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(57)【要約】
【課題】触媒担持炭素材料の分散性が良好で低粘度であ
り、保存安定性やプロトン伝導性ポリマーの吸着率に優
れ、塗工性を備えた燃料電池用水性触媒ペースト組成物
及び触媒インキ組成物を提供する。また、塗工した際の
塗工ムラの発生が極めて少なく、プロトン伝導性ポリマ
ーが均一に分布した燃料電池用触媒層と、燃料電池用触
媒電極と、電池性能に優れた燃料電池を提供する。
【解決手段】触媒担持炭素材料と、芳香環または脂肪族
骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体
（ａ１）：１０〜９０質量％、酸性官能基を有するエチ
レン性不飽和単量体（ａ２）：１０〜９０質量％、及び
（ａ１）および（ａ２）以外のエチレン性不飽和単量体
（ａ３）：０〜８０質量％（但し、（ａ１）、（ａ２）
および（ａ３）の合計を１００質量％とする。）を共重
合して得られる水性樹脂型分散剤（Ａ）と、水性液状媒
体とを含有する燃料電池用水性触媒ペースト組成物。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
触媒担持炭素材料と、水性樹脂型分散剤（Ａ）と、水性液状媒体とを含有する燃料電池
用水性触媒ペースト組成物であって、
水性樹脂型分散剤（Ａ）が下記単量体を共重合して得られる共重合体である燃料電池用
水性触媒ペースト組成物。
芳香環または脂肪族骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）：
１０〜９０質量％
酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量体（ａ２）：１０〜９０質量％
前記（ａ１）および（ａ２）以外のエチレン性不飽和単量体（ａ３）：０〜８０質量％
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（但し、前記（ａ１）、（ａ２）および（ａ３）の合計を１００質量％とする。）
【請求項２】
水性樹脂型分散剤（Ａ）の酸性官能基の少なくとも一部が、塩基性化合物で中和されて
なる請求項１記載の燃料電池用水性触媒ペースト組成物。
【請求項３】
請求項１または２記載の燃料電池用水性触媒ペースト組成物と、バインダーを含んでな
る燃料電池用水性触媒インキ組成物。
【請求項４】
バインダーが、プロトン伝導性ポリマーである請求項３記載の燃料電池用水性触媒イン
キ組成物。
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【請求項５】
請求項３または４記載の燃料電池用水性触媒インキ組成物から形成されてなる燃料電池
用触媒層。
【請求項６】
請求項５記載の燃料電池用触媒層と、導電性支持体とを具備してなる燃料電池用触媒電
極。
【請求項７】
固体高分子電解質膜と、請求項６記載の燃料電池用触媒電極を具備してなる燃料電池用
電極膜接合体。
【請求項８】
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請求項６記載の燃料電池用触媒電極または請求項７記載の燃料電池用電極膜接合体のう
ち少なくともいずれかを具備してなる燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、燃料電池用の水性触媒ペースト組成物、触媒インキ組成物に係り、それらを
用いた触媒層及びそれらを具備する触媒電極ならびに電極膜接合体および燃料電池に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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燃料電池は、電気化学システムを用いて化学エネルギーを電気エネルギーに直接変換で
きるシステムであり、高効率であるため次世代エネルギーとして期待されている。燃料電
池には、ガス燃料としての水素や液体燃料としてのメタノール等を利用する固体高分子形
燃料電池がほか、負極活物質として金属を用いる金属‐空気電池が知られている（金属‑
空気電池は、金属を負極側に補給することにより放電性能を維持することができるため、
広義には燃料電池の１種として捉えることができる）。中でも、固体高分子形燃料電池は
作動温度が低く、高効率である点から自動車用、定置用、小型モバイル用等に活発に開発
が進められている。
【０００３】
固体高分子形燃料電池は、固体高分子電解質膜を挟んで、対面するように負極触媒層と
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正極触媒層が設けられており、該触媒層の表面にガス拡散性を有する導電性支持体が積層
された電極膜接合体が用いられている。負極及び正極の触媒層は、一般的には、触媒を担
持した炭素材料等をはじめとする触媒担持炭素材料とプロトン伝導性ポリマー、分散媒よ
りなる触媒インキ組成物を用いて形成される。
【０００４】
触媒担持炭素材料等を分散媒へ分散して組成物とする際は、触媒担持炭素材料が凝集を
引き起こし易いため、組成物中の分散安定性を高める必要があり、また、これら組成物を
塗工する場合、触媒の凝集が起こると好適な電極膜を得ることができず、電流量の低下や
起電力の低下を引き起こしてしまうという問題がある。これら問題を解決するため、従来
より、種々の技術が提案されている（特許文献１〜６参照）が、これを解決する手段が見
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出せていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８−２５９８７３号公報
【特許文献２】特開２００３−４５４３７号公報
【特許文献３】特開２００３−４５４４０号公報
【特許文献４】特開２００８−４１５１４号公報
【特許文献５】特開２００８−４７４０１号公報
【特許文献６】ＷＯ２０１３／０１４９１０
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、触媒担持炭素材料の分散性が良好で低粘度であり、
保存安定性やプロトン伝導性ポリマーの吸着率に優れ、塗工性を備えた燃料電池用水性触
媒ペースト組成物及び触媒インキ組成物を提供することである。また、これらの組成物を
用いることにより、塗工した際の塗工ムラ発生しにくく、プロトン伝導性ポリマーが均一
に分布した燃料電池用触媒層と、それを具備する燃料電池用触媒電極ならびに燃料電池用
電極膜接合体と、電池性能に優れた燃料電池を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明者らは、前記諸問題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。
第一の発明は、触媒担持炭素材料と、水性樹脂型分散剤（Ａ）と、水性液状媒体とを含
有する燃料電池用水性触媒ペースト組成物であって、
水性樹脂型分散剤（Ａ）が下記単量体を共重合して得られる共重合体である燃料電池
用水性触媒ペースト組成物に関する。
芳香環及び脂肪族骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）：１
０〜９０質量％
酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量体（ａ２）：１０〜９０質量％
前記（ａ１）および（ａ２）以外のエチレン性不飽和単量体（ａ３）：０〜８０質量％
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（但し、前記（ａ１）、（ａ２）および（ａ３）の合計を１００質量％とする。）
第二の発明は、水性樹脂型分散剤（Ａ）の酸性官能基の少なくとも一部が、塩基性化合
物で中和されてなる上記燃料電池用水性触媒ペースト組成物に関する。
第三の発明は、上記燃料電池用水性触媒ペースト組成物と、バインダーを含んでなる燃
料電池用水性触媒インキ組成物に関する。
第四の発明は、上記バインダーがプロトン伝導性ポリマーである燃料電池用水性触媒イ
ンキ組成物に関する。
第五の発明は、上記燃料電池用水性触媒インキ組成物から形成されてなる燃料電池用触
媒層に関する。
第六の発明は、上記燃料電池用触媒層と、導電性支持体とを具備してなる燃料電池用触
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媒電極に関する。
第七の発明は、固体高分子電解質膜と、上記燃料電池用触媒電極を具備してなる燃料電
池用電極膜接合体に関する。
第八の発明は、上記燃料電池用触媒電極または上記燃料電池用電極膜接合体のうち少な
くともいずれかを具備してなる燃料電池に関する。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、触媒担持炭素材料の分散性が良好で低粘度であり、優れた保存安定性
、塗工性を備えた燃料電池用水性触媒ペースト組成物及び触媒インキ組成物を提供するこ
とが可能となるため、これらの組成物を用いることにより、塗工した際の塗工ムラの発生
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が極めて少なく、プロトン伝導性ポリマーが均一に分布した燃料電池用触媒層と、それを
具有する燃料電池用燃料電池用触媒電極もしくは燃料電池用電極膜接合体を得ることが可
能となる。したがって、電池性能に優れた燃料電池を提供することが可能となる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、詳細に本発明について説明する。尚、本明細書では、「燃料電池用水性触媒ペー
スト組成物」を、「触媒ペースト組成物」あるいは「ペースト組成物」、「燃料電池用水
性触媒インキ組成物」を「触媒インキ組成物」あるいは「インキ組成物」ということがあ
る。また、これら「燃料電池用水性触媒ペースト組成物」と「燃料電池用水性触媒インキ
組成物」を併せて、単に「組成物」ということがある。また、「水性樹脂型分散剤」を「
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樹脂型分散剤」あるいは「樹脂」ということがある。
【００１０】
＜燃料電池用水性触媒ペースト組成物＞
本発明の燃料電池用水性触媒ペースト組成物は、少なくとも触媒担持炭素材料と、水性
樹脂型分散剤（Ａ）と、水性液状媒体とを含有するものである。触媒担持炭素材料、水性
樹脂型分散剤、及び水性液状媒体の割合は、特に限定されるものではなく、広い範囲内で
適宜選択され得る。
【００１１】
水性樹脂型分散剤の含有量は、触媒ペースト組成物中の触媒担持炭素材料に対し、好ま
しくは０．０１〜２５質量％、より好ましくは０．０２〜１０質量％である。この範囲の
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含有量とすることにより、触媒担持炭素材料の分散安定性を十分に達成できると同時に、
触媒担持炭素材料の凝集を効果的に防止でき、かつ触媒層表面へ水性樹脂型分散剤の析出
を防止できる。
【００１２】
また、水性液状媒体は、触媒ペースト組成物を１００質量％としたとき、好ましくは６
０〜９９質量部％、より好ましくは６５〜９７質量％である。
【００１３】
＜触媒担持炭素材料＞
本発明で用いられる触媒担持炭素材料とは、触媒粒子が、触媒担時体としての炭素材料
上に担持してなるものを指し、公知もしくは市販のものが挙げられる。

