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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オーステナイト系ステンレス鋼の金属平板と、
該金属平板の表裏面のうち少なくとも原料及び／又は反応生成物と接する面である接触
面を被覆するとともに、炭素系導電材及び高分子樹脂を含有する耐食性の被覆層と、
該被覆層の表面に配された桟状に配されたリブであり、前記原料及び／又は反応生成物
の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路を形成する炭素系導電材を含んだ高分子樹脂で構
成される流路形成部材と、を備え、
前記被覆層は、前記金属平板に直接被覆し、前記炭素系導電材を含んだ前記高分子樹脂
を熱圧着により緻密化された層に形成され、
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前記被覆層は、前記高分子樹脂の割合が４０〜６０質量％で、かつ、膜厚が１０μｍ〜
５０μｍであり、
前記流路形成部材は、熱圧着により緻密化された前記被覆層の上に形成される
ことを特徴とする燃料電池用金属セパレータ。
【請求項２】
前記金属平板の表面の引張残留応力が、１５ｋｇ／ｍｍ２以下であることを特徴とする
請求項１に記載の燃料電池用金属セパレータ。
【請求項３】
前記金属平板の表面は、ニッケル、金、銀、白金のうち一以上からなる金属がめっきさ
れたことを特徴とする請求項１又は２に記載の燃料電池用金属セパレータ。
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【請求項４】
前記被覆層及び前記流路形成部材に含まれる前記炭素系導電材が、黒鉛、カーボンブラ
ック、ダイヤモンド被覆カーボンブラック、炭化ケイ素、炭化チタン、カーボン繊維、カ
ーボンナノチューブのうち一以上であることを特徴とする請求項１〜３の何れか１項に記
載の燃料電池用金属セパレータ。
【請求項５】
前記被覆層及び前記流路形成部材に含まれる高分子樹脂が、フェノール樹脂、エポキシ
樹脂、メラミン樹脂、ゴム系樹脂、フラン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂のうち一以上であ
ることを特徴とする請求項１〜４の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレータ。
【請求項６】
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前記被覆層における前記炭素系導電材が、粒状カーボン及び繊維状カーボンを含み、前
記粒状カーボンと繊維状カーボンとの質量比が、１：０．５〜１：１．５の範囲であるこ
とを特徴とする請求項１〜５の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレータ。
【請求項７】
前記被覆層が、前記炭素系導電材を４０〜６０質量％含有し、前記被覆層の体積固有抵
抗が５０ｍΩ‐ｃｍ以下であることを特徴とする請求項１〜６の何れか１項に記載の燃料
電池用金属セパレータ。
【請求項８】
前記流路形成部材が、前記炭素系導電材を４０〜８０質量％含有することを特徴とする
請求項１〜７の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレータ。

20

【請求項９】
前記流路形成部材が、前記被覆層上に射出成型法又は金型成型法又は液圧成形法により
形成されることを特徴とする請求項１〜８の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレー
タ。
【請求項１０】
前記流路が、気孔率５０％以上の前記流路形成部材と、気孔率１０〜５０％の前記流路
形成部材と、気孔率１０％以下の前記流路形成部材と、の一以上を組み合わせて構成され
たことを特徴とする請求項１〜９の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレータ。
【請求項１１】
請求項１〜１０の何れか１項に記載の燃料電池用金属セパレータの製造方法であって、
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オーステナイト系ステンレス鋼の金属平板の表裏面のうち少なくとも原料及び／又は反応
生成物と接する面である接触面に、炭素系導電材及び高分子樹脂を含有する耐食性の被覆
層を熱圧着で緻密な層に形成する被覆層形成ステップと、
前記被覆層形成ステップの後、該被覆層の表面に炭素系導電材を含んだ高分子樹脂で構
成される流路形成部材を一以上、桟状に配置して、前記原料及び／又は反応生成物の流路
、及び／又は冷却用の冷媒の流路を構成するリブを形成する流路形成ステップと、
を備え、
前記被覆層形成ステップでは、前記被覆層の膜厚が１０μｍ〜５０μｍになり、前記被
覆層中の前記高分子樹脂の割合が４０〜６０質量％になるように前記被覆層が形成される
ことを特徴とする燃料電池用金属セパレータの製造方法。
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【請求項１２】
前記流路形成ステップでは、前記流路形成部材は、炭素系導電材及び高分子樹脂を含む
流路形成液又は流路形成粉体を、前記被覆層上に射出成型法又は金型成型法又は液圧成形
法により形成して、前記原料及び／又は反応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流
