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(57)【要約】
【課題】導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させる
ことができ、ガス透過性及び導電性が両立したマイクロ
ポーラス層を形成でき、更に、低コスト化が可能なこと
。
【解決手段】カーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／
ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子
と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以
下の高比表面積のカーボン粒子とを配合比率Ｍ１／Ｍ２
が４／６～７／３の範囲内で配合する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーボン粉末と、撥水性樹脂と、分散剤とを含有するマイクロポーラス層形成用ペース
ト組成物であって、
　前記カーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積の
カーボン粒子と、
　比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とを
併用し、
　前記低比表面積のカーボン粒子と前記高比表面積のカーボン粒子との配合比率を、低比
表面積のカーボン粒子／高比表面積のカーボン粒子＝４／６～７／３の範囲内としたこと
を特徴とするマイクロポーラス層形成用ペースト組成物。
【請求項２】
　前記低比表面積のカーボン粒子の比表面積が、前記高比表面積のカーボン粒子の比表面
積の５％～８０％の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載のマイクロポーラス層
形成用ペースト組成物。
【請求項３】
　前記高比表面積のカーボン粒子は、アセチレンブラックであることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物。
【請求項４】
　前記低比表面積のカーボン粒子は、黒鉛であることを特徴とする請求項１乃至請求項３
の何れか１つに記載のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーボンペーパ等の導電性多孔質基材の表面に塗布して燃料電池用ガス拡散
層（ＧＤＬ：Gas  Diffusion　Layer）のマイクロポーラス層（ＭＰＬ：Micro Porous La
yer）を形成するマイクロポーラス層形成用ペースト組成物に関するもので、特に、導電
性及びガス透過性の両方に優れたマイクロポーラス層を形成できるマイクロポーラス層形
成用ペースト組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池、特に、自動車等の動力源として使用が拡大されている固体高分子型燃料電池
は、燃料電池セルのセパレータを介して複数個積層して構成されており、１つの単セル（
single cell）においては、一般的に、特定イオンを選択的に透過する高分子電解質膜（
イオン電導性固体高分子電解質膜）の両面に、白金等の触媒を担持したカーボン等の導電
材及びイオン交換樹脂からなる電極触媒層と、電極触媒層の外側に配置する多孔質のガス
拡散層（ＧＤＬ）とによって構成されるカソード（＋）側電極及びアノード（－）側電極
が配設され、膜／電極接合体（ＭＥＧＡ；Membrane-Electrode-Gas Diffusion Layer Ass
embly)を形成している。また、この膜／電極接合体を構成するガス拡散層の外側には、燃
料ガス（アノードガス）または酸化ガス（カソードガス）を供給したり生成ガス及び過剰
ガスを排出したりするガス流路を形成したセパレータが配設され、膜／電極接合体はセパ
レータで挟持されている。
【０００３】
　こうした構成の固体高分子型燃料電池において、反応ガスの拡散性を高めるために形成
されるガス拡散層では、セパレータのガス流路から供給される燃料ガスまたは酸化ガスを
ガス拡散層に隣接する触媒層に拡散させる役目（ガス拡散性）を担うことからガス透過性
が要求されると共に、電気化学反応のための電子を効率的に移動させる集電機能として導
電性も要求される。また、高分子電解質膜と触媒層を常に最適な湿潤状態に保つ一方で、
フラッディング現象（ガス拡散層の細孔が水で閉塞する現象）を抑制して、電池の安定し
た発電性能を維持するために、発電時の水素及び酸素の電気化学的反応によって生成した



(3) JP 2018-129254 A 2018.8.16

10

20

30

40

50

過剰な反応生成水や結露水を排出させる撥水性（排水性）も必要とされる。
【０００４】
　特に、ガス拡散層のガス透過性は非常に重要な物性となっており、ガス透過性の向上の
ために透気度を高くすることは、反応ガスの拡散性を高めガスの充分な供給を可能とする
のに加え、ガス流路を塞いでガス拡散性を防げる原因となる電極の水詰まりを防止して電
極での水の排出性を向上できることから、燃料電池の高い出力を可能とする。殊に、自動
車等の車両用の高い出力密度が要求される用途においては、ガスを加圧した状態、かつ、
高電流域（電流密度が高い領域）での運転条件であることから、高い反応活性が必要とな
るため、効率よくガスを供給すべくガス拡散層についてはガスの高い透過性が要求される
。
【０００５】
　ところが、ガス拡散層において単純に空隙率を増大させてガス透過性を向上させようと
しても逆に導電性が不足してしまうため、燃料電池の発電出力を向上させることは困難で
ある。
【０００６】
　ところで、このような燃料電池用のガス拡散層について、近年では、炭素繊維からなる
カーボンペーパー、カーボンクロス、カーボンフェルト等の導電性多孔質基材に対してマ
イクロポーラス層（ＭＰＬ）と称されるコーティング薄膜を形成した多層構造からなるガ
ス拡散層が開発されており、この多層構造としたガス拡散層の導電性多孔質基材側をセパ
レータに接触させると共に、マイクロポーラス層側を触媒層に接触させて固体高分子形燃
料電池に組み込んで適用することで、ガス拡散層の機能を向上させ、また、マイクロポー
ラス層の成分調節により、多様な燃料電池の使用環境、運転条件等に対応させて導電性や
ガス透過性の制御性を獲得する試みがなされている。
【０００７】
　例えば、特許文献１乃至特許文献６には、導電性材料としてカーボンを用い、撥水性材
料としてフッ素樹脂（ＰＴＦＥ樹脂）を用いてマイクロポーラス層（導電性多孔質層）を
形成する例が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１５－２１８２０７号公報
【特許文献２】特開２０１５－０７６３７１号公報
【特許文献３】特開２０１１－１７５８９１号公報
【特許文献４】特開２０１６－１０６３７１号公報
【特許文献５】特開２０１３－０２０９３９号公報
【特許文献６】特表２０１４－５３１７１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、特許文献１を始めとするガス拡散層を形成する従来のマイクロポーラス層にお
いては、特許文献１乃至特許文献３にも記載があるように、燃料電池の発電性能を高める
ための高導電性の観点、特に、導電交点を増大させる考えから、導電性を付与するための
導電性材料として比表面積が大きいアセチレンブラックの使用が主流であり、特許文献１
乃至特許文献３では、多種の導電性材料が列挙されているも、そこに複数種を組み合わせ
て使用することの技術的意義の開示はない。
　また、特許文献４乃至特許文献６においては、導電性材料として物性や性状の異なる複
数種の組み合わせの記載があるが、何れも高比表面積を有する炭素材料を用いていること
から、分散性が悪く、高分散させるために強い剪断応力を必要としたり、多量の界面活性
剤等の分散剤の添加を余儀なくされたりする。このため、撥水性や強度等の特性を低下さ
せる恐れがあったり、エネルギー消費の大きな工程を必要とし製造コストが高くなったり
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する。
【００１０】
　そこで、本発明は、導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させることができ、ガス透
過性及び導電性が両立したマイクロポーラス層を形成でき、更に、低コスト化が可能であ
るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の発明のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、カーボン粉末と、撥水
性樹脂と、分散剤とを含有し、前記カーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５
０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００
ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とを配合比率Ｍ１／Ｍ２が４／６～７／３の範
囲内で配合したものであり、カーボンペーパー等の導電性多孔質基材の表面に塗布され、
乾燥・焼成されることによりマイクロポーラス層を形成するものである。
【００１２】
　上記比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、比表
面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子の配合比率
Ｍ１／Ｍ２のＭ１は、低比表面積のカーボン粒子及び高比表面積のカーボン粒子の合計質
量に対する低比表面積のカーボン粒子の質量％を意味し、Ｍ２は高比表面積のカーボン粒
子の質量％を意味する。即ち、低比表面積のカーボン粒子及び高比表面積のカーボン粒子
の総量に対し、低比表面積のカーボン粒子の配合量は４０質量％以上、７０質量％以下と
され、高比表面積のカーボン粒子の配合量は３０質量％以上、６０質量％以下とされる。
【００１３】
　ここで、カーボン粉末として、低比表面積のカーボン粒子の比表面積が５ｍ2／ｇ以上
、５０ｍ2／ｇ以下、高比表面積のカーボン粒子の比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００
ｍ2／ｇ以下と区別しているが、併用するカーボン粒子の比表面積を比較して相対的に、
低比表面積側または高比表面積側に分類するものであり、使用するカーボン粉末の比表面
積も測定幅を有することから、その比表面積の領域の５０％以上が、上記範囲内で重複し
ていればよく、厳格にこの数値内に比表面積の領域が一致していることまでを要求するも
のではない。また、上記比表面積は、気体吸着法（ＢＥＴ法）によるものである。ＢＥＴ
（Brunauer-Emmett-Teller）法とは、粒子表面に吸着占有面積の分かった分子を液体窒素
の温度で吸着させ、その量から試料の比表面積を求める方法であって、窒素等の不活性気
体の低温物理吸着によるものである。
【００１４】
　請求項２の発明のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、前記低比表面積のカー
ボン粒子の比表面積が、前記高比表面積のカーボン粒子の比表面積の５％以上、８０％以
下の範囲内であるものである。
【００１５】
　請求項３の発明のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、前記高比表面積のカー
ボン粒子は、アセチレンブラックであるものである。アセチレンブラックは、アセチレン
を酸素欠乏状態または酸素なしの状態で発熱分解させたカーボン粒子である。
【００１６】
　請求項４の発明のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、前記低比表面積のカー
ボン粒子は、黒鉛であるものである。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、カーボン粉
末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、
比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とを併
用し、前記低比表面積のカーボン粒子と前記高比表面積のカーボン粒子の配合比を低比表
面積のカーボン粒子／高比表面積のカーボン粒子＝４／６～７／３の範囲内としたもので
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ある。