40

【００１４】
触媒粒子とは、負極においては燃料となるガスもしくは液体を酸化することで、Ｈ+イ
オン（プロトン）と電子（ｅ‑）を発生し、正極においては、酸化剤となるガスもしくは
液体を還元できるものであれば特に限定されないが、典型的には白金もしくは白金以外の
金属、あるいはそれらの合金が使用される。白金以外の金属としては、遷移金属が好まし
く、遷移金属としては、鉄、コバルト、ニッケル、クロム、銅、マンガン、チタン、ジル
コニウム、バナジウム、パラジウム、ルテニウム及び亜鉛から選択される１種以上がより
好ましく例示される。合金に使用される金属としては、特に限定されないが、先に例示し
た遷移金属から選択される１種以上が好ましく、この中でも、特に、正極触媒としては、
白金−コバルト合金が好ましく、負極触媒としては、白金−ルテニウム合金が好ましい。
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【００１５】
触媒粒子の炭素材料上への担持率は限定的ではない。触媒粒子として白金を用いた場合
は、触媒粒子１００質量％に対して、通常１〜７０質量％程度までの担持が可能である。
【００１６】
本発明における触媒担持体としての炭素材料は、無機材料由来の炭素粒子および／また
は有機材料を熱処理して得られる炭素粒子であれば特に限定されない。
無機材料由来の炭素粒子としては、カーボンブラック（ファーネスブラック、アセチレ
ンブラック、ケッチェンブラック、ミディアムサーマルカーボンブラック）、活性炭、黒
鉛、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、カーボンナノホーン、グラフェン
ナノプレートレット、ナノポーラスカーボン、炭素繊維等が挙げられる。炭素材料は、種
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類やメーカーによって、粒子径、形状、ＢＥＴ比表面積、細孔容積、細孔径、嵩密度、Ｄ
ＢＰ吸油量、表面酸塩基度、表面親水度、導電性など様々な物性やコストが異なるため、
使用する用途や要求性能に合わせて最適な材料を選択される。
熱処理して炭素粒子となる有機材料としては、熱処理後炭素粒子となる材料であれば特
に限定されない。具体的な有機材料としては、フェノール系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポ
リアミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリアクリロニトリル系樹脂、ポリアニリン
系樹脂、フェノールホルムアルデヒド樹脂系樹脂、ポリイミダゾール系樹脂、ポリピロー
ル系樹脂、ポリベンゾイミダゾール系樹脂、メラミン系樹脂、ピッチ、褐炭、ポリカルボ
ジイミド、バイオマス、タンパク質、フミン酸等やそれらの誘導体などが挙げられる。
これら炭素材料は、一種類または二種類以上で用いられる。
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【００１７】
市販の炭素材料としては、例えば、
ケッチェンブラックＥＣ−３００Ｊ、及びＥＣ−６００ＪＤ等のアクゾ社製ケッチェン
ブラック；
トーカブラック＃４３００、＃４４００、＃４５００、及び＃５５００等の東海カーボ
ン社製ファーネスブラック；
プリンテックスＬ等のデグサ社製ファーネスブラック；
Ｒａｖｅｎ７０００、５７５０、５２５０、５０００ＵＬＴＲＡIII、５０００ＵＬＴ
ＲＡ、Ｃｏｎｄｕｃｔｅｘ ＳＣ ＵＬＴＲＡ、９７５ ＵＬＴＲＡ、ＰＵＥＲ ＢＬＡＣＫ
１００、１１５、及び２０５等のコロンビヤン社製ファーネスブラック；
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＃２３５０、＃２４００Ｂ、＃２６００Ｂ、＃３００５０Ｂ、＃３０３０Ｂ、＃３２３
０Ｂ、＃３３５０Ｂ、＃３４００Ｂ、及び＃５４００Ｂ等の三菱化学社製ファーネスブラ
ック；
ＭＯＮＡＲＣＨ１４００、１３００、９００、ＶｕｌｃａｎＸＣ−７２Ｒ、及びＢｌａ
ｃｋＰｅａｒｌｓ２０００等のキャボット社製ファーネスブラック；
Ｅｎｓａｃｏ２５０Ｇ、Ｅｎｓａｃｏ２６０Ｇ、Ｅｎｓａｃｏ３５０Ｇ、及びＳｕｐｅ
ｒＰ−Ｌｉ等のＴＩＭＣＡＬ社製ファーネスブラック；
デンカブラック、デンカブラックＨＳ−１００、ＦＸ−３５等の電気化学工業社製アセ
チレンブラック；
ＶＧＣＦ、ＶＧＣＦ−Ｈ、ＶＧＣＦ−Ｘ等の昭和電工社製カーボンナノチューブ；
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名城ナノカーボン社製カーボンナノチューブ；
ｘＧｎＰ−Ｃ−７５０、ｘＧｎＰ−Ｍ−５等のＸＧＳｃｉｅｎｃｅｓ社製グラフェンナ
ノプレートレット；
Ｅａｓｙ−Ｎ社製ナノポーラスカーボン；
カイノール炭素繊維、カイノール活性炭繊維などの群栄化学工業社製炭素繊維；
等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００１８】
市販の触媒担持炭素材料としては、例えば、
ＴＥＣ１０Ｅ５０Ｅ、ＴＥＣ１０Ｅ７０ＴＰＭ、ＴＥＣ１０Ｖ３０Ｅ、ＴＥＣ１０Ｖ５
０Ｅ、ＴＥＣ６６Ｅ５０等の白金担持炭素粒子；
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ＴＥＣ６６Ｅ５０、ＴＥＣ６２Ｅ５８等の白金−ルテニウム合金担持炭素粒子；
をいずれも田中貴金属工業社より購入することができるが、これらに限定されるもので
はない。
【００１９】
＜水性樹脂型分散剤＞
本発明において使用する水性樹脂型分散剤（Ａ）は、触媒担持炭素材料に対して分散剤
として有効に機能し、その凝集を緩和することができる。
本発明における水性樹脂型分散剤（Ａ）は、芳香環、及び脂肪族骨格の少なくとも一方
を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）と、酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量
体（ａ２）と、を必須成分とする共重合体である。

10

水性樹脂型分散剤（Ａ）は、酸性官能基の少なくとも一部を塩基性化合物で中和したも
のであることが好ましい。
【００２０】
中和に使用される塩基性化合物としては、下記のものが挙げられる。
例えば、アンモニア水、ジメチルアミノエタノール、ジエタノールアミン、トリエタノ
ールアミン等の各種有機アミン、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化カリウム等
のアルカリ金属の水酸化物等の無機アルカリ剤等を使用することができる。上記したよう
な共重合体は、水性液状媒体中に、分散又は溶解される。
【００２１】
＜不飽和単量体（ａ１）＞

20

芳香環または脂肪族骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）と
しては、芳香環を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１−１）、脂肪族骨格を有するエチ
レン性不飽和単量体（ａ１−２）、及び、芳香族と脂肪族骨格の両方を有するエチレン性
不飽和単量体が挙げられる。これらは単独もしくは２種類以上を併用して使用することが
できる。
芳香環を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１−１）としては、芳香環を有しているも
のであれば特に限定されない。例えば、スチレン、α−メチルスチレンもしくはベンジル
（メタ）アクリレート等を例示することが出来る。
【００２２】
脂肪族骨格を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１−２）としては、脂肪族骨格を有し

