしまい、
ガス拡散性が低下することと考えられる。以上、実施例１～４のいずれも優れた酸化剤利
用率特性を有することが明らかにされている。
【００５３】
これに対して、実施例１～４と比較例１、２は保水密度が０．０５ｇ／ｃｍ３ または０．
５０ｇ／ｃｍ３ とより大きいので、固体高分子膜の発電効率（詳しくはイオン導電性）が
保たれ、当図に示されるような良好なセル電圧が発揮されたものと考えられる。特に実施
例１～４は、０．５ｍｇ／ｃｍ２ ～１．５ｍｇ／ｃｍ２ の大きい保水量を有しているので
、前記高い保水密度と相まって固体高分子膜の湿潤性を保ちながら、凝縮水がガス拡散層
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付近に停滞することなく、良好なガス拡散性が維持される。
【００５４】
２－２－２．寿命特性の測定実験と考察
次に作製した各セルを用いて、セルの寿命特性を測定した。試験条件は以下の通りとした
。
電流：４００ｍＡ／ｃｍ２

燃料：水素（燃料利用率５０％、加湿温度８０℃）
酸化剤（カソードガス）：空気（酸化剤利用率５０％、無加湿）
温度：７０℃
この実験結果を図６に示す。当図に示すように、実施例１～４はいずれも比較例５～８と
従来例に比べ、経時的なセル電圧の低下が小さくとどまった。これは実施例１～４のカソ
ード側ガス拡散層において、適切な保水性とガス拡散性の両方が確保されているのに対し
、比較例５、６は保水密度が過大であり、実施例７、８は保水量が過大である。このため
、比較例５、６では主に第一層で過剰な保水が進行し、ガス拡散性が低下し、セル電圧の
低下が大きくなったと考えられる。一方、実施例７、８では第二層を含めて、保水過多の
ためガス拡散性が低下し、セル電圧の低下が大きくなったと考えられる。
【００５５】
以上の性能比較実験を鑑みると、第一層および第二層からあなるカソード側ガス拡散層は
、保水量を０．５ｍｇ／ｃｍ２ ～１．５ｍｇ／ｃｍ２ 、かつ保水密度を０．０５ｍｇ／ｃ
ｍ３ ～０．５ｍｇ／ｃｍ３ とすることにより、最大限の効果が得られることが明らかであ
る。
３．その他の事項
上記実施の形態では、カソードガスとアノードガスの流れがｘｙ方向で直交するセルユニ
ットに基づいて説明したが、セルユニットの構成はこれに限定せず、例えば各ガスの流れ
が平行な構成のセルユニットであってもよい。また各ガスの流れはこれ意外であってもよ
い。
【００５６】
また本発明は、実施の形態で挙げた構成よりも固体高分子膜が薄い（特に５０μｍ程度に
至るほどの厚み）場合に適用すれば、少ない水分量でも固体高分子膜中のイオン導電性を
確保できるので、本発明により保湿効果を得ることによって、いっそう発電効率を向上さ
せることが可能となる。
なお、カソード側ガス拡散層の第一層と第二層は、実施の形態のようにカソード側に第一
層を接触させ、これに第二層を積層する構成に限らず、第一層と第二層との間に中間層を
設けた構成であってもよい。
【００５７】
【発明の効果】
以上のことから明らかなように、本発明は電解質膜の一方の面にカソード、他方の面にア
ノードが配され、カソードとアノードの各外側に多孔性のガス拡散層が配されてなるセル
構成を有し、カソード側のガス拡散層表面に沿って酸化剤、アノード側のガス拡散層表面
に沿って燃料がそれぞれ流通されることにより発電する燃料電池であって、カソード側の
ガス拡散層は、第一層と、当該第一層よりも厚い第二層からなり、第二層の気孔の平均孔
径が第一層の気孔の平均孔径よりも大きい構成を有することから、平均孔径の小さな第一
層で保水性を確保し、電解質膜の湿潤性を確保することができる。そして、第二層におい
てはカソードガスのガス拡散性を発揮するといった効果が奏される。こうしたことから、
本発明では良好な発電性能の燃料電池を得ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態の固体高分子型燃料電池を構成するセルユニットの組立図である。
【図２】実施の形態のセル周辺構成の断面図である。
【図３】ガス拡散層（第二層）にガスが拡散する様子を示すセル周辺構成の断面図である
。
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【図４】ガス拡散層（第一層）が保水作用をなす様子を示すセル周辺構成の断面図である
。
【図５】セル電圧と酸化剤利用率の関係を示すグラフである。
【図６】セル電圧の経時変化の様子を示すグラフである。
【図７】従来のセル周辺構成の断面図である。
（ａ）はカーボン粒子とカーボン繊維の様子を示す図である。
（ｂ）はガス拡散層から過剰な水分蒸発が発生する様子を示す図である。
【符号の説明】
１０　　セルユニット
２０　　セル
２１　　固体高分子膜
２４　　カソード側ガス拡散層
２５　　アノード側ガス拡散層
２４１　　　　第一層
２４２　　　　第二層
２４２ａ　　カーボン繊維
２４１ｂ、２４２ｂ　　カーボン粒子
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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