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(57)【要約】
【課題】本発明は、水素吸蔵合金の微粉化に伴う脱落を
抑止するとともに容易に変形可能な複合シート体及びそ
れを簡単な工程で製造することができる製造方法を提供
することを目的とするものである。
【解決手段】紙の原料となるパルプ等の繊維材料を水素
吸蔵合金微粉末３とともに分散させた溶液を漉き網に流
し込んで溜め漉きと同様の手法でシート状に形成する。
形成されたシート体を乾燥させると、繊維材料同士が絡
み合って結合した繊維構造体２が形成されると共に、そ
の内部には水素吸蔵合金微粉末３が分散保持されるよう
になる。繊維構造体２には、繊維材料の間に隙間が多数
形成され、優れたガス透過性を有している。また、紙と
同様に容易に変形可能であり、水素吸蔵合金微粉末は繊
維材料の間の隙間に係止されて脱落が防止される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合されたシート状繊維構造体と、該繊維構造
体の内部に分散保持された水素吸蔵合金微粉末とを備えていることを特徴とする複合シー
ト体。
【請求項２】
抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合されたシート状繊維構造体と、該繊維構造
体の内部に層状に分散保持された水素吸蔵合金微粉末層とを備えていることを特徴とする
複合シート体。
【請求項３】
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前記繊維材料は、主としてセルロース繊維からなることを特徴とする請求項１又は２に
記載の複合シート体。
【請求項４】
前記繊維材料は、無機繊維又は有機合成繊維を含むことを特徴とする請求項１から３の
いずれかに記載の複合シート体。
【請求項５】
前記シート状繊維構造体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように形成された
多孔質金属メッキ層を有することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の複合シ
ート体。
【請求項６】
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前記多孔質金属メッキ層は、金属以外の微粒子を含む金属メッキ層であることを特徴と
する請求項５に記載の複合シート体。
【請求項７】
請求項５又は６に記載の複合シート体からなる電極。
【請求項８】
繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成
形し、成形されたシート体を乾燥させることを特徴とする複合シート体の製造方法。
【請求項９】
繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成
形し、成形されたシート体を乾燥させ、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解す
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る溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全
体を被覆するように金属メッキ層を形成し、前記金属メッキ層を多孔質化することを特徴
とする複合シート体の製造方法。
【請求項１０】
繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成
形し、成形されたシート体を乾燥させ、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解す
ると共に金属以外の微粒子を分散させた溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記シ
ート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように金属以外の微粒子を含む金属メ
ッキ層を形成することを特徴とする複合シート体の製造方法。
【請求項１１】

40

前記水溶液は、水素吸蔵合金微粉末を分散させた紙料液であることを特徴とする請求項
８から１０のいずれかに記載の複合シート体の製造方法。
【請求項１２】
紙繊維材料を分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表
面に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊
維材料を分散させた水溶液を抄紙して積層し、積層されたシート体を乾燥させることを特
徴とする複合シート体の製造方法。
【請求項１３】
繊維材料を分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表面
に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊維
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材料を分散させた水溶液を抄紙して積層し、積層されたシート体を乾燥させ、乾燥させた
シート体に対して金属化合物を溶解する溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記シ
ート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように金属メッキ層を形成し、前記金
属メッキ層を多孔質化することを特徴とする複合シート体の製造方法。
【請求項１４】
繊維材料を分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表面
に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊維
材料を分散させた水溶液を抄紙して積層し、積層されたシート体を乾燥させ、乾燥させた
シート体に対して金属化合物を溶解すると共に金属以外の微粒子を分散させた溶液中で無
電解メッキを施すことにより、前記シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆する