30

ているものであれば特に限定されない。脂肪族骨格としては、飽和または不飽和の炭化水
素基、及び１つ以上のヘテロ原子によって結合された飽和または不飽和の炭化水素である
脂肪族基等があげられるが、その中でも、飽和炭化水素基、及びエーテル結合を有する飽
和脂肪族基が好ましい。
【００２３】
飽和炭化水素基としては、鎖式飽和炭化水素基と環式飽和炭化水素基が挙げられる。
鎖式飽和炭化水素基を有する不飽和単量体としては、具体的に例示すると、メチル（メ
タ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、ブチ
ル（メタ）アクリレート等の炭素数１〜２２のアルキル基を有するアルキル（メタ）アク
リレートがあり、好ましくは炭素数２〜１２、さらに好ましくは炭素数３〜８のアルキル

40

基を有するアルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。これらのアルキル基は分岐して
いてもよく、具体例としては、イソプロピル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）
アクリレート、ターシャリーブチル（メタ）アクリレート、２−エチルヘキシル（メタ）
アクリレート、２−ブチルヘキシル（メタ）アクリレート等が挙げられる。
また、α−オレフィン化合物としては、１−ヘキセン、１−オクテン、１−デセン、１
−ドデセン、１−テトラデセン、１−ヘキサデセン等が挙げられる。
【００２４】
環状飽和炭化水素基を有する不飽和単量体としては、イソボルニル（メタ）アクリレー
ト、ジシクロペンタニル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、
トリメチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、１−アダマンチル（メタ）アクリレー
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ト等が挙げられる。
【００２５】
エーテル結合を有する飽和脂肪族基としてはポリオキシアルキレン構造が挙げられる。
ポリオキシアルキレン構造を有する不飽和単量体の具体例としては、ジエチレングリコー
ルモノ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、及び
ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート等の、末端に水酸基を有し、ポリオ
キシアルキレン鎖を有するモノアクリレートまたはモノメタアクリレート等、メトキシエ
チレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリ
レート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、及びメトキシポリプロ
ピレングリコール（メタ）アクリレート等、末端にアルコキシ基を有し、ポリオキシアル

10

キレン鎖を有するモノアクリレートまたはモノメタアクリレートがある。また、アルキル
ビニルエーテル化合物としては、ブチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル等が挙げ
られる。
【００２６】
また、エーテル結合を有する飽和脂肪族化合物は環式でもよく、具体例としては、グリ
シジル（メタ）クリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート等が挙げられ
る。
【００２７】
＜不飽和単量体（ａ２）＞
酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量体（ａ２）が有する酸性官能基としては、例

20

えばカルボキシル基、スルホ基、リン酸基等を挙げることができ、これらのアルカリ金属
塩若しくはアルカリ土類金属塩又はアンモニウム塩も使用することができる。
【００２８】
カルボキシル基を有する不飽和単量体としては、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、
シトラコン酸、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、けい皮酸等を例示することが出
来る。特にメタクリル酸、アクリル酸が好ましい。
【００２９】
スルホ基を有する不飽和単量体としては、ビニルスルホン酸、（メタ）アリルスルホン
酸、スチレンスルホン酸、（メタ）アクリロイルオキシエチルスルホン酸、イソプレンス
ルホン酸、２−（メタ）アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸、アリルオキシ
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ベンゼンスルホン酸等が挙げられる。
【００３０】
リン酸基を有する不飽和単量体としては、モノ（２−アクリロイルオキシエチル）アシ
ッドホスフェート、モノ（２−メタクリロイルオキシエチル）アシッドホスフェート、ジ
フェニル（２−アクリロイルオキシエチル）ホスフェート、ジフェニル（２−メタクリロ
イルオキシエチル）ホスフェート、フェニル（２−アクリロイルオキシエチル）ホスフェ
ート、アシッド・ホスホオキシエチルメタクリレート、メタクロイル・オキシエチルアシ
ッドホスフェート・モノエタノールアミン塩、３−クロロ−２−アシッド・ホスホオキシ
プロピルメタクリレート、アシッド・ホスホオキシポリオキシエチレングリコールモノメ
タクリレート、アシッド・ホスホオキシポリオキシプロピレングリコールメタクリレート
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、（メタ）アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、（メタ）アクリロイルオキ
シプロピルアシッドホスフェート、（メタ）アクリロイルオキシ−２−ヒドロキシプロピ
ルアシッドホスフェート、（メタ）アクリロイルオキシ−３−ヒドロキシプロピルアシッ
ドホスフェート、（メタ）アクリロイルオキシ−３−クロロ−２−ヒドロキシプロピルア
シッドホスフェート、アリルアルコールアシッドホスフェート等が挙げられる。
【００３１】
＜不飽和単量体（ａ３）＞
前記（ａ１）〜（ａ２）以外のその他の単量体（ａ３）は、例えば下記のものが挙げら
れる。
【００３２】
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水酸基含有の不飽和単量体としては、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２
−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレー
ト、グリセロールモノ（メタ）アクリレート、アリルアルコール等が挙げられる。
【００３３】
窒素含有不飽和単量体としては、（メタ）アクリルアミド、Ｎ−メチロール（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ−メトキシメチル−（メタ）アクリルアミド等のモノアルキロール（メ
タ）アクリルアミド、
Ｎ，Ｎ−ジ（メチロール）アクリルアミド、Ｎ−メチロール−Ｎ−メトキシメチル（メタ
）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ−ジ（メトキシメチル）アクリルアミド等のジアルキロール（
メタ）アクリルアミドといったアクリルアミド系不飽和化合物や、

10

ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレー
ト、メチルエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノスチレン、ジエチ
ルアミノスチレン等のアミノ基を有するエチレン性不飽和単量体が挙げられる。
【００３４】
更にその他の不飽和単量体としては、パーフルオロメチルメチル（メタ）アクリレート
、パーフルオロエチルメチル（メタ）アクリレート、２−パーフルオロブチルエチル（メ
タ）アクリレート、２−パーフルオロヘキシルエチル（メタ）アクリレート等の炭素数１
〜２０のパーフルオロアルキル基を有するパーフルオロアルキルアルキル（メタ）アクリ
レート類；
パーフルオロブチルエチレン、パーフルオロヘキシルエチレン、パーフルオロオクチルエ

20

チレン、パーフルオロデシルエチレン等のパーフルオロアルキル、アルキレン類等のパー
フルオロアルキル基含有ビニルモノマー、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリス（βメ
トキシエトキシ）シラン、ビニルトリエトキシシラン、γ‑（メタ）アクリロキシプロピ
ルトリメトキシシラン等のシラノール基含有ビニル化合物及びその誘導体などを挙げるこ
とができ、これらの群から複数用いることができる。
【００３５】
その他の不飽和単量体（ａ３）の中でも、好ましくはアミノ基を有するエチレン性不飽
和単量体である。
【００３６】
＜不飽和単量体（ａ１）〜（ａ３）の構成比、及び機能＞

30

本発明で用いられる水性樹脂型分散剤（Ａ）中の共重合体を構成する不飽和単量体の比
率は、不飽和単量体（ａ１）〜（ａ３）の合計を１００質量％とした場合に、
芳香環及び脂肪族骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）：１
０〜９０質量％
酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量体（ａ２）：１０〜９０質量％
前記（ａ１）〜（ａ２）以外のその他の不飽和単量体（ａ３）：０〜８０質量％
好ましくは、（ａ１）：１５〜７０質量％、（ａ２）：１５〜７０質量％、（ａ３）：
１〜７０質量％である。
より好ましくは、（ａ１）：３０〜７０質量％、（ａ２）：１５〜５０質量％、（ａ３
）：１〜４０質量％である。

40

【００３７】
芳香環及び脂肪族骨格の少なくとも一方を有するエチレン性不飽和単量体（ａ１）由来
の芳香環や脂肪族骨格が、前述の触媒担持炭素材料への主たる吸着部位となると推測して
いる。
また、酸性官能基を有するエチレン性不飽和単量体（ａ２）は、共重合体を水性液状媒
体に溶解ないし分散させる機能を担う。酸性官能基を中和した場合、その効果がより大き
くなるため好ましい。
そして、触媒担持炭素材料に、芳香環や脂肪族骨格を介してコポリマーが吸着し、好ま
しくは中和され、イオン化された酸性官能基の電荷反発により、触媒担持炭素材料の水性
液状媒体中における分散状態を安定に保つことが出来るようになったものと考察される。
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【００３８】
上記不飽和単量体（ａ１）〜（ａ３）を共重合してなる共重合体の分子量は特に制限は
ないが、触媒担持炭素材料の分散性の観点から、水性樹脂型分散剤（Ａ）の固形分２０％
水溶液における粘度が、好ましくは５〜１００，０００ｍＰａ・ｓであり、さらに好まし
くは１０〜５０，０００ｍＰａ・ｓである。
尚、本発明における粘度とは、Ｂ型粘度計を用いて２５℃の条件下で測定した値である
。
【００３９】
＜製造方法＞
水性樹脂型分散剤（Ａ）は、種々の製造方法で得ることができる。