路を構成するリブを設けることを特徴とする請求項１１に記載の燃料電池用金属セパレー
タの製造方法。
【請求項１３】
高分子電解質膜の一方の面にカソード触媒層、他方の面にアノード触媒層が配されたセ
ルを、前記アノード触媒層に燃料を流通させる流路が形成された第一のセパレータと、前
記カソード触媒層に酸化剤を流通させる流路が形成された第二のセパレータとで挟持した
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構成であって、
前記第一のセパレータ及び第二のセパレータに、請求項１〜１０の何れか１項に記載の
燃料電池用金属セパレータを用いたことを特徴とする燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、燃料電池用金属セパレータ、製造方法及び燃料電池に係り、特に、固体高分
子電解質膜を用いた積層型燃料電池に適した燃料電池用金属セパレータ、製造方法及び燃
料電池に関する。本出願は、日本国特許法に基づく特願２００５−１７８０３６号にかか
る特許出願を基礎とするパリ優先権主張を伴う出願である。
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【背景技術】
【０００２】
固体高分子電解質形燃料電池（ＰｏｌｙｍｅｒＥｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅＦｕｅｌＣｅｌ
ｌ：ＰＥＦＣ）は、燃料の水素ガスと酸化剤の酸素とを反応させて、電気エネルギーを得
るものである。この燃料電池は、高分子電解質膜を介して対向させた一対の多孔質電極（
多孔質支持層＋触媒層）からなるＭＥＡ（ＭｅｍｂｒａｎｅＥｌｅｃｔｒｏｄｅＡｓｓｅ
ｍｂｌｙ：電極／膜接合体）が、燃料又は酸化剤を供給する流路が形成された一対のセパ
レータに挟持されて単電池を構成し、さらに積層されて積層電池として用いられている。
このような燃料電池は、通常、作動温度が８０℃付近で車載用、定置用、又は携帯・移動
用の電源として多くの用途が見込まれている。電極反応を以下に示す。
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【０００３】
（式１）
アノード：Ｈ２→２Ｈ＋＋２ｅ−
カソード：２Ｈ＋＋１／２Ｏ２＋２ｅ−→Ｈ２Ｏ
アノード（燃料極）では、水素やアルコールなどの燃料が酸化されて水素イオン（プロ
トン）が生成する。生成したプロトンは電解質膜中をカソード（酸素極または空気極）に
向かって水と共に移動し、電子は外部回路を通ってカソードに到達する。一方、カソード
では上述のプロトン、電子と酸素との還元反応により水が生成する。このとき、アノード
で生成したプロトンは、水分子を伴って電解質膜中を移動するため、電解質膜は湿潤状態
に保たれる。セパレータは、ＭＥＡを構成する多孔質支持層（カーボンペーパ等）に接し
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ているため、室温から１００℃の温度で強酸性溶液雰囲気に曝される。
【０００４】
セパレータは、積層する際の機械強度部材としての機能の他に、集電機能、燃料又は酸
化剤の分離供給と反応生成物の排出を行う機能を有する。さらに、セパレータは、発電反
応により生じる熱を放熱させる又は熱を均一化させる機能も有している。
【０００５】
セパレータ材料は、炭素系と金属系に大別される。炭素系は、黒鉛ブロックを機械加工
したもの、カーボン樹脂モールド品及び膨張黒鉛モールド成形物などがある。しかし、黒
鉛ブロックは高価で切削加工工数を多く必要とし、カーボン樹脂モールド品は割れやすい
といった問題がある。また、膨張黒鉛モールド成形物は、ガスの透過性が高いなどの難点
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がある。
【０００６】
一方、金属セパレータは、高い電導性、熱伝導性、機械強度、及び水素ガスの不透過性
を有している。さらに、原料流体の流路を成形する機械加工が容易であるため製造コスト
を低減でき、かつ、薄型化できる有望な材料として、主に、オーステナイト系ステンレス
鋼を用いた金属セパレータを中心に開発されている。しかし、金属セパレータは、耐食性
が低いことが問題である。すなわち、電解質膜が超酸性である上、上述のように、１００
℃付近でアノード側は酸化性雰囲気に、カソード側は還元性雰囲気に置かれる。また、金
属セパレータ付近では、反応物や生成物が接触し、また面内で不均一な温度分布が生じる
。
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【０００７】
これにより、金属セパレータに局部電池が形成されやすく、極めて腐食の危険性が高い
。また、連続運転などで金属セパレータを長時間使用した際、電解質膜の劣化・分解によ
り生じる酸は、さらに腐食の可能性を増加させる。この酸は、金属セパレータを腐食、損
傷させるばかりでなく、溶出した金属イオンによって電解質膜の導電性を低下させてしま
う。さらに、溶出した金属イオンが析出することにより、白金などの貴金属触媒の性能を
低下させてしまうといった問題があり、実用化が困難であった。
【０００８】
これらを解決する手段として、従来は、金属セパレータの表面に、導電性の高分子被膜
を形成する方法、又は金、白金メッキ等の耐食性の金属被覆層を形成する方法がとられて
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いる。例えば、特許文献１では、連続的な流路をプレス成形した金属基材を、密着性の高