10

ように金属以外の微粒子を含む金属メッキ層を形成することを特徴とする複合シート体の
製造方法。
【請求項１５】
前記水溶液は、紙料液であることを特徴とする請求項１２から１４のいずれかに記載の
複合シート体の製造方法。
【請求項１６】
前記水溶液には、増粘剤が添加されていることを特徴とする請求項８から１５のいずれ
かに記載の複合シート体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、水素吸蔵合金微粉末を担持する複合シート体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年二次電池や燃料電池に用いる材料として水素吸蔵合金が注目されている。水素吸蔵
合金は、周囲の温度を低下させるか周囲の水素圧力を上昇させることにより水素を吸収し
、周囲の温度を上昇させるか周囲の水素圧力を低下させることにより水素を放出する特性
を有しており、その特性を生かして、燃料電池等の水素貯蔵体や水素分離膜、二次電池の
電極材料、燃料電池の水素透過膜や水素透過電極等に用いられている。
【０００３】
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水素吸蔵合金は、水素の吸収と放出を繰り返すと、結晶格子に歪みが生じて合金に多数
の割れが発生し微粉化することが知られている。微粉化することで水素との接触面積が増
加することから水素の吸収・放出作用が高まる反面、支持体から脱落して周囲に飛散した
り、電極に用いた場合導電性が悪化するといった問題点も指摘されている。
【０００４】
こうした水素吸蔵合金の特性を考慮してシート状に成形する方法が種々提案されている
。例えば、特許文献１では、水素吸蔵合金を粉砕した粒状物をＰＶＡ溶液と混練してペー
スト状物を生成し、ペースト状物を撹拌しながらニッケル繊維不織布を浸漬して超音波浴
槽中に投入し、ペースト状物が不織布に十分進入した後乾燥させてプレスすることで二次
電池の電極を製造する点が記載されている。また、特許文献２では、水素吸蔵合金の粉砕
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物とニッケル繊維とを混合し、ＰＴＦＥ溶液を添加して混練したペースト状物をシート状
に成形した後焼成して多孔質シートとし、これに無電解メッキによりニッケルを添加して
電極を製造した点が記載されている。また、特許文献３では、一対のロールの間に、水素
吸蔵合金の粉末に炭素の粉末、フッ素樹脂の粉末及びバインダを混合した粉末混合物と、
金属製で無孔又は多孔板状の基材を供給し、粉末圧延法により基材の両面に粉末混合物が
固着した負極シートを製造した点が記載されている。
【０００５】
なお、和紙原料に炭素繊維や炭素粉添加して超音波発振により均一分散させた点が特許
文献４に記載されており、和紙原料に導電性繊維を混合して静電気除去紙を製造した点が
特許文献５に記載されている。
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【特許文献１】特開平９−９２２７２号公報
【特許文献２】特開平５−３０２９号公報
【特許文献３】特開２０００−１１３８８０号公報
【特許文献４】特開２００１−９８４９３号公報
【特許文献５】登録実用新案第３０００９６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１では、水素吸蔵合金の粒状物をペースト状にしてニッケル繊維不織布に進入
させるようにしており、特許文献２でも水素吸蔵合金の粉砕物をペースト状にした後成形
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及び焼成処理をしており、煩雑な処理工程やシート状にするための成形工程を必要として
いる。また、特許文献３では、粉末圧延法により水素吸蔵合金粉末を固定するようにして
いるが、バインダ等の添加物が必要となり、また、水素吸蔵合金粉末への水素の通気を確
保するための多孔性を形成する圧延調整が難しい。
【０００７】
そこで、本発明は、水素吸蔵合金の微粉化に伴う脱落を抑止するとともに容易に変形可
能な複合シート体及びそれを簡単な工程で製造することができる製造方法を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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本発明に係る複合シート体は、抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合されたシー
ト状繊維構造体と、該繊維構造体の内部に分散保持された水素吸蔵合金微粉末とを備えて
いることを特徴とする。
【０００９】
本発明に係る別の複合シート体は、抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合された
シート状繊維構造体と、該繊維構造体の内部に層状に分散保持された水素吸蔵合金微粉末
層とを備えていることを特徴とする。
【００１０】
上記の複合シート体において、前記繊維材料は、主としてセルロース繊維からなること
を特徴とする。さらに、前記繊維材料は、無機繊維又は有機合成繊維を含むことを特徴と
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する。さらに、前記シート状繊維構造体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するよう
に形成された多孔質金属メッキ層を有することを特徴とする。さらに、前記多孔質金属メ
ッキ層は、金属以外の微粒子を含む金属メッキ層であることを特徴とする。
【００１１】
本発明に係る複合シート体の製造方法は、繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合して
分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体を乾燥させることを
特徴とする。
【００１２】
本発明に係る別の複合シート体の製造方法は、繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合
して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体を乾燥させ、乾
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燥させたシート体に対して金属化合物を溶解する溶液中で無電解メッキを施すことにより
、前記シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように金属メッキ層を形成し
、前記金属メッキ層を多孔質化することを特徴とする。
【００１３】