10

例えば、上記不飽和単量体（ａ１）〜（ａ３）を、水と共沸し得る有機溶剤中で重合す
る。その後、水に代表される水性液状媒体と、好ましくは中和剤とを加えて酸性官能基の
少なくとも一部を中和し、共沸可能な溶剤を留去し、水性樹脂型分散剤（Ａ）の水溶液な
いし水性分散液を得ることができる。
重合時の有機溶剤としては、水と共沸するものであれば良いが、コポリマーに対し溶解
性の高いものが良く、好ましくはエタノール、１−プロパノール、２−プロパノール、１
−ブタノールがあり、さらに好ましくは１−ブタノールがある。
【００４０】
あるいは、親水性有機溶剤中で共重合し、水と、好ましくは中和剤を加えて中和し、親
水性有機溶剤は留去せず、親水性有機溶剤と水とを含む水性液状媒体に、水性樹脂型分散
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剤（Ｂ）が溶解ないし分散した液を得ることができる。
この場合、用いられる親水性有機溶剤としては、コポリマーに対し溶解性の高いものが
良く、好ましくはグリコールエーテル類、ジオール類、さらに好ましくは（ポリ）アルキ
レングリコールモノアルキルエーテル、炭素数３〜６のアルカンジオール類が良い。
【００４１】
コポリマーの中和に使用される中和剤としては、下記のものが挙げられる。
例えば、アンモニア水、ジメチルアミノエタノール、ジエタノールアミン、トリエタノ
ールアミン等の各種有機アミン、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化カリウム等
のアルカリ金属の水酸化物等の無機アルカリ剤、有機酸や鉱酸等を使用することができる
。上記したようなコポリマーは、水性液媒体中に、分散又は溶解される。
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【００４２】
本発明における水溶性樹脂型分散剤（Ａ）は、触媒担持炭素材料の分散剤として機能し
、触媒活性や導電性を阻害することなく、分散安定性に優れた水性触媒ペースト組成物を
提供することができる。本発明の水性触媒ペースト組成物は、優れた分散安定性を示すだ
けでなく、保存安定性に優れ、バインダーを添加する際にも、その分散状態を維持したま
ま混合分散することができる。また、バインダーとの濡れ性を改善できる。よって、バイ
ンダーとして、プロトン伝導性ポリマーを使用した場合は、塗膜中での触媒担持炭素材料
とプロトン伝導性ポリマーとの密着性や、触媒活性点へのプロトン伝導性も向上できるた
め、水性触媒インキ組成物に好適に使用できる。
【００４３】

40

＜水性液状媒体＞
本発明に使用する水性液状媒体としては、水を使用することが好ましいが、必要に応じ
て、例えば、導電性支持体もしくは転写基材への塗工性向上のために、水と相溶する液状
媒体を使用しても良い。
水と相溶する液状媒体としては、アルコール類、グリコール類、セロソルブ類、アミノ
アルコール類、アミン類、ケトン類、カルボン酸アミド類、リン酸アミド類、スルホキシ
ド類、カルボン酸エステル類、リン酸エステル類、エーテル類、ニトリル類等が挙げられ
、水と相溶する範囲で使用しても良い。特に、プロトン伝導性ポリマーとの相溶性及び触
媒インキ組成物とした場合の乾燥効率の問題から、アルコール類が好適に使用できる。ア
ルコール類としては、例えば、沸点８０〜２００℃程度の１価のアルコールないし多価ア
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ルコールが利用でき、好ましくは炭素数が４以下のアルコール系溶剤が挙げられる。具体
的には、１−プロパノール、２−プロパノール、１−ブタノール、２−ブタノール、ｔ−
ブタノール等が挙げられる。これらの１価のアルコールの中でも、１−プロパノールが好
ましい。多価アルコールとしては具体的には、プロピレングリコール、エチレングリコー
ル等が好ましく、中でもプロピレングリコールが特に好ましい。
【００４４】
＜燃料電池用水性触媒インキ組成物＞
本発明の水性触媒インキ組成物中に含まれる触媒担持炭素材料、水性樹脂型分散剤（Ａ
）およびバインダーの割合は、限定されるものではなく、広い範囲内で適宜選択され得る
10