【００１８】
　本発明者らは、燃料電池の出力を向上させるべく、導電性を確保しつつもガス透過性を
向上させるために、ガス拡散層を構成する材料の種類、配合、形状、サイズ等についての
鋭意実験研究を重ねる中、導電性材料として使用されるカーボン粒子の特性、比表面積に
着目した。カーボン粒子は、製造条件等によって極めて多様な物性値を有する。そこで更
に鋭意検討を積み重ねて追求した結果、カーボン粉末として、特定の低比表面積を有する
カーボン粒子と特定の高比表面積のカーボン粒子を併用することで、導電性（電気伝導性
）の確保とガス透過性の向上の両立を実現できることを見出し、これらの知見に基づいて
本発明を完成させたものである。
【００１９】
　ここで、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子の組み合わせにおいて
、低比表面積のカーボン粒子が少なすぎる場合、即ち、両者の総量に対し、高比表面積の
カーボン粒子が６０質量％を超え、低比表面積のカーボン粒子が４０質量％未満では、高
比表面積のカーボン粒子を主流とする従来品と比較して、ガス透過性を向上させることが
できない。一方、低比表面積のカーボン粒子が多くなりすぎると、即ち、高比表面積のカ
ーボン粒子が３０質量％未満で、低比表面積のカーボン粒子が７０質量％を超えると、得
られるマイクロポーラス層の塗膜の平滑性が低下して凹凸が発生しやすくなる。マイクロ
ポーラス層の塗膜が凹凸形状を有すると、燃料電池に適用した際に触媒層との接合性に欠
け、燃料電池の出力向上を図ることができない。
　また、比表面積が５ｍ2／ｇ未満であるカーボン粒子を高比表面積のカーボン粒子と併
用しても、電気抵抗が高く導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させることができず、
導電性とガス透過性を両立させることができない。更に、比表面積が１００ｍ2／ｇを超
えるカーボン粒子では、低比表面積のカーボン粒子と併用しても、ガス透過性が低下した
り強度が低下したりする。
【００２０】
　比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、比表面積
が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とを併用し、低
比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子の配合比率Ｍ１／Ｍ２が４／６～７
／３の範囲内であれば、塗膜の平滑性及び導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させる
ことができ、燃料電池の出力を向上させることができる。
【００２１】
　また、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子の配合比率Ｍ１／Ｍ２が
４／６～７／３の範囲内においては、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン
粒子の配合比率を調整するのみで、所定の導電性を維持したままガス透過性を簡単に調節
することができ、燃料電池の運転条件、仕様等に応じたガス拡散特性の調節が容易にでき
る。
【００２２】
　更に、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物においては、カーボン
粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と
、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とが併
用されているから、全体の比表面積が従来より抑えられ、固形分量が多くても塗工に適し
た粘度となるため水分量の使用を少なくでき、また、分散に必要な界面活性剤（分散剤）
の使用量も少なくて済む。したがって、分散剤及び水分を熱分解・揮発させる乾燥・焼成
工程の負荷も軽減でき、低コスト化が可能である。
【００２３】
　このようにして、導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させることができ、ガス透過
性及び導電性が両立したマイクロポーラス層を形成でき、更に、低コスト化が可能なマイ
クロポーラス層形成用ペースト組成物となる。
【００２４】
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　請求項２の発明に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、前記低比表
面積のカーボン粒子の比表面積が、前記高比表面積のカーボン粒子の比表面積の５％～８
０％の範囲内であるものである。
　低比表面積のカーボン粒子の比表面積が、高比表面積のカーボン粒子の比表面積の５％
～８０％の範囲内であれば、請求項１に記載の効果に加えて、低比表面積のカーボン粒子
及び高比表面積のカーボン粒子の比表面積がバランスし、適度に空隙が形成されるも、カ
ーボン粒子間の繋がりも良く、導電性及びガス透過性に優れたマイクロポーラス層が安定
して得られる。
【００２５】
　請求項３の発明に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、前記高比表
面積のカーボン粒子は、アセチレンブラックであるから、請求項１または請求項２に記載
の効果に加えて、塗布対象の導電性多孔質基材であるカーボンペーパー等との相性が良く
、純度や化学的安定性も高いことで、燃料電池の出力の安定した向上が可能である。
【００２６】
　請求項４の発明に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、前記低比表
面積のカーボン粒子は、黒鉛であるから、請求項１乃至請求項３の何れか１つに記載の効
果に加えて、二次元的な配向による導電交点の確保に有利である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は本発明の実施の形態に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を導
電性多孔質基材に塗布して形成した燃料電池用ガス拡散層を用いた固体高分子形燃料電池
の概略構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　なお、同一の記号及び同一の符号は、実施の形態中の同一または相当する機能部分を意
味するものであるから、ここでは重複する詳細な説明を省略する。
【００２９】
　まず、本実施の形態に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を使用する燃料電
池用ガス拡散層が組み込まれる固体高分子形燃料電池（単セル）の構造について、図１の
概略構成図を参照しながら説明する。なお、図中、アノード側をＡ、カソード側をＫとす
る。
【００３０】
　図示のように、燃料電池用ガス拡散層１４（カソード側ガス拡散層１４Ｋ，アノード側
ガス拡散層１４Ａ）は、白金、金、パラジウム等の貴金属触媒をカーボンで担持した触媒
担持カーボン及びイオン交換樹脂からなり酸化ガスまたは燃料ガスが反応する触媒層１３
（カソード側触媒層１３Ｋ，アノード側触媒層１３Ａ）と接合して、一体となって電極１
２（カソード電極１２Ｋ，アノード電極１２Ａ）を構成し、特定イオンを選択的に透過す
る高分子電解質膜１１（単セルの芯）の両面に触媒層１３と共に配設されて、膜／電極接
合体（ＭＥＧＡ)１０を構成する。そして、この膜／電極接合体１０は、カソード側ガス
拡散層１４Ｋの外側において酸化剤となる酸化ガスを供給する酸化ガス流路２１Ｋを設け
たカソード側セパレータ２０Ｋ、また、アノード側ガス拡散層１４Ａの外側において燃料
ガスを供給する燃料ガス流路２１Ａを設けたアノード側セパレータ２０Ａに挟持され、燃
料電池１の単セル(single cell)を形成している。
【００３１】
　即ち、本実施の形態に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を適用する燃料電
池用ガス拡散層１４が使用される燃料電池１の単セルは、高分子電解質膜１１の一方の表
面に酸素ガス等の酸化ガスが反応するカソード側触媒層１３Ｋ及びカソード側ガス拡散層
１４Ｋにより構成されるカソード電極１２Ｋを配設し、他方の表面に水素ガス等の燃料ガ
スが反応するアノード側触媒層１３Ａ及びアノード側ガス拡散層１４Ａにより構成される
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アノード電極１２Ａを配設して発電部を構成する膜／電極接合体１０と、膜／電極接合体
１０のカソード電極１２Ｋの表面に配置されるカソード側セパレータ２０Ｋ及び膜／電極
接合体１０のアノード電極１２Ａの表面に配置されるアノード側セパレータ２０Ａとから
構成される。
【００３２】
　ここで、燃料電池用ガス拡散層１４は、後述する本実施の形態に係るマイクロポーラス
層形成用ペースト組成物を導電性多孔質基材１６の表面に塗布して乾燥・焼成することに
より、マイクロポーラス層（微多孔質層）１５（カソード側マイクロポーラス層１５Ｋ，
アノード側マイクロポーラス層１５Ａ）が導電性多孔質基材１６（カソード側導電性多孔
質基材１６Ｋ，アノード側導電性多孔質基材１６Ａ）の片面に形成されてなるものである
。そして、これら導電性多孔質基材１６及びマイクロポーラス層１５から構成される燃料
電池用ガス拡散層１４は、マイクロポーラス層１５側が触媒層１３側に配設し、導電性多
孔質基材１６側がセパレータ２０側に配設するように組み込まれ、燃料電池１を構成する
。
【００３３】
　このような構成によって、外部より酸化ガスがカソード側セパレータ２０Ｋの酸化ガス
流路２１Ｋに供給されると、酸化ガス流路２１Ｋに沿って流れる酸化ガスのうち、一部が
カソード側ガス拡散層１４Ｋの導電性多孔質基材１６Ｋ側表面より内部へ浸入する。なお
、その他の未反応の酸化ガスは、酸化ガス流路２１Ｋに沿って流れ、燃料電池１の外部へ
排出される。
　同様に、外部より燃料ガスがアノード側セパレータ２０Ａの燃料ガス流路２１Ａに供給
されると、燃料ガス流路２１Ａに沿って流れる燃料ガスのうち、一部がアノード側ガス拡
散層１４Ａの導電性多孔質基材１６Ａ側表面より内部へ浸入する。その他の未反応の燃料
ガスは、そのまま燃料ガス流路２１Ａに沿って流れ、燃料電池１の外部へ排出される。
　そして、酸化ガス及び燃料ガスが反応することにより、カソード側セパレータ２０Ｋと
アノード側セパレータ２０Ａとの間で電力が取り出されることになる。
【００３４】
　次に、このような構成の燃料電池１に組み込まれる燃料電池用ガス拡散層１４（カソー
ド側ガス拡散層１４Ｋ，アノード側ガス拡散層１４Ａ）に適用されるマイクポーラス層１
５について、それを形成するためのマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を説明する
。
　本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、カーボン粉末と、撥水性
樹脂と、分散剤とを含有するものである。
【００３５】
　本発明者らは、上述したような構成の燃料電池１の出力を向上させるべく、導電性を確
保しつつガス透過性を向上させるために、鋭意実験研究を重ねた結果、導電性を付与する
ための導電性材料のカーボン粉末として、特定の比表面積を有するカーボン粒子を特定の
配合割合で組み合わせて用いることにより、導電性を確保しつつガス透過性を向上させる
ことができ、導電性及びガス透過性を両立させたマイクロポーラス層１５を形成できるこ
とを見出した。
【００３６】
　詳細には、カーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下（Ｎ2吸
着－ＢＥＴ）の低比表面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2

／ｇ以下（Ｎ2吸着－ＢＥＴ）の高比表面積のカーボン粒子を併用し、低比表面積のカー
ボン粒子／高比表面積のカーボン粒子＝４／６～３／７の範囲内とすることにより、導電
性及びガス透過性が両立したマイクロポーラス層１５を形成できることが判明した。即ち
、高比表面積のカーボン粒子を主流とする従来と比べ、炭素材料としてのカーボン粉末全
体の比表面積が低下することになるものの、導電性を維持したままガス透過性を向上させ
ることができた。
【００３７】
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　この理由については必ずしも明らかではないが、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／
ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以
下の高比表面積のカーボン粒子の組み合わせでは、高比表面積のカーボン粒子を主流とす
る従来と比べ、カーボン粒子の接触頻度が低下することでカーボン粒子間の空隙の増大に
よってガス透過性が向上するが、カーボン粒子の接触頻度が低下してもカーボン粒子の分
散性が高くてカーボン粒子の密度分布の偏りが少なく一様に拡散されることで、３次元鎖
状構造のカーボン粒子の２次元的な接触が増大し効果的に導電性が確保されているものと
推測される。
【００３８】
　即ち、接触頻度による導電交点の数からすれば、比表面積が高い方が有利であるが、比
表面積が高いと凝集が生じやすくなる。しかし、カーボン粉末として、高比表面積のカー
ボン粒子と低比表面積のカーボン粒子を組み合わせることで、カーボン粒子同士の重なり
が少なく２次元的な拡がりに配向する頻度が高くなってカーボン粒子の連続性が増し、カ
ーボン粒子同士の接点が分散されて良好に繋がれ導電性が確保されたものと考えられる。
そして、カーボン粒子の接触頻度の低下によるカーボン粒子間の空隙の増大に加え、分散
性が高いことにより細孔構造が均一に形成され、そのことによってもガス拡散性が高まる
ことが考えられる。
【００３９】
　このように、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子
と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下のカーボン粒子の併用であれば、
カーボン粉末全体の比表面積が小さくカーボン粒子の接触頻度が少なくとも、カーボン粒
子の分散性が良く、カーボン粒子が連続されることで導電交点が確保され通電され易くな
り、導電性が確保されるものと思われる。そして、カーボン粒子の接触頻度が少なくなる
ことで、カーボン粒子間の空隙が多くなり、更にはカーボン粒子の分散性が良いことで、
カーボン粒子間の空隙が均一に分布することにより、ガス拡散性が向上するものと思われ
る。
【００４０】
　こうして本実施の形態においては、カーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、
５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００
ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子が併用されるが、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５
０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子としては、例えば、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、サーマルブラック、チャンネルブラック等のカ
ーボンブラックや、黒鉛（グラファイト）、活性炭等が使用されるが、材料または異なる
比表面積を有する２種以上を用いても良い。中でも、黒鉛は、二次元的な配向による導電
交点の確保に有利である。
　また、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子
としては、アセチレンブラック、ファーネスブラック、ケッチェンブラック等のカーボン
ブラック、膨張黒鉛等が使用されるが、材料または異なる比表面積を有する２種以上を用
いてもよい。中でも化学的安定性及び導電性が高く、取扱性も良くて更に良好な揺変性（
チキソトロピー）を付与して膜の成形を容易とするアセチレンブラックが好適である。
【００４１】
　ここで、本発明者らの実験研究によれば、比表面積が５ｍ2／ｇ未満であるカーボン粒
子では、高比表面積のカーボン粒子と併用しても、得られるマイクロポーラス層１５の電
気抵抗が高く導電性を確保することができなかった。これは、比表面積が低すぎることで
カーボン粒子同士の導電交点の数を十分に確保できないためである。
　また、比表面積が１００ｍ2／ｇを超えるカーボン粒子では、低比表面積のカーボン粒
子と併用しても、ガス透過性が低く、強度も低下した。これは、比表面積が高すぎること
でカーボン粒子が凝集し易くなって分散性が低下するため、均一な細孔（空隙）が形成さ
れなかったためである。
　そして、カーボン粉末全体のカーボン粒子の比表面積の最大が５０ｍ2／ｇ以下では、
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ガス透過性を向上させることができず、比表面積の最小が５０ｍ2／ｇを超えるものでは
、導電性を確保することできなかった。
【００４２】
　更に、本発明者らの実験研究によれば、低比表面積カーボン粒子の比表面積が、高比表
面積カーボン粒子の比表面積の５％～８０％の範囲内であるのが好適である。当該範囲内
であれば、カーボン粉末の比表面積のバランスが良く、適度に多くの空隙が形成されるも
、カーボン粒子間の繋がりも良く、安定して導電性及びガス透過性の両方に優れたマイク
ロロポーラス層１５が得られる。
【００４３】
　そして、本実施の形態においては、この比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の
低比表面積カーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表
面積のカーボン粒子の配合は、低比表面積のカーボン粒子：高比表面積のカーボン粒子＝
４：６～３：７の範囲内とされる。即ち、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の
低比表面積カーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表
面積カーボン粒子との配合比率Ｍ１／Ｍ２が４／６～７／３の範囲内とされる。
【００４４】
　Ｍ１／Ｍ２＜４／６と高比表面積カーボン粒子よりも低比表面積カーボン粒子の配合割
合が少なくなりすぎる場合には、即ち、低比表面積カーボン粒子と高比表面積のカーボン
粒子の総量に対して、低比表面積カーボン粒子の比率が４０％未満では、ガス透過性を向
上させることができない。一方、Ｍ１／Ｍ２＞７／３と高比表面積カーボン粒子よりも低
比表面積カーボン粒子の配合割合が多くなりすぎる場合には、即ち、低比表面積カーボン
粒子と高比表面積のカーボン粒子の総量に対して、低比表面積カーボン粒子の比率が７０
％を超えると、平滑な塗膜（マイクロポーラス層１５）を形成することができず、ガス拡
散層１４周囲の触媒層１３と接触性が低下することで、ガス拡散層１４の機能が低下する
ことから、燃料電池１の出力向上を図ることができない。即ち、燃料電池１に適用した際
に触媒層１３との接触面積が低下して、接触抵抗が増加する。また、触媒層１３との接合
界面に、加湿ガスや反応によって生じた過剰な水が溜まりやすくなりフラッティングが生
じる恐れがある。このため、燃料電池１において反応ガスのガス拡散性が低下しやすく、
集電機能も低下する可能性がある。更には、塗膜の平滑性が低下すると、燃料電池１の構
成において導電性多孔質基材１６中の繊維の電解質膜１１への突き刺さり、即ち、攻撃性
の緩和効果も少なくなる恐れがある。よって、発電性能を低下させる恐れがある。
【００４５】
　したがって、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子の配合比率Ｍ１／
Ｍ２を４／６～７／３の範囲内とすることにより、塗膜の平滑性及び導電性を確保しつつ
、ガス透過性を向上させることができ、導電性及びガス透過性が両立したマイクロポーラ
ス層１５を形成でき、燃料電池１の出力向上を図ることができる。
【００４６】
　更に、上記配合比率の範囲内であれば、低比表面積カーボン粒子と高比表面積カーボン
粒子の配合比を調整することで、導電性を維持したまま、マイクロポーラス層１５におけ
る空隙率や空隙の分布を制御でき、ガス透過性を簡単に任意の値に設定できる。故に、燃
料電池１の運転条件、仕様に合わせたガス拡散特性に容易に設定できる。
【００４７】
　なお、これら低比表面積カーボン粒子及び高比表面面積カーボン粒子の中位径（平均一
次粒子径）は、均一分散性の観点から、１０ｎｍ～１５０ｎｍの範囲内であることが好ま
しい。因みに、ＪＩＳ  Ｚ  ８９０１「試験用粉体及び試験用粒子」の本文及び解説の用
語の定義によれば、中位径とは、粉体の粒径分布において、ある粒子径より大きい個数（
または質量）が、全粉体のそれの５０％を占めるときの粒子径（直径）、即ち、オーバサ
イズ５０％の粒径であり、通常、メディアン径または５０％粒子径といいＤ50と表わされ
る。定義的には、平均粒子径と中位径で粒子群のサイズを表現されるが、ここでは、商品
説明の表示、レーザ回折・散乱法によって測定した値である。そして、この「レーザ回折
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・散乱法によって測定した中位径」とは、レーザ回折式粒度分布測定装置を用いてレーザ
回折・散乱法によって得られた粒度分布において積算質量部が５０％となる粒子径（Ｄ50

）をいう。なお、上記数値は、厳格なものでなく概ねであり、当然、測定等による誤差を
含む概略値であり、数割の誤差を否定するものではない。この誤差の観点から見ると、平
均粒子径との差も正規分布に近いほど僅少であり、平均粒子径≒中位径であり、平均粒子
径＝中位径と見做すこともできる。
【００４８】
　また、これら低比表面積カーボン粒子及び高比表面積カーボン粒子からなるカーボン粉
末の総量は、ペースト組成物中における含有量が少なすぎる場合、得られるマイクロポー
ラス層１５の導電性が不足し、一方で、ペースト組成物中の含有量が過剰であると、凝集
により塗布する際の粘度が増大して塗工性が損なわれたり、得られるマイクロポーラス層
１５の空隙が少なくなり、ガス透過性が低下したりする。更に、カーボン粒子が脱落し導
電性が低下する恐れもある。したがって、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物の全
固形分中において５０～９５質量％の範囲内の含有量とすることが望ましい。
【００４９】
　更に、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物に含有される撥水性樹
脂としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、四フッ化エチレン・六
フッ化プロピレン共重合体（ＦＥＰ）、ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂（ＰＦＡ）、
ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、エチレン・四フッ化エチレン共重合体
（ＥＴＦＥ）、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体（ＥＣＴＦＥ）、ポリフ
ッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）等のフッ素系樹脂や、シリコーン樹脂等を使用できる。これ
らは１種を単独でまたは２種以上を適宜組み合わせて使用することが可能である。通常、
フッ素系樹脂等の撥水性樹脂は、そのままでは水には分散しないため、適当な界面活性剤
（分散剤）によって水中に分散させたもの、例えば、フッ素系樹脂等の撥水性樹脂が乳化
されたエマルジョンや、フッ素系樹脂等の撥水性樹脂が分散されたディスパージョン等の
形態で添加される。
　因みに、エマルジョン（emulsion；「エマルション」ともいう。）とは、乳濁液ともい
い、液体中に液体粒子がコロイド粒子或いはそれより粗大な粒子として乳状をなすもの（
分散系）が本来の意味であるが（長倉三郎他編「岩波理化学辞典（第５版）」１５２頁，
１９９８年２月２０日株式会社岩波書店発行）、本明細書においては、より広い意味で一
般的に用いられている「液体中に固体または液体の粒子が分散しているもの」として、こ
こでは「エマルジョン」という用語を用いるものとする。
【００５０】
　これらの中でも、撥水性、電極反応時の耐食性等に優れるフッ素系の高分子材料が好ま
しく、特に、高い撥水性が得られるＰＴＦＥのエマルジョンを用いるのが好ましい。なお
、ＰＴＦＥは、テトラフルオロエチレンの単独重合体であってもよく、クロロトリフルオ
ロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン等のハロゲン化オレフィン、パーフルオロ（アル
キルビニルエーテル）等の他のフッ素系単量体に由来する単位を含む変性ＰＴＦＥであっ