本発明に係るさらに別の複合シート体の製造方法は、繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末
を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体を乾燥さ
せ、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解すると共に金属以外の微粒子を分散さ
せた溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末
全体を被覆するように金属以外の微粒子を含む金属メッキ層を形成することを特徴とする
。
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【００１４】
上記の複合シート体の製造方法において、前記水溶液は、水素吸蔵合金微粉末を分散さ
せた紙料液であることを特徴とする。
【００１５】
本発明に係るさらに別の複合シート体の製造方法は、紙繊維材料を分散させた水溶液を
抄紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表面に水素吸蔵合金微粉末を積層し、
積層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊維材料を分散させた水溶液を抄紙し
て積層し、積層されたシート体を乾燥させることを特徴とする。
【００１６】
本発明に係るさらに別の複合シート体の製造方法は、繊維材料を分散させた水溶液を抄
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紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表面に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積
層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊維材料を分散させた水溶液を抄紙して
積層し、積層されたシート体を乾燥させ、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解
する溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末
全体を被覆するように金属メッキ層を形成し、前記金属メッキ層を多孔質化することを特
徴とする。
【００１７】
本発明に係るさらに別の複合シート体の製造方法は、繊維材料を分散させた水溶液を抄
紙してシート状に成形し、成形されたシート体の表面に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積
層された水素吸蔵合金微粉末層を被覆するように繊維材料を分散させた水溶液を抄紙して
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積層し、積層されたシート体を乾燥させ、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解
すると共に金属以外の微粒子を分散させた溶液中で無電解メッキを施すことにより、前記
シート体及び前記水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように金属以外の微粒子を含む金属
メッキ層を形成することを特徴とする。
【００１８】
上記の複合シート体の製造方法において、前記水溶液は、紙料液であることを特徴とす
る。さらに、前記水溶液には、増粘剤が添加されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
本発明に係る複合シート体は、抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合されたシー
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ト状繊維構造体の内部に水素吸蔵合金微粉末が分散保持されているので、水素吸蔵合金が
微粉化してもシート状繊維構造体からの脱落を抑止することができ、また、繊維材料の間
には隙間が多数形成されることから、水素吸蔵合金への水素の通気性を十分確保すること
ができる。すなわち、本発明に係る複合シート体の製造方法によれば、繊維材料及び水素
吸蔵合金微粉末を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシ
ート体を乾燥させるので、抄紙の際に水素吸蔵合金微粉末がシート体内部に分散されるよ
うになり、水素吸蔵合金微粉末はシート体内部に確実に保持される。また、抄紙すること
で繊維材料がシート表面に沿って配列されるようになり、可撓性の高い構造体とすること
ができ、さらに繊維材料の間に細長い微小な隙間が形成されるため、微粉末の確実な保持
とともに十分な通気性が確保されるようになる。また、抄紙してシート状に形成し乾燥さ
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せるだけの工程で製造することができ、製造工程が極めて簡単になる。
【００２０】
また、本発明に係る別の複合シート体は、抄紙により繊維材料が互いに絡み合って結合
されたシート状繊維構造体と、該繊維構造体の内部に層状に分散保持された水素吸蔵合金
微粉末層とを備えているので、シート状繊維構造体の内部に水素吸蔵合金微粉末が保持さ
れシート状繊維構造体の表面近傍には水素吸蔵合金微粉末が保持されることがなくなり、
微粉末の脱落抑止をさらに向上させることができる。すなわち、本発明に係る複合シート
体の製造方法によれば、紙繊維材料を分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成
形されたシート体の表面に水素吸蔵合金微粉末を積層し、積層された水素吸蔵合金微粉末
層を被覆するように繊維材料を分散させた水溶液を抄紙して積層し、積層されたシート体
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を乾燥させるので、水素吸蔵合金微粉末がシート体内部に確実に分散保持され、またシー
ト体の表面近傍に水素吸蔵合金微粉末が分散保持されることを防止できる。そして、抄紙
することで繊維材料がシート表面に沿って配列されるようになり、可撓性の高い構造体と
することができ、さらに繊維材料の間に細長い微小な隙間が形成されるため、微粉末の確
実な保持とともに十分な通気性が確保されるようになる。また、抄紙してシート状に形成
し乾燥させるだけの工程で製造することができ、製造工程が極めて簡単になる。
【００２１】
そして、複合シート体の製造方法において水溶液に紙料液を用いることで、従来の抄紙
工程をそのまま利用して製造することができ、製造コストを軽減することが可能となる。
また、複合シート体の繊維材料をセルロース繊維とすることで、繊維同士の絡み合いや水