。
【００４５】
水性触媒インキ組成物の調製方法も特に制限は無い。調製は、各成分を同時に分散して
も良いし、触媒ペースト組成物を分散後、バインダーを添加してもよく、使用する触媒担
持炭素材料、バインダー、水性液状媒体により最適化することができる。但し、水性触媒
ペースト組成物を先に作製し、バインダーを後添加して水性触媒インキ組成物を作製する
と、分散時間の短縮などコストダウンに大きく貢献することができる。
【００４６】
例えば、本発明の水性触媒インキ組成物では、触媒担持炭素材料を１００質量部に対し
て、水性樹脂型分散剤が０．０１〜２５質量部、好ましくは０．０２〜１０質量部、バイ
ンダーが５〜３００質量部、好ましくは１０〜２５０質量部である。
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【００４７】
＜分散機・混合機＞
燃料電池用水性触媒ペースト組成物や燃料電池用水性触媒インキ組成物を得る際に用い
られる装置としては、顔料分散等に通常用いられている分散機、混合機が使用できる。
例えば、ディスパー、ホモミキサー、若しくはプラネタリーミキサー等のミキサー類；
エム・テクニック社製「クレアミックス」、若しくはＰＲＩＭＩＸ社「フィルミックス」
等のホモジナイザー類；ペイントコンディショナー（レッドデビル社製）、ボールミル、
サンドミル（シンマルエンタープライゼス社製「ダイノミル」等）、アトライター、パー
ルミル（アイリッヒ社製「ＤＣＰミル」等）、若しくはコボールミル等のメディア型分散
機；湿式ジェットミル（ジーナス社製「ジーナスＰＹ」、スギノマシン社製「スターバー
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スト」、ナノマイザー社製「ナノマイザー」等）、エム・テクニック社製「クレアＳＳ−
５」、若しくは奈良機械社製「ＭＩＣＲＯＳ」等のメディアレス分散機；または、その他
ロールミル等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、分散機としては
、分散機からの金属混入防止処理を施したものを用いることが好ましい。
【００４８】
例えば、メディア型分散機を使用する場合は、アジテーター及びベッセルがセラミック
製又は樹脂製の分散機を使用する方法や、金属製アジテーター及びベッセル表面をタング
ステンカーバイド溶射や樹脂コーティング等の処理をした分散機を用いることが好ましい
。そして、メディアとしては、ガラスビーズ、または、ジルコニアビーズ、若しくはアル
ミナビーズ等のセラミックビーズを用いることが好ましい。また、ロールミルを使用する
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場合についても、セラミック製ロールを用いることが好ましい。分散装置は、１種のみを
使用しても良いし、複数種の装置を組み合わせて使用しても良い。また、強い衝撃で触媒
担持炭素材料が割れたり、潰れたりしやすい場合は、メディア型分散機よりは、ロールミ
ルやホモジナイザー等のメディアレス分散機が好ましい。
【００４９】
＜バインダー＞
本発明におけるバインダーとは、触媒担持炭素材料などの粒子を結着させるために使用
されるものであり、それら粒子を溶媒中へ分散させる効果は小さいものである。
バインダーとしては、従来公知のものを使用することができ、例えば、アクリル樹脂、
ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂
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、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、ホルムアルデヒド樹脂、シリコン樹脂、フ
ッ素樹脂、カルボキシメチルセルロース等のセルロース樹脂、スチレン−ブタジエンゴム
やフッ素ゴム等の合成ゴム、ポリアニリンやポリアセチレン等の導電性樹脂等、ポリフッ
化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、及びテトラフルオロエチレン等のフッ素原子を含む高
分子化合物が挙げられる。又、これらの樹脂の変性物、混合物、又は共重合体でも良く、
水溶性の樹脂であっても、水分散型の樹脂であっても良い。これらバインダーは、１種ま
たは複数を組み合わせて使用することも出来る。
燃料電池用触媒層のバインダーとしては、膜中にプロトンを伝導する観点からプロトン
伝導性ポリマーがより好ましいが、金属−空気電池でもみられるように、液体電解質が使
用される場合はこの限りではない。
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【００５０】
＜プロトン伝導性ポリマー＞
プロトン伝導性ポリマーとしては、親水性官能基を有するバインダーを指し、プロトン
伝導度として１００％ＲＨ、２５℃で１０‑3Ｓｃｍ‑1以上を示すものが好ましい。
ここで、親水性官能基としては、スルホ基、カルボキシル基、りん酸基等の酸性官能基
、水酸基、アミノ基等の塩基性官能基が挙げられるが、プロトン解離性の観点から、スル
ホ基、カルボキシル基、りん酸基、及び水酸基がより好ましい。
プロトン伝導性を示すポリマーとしては、スルホ基を導入した、オレフィン系樹脂（ポ
リスチレンスルホン酸、ポリビニルスルホン酸等）、ポリイミド系樹脂、フェノール樹脂
、ポリエーテルケトン系樹脂、ポリベンズイミダゾール系樹脂、及びポリスチレン系樹脂
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、スチレン・エチレン・ブチレン・スチレン共重合体のスルホン酸ドープ品、パーフルオ
ロスルホン酸系樹脂等のスルホン酸を有する樹脂；
ポリアクリル酸、カルボキシメチルセルロース等のカルボン酸を有する樹脂；
ポリビニルアルコール等の水酸基を有する樹脂；
ポリアリルアミン、ポリジアリルアミン、ポリジアリルジメチルアンモニウム塩、イミダ
ゾール部分で酸と塩形成したポリベンズイミダゾール系樹脂等のアミノ基を有する樹脂；
ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルイミダゾール等の、その他の親
水性官能基を有する樹脂が挙げられる。特に、パーフルオロスルホン酸系樹脂は、電気陰
性度の高いフッ素原子を導入する事で化学的に非常に安定し、スルホ基の解離度が高く、
高いプロトン伝導性が実現できる。このようなプロトン伝導性ポリマーの具体例としては
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、デュポン社製の「Ｎａｆｉｏｎ」等が挙げられる。通常、プロトン伝導性ポリマーは、
ポリマーを５〜３０質量％程度含むアルコール水溶液として使用される。アルコールとし
ては、例えば、メタノール、プロパノール、エタノールジエチルエーテル等が使用される
。
【００５１】
＜燃料電池用触媒層＞
燃料電池用触媒層は、前述の水性触媒インキ組成物を導電性支持体（カーボンペーパな
ど）に直接塗布及び乾燥することにより形成されてもよく、また触媒インキ組成物をテフ
ロン（登録商標）シート等の剥離可能な転写基材に塗布乾燥後、固体高分子電解質膜に転
写することにより形成されてもよい。
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【００５２】
燃料電池用水性触媒インキ組成物の塗布方法としては、特に限定されるものではなく、
例えば、ナイフコーター、バーコーター、ブレードコーター、スプレー、ディップコータ
ー、スピンコーター、ロールコーター、ダイコーター、カーテンコーター、スクリーン印
刷等の一般的な方法を適用できる。
【００５３】
塗布した後、乾燥することにより、塗膜（燃料電池用触媒層）が形成される。乾燥温度
は、通常４０〜１２０℃程度、好ましくは７５〜９５℃程度である。また、乾燥時間は、
乾燥温度にもよるが、通常５分〜２時間程度、好ましくは３０分〜１時間程度である。塗
布乾燥後の燃料電池用触媒層の厚みは、通常０．５μｍ〜８０μｍ程度がよい。
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【００５４】
上記の燃料電池用触媒層を固体高分子電解質膜に転写する場合の加圧レベルは、転写不
良を避けるために、通常０．５ＭＰａ〜３０ＭＰａ程度、好ましくは１ＭＰａ〜２０ＭＰ
ａ程度がよい。また、この加圧操作の際に、加圧面を加熱することがより好ましい。加熱
温度は、固体高分子電解質膜の破損、変性等を避けるために、通常２００℃以下、好まし
くは１２０〜１５０℃程度がよい。
【００５５】
＜燃料電池用電極膜接合体＞
本発明における燃料電池用電極膜接合体とは、プロトン伝導性の固体高分子電解質膜の
片面もしくは両面に、燃料電池用触媒層が密着して形成され、さらに、その片面もしくは
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両面に、カーボンペーパ等の導電性支持体が密着して具備したものを意味する。
【００５６】
燃料電池用電極膜接合体の製造方法としては、固体高分子電解質膜の片面もしくは両面
に、転写基材上に予め形成された燃料電池用触媒層を転写後、導電性支持体を熱圧着する
ことで燃料電池用電極膜接合体を作製する方法が挙げられる。また、固体高分子電解質膜
の片面もしくは両面に、導電性支持体上に予め形成された燃料電池用触媒層を、熱圧着す
ることで燃料電池用電極膜接合体を作製してもよい。
【００５７】
上述の燃料電池用電極膜接合体において、導電性支持体と燃料電池用触媒層及び固体高
分子電解質膜間を熱圧着する場合の、加圧レベルは、通常０．１ＭＰａ〜５０ＭＰａ程度
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、好ましくは１ＭＰａ〜３０ＭＰａ程度がよい。また、加熱温度としては、固体高分子電
解質膜の破損、変性等を避けるために、通常２００℃以下、好ましくは１２０〜１５０℃
程度がよい。
【００５８】
＜燃料電池用撥水層＞
燃料電池用撥水層は、導電性支持体上に形成された微多孔質の層である。この層は、燃
料電池の構成上、導電性支持体と触媒層の間に位置するため、触媒層の一部として取り扱
われたり、あるいは撥水層やＭＰＬ（ｍｉｃｒｏ ｐｏｒｏｕｓ ｌａｙｅｒ、マイクロポ
ーラスレイヤー）とも呼ばれ、触媒層へのガス供給の均一化や、導電性の向上に加え、正
極側で発電時に発生する水の排水性を向上させる等の役割を持つ。撥水層あるいはＭＰＬ
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は、例えば、炭素材料と、撥水性材料を含むインキ組成物をカーボンペーパ基材上に塗工
後、３００℃程度で焼成することにより形成できる。
【００５９】
＜固体高分子電解質膜＞
固体高分子電解質膜としては、例えば、パーフルオロスルホン酸系のフッ素イオン交換
樹脂等が挙げられる。電気陰性度の高いフッ素原子を導入する事で化学的に非常に安定し
、スルホ基の解離度が高く、高いイオン伝導性が実現できる。具体例としてはデュポン社
製の「Ｎａｆｉｏｎ」、旭硝子社製の「Ｆｌｅｍｉｏｎ」、旭化成社製の「Ａｃｉｐｌｅ
ｘ」、ゴア（Ｇｏｒｅ）社製の「Ｇｏｒｅ Ｓｅｌｅｃｔ」等が挙げられる。電解質膜の
膜厚は、通常２０μｍ〜２５０μｍ程度、好ましくは１０μｍ〜８０μｍ程度である。
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【００６０】
＜導電性支持体＞
導電性支持体は、負極又は正極を構成する各種の導電性支持体を使用できるが、固体高
分子形燃料電池に代表される多くの燃料電池では、正極側では空気中の酸素を取り入れ、
負極側では水素を取り込めるように気体が通過および拡散できるような多孔質または繊維
状の支持体であることが好ましい。更に電子の出し入れが必要なため導電性を有する材料
を用いらなければならない。好ましくは炭素素材からなるカーボンペーパや、カーボンフ
ェルト、カーボンクロスなどがよい。具体例としては東レ社製の「ＴＧＰ−Ｈ−０９０」
等が挙げられる。これら導電性支持体は、燃料電池ではガス拡散層あるいはＧＤＬとも呼
ばれる。
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【００６１】
＜燃料電池用触媒電極＞
本発明における燃料電池用触媒電極は、前述の燃料電池用触媒層が導電性支持体上に形
成されたものや、導電性支持体上に形成された燃料電池用撥水層上に、さらに燃料電池用
触媒層が形成されたものを意味し、本発明の水性触媒インキ組成物を導電性支持体に直接
塗布及び乾燥することにより形成することができる。
【００６２】
＜転写基材＞
転写基材は水性触媒インキ組成物を塗布することで燃料電池用触媒層を形成し、転写基
材上にある触媒層をナフィオンなどの固体高分子電解質膜に転写するためのフィルム基材
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である。転写基材としては、安価で入手が容易な高分子フィルムが好ましく、ポリテトラ
フルオロエチレン、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート等がより好ましい。具体例
としてはテフロン（登録商標）シート等が挙げられる。転写基材の厚さは、取り扱い性及
び経済性の観点から、通常６μｍ〜１００μｍ程度、好ましくは１０μｍ〜５０μｍ程度
、より好ましくは１５μｍ〜３０μｍ程度とするのがよい。
【００６３】
＜燃料電池＞
燃料電池は使用する電解質により、いくつかのタイプに分類することができるが、本発
明の燃料電池には、固体高分子形燃料電池、金属‐空気電池が好ましい。
【００６４】
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＜固体高分子形燃料電池＞
固体高分子形燃料電池は、固体高分子電解質４を挟むように、対向配置されたセパレー
タ１、ガス拡散層２、負極触媒層（燃料極）３、正極触媒層（空気極）５、ガス拡散層６
、及びセパレータ７とから構成される。
上記セパレータ１、７は、燃料ガス（水素）や酸化剤ガス（酸素）等の反応ガスの供給
、排出を行う。そして、負極及び正極触媒層３、５に、ガス拡散層２、６を通じてそれぞ
れ均一に反応ガスが供給されると、両電極に備えられた触媒と固体高分子電解質４との境
界において、気相（反応ガス）、液相（固体高分子電解質膜）、固相（両電極が持つ触媒
）の三相界面が形成される。そして、電気化学反応を生じさせることで直流電流が発生す
る。
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【００６５】
上記電気化学反応において、
正極側：Ｏ2＋４Ｈ+＋４ｅ‑→２Ｈ2Ｏ
負極側：Ｈ2→２Ｈ+＋２ｅ‑
の反応が起こり、負極側で生成されたＨ+イオン（プロトン）は固体高分子電解質４中を
正極側に向かって移動し、ｅ‑（電子）は外部の負荷を通って正極側に移動する。
【００６６】
一方、正極側では酸化剤ガス中に含まれる酸素と、負極側から移動してきたＨ+イオン
及びｅ‑とが反応して水が生成される。この結果、上述の燃料電池は、水素と酸素とから
直流電力を発生し、水を生成することになる。
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【００６７】
負極の燃料源として、水素ガスを使用せず、メタノールやエタノール等の液体燃料を使
用する場合がある。この際、メタノールやエタノール等の液体燃料が負極触媒層により酸
化され、ｅ‑（電子）およびＨ+イオン（プロトン）が発生し、正極側では上述の水素ガス
を使用した燃料電池と同様の反応が生起することで発電することができる。
【００６８】
＜金属‐空気電池＞
金属‐空気電池は、負極活物質として金属を使用し、発生したｅ‑（電子）および金属
イオンにより、正極側の酸素還元反応を利用して発電することができ、充放電させること
で２次電池としても機能する。
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金属‐空気電池の構成としては、負極活物質としての金属を有する負極と、触媒担持炭
素材料等を塗布した正極となる導電性支持体、前記正極と負極の間で金属イオンの伝導を
担う電解質層、及びセパレータよりなる。
正極としては、本発明における燃料電池用水性触媒ペースト組成物やインキ組成物を導
電性支持体に塗布した燃料電池用触媒電極、燃料電池用電極膜接合体も好適に使用するこ
とができる。
【００６９】
＜金属‐空気電池用負極＞
金属‐空気電池用負極は、負極活物質を有する負極槽と接触するように電解質層が配置
されている。負極活物質は、通常、伝導するイオンとなる金属元素を有している。上記金
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属元素としては、例えば、リチウム（Ｌｉ）、ナトリウム（Ｎａ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（
Ｆｅ）、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ケイ素（Ｓ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）及びバナジウム（Ｖ）などを挙げることができる
。中でも、エネルギー密度が高い電池を得ることができるため、Ｌｉであることが好まし
い。また、金属単体だけでなく、合金や金属酸化物、金属窒化物なども挙げることができ
るが、これらに限定されるものではなく、金属‑空気電池に適用される従来公知のものを
適用することができる。
【００７０】
＜電解質層＞
電解質層は、上記の金属‑空気電池の正極と負極の間で金属イオンの伝導を行うもので
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ある。金属イオンの種類は、上述した負極活物質の種類によって異なり、その形態も金属
イオン伝導性が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、水溶液や非水
溶液を適用することもできるし、それらをポリマーマトリクスで保持したゲル状高分子電
解質や、ポリマー電解質及び無機固体電解質を使用してもよい。また、固体電解質やセパ
レータを使用して、正極側、負極側で異なる電解液を使用してもよい。
【００７１】
リチウムイオンの伝導を考えた場合、電解液としては、リチウムを含んだ電解質を水ま
たは非水系の溶剤に溶解したものを用いる。
電解質としては、ＬｉＢＦ4、ＬｉＣｌＯ4、ＬｉＰＦ6、ＬｉＡｓＦ6、ＬｉＳｂＦ6、
ＬｉＣＦ3ＳＯ3、Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ、ＬｉＣ4Ｆ9ＳＯ3、Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）3Ｃ、