てもよい。
【００５１】
　なお、撥水性樹脂の平均分子量は、５万～１００万の範囲内であることが望ましい。平
均分子量が低すぎるものは、導電材としてのカーボン粉末を結合させるバインダーとして
の結着性が小さく、一方で、平均分子量の大きすぎるものは、混合時に繊維化して分散不
良になり易くてペーストの安定性が低下したり、塗工等の製造プロセスにおける剪断力に
より繊維化して固まり、濃度変化が生じたり、配管やポンプ等の目詰まりや塗着不良を起
こしたりする原因となる。因みに撥水性樹脂がフッ素系重合体である場合、フッ素系重合
体は溶媒に溶解しにくいため、溶融粘度では平均分子量を測定しにくい。このため、比重
と数平均分子量との関係から平均分子量を求める比重法が適用される。
　また、撥水性樹脂の含有量が少なすぎる場合、撥水性が不足したり、バインダー効果が
小さくて高い塗膜強度や接合強度が得られなくなったりする。一方で、含有量が多すぎる
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と、マイクロポーラス層１５の空孔が少なくなり、ガス透過性が低下する。よって、撥水
性樹脂は、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物の全固形分中において固形分換算で
５～５０質量％の範囲内の含有量とすることが望ましい。
【００５２】
　更に、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物においては、カーボン
粉末や撥水性樹脂を分散させ安定化させたり、粘度を調製したりするために分散剤が配合
される。
　このような分散剤としては、例えば、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリオ
キシエチレンアルキルフェニルエーテル（トリトンＸ－１００等）、ポリオキシエチレン
ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンジスチレン化フェニルエーテル、ポリオキシエチ
レンアルキレンアルキルエーテル、ポリエチレングリコールアルキルエーテル等の非イオ
ン系（ノニオン系）界面活性剤、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチ
ルアンモニウムクロリド、アルキルピリジウムクロリド等のカチオン系界面活性剤、ポリ
オキシエチレン脂肪酸エステル、酸性基含有構造変性ポリアクリレート等のアニオン系界
面活性剤といった界面活性剤や、ポリエチレンオキサイド系、メチルセルロース系、ヒド
ロキシエチルセルロース系、ポリエチレングリコール系（例えば、アルキルフェノールと
ポリエチレングリコールのエーテル類、高級脂肪族アルコールとポリエチレングリコール
のエーテル類等）、ポリビニルアルコール系等の増粘剤が使用される。
【００５３】
　これらの中でも、非イオン系（ノニオン系）の界面活性剤は、金属イオンの含有量が少
ないため、短絡等による電池性能の低下を招く恐れが少なくて好ましく、特に、カーボン
粒子としてカーボンブラック、撥水性樹脂としてＰＴＦＥエマルジョンを使用する場合に
は、これらカーボンブラックやＰＴＦＥ粒子の濡れ性を良くし分散性を向上させるために
、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリ
オキシエチレンアルキルフェニルエーテル（トリトンＸ－１００）等が好適に用いられる
。なお、上述したように、撥水性樹脂のエマルジョン等が分散剤を含む状態で混合される
場合もある。
【００５４】
　このような分散剤によって、カーボン粉末や撥水性樹脂の分散性が向上されてペースト
の安定性が高まり、塗工性や貯蔵性が改善され、また、濃度変化が生じたり塗布時におい
て配管やポンプ等に目詰まりが起こったりするのが防止されて、良好な成膜性を得ること
ができる。更に、均質で表面起伏が少ないマイクロポーラス層１５を形成でき、触媒層１
３との接触抵抗も小さくなり良好なガス拡散性等の特性を得て、燃料電池１において安定
した出力を得ることができる。なお、マイクロポーラス層１５に要求される特性や配合材
料に応じて界面活性剤または増粘剤といった分散剤の種類が選択され、界面活性剤及び増
粘剤の二つの機能を持った分散剤が配合されることもある。
【００５５】
　分散剤の配合は、その添加による効果を確保するのに十分な量が配合されるが、添加量
が多いと塗工性や電池性能の低下を招くことから、そのような不具合が生じない範囲に調
整される。
　特に、本実施の形態においては、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表
面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積
のカーボン粒子が併用され、比表面積の低いカーボン粒子が多いほど、溶媒への分散に必
要な界面活性剤（分散剤）の量が減ることから、高比表面積を有するアセチレンブラック
を主流とした従来よりも界面活性剤（分散剤）の量が少なくて済む。また、界面活性剤（
分散剤）は、ペースト組成物を導電性多孔質基材１６の表面に塗布した後の乾燥・焼成処
理において熱分解・揮発されるが、このとき、ペースト組成物中の界面活性剤（分散剤）
の量が少ないと、界面活性剤（分散剤）を熱分解・揮発するための乾燥・焼成時の負荷を
軽減できる。即ち、界面活性剤（分散剤）を熱分解・揮発するのに要する乾燥・焼成の時
間が短くて済んだり、乾燥・焼成の温度が低い温度で済む。そして、界面活性剤（分散剤
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）が乾燥・焼成時に十分に除去されずにマイクロポーラス層１５に残存すると、界面活性
剤（分散剤）の親水性基によって水分が捕捉されるため、マイクロポーラス層１５におい
て十分な撥水性を確保することができないが、本実施の形態では、界面活性剤（分散剤）
の量を少なくできることで、少ない乾燥・焼成時間でもまたは低い乾燥・焼成温度でも十
分な撥水性を確保することができる。
【００５６】
　以上説明してきたように本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、
比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子及び比表面積が
５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子を特定の配合割合で
併用したカーボン粉末と、ＰＴＦＥエマルジョン等の撥水性樹脂と、ポリオキシエチレン
トリデシルエーテル等の非イオン系界面活性剤等の分散剤とを含有するものであるが、こ
のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を燃料電池用ガス拡散層１４に適用するため
に、ガス拡散層１４を構成する導電性多孔質基材１６の表面に塗布する際には、上記の配
合材料をイオン交換水等の分散媒（溶媒）中で混合分散させて、ペースト状のマイクロポ
ーラス層形成用ペースト組成物（以下、単に、マイクロポーラス層形成用ペーストと呼ぶ
こともある）として調製される。
【００５７】
　この分散媒（溶媒）は、カーボン粉末、撥水性樹脂、分散剤の各配合材料を混合分散し
て塗工性を確保するためのものであり、導電性多孔質基材１６の表面に塗布した後の乾燥
・焼成において消失（揮発）するものである。好ましくはイオン交換水等の水系の分散媒
（溶媒）であり、有機系溶剤を使用した場合よりも、ＰＴＦＥエマルジョン等の撥水性樹
脂の分散性が良くて撥水性樹脂が分離することなく、良好な成膜性が得られる。また、塗
工や焼成の際の作業性が良く、発火の恐れもない。更に、環境負荷にもならず、低コスト
で製造できる。
【００５８】
　そして、配合材料の混合分散処理は、一般的なディスパー、プラネタリー等のミキサー
や、ビーズミル等を使用した攪拌も可能であるが、攪拌用羽根等による剪断力を用いるこ
となく、材料同士の接触（衝突）や材料の撹拌容器内壁への接触（衝突）によって発生す
る衝突エネルギー等を利用して分散させるのが望ましく、例えば、公転・自転を特定の値
に設定可能な遊星式撹拌・脱泡装置等を用いて混合分散させることが好ましい。これによ
り、カーボン粉末のカーボン粒子の三次元構造の破壊を招くことなく、カーボン粒子の三
次元構造を維持したまま、カーボン粒子を分散できることから、撥水性樹脂とカーボン粒
子との強固な三次元結合を形成し、塗膜強度の向上を図ることができる。また、混合分散
時に高い剪断応力がかかるとカーボン粒子や撥水性樹脂エマルジョン中の樹脂分が凝集し
やすく、凝集物が多く生じて塗工時のフィルターの目詰まりや塗膜の欠落を発生するが、
遊星式撹拌・脱泡装置を用いることで、カーボン粒子や撥水性樹脂エマルジョン中の樹脂
分の凝集が防止され、塗工時のフィルターの目詰まりや塗膜の欠落が防止される。更に、
遊星式撹拌・脱泡装置を用いることで、かかる装置においては撹拌用の羽根等を有しない
ため洗浄に手間がかかることがなく、歩留まりも向上することから、低コスト化が可能と
なる。なお、本発明を実施する場合には、必要に応じてその他添加剤を配合することも可
能である。
【００５９】
　このようにしてペースト状に調製されたマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は、
燃料電池用ガス拡散層１４を構成する導電性多孔質基材１６の表面に塗布されたのち、乾
燥・焼成されることで、マイクロポーラス層１５の塗膜となる。そして、図１に示すよう
に、導電性多孔質基材１６及びその片面側に形成されたマイクロポーラス層１５の塗膜に
よってガス拡散層１４が構成されることになる。
【００６０】
　ここで、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物が塗布される導電性多孔質基材１６
としては、従来の燃料電池１（特に、固体高分子形燃料電池１）のガス拡散層１４で一般
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的に用いられているガス透過性と導電性を備える多孔質のものが用いられる。例えば、黒
鉛、膨張黒鉛等の炭素材料（ナノカーボン材料を含む）が繊維状、粒子状、織布状、不織
布状、メッシュ状、格子状、パンチング体、発泡体等の多孔質体の形態で構成されたもの
を用いることができる。特に、ガス透過性等の観点から、カーボン繊維が好ましく、より
具体的には、カーボンペーパー、カーボンクロス、カーボンフェルト（カーボン不織布）
等が好適に使用される。これらは、燃料電池１の使用状況、運転条件等を考慮して選択さ
れる。
【００６１】
　なお、必要に応じてカーボンペーパー、カーボンクロス等の導電性多孔質基材１６には
、ガス拡散層１４の撥水性を向上さたり、ペースト組成物の染み込みを防止するために、
撥水処理が施される。この撥水処理に使用する撥水剤としては、上述のマイクロポーラス
層形成用ペースト組成物に用いることができる撥水性樹脂の内容と同様のものが使用され
る。
【００６２】
　このときの導電性多孔質基材１６の厚さは、燃料電池１の運転条件等や求められる性能
を考慮して設定されるが、導電性多孔質基材１６が薄すぎると、強度が不足して安定的な
ガス拡散性、排水性、導電性等のガス拡散層１４の性能が得られなくなったり、取扱い性
が悪くなり触媒層１３との位置ずれが生じたりして、電池性能の低下を招く。また、導電
性多孔質基材１６が厚すぎても、ガス拡散性が低下したり、内部抵抗値が増大したりし、
高い電池性能を得ることができなくなる。このため、２μｍ～５００μｍの範囲内が好ま
しい。
【００６３】
　また、導電性多孔質基材１６に対するマイクロポーラス層形成用ペースト組成物の塗布
は、刷毛塗り、筆塗り、ロールコータ法、バーコータ法、ダイコータ法、ブレード法、ナ
イフコータ法、スピンコータ法、スクリーン印刷、ロータリースクリーン印刷、カーテン
コーティング法、ディップコータ法、スプレーコータ法、グラビアコータ法、アプリケー
タ、スプレー噴霧等の方法で行うことができる。特に、ダイコータ法は、導電性多孔質基
材１６の表面粗さによらず塗工量の定量化を図ることができるため、好適であるが、必ず
しもこれに限定されるものではない。なお、本明細書においては、導電性多孔質基材１６
上にマイクロポーラス層１５の塗膜を形成できれば、その手段としての塗布は含浸を含む
広い概念とする。
【００６４】
　そして、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物の塗布膜厚も、燃料電池１の運転条
件等や求められる性能を考慮して設定されるが、乾燥・焼成後の塗膜の乾燥膜厚（マイク
ロポーラス層１５の厚み）が、１μｍ～３００μｍの範囲内、好ましくは１０～１００μ