10

素結合により十分な強度のシート状繊維構造体が形成され、別途添加剤を追加する必要が
ないため構造体内部に通気のための多数の隙間が十分確保されるようになる。また、繊維
材料に、無機繊維又は有機合成繊維といった従来不織布に用いられている材料を使用する
ことで、複合シート体に多様な機能を持たせるようにすることができる。
【００２２】
そして、複合シート体がシート状繊維構造体及び水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するよ
うに形成された多孔質金属メッキ層を有するようにすることで、複合シート体全体に導電
性を付与し電極としての機能を持たせることが可能となる。多孔質の金属メッキ層である
ため水素吸蔵合金の水素の吸収・放出作用を迅速に行うことができ、また、水素吸蔵合金
微粉末の脱落抑止及び高い可撓性を備えた電極となることから、複合シート体を様々に変
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形させて電池内部に配置することが可能となる。
【００２３】
多孔質金属メッキ層は、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解する溶液中で無
電解メッキを施してシート体及び水素吸蔵合金微粉末全体を被覆するように金属メッキ層
を形成し、金属メッキ層を多孔質化することで容易に形成することができる。また、別の
製造方法として、乾燥させたシート体に対して金属化合物を溶解すると共に金属以外の微
粒子を分散させた溶液中で無電解メッキを施してシート体及び水素吸蔵合金微粉末全体を
被覆するように金属以外の微粒子を含む金属メッキ層を形成して多孔質金属メッキ層とす
ることもできる。いずれの製造方法においても、導電性及び通気性に優れた電極として機
能する複合シート体を製造することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、本発明を実施するにあたって好ましい具体例であるから、技術的に種々の限定がなさ
れているが、本発明は、以下の説明において特に本発明を限定する旨明記されていない限
り、これらの形態に限定されるものではない。
【００２５】
図１は、本発明に係る複合シート体の実施形態に関する一部拡大断面模式図である。複
合シート１は、多数の繊維材料が絡み合って結合して形成されたシート状繊維構造体２の
内部に水素吸蔵合金微粉末３が分散保持されて構成されている。繊維構造体２は、抄紙に
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より形成されているため、複合シート体１のシート表面にほぼ沿うように繊維材料が配列
されるようになる。したがって、各繊維材料の間には細長い隙間が多数形成されるように
なり、その隙間に水素吸蔵合金微粉末３が保持されるようになる。
【００２６】
そのため、水素吸蔵合金微粉末３は、脱落することなく確実に保持されるようになり、
また、水素の吸収・放出作用によりさらに微粉末化しても絡み合った繊維材料により脱落
が抑止されるようになる。そして、各繊維材料の間の多数の隙間は、通気性に優れ水素の
流通がスムーズに行われるため、水素吸蔵合金の吸収・放出作用を迅速に行うことが可能
となる。また、後述するように、無電解メッキを行う際にメッキ槽に複合シート体を浸漬
する場合複合シート体内部の隅々にまでメッキ液が浸透し、複合シート体全体を満遍なく

50

(7)

JP 2006‑196280 A 2006.7.27

メッキ処理することができる。
【００２７】
また、繊維構造体２は、多数の繊維材料がシート表面に沿うように配列されて形成され
ているため可撓性に優れた特性を有しており、様々な形状に変形することが可能である。
例えば、図２（ａ）に示すように螺旋状に巻いた形状や図２（ｂ）に示すように折り曲げ
加工により波板状にすることができる。また、図２（ｂ）に示す折り曲げ加工した複合シ
ー ト 体 を 丸 め て 円 筒 状 に し 、 図 ２ (ｃ ） に 示 す よ う に そ れ ら を 同 心 円 状 に 配 列 す れ ば 、 複
合シート体をコンパクトに配置することができ、燃料電池等の水素貯蔵体や水素分離膜と
して好適である。
【００２８】

10

そして、繊維構造体２の厚さは、抄紙の際に容易に調整することができ、用途に応じて
適宜設定すればよい。繊維構造体２の厚さが厚くなったとしても、各繊維材料の間の隙間
により内部にまで通気性は確保されるため、水素吸蔵合金の吸収・放出作用に影響を与え
ることはない。
【００２９】
繊維構造体２の繊維材料は、抄紙により製造される紙や不織布に従来より用いられる材
料で、例えば、セルロース繊維としては、木材、麻類、綿類、靭皮といった植物から生成
される繊維が挙げられる。また、無機繊維としては、金属、炭素、ガラス、セラミックと
った材料の繊維が挙げられ、有機合成繊維としては、ポリオレフィン系繊維、ポリエステ
ル繊維、ポリイミド繊維、ポリアミド繊維といったものが挙げられる。また、繊維材料の
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繊維長も紙や不織布が形成可能なものであればよい。繊維長が短い場合には、接着剤を併
用して繊維材料の結合を強化してもよいし、繊維材料として熱可塑性を有するものを用い
る場合には加熱により繊維材料を融着させるようにしてもよい。また、不織布の製造に用
いられるパンチング等の方法でもよい。
【００３０】
水素吸蔵合金微粉末３は、インゴットを機械的に粉砕して分級し、粒径の揃ったものを
使用する。粒径は０．０１μｍ〜２ｍｍのものを用いることができ、溶液中での分散状態
からみて、好ましくは０．１〜１０μｍのものがよい。そして、微粉末は、公知の方法で
脱脂し、活性化処理を行う。水素吸蔵合金の材料としては、以下に挙げるような公知の合
金を用いることができる。
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（１）ＡＢ5型（希土類系）合金
ＬａＮｉ5、ＬａＮｉ4Ｃｕ、ＬａＮｉ4Ａｌ、ＬａＮｉ2.5Ｃｏ2.5、Ｌａ0.8Ｎｄ0.2Ｎｉ2
Ｃｏ3、Ｌａ0.7Ｎｄ0.2Ｔｉ0.1Ｎｉ2.5Ｃｏ2.4Ａｌ0.1、Ｌａ0.8Ｎｄ0.2Ｎｉ2.5Ｃｏ2.4
Ｓｉ0.1、Ｌａ0.9Ｚｒ0.1Ｎｉ4.5Ａｌ0.5、ＭｍＮｉ5（Ｍｍ＝ミッシュメタル）、ＭｍＮ
ｉ3.55Ｃｏ0.75Ｍｎ0.4Ａｌ0.3、ＭｍＮｉ4.2Ｍｎ0.6Ａｌ0.2、ＭｍＮｉ3Ｃｏ1.5Ａｌ0.5
、ＭｍＢx（ｘ＝４．５５〜４．７６，Ｂ＝Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ，Ａｌ）。
（２）ＡＢ／Ａ2Ｂ型（チタン系）合金
ＴｉＮｉ、Ｔｉ2Ｎｉ、ＴｉＭｎ1.5、Ｔｉ2Ｎｉ−ＴｉＮｉ基多成分合金（Ｖ，Ｃｒ，Ｚ
ｒ，Ｍｎ，Ｃｏ，Ｃｕ，ＦｅなどでＮｉを部分置換 ）；Ｔｉ1‑yＺｒyＮｉx（ｘ＝０．５
〜１．４５，ｙ＝０〜１）。
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（３）ＡＢ2型（ラーベス相）合金
Ｔｉ2‑xＺｒxＶ4‑yＮｉy、 Ｔｉ1‑xＣｒxＶ2‑yＮｉy、 ＺｒＶ0.4Ｎｉ1.6、ＺｒＭｎ0.6
Ｃｒ0.2Ｎｉ1.2、 Ｔｉ17Ｚｒ15Ｖ22Ｎｉ39Ｃｒ7、 ＬａＮｉ2、 ＣｅＮｉ2。
【００３１】
水素吸蔵合金微粉末には、予めメッキ処理しておいてもよい。この場合のメッキ処理と
しては、例えば、特開平９−１０６８１７号公報に記載されたメッキ処理方法を用いるこ
とができる。
【００３２】
図３は、図１に示す複合シート体１を製造するための工程を示す説明図である。まず、
繊維材料の塊１０及び水素吸蔵合金微粉末１１を水１２の中に投入して混合する（図３（
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ａ））。繊維材料の投入量は、製造する複合シート体１の大きさ及び厚さに応じて設定す
ればよい。通常の紙や不織布の製造の際の設定と同様に行えばよい。また、水素吸蔵合金
粉末１１の投入量は、複合シート体の性能に応じて投入する。例えば、電極として製造す
2