30

ＬｉＩ、ＬｉＢｒ、ＬｉＣｌ、ＬｉＡｌＣｌ、ＬｉＨＦ2、ＬｉＳＣＮ、又はＬｉＢＰｈ4
等が挙げられるがこれらに限定されない。
【００７２】
非水系の溶剤としては特に限定はされないが、例えば、
エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ブチレンカーボネート、ジメチルカー
ボネート、エチルメチルカーボネート、及びジエチルカーボネート等のカーボネート類；
γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトン、及びγ−オクタノイックラクトン等のラク
トン類；
テトラヒドロフラン、２−メチルテトラヒドロフラン、１，３−ジオキソラン、４−メ
チル−１，３−ジオキソラン、１，２−メトキシエタン、１，２−エトキシエタン、及び

40

１，２−ジブトキシエタン等のグライム類；
メチルフォルメート、メチルアセテート、及びメチルプロピオネート等のエステル類；
ジメチルスルホキシド、及びスルホラン等のスルホキシド類；並びに、
アセトニトリル等のニトリル類等が挙げられる。又これらの溶剤は、それぞれ単独で使
用しても良いが、２種以上を混合して使用しても良い。
【００７３】
さらに上記電解液を、ポリマーマトリクスに保持しゲル状とした高分子電解質とする場
合、ポリマーマトリクスとしては、ポリアルキレンオキシドセグメントを有するアクリレ
ート系樹脂、ポリアルキレンオキシドセグメントを有するポリホスファゼン系樹脂、及び
ポリアルキレンオキシドセグメントを有するポリシロキサン等が挙げられるがこれらに限
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定されない。
【００７４】
＜セパレータ＞
セパレータとしては、例えば、ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布、ポリアミ
ド不織布及びそれらに親水性処理を施したものが挙げられるが、特にこれらに限定される
ものではない。
【００７５】
以下に、燃料電池の性能を評価する方法の一例を示す。燃料電池用電極膜接合体を５ｃ
ｍ角の試料とし、その両側からガス漏えい防止のため、ガスケットを２枚、次いでセパレ
ータとしてグラファイトプレート２枚ではさみ、更に両側から集電板を２枚装着して単セ

10

ルとして作製する。正極（空気極）側から加湿した酸素ガスを供給し、負極（燃料極）側
から加湿した水素ガスを供給して電池特性を測定する。
【００７６】
なお、本発明における水性触媒ペースト組成物、水性触媒インキ組成物、触媒層、触媒
電極の用途は、上述の燃料電池に限定するものではなく、排ガス浄化、水処理浄化等にも
用いることが可能である。
【実施例】
【００７７】
以下に、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれによって限定されるもの
ではない。なお、実施例及び比較例中、特に断りの無い限り、「部」とは「質量部」、「

20

％」とは「質量％」を意味する。
【００７８】
（合成例１）
ガス導入管、温度計、コンデンサー、攪拌機を備えた反応容器に、ｎ−ブタノール２０
０．０部を仕込み、窒素ガスで置換した。反応容器内を１１０℃に加熱して、スチレン１
４０．０部、アクリル酸６０．０部、および重合開始剤としてＶ−６０１（和光純薬工業
製）１２．０部の混合物を２時間かけて滴下し、重合反応を行った。滴下終了後、さらに
１１０℃で３時間反応させた後、Ｖ−６０１（和光純薬工業製）０．６部を添加し、さら
に１１０℃で１時間反応を続けて、共重合体（１）溶液を得た。
さらに、室温まで冷却した後、ジメチルアミノエタノール７４．２部添加し中和した。

30

これは、共重合体中のカルボキシル基を１００％中和する量である。さらに、水を４００
部添加して水性化した後、１００℃まで加熱し、ブタノールを水と共沸させてブタノール
を留去した。
水で希釈し、不揮発分２０％の水性樹脂型分散剤（１）の水溶液を得た。また、不揮発
分２０％の水性樹脂型分散剤（１）の水溶液の粘度は、４０ｍＰａ・ｓであった。
【００７９】
（合成例２〜１５）
表１に示す配合組成、中和剤、中和率に変更した以外は、合成例１と同様の方法で合成
、中和を行い、合成例２〜１５の水性樹脂型分散剤の水溶液を得た。
【００８０】
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【表１】