ｍの範囲内となるように設定されるのが好ましい。
　乾燥膜厚が薄すぎると導電性多孔質基材１６の凹凸を吸収したり、導電性多孔質基材１
６の繊維が電解質膜１１に突き刺さるのを阻止したりする効果が得られない。一方で、塗
布膜厚が厚すぎると、乾燥・焼成による収縮によって表面平滑性が低下しやすく、触媒層
１３との接触抵抗が増大する。また、乾燥膜厚が厚いと、厚さ方向の電気抵抗が高くなる
。
　乾燥膜厚が１μｍ～３００μｍの範囲内であれば、表面平滑性の高いマイクロポーラス
層１５が得られ、良好なガス透過性、電気抵抗性の性能を確保できる。また、導電性多孔
質基材１６の厚みに対してマイクロポーラス層１５の厚みが５０％以下であるのが望まし
い。厚みの差が適度な範囲内であれば、乾燥・焼成による導電性多孔質基材１６とマイク
ロポーラス層１５間における収縮応力が小さく、高い接合強度が得られる。また、ガス拡
散層１４全体の平滑性が高くなり触媒層１３との接触抵抗が小さいものとなる。
【００６５】
　このようにして導電性多孔質基材１６に塗布されたマイクロポーラス層形成用ペースト
組成物は、乾燥・焼成されることにより、マイクロポーラス層１５の塗膜となり、導電性
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、撥水性及びガス拡散性が発現される。即ち、乾燥・焼成によって、マイクロポーラス層
形成用ペースト組成物中の分散剤及び水分が除去されて撥水性樹脂による撥水性が発現さ
れると共に、細孔（空隙）が形成される。また、撥水性樹脂の一部が溶融されて導電材（
カーボン粒子や、導電性多孔質基材１６の炭素繊維等の導電性物質）を結着して、形成さ
れるマイクロポーラス層１５を強固なものとする。
【００６６】
　このとき乾燥・焼成による分散剤の除去が不十分であると、残存した分散剤の親水性基
によって水分が捕捉されるため、マイクロポーラス層１５において十分な撥水性を確保す
ることができず、燃料電池１に適用した場合に実用的な排水性を得ることができない。
　このため、乾燥・焼成処理においては、分散剤の除去に十分な時間、温度が必要となっ
てくる。
【００６７】
　ここで、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物においては、カーボ
ン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子
と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子が併
用されているから、高比表面積のカーボンブラックを主流とした従来と比較して、凝集が
少なくなることで水分量を減らしても粘度上昇が抑えられ、更に、全体の比表面積の低下
により、分散に必要な界面活性剤（分散剤）の使用量が少なくて済む。したがって、分散
剤及び水分を熱分解・揮発させるのに必要な焼成・乾燥時間が短くて済み、短い乾燥・焼
成時間で分散剤及び水分の十分な除去を可能とする。つまり、分散剤及び水分を十分に除
去して撥水性を発現するのに要する乾燥・焼成時間を短縮できる。
【００６８】
　更に、このように乾燥・焼成時間が短いと、乾燥・焼成にかかる電力を低減でき、また
、乾燥・焼成炉の炉長を短くできることから、乾燥・焼成処理にかかる負荷を軽減でき、
製造コストを低減することができる。その結果、燃料電池１の低コスト化を図ることが可
能となる。また、電気量の削減によって二酸化炭素の排出量の低減が可能となることで、
自然環境に与える負荷を軽減できる。加えて、乾燥・焼成時間の短縮により生産効率を上
げることができる。
【００６９】
　なお、このときの乾燥・焼成の温度は分散剤を熱分解・揮発して除去できる温度に設定
され、例えば、分散剤がポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテル（トリトンＸ－１００）等であれば、２５０～３５０℃の範囲に
設定される。乾燥・焼成温度が低すぎると、乾燥・焼成時間を長くしても、分散剤を十分
に熱分解・揮発して除去することができず、分散剤が残存してそれらの親水性基によって
水分が捕捉されるため、形成するガス拡散層１４において十分な撥水性を発現できない。
そして、燃料電池１に適用した場合に実用的な排水性を得ることができない。一方で、乾
燥・焼成温度が高すぎる場合、撥水性樹脂等の塗膜成分が熱分解されてマイクロポーラス
層１５の成分が劣化したり、高い温度変化によりマイクロポーラス層１５の変形が大きく
なって平滑性が低下したり、亀裂が生じたりすることで、所望の要求性能を有するマイク
ロポーラス層１５の形成が困難となる。更に、乾燥・焼成工程での負荷や自然環境に与え
る負荷が増え、製造コストも高くなる。
　ポリオキシエチレントリデシルエーテル等の分散剤の使用では、乾燥・焼成温度を２５
０℃～３５０℃の範囲内とすることで、分散剤及び水分が完全に分解・揮発して消失し残
存することなく、発電効率に大きく影響を与えるガス拡散層１４の重要特性である撥水性
を確保でき、かつ、所望特性のマイクロポーラス層１５の形成と導電性多孔質基材１６と
の良好な接合を確保することができる。
【００７０】
　特に、上述したように、本実施の形態においては、マイクロポーラス層形成用ペースト
組成物にカーボン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積
のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカ
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ーボン粒子との併用により、水分量を減らしても粘度上昇が抑えられ、分散に必要な界面
活性剤（分散剤）の使用量が少なくて済むから、従来より乾燥・焼成温度を低くしても、
分散剤及び水分の除去に要する乾燥・焼成時間が大幅に長くなることはなく短時間の乾燥
・焼成で撥水性を発現させることも可能である。即ち、より低温での乾燥・焼成としても
分散剤及び水分の除去に要する乾燥・焼成時間が短くて済む。このように乾燥・焼成温度
の低減化を図るのが可能となることでも乾燥・焼成にかかる電力を抑えて乾燥・焼成にか
かる負荷を軽減でき、製造コストの低減化を図ることが可能である。
　また、乾燥・焼成温度の低減化が可能であることで、自然環境に与える負荷を軽減する
ことができ、更に、高温加熱に起因する塗膜成分の劣化やクラックの発生、導電性多孔質
基材１６への定着力の低下等を防止できる。
【００７１】
　なお、乾燥と焼成の順序は特に問われず、乾燥と焼成が同時に行われることもある。ま
た、主に分散剤の分解除去を行うための熱処理と、主に撥水性樹脂の溶融による結着を行
うための熱処理とで乾燥・焼成の温度や時間条件を変え、各熱処理を分けて行うことも可
能である。
【００７２】
　このようにして、導電性多孔質基材１６の片面にマイクロポーラス層形成用ペースト組
成物を塗布して、乾燥・焼成することにより、導電性多孔質基材１６上にマイクロポーラ
ス層１５が形成されて、導電性多孔質基材１６及びマイクロポーラス層１６からなる燃料
電池用ガス拡散層１４が得られるが、このような導電性多孔質基材１６の片面にマイクロ
ポーラス層１５を形成した燃料電池用拡散層１４が組み込まれた燃料電池１では、マイク
ロポーラス層１５によってガス拡散性及び水管理性が向上し発電性能が安定化する。また
、マイクロポーラス層１５の成分調節により、導電性多孔質基材１６のみでは困難である
電池の使用環境や運転条件等に応じた性能の制御性を獲得できる。更に、マイクロポーラ
ス層１５によって導電性多孔質基材１６の起伏を吸収して平滑な表面が得られ、また、導
電性多孔質基材１６の炭素繊維がほつれや毛羽立ちしても、導電性多孔質基材１６の炭素
繊維が触媒層１３と接触することを回避でき、導電性多孔質基材１６の炭素繊維と触媒層
１３によって起こる短絡（ショート）の発生を予防できる。
【００７３】
　殊に、導電性を付与する導電性材料として粉末状のカーボン粒子を使用した本実施の形
態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、形成されるマイクロポーラス層
１５の表面が均一になりやすく、触媒層１３との接触抵抗が低く、また、ガスの拡散が均
一になるから、燃料電池１の高出力化が可能となる。
　また、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物においてカーボンブラ
ックを含有している場合には、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物の塗布対象とし
てカーボンペーパー、カーボンクロス、カーボンフェルト等からなる導電性多孔質基材１
６との相性が良く、製造品質を均一化でき燃料電池１において安定した出力が得られ易い
。中でも、アセチレンブラックは、一般的に高純度であり、マイクロポーラス層１５の塗
膜の均質化に有利で、燃料電池１の出力が安定しやすい。
【００７４】
　このとき塗布型のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、マイクロポーラ
ス層形成用ペースト組成物を導電性多孔質基材１６に塗布して乾燥・焼成するという簡単
な施工作業によって形成され、導電性多孔質基材１６との接触性も良く、導電性多孔質基
材１６の形状により任意の形状に仕上げることができる。
【００７５】
　そして、特定の比表面積を有するカーボン粒子を併用したカーボン粉末と、撥水性樹脂
と、分散剤と、分散媒（溶媒）とを混合してペースト状に調節したマイクロポーラス層形
成用ペースト組成物を導電性多孔質基材１６に塗布して乾燥・焼成することにより得られ
た本実施の形態のガス拡散層１４では、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物から形
成されたマイクロポーラス層１５の塗膜中のカーボン粒子の導電パス及び導電性多孔質基
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材１６を構成する炭素繊維等の導電性物質の導電パスによって導電性が発揮され、また、
ＰＴＦＥ等の撥水性樹脂によって撥水性が発揮される。更に、ペースト組成物中の撥水性
樹脂は、乾燥・焼成時の加熱処理によりその少なくとも一部が軟化・溶融して導電材（マ
イクロポーラス層１５のカーボン粒子や導電性多孔質基材１６の炭素繊維等の導電性物質
）を結着する樹脂バインダーとしての機能も有する。加えて、マイクロポーラス層１５に
は、導電性多孔質基材１６の空隙（細孔）よりも小さい微細孔が形成され、ガス拡散性や
排水性が確保される。
【００７６】
　特に、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、導電性を付
与するためのカーボン粒子として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表
面積のカーボン粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積
のカーボン粒子を併用し、低比表面積カーボン粒子と高比表面積カーボン粒子が４：６≦
低比表面積のカーボン粒子：高比表面積のカーボン粒子≦７：３の比率で配合されている
ことで、平滑な塗膜を形成でき、かつ、導電性を確保しつつガス透過性を向上させること
ができ、ガス透過性及び導電性が両立したマイクロポーラス層１５を形成できることから
、燃料電池１のガス拡散層１４への適用により、電池の出力を向上させることができる。
【００７７】
　また、低比表面積のカーボン粒子：高比表面積のカーボン粒子＝４：６～７：３の範囲
内においては、低比表面積カーボン粒子と高比表面積カーボン粒子の混合比率を変更する
ことで、所定の導電性を維持したままで、ガス透過性を容易に調節することができる。よ
って、燃料電池１の目的に特化したガス拡散特性を容易に設計できる。
【００７８】
　更に、カーボン粉末として比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積カ
ーボン粒子及び比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積カーボン
粒子を併用した本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、高比
表面積のカーボンブラックを主流とした従来よりもカーボン粉末全体の比表面積が低減化
されることで、固形分が多くても粘度が上昇し過ぎず塗布に適した粘度となるから、塗布
時にペースト状に調節する際の水分量が少なくて済む。更には、カーボン粒子の分散に必
要な分散剤の量も少なくて済む。したがって、水分や分散剤の熱分解・揮発に要する乾燥