る場合には、例えば厚さ１００μｍのシート体の場合単位面積当り０．０１ｇ／ｃｍ 〜
2

０．５ｇ／ｃｍ 分散保持されるように投入すればよい。水１２には、予め増粘剤を添加
しておいてもよい。増粘剤を添加することで、繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末の溶液内
での良好な分散状態を保つことができる。増粘剤としては、和紙の場合に用いるネリ（ト
ロロアオイの根やノリウツギの皮などから作られるもの）や合成のり（ＰＶＡ等）が好適
である。
【００３３】
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投入後混合溶液を撹拌器１３により撹拌し、溶液内の繊維材料及び素吸蔵合金微粉末が
ほぼ均等に分散した状態にする（図３（ｂ））。次に、分散溶液を支持枠体１４に設置し
た漉き網に均一な厚みとなるように流し込む（図３（ｃ））。こうした紙漉きの手法は、
一般に「溜め漉き」と称されている手法である。図３（ｃ）

は、紙漉きされた状態を示

す一部拡大図を示している。漉き網１５は、ステンレスの線材を縦横に張設して多数の微
細な網目が形成されており、網目の大きさは、通常の紙漉きに用いる大きさに設定されて
いる。漉き網１５は、支持枠体１４に周縁部を支持されており、その上面には抄紙された
シート体１６が形成される。分散溶液を漉き網１５に流し込むと、水とともに細かい繊維
材料や水素吸蔵合金微粉末が漉き網１５を通過して落下するが、大部分の繊維材料は漉き
網１５に残留してその表面方向にほぼ沿って配列された状態となる。水素吸蔵合金微粉末

20

は、繊維材料とともに流し込まれるため、残留した繊維材料の間に分散して保持されるよ
うになる。漉き網１５の網目より小さい微粉末についても繊維材料の間の隙間に係止され
て保持されるようになる。したがって、漉き網１５の網目は、水素吸蔵合金微粉末の粒径
に合せて小さくする必要はない。漉き網１５の網目の大きさは、１０メッシュ〜５００メ
ッシュが好ましい。
【００３４】
抄紙されたシート体１６は、漉き網１５とともに載置台１７の上面にシート体１６が下
になるように設置し、漉き網１５を取り外す（図３（ｄ））。図３（ｄ）

に示すように

載置台１７の上面を波状の凹凸面に形成しておけば、後述するように、複合シート体の形
状を容易に変形させることができる。
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【００３５】
載置台１７に設置されたシート体１６は、常温乾燥される（図３（ｅ）、図３（ｅ）
）ことで、繊維材料同士が絡み合った状態で結合し、十分な強度を有するようになる（図
３（ｆ）、図３（ｆ）