10

20

Ｓｔ：スチレン
ＢＡ：ブチルアクリレート
ＡＡ：アクリル酸
ＭＡＡ：メタクリル酸
２−ＳＥＭＡ：２−スルホエチルメタクリレート
ＨＥＭＡ：ヒドロキシルエチルメタクリレート
ＤＭ：ジメチルアミノエチルメタクリレート
ＤＭＡＥ：ジメチルアミノエタノール
ＮａＯＨ：水酸化ナトリウム
【００８１】

30

（触媒担持炭素材料：Ｘ１〜Ｘ４）
触媒担持炭素材料は、以下の市販品を使用した。
Ｘ１：３０質量％Ｐｔ担持カーボン

ＴＥＣ１０Ｅ３０Ｅ；田中貴金属社製

Ｘ２：５０質量％Ｐｔ担持カーボン

ＴＥＣ１０Ｅ５０Ｅ；田中貴金属社製

Ｘ３：３０質量％Ｐｔ担持カーボン

ＴＥＣ１０Ｖ３０Ｅ；田中貴金属社製

Ｘ４：６０質量％Ｐｔ担持カーボン

ＨｉＳＰＥＣ９１００；ジョンソン・マッセイ社

製
【００８２】
＜触媒ペースト組成物の調製＞
［実施例１−ａ］
触媒担持炭素材料（Ｘ１）を５．７質部、水性液状媒体として水９２．８８質量部、合

40

成例（１）に記載の水性樹脂型分散剤（１）の水溶液を１．４２質量部（触媒担持炭素材
料を１００質量部に対して樹脂固形分で５質量部）を配合し、ディスパー（プライミクス
社製、Ｔ.Ｋホモディスパー）にて３０分間攪拌混合し、本発明の触媒ペースト組成物（
１）（固形分濃度５．９８質量％、触媒ペースト組成物１００質量％としたときの触媒担
持炭素材料と水性樹脂型分散剤の合計した割合）を調製した。
【００８３】
［実施例２−ａ〜実施例２４−ａ、比較例１−ａ〜７−ａ］
触媒担持炭素材料、水性液状媒体、および分散剤の種類と組成を、表２の様に変更した
以外は、実施例１−ａと同様にして触媒ペースト組成物（２）〜（３１）を調製した。
【００８４】
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＜触媒ペースト組成物の評価＞
触媒ペースト組成物は、粘度と分散粒径によって分散性を評価した。
粘度は、Ｅ型粘度計（東機産業社製、「ＲＥ８０型粘度計」）を使用し、６ｒｐｍの回
転速度で、温度２５℃において測定した。
粒径は、動的光散乱方式の粒度分布計（日機装社製「マイクロトラックＵＰＡ」）を用
いて体積粒度分布を測定し、粒径の細かいものからその粒子の体積割合を積算していった
ときに５０％となるところの平均粒径（Ｄ50）とした。
表２に触媒ペースト組成物の分散性評価の結果を示す。粘度が低く、粒径が小さいもの
ほど、分散性が優れていることを示す。
10

【００８５】
【表２】

20

30

ＨＥＣ：ヒドロキシエチルセルロース
２−ＰｒＯＨ：２−プロパノール
ＢｕＯＨ：ブタノール
ＰＧＭ：プロピレングリコールモノメチルエーテル
【００８６】
表２において、水／２−ＰｒＯＨ＝１／１とは、水と２−プロパノールを質量比で同量

40

混合した、混合溶剤を表す。水／ＢｕＯＨ＝１／５、水／ＰＧＭ＝１／１に関しても同様
である。
【００８７】
［実施例１−ｂ

触媒インキ組成物の調製］

触媒ペースト組成物（１）８４質量部に、バインダーとして２０質量％ナフィオン（Ｎ
ａｆｉｏｎ（登録商標））分散溶液（デュポン社製、ＣＳｔｙｐｅＤＥ２０２０）１６質
量部を添加し、ディスパー（プライミクス社製、Ｔ．Ｋホモディスパー）にて３０分間攪
拌混合することで触媒インキ組成物（１）（固形分濃度８．２２質量％、触媒インキ組成
物１００質量％としたときの触媒担持炭素材料、プロトン伝導性ポリマー、水性樹脂型分
散剤の合計した割合）を調製した。

50

(18)

JP 2016‑122594 A 2016.7.7

【００８８】
［実施例２−ｂ〜実施例２４−ｂ、比較例１−ｂ〜比較例７−ｂ］
触媒ペースト組成物（１）の代わりに、触媒ペースト組成物（２）〜（３１）に変更し
た以外は、実施例１―ｂと同様にして、触媒インキ組成物（２）〜（３１）を調製した。
【００８９】
＜触媒インキ組成物の評価＞
触媒インキ組成物は、下記に示す保存安定性評価及びナフィオン吸着率によって評価し
た。評価結果を表３に示す。
【００９０】
10

（保存安定性評価）
触媒インキ組成物の保存安定性は、調製直後の粘度（初期粘度）と、５０℃、１０日保
存後の粘度（経時粘度）をそれぞれ測定し、それらの粘度変化率（経時粘度／初期粘度）
によって評価した。粘度は、いずれもＥ型粘度計（東機産業社製、「ＲＥ８０型粘度計」
）を使用し、６ｒｐｍの回転速度で、温度２５℃において測定した。
粘度変化率が小さいもの程、保存安定性が優れていることを示す。
【００９１】
（ナフィオン吸着率評価）
５ｍｍφのＮＭＲ試料管（二重管）の外管に触媒インキ組成物を、内管に外部標準溶液
としてベンゾトリフルオライドの０．５質量％ジメチルスルホキシド‑ｄ６溶液を充填し
、核磁気共鳴装置（日本電子社製、「ＦＴ−ＮＭＲ

ＥＣＸ−４００」）を用いて、２７

20

19

℃、共鳴周波数３７６ＭＨｚの条件下で

Ｆ−ＮＭＲを測定した。得られたＮＭＲスペク

トルの−８０ｐｐｍ付近のピーク面積と、予め取得しておいた濃度既知のナフィオン分散
溶液を測定して作成した検量線を比較することによって、触媒インキ組成物中の遊離ナフ
ィオンの量を算出し、触媒インキ組成物作製時に添加した総ナフィオン量との比率からナ
フィオン吸着率を算出した。
ナフィオン吸着率が高いもの程、触媒インキ組成物中の遊離ナフィオンが少なく、触媒
インキ組成物中で均一にナフィオンが分布していることを示している。また、続く塗工工
程において、均一な触媒層形成に多分に寄与する。
【００９２】
【表３】
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【００９３】
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＜正極用燃料電池用触媒層の作製＞
［実施例１−ｃ

正極用燃料電池用触媒層（１）の作製］

触媒インキ組成物（１）を、ドクターブレードにより、乾燥後の触媒担持炭素材料に担
持された触媒粒子の目付け量が０．２ｍｇ/ｃｍ2になるようにテフロン（登録商標）フィ
ルム上に塗布し、大気雰囲気下、７０℃で６０分間乾燥することにより、本発明の正極用
燃料電池用触媒層（１）を作製した。
【００９４】
［実施例２−ｃ〜実施例２４−ｃ、比較例１−ｃ〜比較例７−ｃ］
触媒インキ組成物（１）の代わりに、触媒インキ組成物（２）〜（３１）に変更した以
外は、実施例１−ｃと同様にして、それぞれ、正極用燃料電池用触媒層（２）〜（３１）

10

を作製した。
【００９５】
＜正極用燃料電池用触媒層の評価＞
正極用燃料電池用触媒層は、下記に示す塗膜物性評価及び燃料電池（単セル）発電試験
によって評価した。
【００９６】
（塗膜物性評価）
テフロン（登録商標）フィルム上に形成された正極用燃料電池用触媒層を、ビデオマイ
クロスコープＶＨＸ−９００（キーエンス社製）にて５００倍で観察し、塗工ムラ（ムラ
：触媒層の濃淡により評価）について、下記の基準で判定した。結果を表４に示す。

20

○：触媒層の濃淡が確認されない（良好）。
△：触媒層の濃淡が２〜３箇所あるが極めて微小領域である（実用上問題ない）。
×：触媒層の濃淡が多数確認される、または濃淡の縞の長さが５ｍｍ以上のもの１個以
上（不良）。
【００９７】
（負極用触媒ペースト組成物の調製）
Ｐｔ／Ｒｕ触媒担持炭素材料（田中貴金属社製；ＴＥＣ６６Ｅ５０）を５．７質部、水
性液状媒体として水９２．８８質量部、合成例（１）に記載の水性樹脂型分散剤（１）の
水溶液を１．４２質量部（触媒担持炭素材料を１００質量部に対して樹脂固形分で５質量
部）を配合し、ディスパー（プライミクス社製、Ｔ.Ｋホモディスパー）にて３０分間攪