・焼成時間を短くでき、または、乾燥・焼成温度を低くでき、製造コストの低減化が可能
である。
【００７９】
　また、水分量及び分散剤の量が少なく済むことで、過熱によるクラック等が生じること
ない負荷の少ない乾燥・焼成でも分散剤及び水分が十分に除去されてマイクロポーラス層
１５に残存することがないから、燃料電池１の発電効率に影響を与えるガス拡散層１４の
重要特性である撥水性も長時間良好に維持される。更に、マイクロポーラス層１５におい
て高いガス透過性が得られることから、電池反応で生成した水の排出がスムーズに行われ
て水の滞留が起こり難くなり、フラッディング現象も防止される。また、分散剤や水分が
残存しないことで、撥水性樹脂によるカーボン粒子の結着が阻害されることもなく、カー
ボン粒子の脱落が防止される。よって、高負荷時の特性にも優れ、反応ガスの利用率が低
下することなく反応ガスの安定した拡散性が維持されることから、燃料電池１において長
期間安定した出力を維持でき、また、要求発電量の増加に対しても速やかに追従すること
ができ、高い電池性能を発揮させることができる。そして、このように製造品質を均一化
でき、長期間安定して作動できるから、高い反応活性が必要とされる固体高分子形燃料電
池の膜電極接合体１０にも好適に用いることができる。
【００８０】
　次に、本発明の実施の形態に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物の配合組成
を具体的に示して、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物及びそのマイクロポーラス
層形成用ペースト組成物を用いて作製した燃料電池用ガス拡散層の実施例について説明す
る。
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【００８１】
　まず、本実施の形態に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物の配合組成として
表１に示す配合内容で、実施例１乃至実施例４の配合のマイクロポーラス層形成用ペース
ト組成物を作製した。また、比較のために、比較例１乃至比較例５に係るマイクロポーラ
ス層形成用ペースト組成物も併せて作製した。各実施例の配合内容を表１の上段に示し、
各比較例の配合内容を表１の下段に示す。
【００８２】
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【表１】

【００８３】
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　本実施例１乃至実施例４に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物では、カーボ
ン粉末として、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボ
ン粒子である比表面積が６９ｍ2／ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）製：商
品名「デンカブラック（登録商標）」）と、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下
の低比表面積のカーボン粒子である比表面積が５～５０ｍ2／ｇの黒鉛を配合した。
　また、撥水性樹脂としてＰＴＦＥエマルジョン（ダイキン工業（株）製：ＰＯＬＹＦＬ
ＯＮ ＰＴＦＥ Ｄ－２１０Ｃ[固形分（樹脂分）６１％]）、分散剤として界面活性剤であ
るポリオキシエチレントリデシルエーテル、及び溶媒としてのイオン交換水を配合した。
なお、ＰＴＦＥエマルジョンにも、ＰＴＦＥ微粒子を安定化させるための非イオン系界面
活性剤（分散剤）が含まれている。
【００８４】
　各材料の配合量は表１に示した通りである。実施例１乃至実施例４では、カーボン粉末
の総量、即ち、アセチレンブラック及び黒鉛の合計量が全て７５．０ｇで統一され、また
、ＰＴＦＥエマルジョンが２１．７ｇ（固形分１３．２ｇ）で統一されているが、各実施
例でアセチレンブラックと黒鉛の配合量は異なり、それに伴ってポリオキシエチレントリ
デシルエーテル及びイオン交換水の配合量も異なっている。なお、マイクロポーラス層形
成用ペースト組成物の全固形分中においてカーボン粉末は８１～８２質量％、ＰＴＦＥ樹
脂（固形分）は１４～１５質量％である。また、低比表面積カーボン粒子である黒鉛の比
表面積は、高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラック比表面積の５％～８０％の
範囲内となっている。
【００８５】
　そして、実施例１では、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカーボ
ン粒子であるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部としたと
きに、低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が７０質量部で、高比表面積カーボン
粒子であるアセチレンブラックの配合量が３０質量部となっている。
　即ち、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレン
ブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２が７／３であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面
積カーボン粒子である黒鉛の含有量が７０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチ
レンブラックの含有量が３０質量％である。
【００８６】
　実施例２では、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカーボン粒子で
あるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部としたときに、低
比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が６０質量部で、高比表面積カーボン粒子であ
るアセチレンブラックの配合量が４０質量部となっている。
　即ち、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレン
ブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２が３／２であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面
積カーボン粒子である黒鉛の含有量が６０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチ
レンブラックの含有量が４０質量％である。
【００８７】
　実施例３では、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカーボン粒子で
あるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部としたときに、低
比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が５０質量部で、高比表面積カーボン粒子であ
るアセチレンブラックの配合量が５０質量部となっている。
　即ち、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレン
ブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２が１／１であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面
積カーボン粒子である黒鉛の含有量が５０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチ
レンブラックの含有量が５０質量％である。
【００８８】
　実施例４では、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカーボン粒子で
あるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部としたときに、低
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比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が４０質量部で、高比表面積カーボン粒子であ
るアセチレンブラックの配合量が６０質量部となっている。
　即ち、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレン
ブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２が２／３であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面
積カーボン粒子である黒鉛の含有量が４０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチ
レンブラックの含有量が６０質量％である。
　なお、実施例１乃至実施例４では、高比表面積カーボン粒子１００質量部に対して、低
比表面積カーボン粒子の配合量が６６質量部～２３３質量部の範囲内である。
【００８９】
　　一方、比較例１乃至比較例４に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物では、
実施例１乃至実施例４と同様、撥水性樹脂としてＰＴＦＥエマルジョン（ダイキン工業（
株）製：ＰＯＬＹＦＬＯＮ ＰＴＦＥ Ｄ－２１０Ｃ[固形分（樹脂分）６１％]）、分散剤
として界面活性剤であるポリオキシエチレントリデシルエーテル、及び溶媒としてのイオ
ン交換水を配合するも、実施例１乃至実施例４とはカーボン粉末の配合内容、配合組成、
配合量を変えている。なお、比較例１乃至比較例５においても、カーボン粉末の総量は全
て７５．０ｇで統一され、また、ＰＴＦＥエマルジョンが２１．７ｇ（固形分１３．２ｇ
）で統一されているが、カーボン粒子、分散剤及びイオン交換水の配合量は異なっている
。
【００９０】
　即ち、表１の下段に示すように、比較例１では、カーボン粉末として、比表面積が５０
ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積カーボン粒子である比表面積が６９ｍ2

／ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）製：商品名「デンカブラック（登録商標
）」）のみを配合した。なお、カーボン粉末としてこのアセチレンブラックのみの配合で
ある比較例１は従来品に相当する。
【００９１】
　比較例２では、カーボン粉末として、実施例１乃至実施例４と同様、比表面積が５０ｍ
2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積カーボン粒子である比表面積が６９ｍ2／
ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）製：商品名「デンカブラック（登録商標）
」）と、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積カーボン粒子である比
表面積が５～５０ｍ2／ｇの黒鉛を併用して配合するも、実施例１乃至実施例４よりも高
比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックの配合量を増やし、高比表面積カーボン
粒子である黒鉛の配合量を減らしている。
　即ち、比較例２の配合は、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカー
ボン粒子であるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部とした
ときに、低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が３０質量部で、高比表面積カーボ
ン粒子であるアセチレンブラックの配合量が７０質量部となっており、低比表面積カーボ
ン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックとの配合比率Ｍ１
／Ｍ２が３／７であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面積カーボン粒子である黒鉛