）。湿った状態では、シート体１６は柔かいため、図３（ｅ）

に示すように重力の作用により載置台１７の上面の形状に沿って容易に変形するようにな
る。そして、シート体１６が乾燥すると強度を有するようになるため、図３（ｆ）

に示

すように、載置台１７から取り外してもその形状を保持するようになる。
【００３６】
図４は、本発明に係る複合シート体の別の実施形態に関する一部拡大断面模式図である
。この例では、複合シート体２０は、図１の場合と同様の繊維材料からなる上下の繊維層
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２１ａ及び２１ｂの間に水素吸蔵合金微粉末が層状に保持された微粉末層２２が形成され
ている。上下の繊維層２１ａ及び２１ｂは分離しているのではなく、図１の場合と同様に
層間においても繊維材料が互いに絡み合って結合しているが、その間に水素吸蔵合金微粉
末が層状に密集して保持されている。こうした構造となっているので、水素吸蔵合金微粉
末がシート体内部の中心部分に分散保持されるようになり、微粉末の脱落をさらに抑止す
ることができる。また、繊維層２１ａ及び２１ｂは、図１の繊維構造体と同様に通気性に
優れた特性を有しているので、中心部分に保持された水素吸蔵合金微粉末に十分な量の水
素が流通するようになる。
【００３７】
図５は、複合シート体２０の製造工程を示す説明図である。まず、繊維材料の塊２３を
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水２４の中に投入して（図５（ａ））十分撹拌する（図５（ｂ））。水２４には、上述し
たように増粘剤を必要に応じて添加しておいてもよい。繊維材料が撹拌により分散した溶
液を、図３で説明した溜め漉きと同様に、支持枠体２６に設置したステンレス製の漉き網
２７に流し込み、シート状の抄紙層２８ａを形成する（図５（ｃ））。
【００３８】
次に、形成された抄紙層２８ａの上面に水素吸蔵合金微粉末を層状になるように散布し
て微粉末層２９を形成する（図５（ｄ））。次に、形成された微粉末層２９の上に図３（
ｃ）に示す抄紙工程と同様に繊維材料を分散させた溶液を流し込み、抄紙層２８ｂを形成
する（図５（ｅ））。この場合、溶液を流し込むことで抄紙層２８ｂの繊維材料が下方の
抄紙層２８ａの繊維材料と絡み合い、一体となる。また、水素吸蔵合金微粉末は、溶液の
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流し込みで少量の流出はあるものの大部分の微粉末は抄紙層２８ａに保持されて流出する
ことが抑止される。
【００３９】
こうして抄紙されたシート体３０は、漉き網２７とともに載置台３１の上面にシート体
３０が下になるように設置して、漉き網２７を取り外し（図５（ｆ））、常温乾燥させる
ことで（図５（ｇ））シート体の強度が生じるようになり、複合シート体２０に仕上げら
れる。
【００４０】
図５の製造工程では、分散液の作成工程から抄紙工程までの従来の製紙工程に微粉末を
散布する工程を付加するだけでよく、製造コストを抑えることができる。
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【００４１】
以上の例では、抄紙工程で溜め漉きの手法を用いているが、これ以外の手法を用いて抄
紙することもできる。例えば、和紙の抄紙工程で用いられる「流し漉き」でもよく、また
、公知の抄紙機を用いて機械的に製造することも可能である。
【００４２】
上述のような複合シート体に導電性を付与する場合、複合シート体全体を金属メッキ処
理することで付与することができる。金属メッキ処理には無電解メッキを用いることで、
導電性のない繊維材料にもメッキ処理が可能となり、複合シート体の繊維材料及び水素吸
蔵合金微粉末全体を被覆するように金属メッキ層を形成することができる。
【００４３】
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金属メッキ層を構成する金属としては、Ｎｉ、Ｎｉ系合金、Ｃｕ、Ｃｕ系合金、Ｓｎ、
Ｃｒ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｔｉ、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｔ系合金、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｒｕの群
の中から選択される金属、又は、Ｎｉ−Ｐ、Ｎｉ−Ｂ、Ｎｉ−Ｃｕ−Ｐ、Ｎｉ−Ｃｏ−Ｐ
、Ｎｉ−Ｃｕ−Ｂといった合金の中から選択される。こうした金属を用いることで、物性
のばらつきの少ない金属メッキ層とすることができる。そして、金属メッキ層であること
から、熱伝導性に優れ、接触抵抗が小さく、水素吸蔵合金微粉末の酸化も抑制される。特
に、Ｎｉは、耐食性が高く、水素の電気化学反応に対して触媒としても作用するので、Ｎ
ｉメッキ処理した複合シート体は、高分子固体電解質型燃料電池に好適である。
【００４４】
こうした金属を多孔質に形成する場合には、メッキ処理後多孔質に形成すればよい。多
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孔質に形成する場合には、例えば、炭酸カルシウム粉末やアルミニウム粉末を含ませてメ
ッキ処理し、メッキ層を形成後酸性溶液又はアルカリ性溶液により粉末を溶出するように
すればよい。このように多孔質に形成することで、ガス透過性を確保することができ、複