30

拌混合し、本発明の負極用触媒ペースト組成物（固形分濃度５．９８質量％、触媒ペース
ト組成物１００質量％としたときのＰｔ／Ｒｕ触媒担持炭素材料と水性樹脂型分散剤の合
計した割合）を調製した。
【００９８】
（負極用触媒インキ組成物の調製）
上述の負極用触媒ペースト組成物８４質量部に、バインダーとして２０質量％ナフィオ
ン（Ｎａｆｉｏｎ（登録商標））分散溶液（デュポン社製、ＣＳｔｙｐｅＤＥ２０２０）
１６質量部を添加し、ディスパー（プライミクス社製、Ｔ．Ｋホモディスパー）にて３０
分間攪拌混合することで負極用触媒インキ組成物（固形分濃度８．２２質量％、触媒イン
キ組成物１００質量％としたときのＰｔ／Ｒｕ触媒担持炭素材料、プロトン伝導性ポリマ

40

ー、水性樹脂型分散剤の合計した割合）を調製した。
【００９９】
（負極用燃料電池用触媒電極）
上述の負極用触媒インキ組成物を、ドクターブレードにより、乾燥後のＰｔ/Ｒｕ触媒
の目付け量が０．５ｍｇ/ｃｍ2になるように、導電性支持体として炭素繊維からなるカー
ボンペーパ基材（ＴＧＰ−Ｈ−０９０、東レ社製）上に塗布し、大気雰囲気中７０℃、６
０分間乾燥して、負極用燃料電池用触媒電極を作製した。
【０１００】
（燃料電池（単セル）の作製）
正極用燃料電池用触媒層と、上述の負極用燃料電池用触媒電極とを、それぞれ固体高分
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ＮＲ−２１２、デュポン社製、膜厚５１μｍ）の両面に密着

して、１５０℃、５ＭＰａの条件で狭持した後、正極用燃料電池触媒層のテフロン（登録
商標）フィルムを剥離し、その表面に撥水層付カーボンペーパ基材（ＳＧＬ−２４ＢＣ、
ＳＧＬカーボン社製）を密着することで、燃料電池用電極膜接合体を作製した。
得られた燃料電池用電極膜接合体を２.５ｃｍ角の試料とし、その両側からガスケット
２枚、次いでセパレータであるグラファイトプレート２枚ではさみ、更に両側から集電板
を２枚装着して燃料電池（単セル）として作製した。
【０１０１】
（燃料電池（単セル）発電試験）
得られた燃料電池（単セル）を用いて、セル温度を８０℃とし、正極側から温度８０℃
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、相対湿度１００％で加湿した空気を流量８００ｍＬ／ｍｉｎで供給し、負極側からも同
様に、温度８０℃、相対湿度１００％で加湿した水素ガスを流量８００ｍＬ／ｍｉｎ供給
し、発電特性を測定した。測定はすべてＡｕｔｏＰＥＭシリーズ「ＰＥＦＣ評価システム
」（東陽テクニカ社製）を用いて実施した。評価結果を表４に示す。
【０１０２】
【表４】
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【０１０３】
＜燃料電池用触媒層電極の作製＞
以下では、導電性支持体に本発明の触媒インキ組成物を直接塗工して燃料電池用触媒電
極を作製する方法について例示する。

40

【０１０４】
［実施例２５］
触媒インキ組成物（５）を、ドクターブレードにより、乾燥後の触媒担持炭素材料の目
付け量が０．２ｍｇ/ｃｍ2になるように導電性支持体として炭素繊維からなるカーボンペ
ーパ基材（ＳＧＬ−２４ＢＣ、ＳＧＬカーボン社製）上に塗布し、大気雰囲気中９５℃、
６０分間乾燥して、正極用燃料電池用触媒電極（１）を作製した。塗工ムラなく、またカ
ーボンペーパからの液だれもない良好な触媒電極を形成できた。
【０１０５】
（燃料電池（単セル）の作製）
正極用燃料電池用触媒電極（１）と上述の負極用燃料電池用触媒電極（東レ社製カーボ
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ンペーパ基材ＴＧＰ−Ｈ−０９０へ、Ｐｔ/Ｒｕ触媒を目付け量が０．５ｍｇ／ｃｍ2とな
るように塗布後、乾燥した電極）を用いて、固体高分子電解質膜（Ｎａｆｉｏｎ２１２、
デュポン社製、膜厚５１μｍ）と接触するようにして１５０℃、５ＭＰａの条件で狭持す
ることで、燃料電池用電極膜接合体を作製した。
得られた燃料電池用電極膜接合体を２．５ｃｍ角の試料とし、その両側からガスケット
２枚、次いでセパレータであるグラファイトプレート２枚ではさみ、更に両側から集電板
を２枚装着して燃料電池（単セル）として作製した。
【０１０６】
（燃料電池（単セル）発電試験）
実施例１−ｃと同様の方法にて発電特性を測定したところ、最大出力密度０．６Ｗ／ｃ
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ｍ2、開放電圧０．９７Ｖ、短絡電流密度１４００ｍＡ／ｃｍ2であった。
【０１０７】
＜金属‐空気電池＞
以下では、本発明の触媒インキ組成物より作製した触媒電極を用いて、金属‐空気電池
を作製する方法ついて例示する。
【０１０８】
［実施例２６

空気電池用評価セルの作製］

Ｌｉ箔上へ、非水系電解液（１Ｍ

ＬｉＰＦ6、エチレンカーボネート／ジエチルカー

ボネート＝１／１、体積比）を含ませたセパレータ（多孔質ポリプロピレンフィルム）、
固体電解質（オハラ社製、ＬｉＣＧＣ

Ｐｌａｔｅ

１ｉｎｃｈ×１５０μｍｔ）を配置

20

し、アルミラミネートフィルムにて固定した。この際、固体電解質側のアルミラミネート
フィルムを１６ｍｍ角の大きさに切り抜き、固体電解質の露出面を作製し、空気電池用負
極電極を作製した。
空気電池用負極電極の固体電解質上に、水性電解液として、１ＭのＬｉＣｌ水溶液を含
浸した不織布を、次いで、燃料電池用触媒電極（１）を配置し、アルミラミネートフィル
ムにより固定、熱圧着することで、空気電池用評価セルを得た。
【０１０９】
（空気電池の特性評価：容量維持率）
得られた空気電池評価セルを用いて、２．０Ｖ―４．８Ｖのカット電圧、０．５ｍＡ／
ｃｍ2の電流密度の条件で、３サイクルの慣らし運転を行った。その後、同条件にて、３

30

０サイクルの充放電テストを行うことで、容量保持率を求めたところ、容量維持率９４．
５％であった。
【０１１０】
以上より、本発明の燃料電池用触媒層及び燃料電池用触媒電極ならびに電極膜接合体を
用いた燃料電池は、燃料電池の最大出力密度が優れていることがわかった。加えて、金属
‑空気電池にも好適に適用できることがわかった。また、触媒ペースト組成物の分散性が
良好なほど、触媒インキ組成物の保存安定性が良好で、ナフィオン吸着率も高く、さらに
は、燃料電池用触媒層の塗膜物性だけでなく、燃料電池の発電特性も良好であることがわ
かった。
【０１１１】
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本発明の燃料電池用触媒ペースト組成物や燃料電池用触媒インキ組成物は、水性樹脂型
分散剤により触媒担持炭素材料が均一に微粒に分散されるため、プロトン伝導性ポリマー
の吸着性が向上する。また、プロトン伝導性ポリマーが触媒インキ組成物中で均一に分布
するため、続く塗工工程で作製される燃料電池用触媒層及び触媒電極においても、プロト
ン伝導性ポリマーが凝集することなく、均一性が維持される。その結果、触媒担持炭素材
料上の触媒粒子とプロトン伝導性ポリマーとの境界において、三相界面が良好に形成され
るだけでなく、酸素ガスなどの気体の透過性も良好となっていることが考えられ、開放電
圧や短絡電流密度の向上、ひいては、最大出力密度の向上にも寄与したと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
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【図１】図１は、燃料電池の構造の模式図である。
【符号の説明】
【０１１３】
１

セパレータ

２

ガス拡散層

３

負極電極触媒（燃料極）

４

固体高分子電解質

５

正極電極触媒（空気極）

６

ガス拡散層

７

セパレータ

【図１】
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