の含有量が３０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックの含有量が７
０質量％である。
【００９２】
　一方、比較例３では、カーボン粉末として、実施例１乃至実施例４と同様、比表面積が
５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積カーボン粒子である比表面積が６９
ｍ2／ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）製：商品名「デンカブラック（登録
商標）」）と、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積カーボン粒子で
ある比表面積が５～５０ｍ2／ｇの黒鉛を併用して配合するも、実施例１乃至実施例４よ
りも高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックの配合量を減らし、低比表面積カ
ーボン粒子である黒鉛の配合量を増やしている。
　即ち、比較例３の配合は、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛及び高比表面積のカー
ボン粒子であるアセチレンブラックの総量（カーボン粉末の総量）を１００質量部とした
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ときに、低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合量が８０質量部で、高比表面積カーボ
ン粒子であるアセチレンブラックの配合量が２０質量部となっており、低比表面積カーボ
ン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックとの配合比率Ｍ１
／Ｍ２が４／１であり、カーボン粉末全体に対して、低比表面積カーボン粒子である黒鉛
の含有量が８０質量％、高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックの含有量が２
０質量％である。
【００９３】
　また、比較例４では、カーボン粉末として、実施例１乃至実施例４と同一の高比表面積
カーボン粒子である比表面積が６９ｍ2／ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）
製：商品名「デンカブラック（登録商標）」）と、実施例１乃至実施例４で使用したカー
ボン粒子よりも更に低い比表面積を有する比表面積３～５ｍ2／ｇの黒鉛とを配合した。
アセチレンブラックと比表面積３～５ｍ2／ｇの黒鉛の配合は、実施例１のときと同様と
している。
【００９４】
　更に、比較例５では、カーボン粉末として、実施例１乃至実施例４と同一の比表面積が
６９ｍ2／ｇのアセチレンブラック（電気化学工業（株）製：商品名「デンカブラック（
登録商標）」）と、このアセチレンブラックとは別に、高比表面積のカーボン粒子である
比表面積５０ｍ2／ｇ～１００ｍ2／ｇのファーネスブラックとを配合した。
【００９５】
　これら実施例１乃至実施例４、比較例１乃至比較例５に係るマイクロポーラス層形成用
ペースト組成物は、表１に示した配合量で各配合材料を配合し、公転８００ｒｐｍ、自転
９００ｒｐｍに設定した遊星式撹拌・脱泡装置（倉敷紡績（株）製：商品名「マゼルスタ
ー ＫＫ－１０００Ｗ」）で４分間混合分散・脱泡することにより調製を行ってペースト
状とした。
【００９６】
　そして、これら実施例１乃至実施例４、比較例１乃至比較例５に係るマイクロポーラス
層形成用ペースト組成物を用いて燃料電池用ガス拡散層１４を作製し、このガス拡散層１
４について、ガス透過性及び導電性の評価試験を行った。
【００９７】
　ガス拡散層１４は、導電性多孔質基材１６としてのカーボンペーパーに対し、その片面
に、薄膜塗布工具（ダイヘッド）を用いて、移動速度１．０ｍ/ｍｉｎ、目付け４．０ｍ
ｇ/ｃｍ2の条件で各実施例、比較例のマイクロポーラス層形成用ペーストを塗布し、その
後、３００℃で所定時間（１０分～２０分）乾燥・焼成させることによって作製した。
【００９８】
　即ち、実施例１乃至実施例４、比較例１乃至比較例５にかかる燃料電池用のガス拡散層
１４は、カーボンペーパーからなる導電性多孔質基材１６の表面に実施例１乃至実施例４
、比較例１乃至比較例５に係るペースト状に調製したマイクロポーラス層形成用ペースト
組成物を塗布し、乾燥・焼成してなるものであり、カーボンペーパーからなる導電性多孔
質基材１６の表面にマイクロポーラス層形成用ペースト組成物から形成されたマイクロポ
ーラス層１５の塗膜を有する。
【００９９】
　そして、このようにして作製されたガス拡散層１４について、ガス透過性の評価指標と
して法線透気度の測定を行い、導電性の評価指標として抵抗値の測定を行った。
　法線透気度については、５０Φに打ち抜いたガス拡散層１４の厚み方向の片側を圧力室
とし、ガス拡散層１４の厚み方向の他の片側を開放室とするようにガス拡散層１４を試験
装置にセットし、ガス拡散層１４の厚み方向の片側の圧力室において荷重１２６０Ｎ（面
圧１．８ＭＰａ）（荷重測定器（WGA-710B）：（株）共和産業）下で０．５Ｌ／ｍｉｎ、
０．７Ｌ／ｍｉｎ、０．９Ｌ／ｍｉｎの窒素ガス（流量コントローラ（PAC-D2）：（株）
堀場エステック）を供給し、開放室との差圧（差圧計（GPG-204C11）：（株）岡野製作所
）を測定した。そして、差圧の傾きから算出したガス透気度（平均値）の値［１．０×１
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０-6ｍ／（Ｐａ・Ｓｅｃ）］が３．０以上と、従来品（比較例１）よりも数値が上回った
ものを合格（○）とし、３．０未満を不合格（×）とした。
【０１００】
　また、抵抗値の測定については、ベリリウム銅からなるブロック間にガス拡散層１４を
挟み、１０８０Ｎの荷重（面圧１ＭＰａ）（荷重測定器（K3HB-VLC-C2BT11）：オムロン
（株））をかけた状態で通電（１Ａ×１～５ＭＰａ）し、ガス拡散層１４の単位面積当た
りの厚み方向の電気抵抗（抵抗計（3566）：鶴賀電機（株））を測定した。電気抵抗（平
均値）の測定値［ｍΩ・ｃｍ2］が１５以下であれば導電性が良好であると判断して合格
（○）とし、１５を超えるものは導電性が不足していると判断して不合格（×）とした。
　ガス透過性及び導電性の評価結果については、表１の右蘭に示した通りである。
【０１０１】
　表１に示したように、実施例１乃至実施例４は、カーボン粉末として、比表面積が５ｍ
2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積カーボン粒子である５～５０ｍ2／ｇの比表面
積を有する黒鉛粉末と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積
カーボン粒子である６９ｍ2／ｇの比表面積を有するアセチレンブラック粉末とが併用さ
れ、それらの配合比率が、低比表面積のカーボン粒子である黒鉛：高比表面積のカーボン
粒子であるアセチレンブラック＝４：６～７：３の範囲内、即ち、カーボン粉末全体に対
する低比表面積カーボン粒子の黒鉛の配合比率が４０～７０％の範囲内で、高比表面積カ
ーボン粒子のアセチレンブラックの配合比率が３０～６０％の範囲内である。
【０１０２】
　その結果、実施例１乃至実施例４では何れもガス透過性について、ガス透気度が４．４
～１１．２［１．０×１０-6ｍ／（Ｐａ・Ｓｅｃ）］と高いガス透過性を示し、○（合格
）の評価であり、更に、導電性についても、抵抗値が１１［ｍΩ・ｃｍ2］と低く高い導
電性を示し、○（合格）の評価であった。
【０１０３】
　また、表１で示すように、実施例１乃至実施例４においては、カーボン粉末中の高比表
面積カーボン粒子であるアセチレンブラックの配合割合が少なり低比表面積カーボン粒子
である黒鉛の配合割合が多くなるにつれて、抵抗値は一定であるもののガス透気度が増加
している。これより、高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックと低比表面積で
あるカーボン粒子の配合割合の調節のみで、導電性を維持しつつガス透過性を制御できる
ことが分かる。
【０１０４】
　このように、実施例１乃至実施例４は、ガス透過性及び導電性が高く、高ガス透過性及
び高導電性が両立したマイクロポーラス層１５を形成できるマイクロポーラス層形成用ペ
ースト組成物である。
【０１０５】
　これに対し、従来品である比較例１は、カーボン粉末として高比表面積のカーボン粒子
であるアセチレンブラックのみを配合したものである。
　この結果、比較例１では、導電性については抵抗値が低く○（合格）の評価であるも、
実施例１乃至実施例４と比較してガス透過性が劣っている。
【０１０６】
　また、比較例２は、カーボン粉末として高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラ
ックと低比表面積カーボン粒子である黒鉛を併用するも、カーボン粉末全体に対して、実
施例１乃至実施例４よりも低比表面積カーボン粒子の割合が少なく、カーボン粉末全体に
おいて低比表面積カーボン粒子の含有量がわずか３０質量％であり、両者の配合比が、低
比表面積カーボン粒子の黒鉛：高比表面積カーボン粒子のアセチレンブラック＝３：７で
ある。
　この結果、比較例２では、導電性については抵抗値が低く○（合格）の評価であるも、
従来品である比較例１とガス透過性が同等であり、ガス透過性の向上効果が見られなかっ
た。
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【０１０７】
　比較例３は、カーボン粉末として高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックと
低比表面積カーボン粒子である黒鉛を併用するも、実施例１乃至実施例４よりも低比表面
積カーボン粒子である黒鉛の配合割合が多く、カーボン粉末全体において低比表面積カー
ボン粒子である黒鉛の含有量が８０質量％であり、両者の配合比が、低比表面積カーボン
粒子の黒鉛：高比表面積カーボン粒子のアセチレンブラック＝４：１である。
【０１０８】
　この結果、比較例３では、比較例３の配合に係るマイクロポーラス層形成用ペーストを
カーボンペーパーからなる導電性多孔質基材１６に塗布し、乾燥・焼成するも、導電性多
孔質基材１６上に形成されたマイクロポーラス層１５の塗膜は、凹凸が大きく、燃料電池
１の出力の安定のためにガス拡散層１４に要求されるマイクロポーラス層１５の塗膜平滑
性に劣っていた。このため、比較例３に係るガス拡散層１４においては、燃料電池１に適
用した際に触媒層１３との接合性が低下するから、燃料電池１の出力の向上が困難である
と判断し、ガス透過性及び導電性の評価試験を行わなかった。
【０１０９】
　比較例４は、カーボン粉末として高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックと
アセチレンブラックよりも低比表面積のカーボン粒子とを併用するも、比表面積が３～５
ｍ2／ｇと実施例１乃至実施例４よりも更に比表面積が低い黒鉛を配合したものである。
なお、アセチレンブラック及び比表面積が３～５ｍ2／ｇの黒鉛の配合割合は、実施例１
のときと同様としている。
　この結果、比較例４では、ガス透過性については○（合格）の評価であるも、導電性に
ついては、抵抗値が１９［ｍΩ・ｃｍ2］と高く、×（不合格）の評価であり、導電性が
不足している。
【０１１０】
　比較例５は、カーボン粉末として高比表面積カーボン粒子であるアセチレンブラックと
、同じく高比表面積カーボン粒子である比表面積が５０～１００ｍ2／ｇのファーネスブ
ラックを併用したものである。
　この結果、比較例５では、導電性については抵抗値が低く○（合格）の評価であるも、
従来品である比較例１とガス透過性が同等であり、ガス透過性に劣っている。
【０１１１】
　このように比較例１、比較例２、比較例４及び比較例５では、導電性とガス透過性を両
立させることができず、また、比較例３では塗膜の平滑性において実用性に欠けるものと
なっている。
　即ち、低比表面積カーボン粒子である黒鉛及び高比表面積カーボン粒子であるアセチレ
ンブラックの総量に対して、低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合比率が４０質量％
未満では、ガス透過性を向上させることができず、一方で、低比表面積カーボン粒子であ
る黒鉛の配合比率が７０質量％を超えると、平滑な塗膜を形成することができず、燃料電
池１に適用した際に触媒層１３との接合性に欠け、ガス拡散層１４としての機能が大幅に
低下し、燃料電池１の出力を高めることができない。