合シート体の通気性を損なうことなく、十分な量の水素を水素吸蔵合金微粉末に対して流
通させることができる。
【００４５】
また、上述した金属中に金属以外の微粒子を分散して含ませることで、多孔質金属メッ
キ層を構成することもできる。金属以外の微粒子としては、ポリテトラフルオロエチレン
（ＰＴＦＥ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ＡＢＳ樹脂、ポリアミ
ド（ＰＡ）、ポリスルフォン（ＰＳＵ）、ＡＳ樹脂、ポリスチレン（ＰＳ）、塩化ビニリ
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デン樹脂（ＰＶＤＣ）、フッ化ビニリデン樹脂、ＰＦＡ樹脂、ポリフェニレンエーテル（
ＰＦＥ）、メチルペンテン樹脂、メタクリル酸樹脂、炭素（Ｃ）、触媒担持微粒子、及び
、熱硬化性樹脂の中から選択される。微粒子の粒径は、０．０１μｍ〜５００μｍのもの
が好ましい。こうした化合物を微粒子として用いることで、金属メッキ層が多孔質に形成
され、優れたガス透過性を確保できると共に、それぞれの化合物の特性を金属メッキ層に
付与することができる。
【００４６】
複合シート体に無電解メッキを行う場合には、例えば、図６に示すように、メッキ槽４
０にメッキ液を貯留して複合シート体１を浸漬することで行われる。メッキ液には、炭酸
カルシウム粉末又はアルミニウム粉末を適量添加しておき、メッキ処理後酸性溶液により
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これらの粉末を溶出してメッキ層を多孔質化する。また、メッキ液に、上述した微粒子を
適量添加しておき、メッキ処理することで、多孔質な金属メッキ層を形成することができ
る。この製造方法であれば、メッキ処理により多孔質金属メッキ層が形成できるので、製
造工程を簡略化できるとともに金属メッキ層全体にバラツキのないガス透過性を持たせる
ことが可能となる。また、無電解メッキにより導電性を付与した後さらに電解メッキ処理
することで導電性を向上させるようにしてもよい。図６では、メッキ液中にシート体を浸
漬しているが、シート体にメッキ液を流し込んだりシート体内にメッキ液を吸引させて含
浸させることでもメッキ処理可能である。
【００４７】
こうして多孔質の金属メッキ層で複合シート体を被覆することで、ガズ透過性及び導電
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性を有することから、例えば、ニッケル水素蓄電池の負極材料に好適である。
【実施例】
【００４８】
繊維材料として、マニラ麻及び木材のパルプ（マニラ麻３木材７；福井県和紙工業協同
組合製）を１．２ｋｇ用いて紙料液を調製し、その繊維分が乾燥時に５ｇ程度になるよう
分散したものに、水素吸蔵合金微粉末として、ＭｍＮｉ3.55Ｃｏ0.75Ｍｎ0.4Ａｌ0.3を機
械粉砕し分級して平均粒径約３０μｍのものを１５ｇ用いた。そして、繊維材料及び水素
吸蔵合金微粉末を水の中で撹拌して、微粉末の分散した紙料液を調製し、図１と同様の製
造工程により、大きさが縦１５ｃｍ横１０ｃｍ厚さ０．１ｍｍの複合シート体を製作した
。なお、漉き網として５０メッシュのものを用いた。出来上がった複合シート体は、図２
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（ａ）に示すように螺旋状に丸めることが容易に行えると共に元の平面に戻すことも簡単
行うことができ、任意の形状に変形可能なフレキシブル性を有していることが確認された
。また、変形の際に水素吸蔵合金微粉末の脱落はほとんど見られなかった。出来上がった
複合シート体の水素吸蔵合金の含有量は、約５２．３重量％であった。
【００４９】
図７は、製作された複合シート体の断面をＳＥＭにより分析した結果を示す写真である
。紐状の繊維材料が互いに絡み合いながら結合した繊維構造体の内部に粒子状の水素吸蔵
合金微粉末が分散保持されている状態が確認できる。
【００５０】
図８及び図９は、複合シート体について水素の吸収・放出特性を測定した結果を示すグ
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ラフである。測定は、ＪＩＳ Ｈ ７２０１に準拠した自動測定装置（レスカ社製）を用い
た。試料として、（Ａ）複合シート体及び（Ｂ）複合シート体に含まれる水素吸蔵合金微
粉末と同量の微粉末を準備した。試料（Ａ）及び（Ｂ）をそれぞれ試料容器内に設置し、
試料容器内の水素の平衡圧力を変化させて水素と水素吸蔵合金の原子数比の変化量を算出
した。図８は６０℃の温度状態での測定結果を示しており、図９は２０℃の温度状態での
測定結果を示している。両図とも縦軸に水素の平衡圧力（ＭＰａ）をとり、横軸に水素の
水素吸蔵合金の原子数比の変化量を積算した値（Ｈ／Ｍ）をとっている。
【００５１】
図８及び図９をみると、複合シート体（△印）及び水素吸蔵合金微粉末（○印）はほぼ
同じように変化しており、複合シート体において水素吸蔵合金の吸収・放出作用に関して
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繊維構造体による影響はほとんどないことがわかる。したがって、シート体内部に分散保
持された水素吸蔵合金に対して水素の流通が十分行われ優れたガス透過性を備えているこ
とがわかる。
【００５２】
次に、製造された複合シート体に無電解メッキを行った。メッキ液の浴組成及び条件は
以下の通りである。
＜メッキ液＞
硫酸ニッケル

１５ｇ／リットル

次亜リン酸ナトリウム
水酸化ナトリウム
グリシン

１４ｇ／リットル

８ｇ／リットル

10

２０ｇ／リットル

ＰＴＦＥ（粒径０．３μｍ）
界面活性剤

１５ｇ／リットル

０．５ｇ／リットル

＜条件＞
ｐＨ

９．５

浴温

９０℃

撹拌時間

４０分

メッキ槽に複合シート体を浸漬して無電解メッキ処理を行った後、十分水洗して真空減圧
乾燥を５時間行った。その結果形成された金属メッキ層は、ＰＴＦＥの微粒子が分散して
含まれることで多孔質に形成されている。金属メッキ層の含有量は、約８重量％であった

20

。
【００５３】
メッキ処理された複合シート体の電極としての性能を確認するため、ニッケル水素蓄電
池の負極としての適用性について検討した。試験電極としては、（Ｃ）メッキ処理された
複合シート体及び（Ｄ）従来使用されている電極を準備した。試験電極（Ｄ）は、発泡ニ
ッケルシート（０．５ｍｍ厚）に水素吸蔵合金微粉末が含まれるペーストを塗布して圧延
・乾燥させたもので、従来より負極材料として公知のものである。両方の試験電極に含ま
れる水素吸蔵合金の重量は、０．１６８ｇ（活物質０．０８７ｇ）であった。
【００５４】
試験装置として、試験電極の他に水酸化ニッケルからなる対極及びセパレータを試験セ
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ル内の電解液中に配置した。こうした配置構成は、ニッケル水素蓄電池の一般的な構成で
ある。そして、試験電極及び対極を直流定電流源に接続して充放電を行った。
【００５５】
充放電のサイクルは、以下のように設定した。
充電・・・・１時間当り０．１Ｃcalcの電気量で、１５時間実施
充電休止・・１時間
放電・・・・１時間当り０．２Ｃcalcの電気量で、５時間実施
放電休止・・１時間
Ｃcalcは、ＪＩＳ Ｈ ７２０５で規定されている計算容量である。放電は、試験電極の電
位が０．６Ｖになるまで行った。充放電のサイクルを繰り返す毎に測定結果に基づきＪＩ
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Ｓ Ｈ ７２０５で規定されている放電容量Ｃdを算出した。図１０は、放電容量に基づい
た繰り返し充放電特性図を示している。縦軸には算出された放電容量をとり、横軸にサイ
クル数をとっている。
【００５６】
図１０をみると、試験電極（Ｃ）（●印）及び試験電極（Ｄ）（◇印）は、ほとんど同
じような充放電特性を有しており、多孔質金属メッキ層で被覆された複合シート体は、優
れたガス透過性及び導電性を有し、電極として十分な性能を備えていることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
本発明に係る複合シート体は、燃料電池等の水素貯蔵体、二次電池の電極材料、燃料電
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池の水素透過膜や水素透過電極等に用いることができる。また、水素ガスセンサーや水素
圧縮装置の材料としても好適である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る実施形態に関する一部拡大断面模式図である。
【図２】複合シート体の形状を示す外観図である。
【図３】図１に示す複合シート体の製造工程を示す説明図である。
【図４】本発明に係る別の実施形態に関する一部拡大断面模式図である。
【図５】図４に示す複合シート体の製造工程を示す説明図である。
【図６】メッキ処理工程に関する概略図である。
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【図７】複合シート体の断面をＳＥＭにより分析した結果を示す写真である。
【図８】複合シート体に関する水素の吸収・放出特性の測定結果を示すグラフである。
【図９】複合シート体に関する水素の吸収・放出特性の測定結果を示すグラフである。
【図１０】放電容量に基づいた繰り返し充放電特性図である。
【符号の説明】
【００５９】
１

複合シート体

２

繊維構造体

３

水素吸蔵合金微粉末

20

複合シート体

21

繊維層

22

微粉末層

【図１】
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【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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