　また、５ｍ2／ｇ未満である比表面積を有するカーボン粒子を高比表面積カーボン粒子
と併用しても、電気抵抗が高くなり、導電性とガス透過性を両立させることができない。
　更に、本発明者らの実験研究によって１００ｍ2／ｇを超える比表面積を有するカーボ
ン粒子では、低比表面積カーボン粒子と併用しても、ガス透過性や強度が低下することが
判明している。これは、比表面積が高すぎることで、カーボン粒子が凝集し易くなって分
散性が低下し、均一な細孔が形成され難くなるためである。
【０１１２】
　これに対し、実施例１乃至実施例４では、導電性を確保しつつ、ガス透過性を向上させ
ることができ、導電性及びガス透過性が両立したマイクロポーラス層１５を形成できるマ
イクロポーラス層形成用ペースト組成物が得られている。
　即ち、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積カーボン粒子である黒
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鉛と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積カーボン粒子であ
るアセチレンブラックを併用し、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボ
ン粒子であるアセチレンブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２を４／６～７／３の範囲内とす
ることにより、導電性及びガス透過性に優れ、導電性及びガス透過性が両立したマイクロ
ポーラス層１５を形成できる。
【０１１３】
　そして、低比表面積カーボン粒子である黒鉛と高比表面積カーボン粒子であるアセチレ
ンブラックとの配合比率Ｍ１／Ｍ２が４／６～７／３の範囲内であれば、高比表面積カー
ボン粒子であるアセチレンブラックと低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合割合を調
節するだけで、所定の導電性を維持しながらガス透過性の調節が容易に可能である。特に
、実施例１乃至実施例４の比較から、高比表面積のカーボン粒子であるアセチレンブラッ
クよりも低比表面積カーボン粒子である黒鉛の配合割合を多くすることで、導電性を低下
させることなく、ガス透過性を向上させることができる。
【０１１４】
　こうして、実施例１乃至実施例４に係るマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によ
って得られたマイクロポーラス層１５によれば、従来品である比較例１と比較して、導電
性を確保しつつガス透過性が向上され、導電性及びガス透過性が両立している。
【０１１５】
　以上説明してきたように、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物は
、カーボン粉末と、ＰＴＦＥ等の撥水性樹脂と、ポリオキシエチレントリデシルエーテル
等の分散剤とを含有するマイクロポーラス層形成用ペースト組成物であって、カーボン粉
末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積の黒鉛等のカーボン
粒子と、比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のアセチレン
ブラック等のカーボン粒子を併用し、低比表面積カーボン粒子（Ｍ１）と高比表面積のカ
ーボン粒子（Ｍ２）の配合比Ｍ１／Ｍ２を４／６～７／３の範囲内としたものであり、低
比表面積カーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子の総量に対して、低比表面積カーボン
粒子の比率が４０～７０％の範囲内、高比表面積カーボン粒子の比率が３０％～６０％の
範囲内とされている。
【０１１６】
　このような本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、比表面
積が高いカーボン粒子と比表面積が低いカーボン粒子を所定の配合比率で併用したことで
、導電性を確保しつつも、ガス透過性をさせることができ、導電性及びガス透過性が両立
したマイクロポーラス層１５を形成できる。
【０１１７】
　また、Ｍ１／Ｍ２が４／６～７／３の範囲内であれば、高比表面積のカーボン粒子と低
比表面積のカーボン粒子の配合割合を調節するだけで、導電性を維持しつつ、ガス透過性
の調節が容易に可能であり、特に、高比表面積のカーボン粒子よりも低比表面積のカーボ
ン粒子の配合割合を多くすることで、導電性を低下させることなく、ガス透過性を向上さ
せることができる。
【０１１８】
　更に、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、カーボン粉
末として、最小で５ｍ2／ｇの比表面積、最大でも１００ｍ2／ｇの比表面積を有するカー
ボン粒子の使用により、凝集体が少なくて固形分が多くても粘度が上昇し過ぎず塗布に適
した粘度となるから、塗布時にペースト状に調節する際の水分量が少なくて済む。加えて
、カーボン粒子の分散に必要な分散剤（界面活性剤等）の量も少なくて済む。したがって
、水分や分散剤の熱分解・揮発に要する乾燥・焼成時間を短くできたり乾燥・焼成温度を
低くできたりして乾燥・焼成工程の負荷を軽減できる。よって、低コストが可能である。
【０１１９】
　こうして、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物によれば、導電性
を確保しつつガス透過性を向上させることができ、導電性及びガス透過性を両立させるこ
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とができるうえ、塗布後の乾燥・焼成工程の負荷を軽減でき、コストを抑えることができ
る。
　そして、このように導電性を確保しつつ、ガス透過性が向上され、かつ、塗膜の平滑性
も良いことから、燃料電池１のガス拡散層１４への適用により、電池の出力を向上させる
ことができる。
【０１２０】
　また、上記実施の形態は、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積の
カーボン粒子と比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカー
ボン粒子とを併用し、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子との配合比
率Ｍ１／Ｍ２が４／６～７／３の範囲内であるカーボン粉末と、撥水性樹脂と、分散剤と
、分散媒とを遊星式撹拌・脱泡装置で所定時間混合分散するマイクロポーラス層形成用ペ
ースト組成物の製造方法の発明と捉えることもできる。
【０１２１】
　かかるマイクロポーラス層形成用ペースト組成物の製造方法によれば、比表面積が高い
カーボン粒子と比表面積が低いカーボン粒子を所定の配合比率で併用したことで、導電性
を確保しつつも、ガス透過性をさせることができ、導電性及びガス透過性が両立したマイ
クロポーラス層１５を形成できる。また、凝集体が少なくて固形分が多くても粘度が上昇
し過ぎず塗布に適した粘度となるから、塗布時にペースト状に調節する際の水分量が少な
くて済む。加えて、カーボン粒子の分散に必要な分散剤（界面活性剤等）の量も少なくて
済む。したがって、水分や分散剤の熱分解・揮発に要する乾燥・焼成時間を短くできたり
乾燥・焼成温度を低くできたりして乾燥・焼成工程の負荷を軽減できる。よって、低コス
トが可能である。
　そして、遊星式撹拌・脱泡装置によって混合分散時に高い剪断応力をかけなくとも混合
分散できるから、水分量を少なくしても高い塗工性が得られ、また、カーボンの構造を維
持して塗膜強度の向上を図ることができる。
【０１２２】
　更に、上記実施の形態は、カーボン粉末と、撥水性樹脂と、分散剤とを含有し、カーボ
ン粉末として、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積のカーボン粒子
と比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカーボン粒子とを
併用し、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子との配合比率を、低比表
面積のカーボン粒子／高比表面積のカーボン粒子＝４／６～７／３の範囲内としたマイク
ロポーラス層形成用ペースト組成物が導電性多孔質基材１６に塗布され、乾燥・焼成され
てなる燃料電池用ガス拡散層１４の発明と捉えることもできる。
【０１２３】
　かかるガス拡散層１４においては、マイクロポーラス層１５を形成するマイクロポーラ
ス層形成用ペースト組成物が比表面積が高いカーボン粒子と比表面積が低いカーボン粒子
を所定の配合比率で併用したことで、導電性を確保しつつも、ガス透過性をさせることが
でき、導電性及びガス透過性が両立する。また、マイクロポーラス層形成用ペースト組成
物では凝集体が少なくて固形分が多くても粘度が上昇し過ぎず塗布に適した粘度となるか
ら、塗布時にペースト状に調節する際の水分量が少なくて済む。加えて、カーボン粒子の
分散に必要な分散剤（界面活性剤等）の量も少なくて済む。したがって、水分や分散剤の
熱分解・揮発に要する乾燥・焼成時間を短くできたり乾燥・焼成温度を低くできたりして
乾燥・焼成工程の負荷を軽減できる。よって、製造の低コストが可能である。また、Ｍ１
／Ｍ２が４／６～７／３の範囲内であれば、高比表面積のカーボン粒子と低比表面積のカ
ーボン粒子の配合割合を調節するだけで、導電性を維持しつつ、ガス透過性の調節が容易
に可能であり、特に、高比表面積のカーボン粒子よりも低比表面積のカーボン粒子の配合
割合を多くすることで、導電性を低下させることなく、ガス透過性を向上させることがで
きる。
【０１２４】
　更に、上記実施の形態は、比表面積が５ｍ2／ｇ以上、５０ｍ2／ｇ以下の低比表面積の
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カーボン粒子と比表面積が５０ｍ2／ｇを超えて、１００ｍ2／ｇ以下の高比表面積のカー
ボン粒子とを併用し、低比表面積のカーボン粒子と高比表面積のカーボン粒子との配合比
率が、低比表面積のカーボン粒子／高比表面積のカーボン粒子＝４／６～７／３の範囲内
であるカーボン粉末と、撥水性樹脂と、分散剤と、分散媒とを遊星式撹拌・脱泡装置で所
定時間混合分散して作製したマイクロポーラス層形成用ペースト組成物を導電性多孔質基
材１６に塗布し、乾燥・焼成する燃料電池用ガス拡散層１４の製造方法の発明と捉えるこ
ともできる。
【０１２５】
　かかるガス拡散層１４の製造方法によれば、マイクロポーラス層１５を形成するマイク
ロポーラス層形成用ペースト組成物が比表面積が高いカーボン粒子と比表面積が低いカー
ボン粒子を所定の配合比率で併用したことで、導電性を確保しつつも、ガス透過性をさせ
ることができ、導電性及びガス透過性が両立したマイクロポーラス層１５が形成されたガ
ス拡散層１４が得られる。また、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物では凝集体が
少なくて固形分が多くても粘度が上昇し過ぎず塗布に適した粘度となるから、塗布時にペ
ースト状に調節する際の水分量が少なくて済む。加えて、カーボン粒子の分散に必要な分
散剤（界面活性剤等）の量も少なくて済む。したがって、水分や分散剤の熱分解・揮発に
要する乾燥・焼成時間を短くできたり乾燥・焼成温度を低くできたりして乾燥・焼成工程
の負荷を軽減できる。よって、製造の低コストが可能である。
　そして、遊星式撹拌・脱泡装置によって混合分散時に高い剪断応力をかけなくとも混合
分散できるから、水分量を少なくしても高い塗工性が得られ、また、カーボンの構造を維
持して塗膜強度の向上を図ることができる。
【０１２６】
　なお、本実施の形態のマイクロポーラス層形成用ペースト組成物及びそれを用いて作製
した燃料電池用ガス拡散層１４は固体高分子形燃料電池１に限らず、例えば、ダイレクト
メタノール型燃料電池等のその他燃料電池にも適用可能である。
【０１２７】
  また、本発明を実施するに際しては、マイクロポーラス層形成用ペースト組成物、燃料
電池用の拡散層１４のその他の部分の組成、成分、配合量、材質、その他の製造工程につ
いて、本実施の形態に限定されるものではない。
  また、本発明の実施の形態で挙げている数値は、臨界値を示すものではなく、実施に好
適な適正値を示すものであるから、上記数値を若干変更してもその実施を否定するもので
はない。
【符号の説明】
【０１２８】
１５　　マイクロポーラス層
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