い被覆層で被覆した金属セパレータが開示されている。これによれば、被覆層の剥離が起
こりにくく、金属基材の腐食が防止できるとされている。
【０００９】
また、特許文献２では、流路溝をプレス加工成形が容易な中間金属層の外表面に耐食性
の金属層を設け、この金属層の表面に導電剤と樹脂結着剤とからなる被覆層を形成した金
属セパレータが開示されている。これによれば、金属セパレータの耐食性を保持できると
されている。
【００１０】
また、特許文献３は、本発明の優先権の基礎出願後に公開された先願発明であるが、導
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電性流路板と金属製平板とを重ね合わせたセパレータ構造が開示されている。また、特許
文献３には、セパレータの腐食防止と接触抵抗の低減を図るため、金属製平板の表面の全
部或いは少なくとも蛇行状貫通溝と接する部位に防食或いは不働態皮膜の成長を抑える被
覆層を設けることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０００−２４３４０８号公報
【特許文献２】特開２００３−２７２６５９号公報
【特許文献３】特開２００５−２９４１５５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、従来の方法では、長時間の耐食性を維持するまでには至っていなかった
。燃料電池の寿命としては、車搭載用で５年（約４４０００時間）、設置用で１０年（約
８８０００時間）程度が見込まれている。このように、金属セパレータの耐食性は、長期
間にわたる重要な課題である。これまで、材料の耐食性を評価する手段として、硫酸溶液
中での金属の溶出量や電極電位の測定を行っているが、全面腐食の評価は可能であったが
、局部的な孔食、結晶粒界腐食又は応力腐食割れ等の局部腐食の評価は困難であった。特
に、応力腐食割れは、前兆を見つけにくく、使用開始から数年ないし５年後くらいに発見
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されることが多く、対策が困難であった。
【００１３】
応力腐食割れとは、引張応力と腐食環境の相互作用で、金属材料に亀裂が発生し、その
亀裂が時間と共に進展するという腐食現象である。この応力腐食の発生原因は、１）材質
的要因（金属材料の設計）、２）応力要因（残留応力の存在・加工履歴の影響）、３）腐
食環境要因の３要因が重複する場合である。例えば、ステンレス鋼の場合は、腐食条件と
して、ハロゲンや酸素を含む水にさらされると腐食が起きる。これは、孔食を起こす条件
と類似し、孔食が応力腐食割れの起点になることがある。また、金属材料の結晶粒界にク
ロムの炭化物が析出して、その付近にクロム欠乏層ができると、結晶粒界腐食が生じ、応
力腐食割れへと発展することもある。従来の金属セパレータは、主に流路を形成する際に
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プレス加工されている。さらに、燃料電池内は、ポリマー被覆層中や電解質膜の分解等に
より発生するハロゲンと酸素と水が共存する腐食環境下に置かれている。このため、金属
セパレータは応力腐食割れが起こりやすいことが大きな問題であった。
【００１４】
したがって、金属セパレータの腐食対策としては、使用環境下に強い金属材料を選択し
、適切な被覆層で被覆して防食することである。被覆層は、導電性を有する緻密な有機高
分子膜が実用的である。しかし、導電性と耐食性とは相反する関係にあり、被覆材料の設
計と製膜技術の向上は重要な課題の一つであった。
【００１５】
また、従来の金属セパレータは、流路を形成するため複雑にプレス加工されている。こ

10

のため、溝の曲がり部分やセパレータと多孔質支持層との接触部等に、加湿水や反応生成
水、電解質膜の劣化・分解で生じた酸などが滞留しやすい。これらは、金属セパレータ自
身の腐食原因となるとともに、反応効率の低下原因となっている。したがって、反応ガス
の流路形成方法と金属材質の選定は、反応ガスの流動分布及び反応効率（発電効率）に影
響を及ぼす重要な課題であった。
【００１６】
また、本願発明者は、上記特許文献３に示される金属製平板を構成とする場合において
も、長時間の使用中に発生する応力腐食割れを充分に防止することができなかった。
【００１７】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、特に、応力腐食割れ感受性が少な
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く、耐食性に優れ、反応効率を良好に維持する燃料電池用金属セパレータ、製造方法及び
燃料電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
本発明の燃料電池用金属セパレータは、オーステナイト系ステンレス鋼の金属平板と、
該金属平板の表裏面のうち少なくとも原料及び／又は反応生成物と接する面である接触面
を被覆するとともに、炭素系導電材及び高分子樹脂を含有する耐食性の被覆層と、該被覆
層の表面に配されたリブであり、前記原料及び／又は反応生成物の流路、及び／又は冷却
用の冷媒の流路を形成する炭素系導電材を含んだ高分子樹脂で構成される流路形成部材と
、を備え、前記被覆層は、前記接触面に前記炭素系導電材を含んだ前記高分子樹脂を緻密
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化された層に形成され、前記被覆層は、前記高分子樹脂の割合が４０〜６０質量％で、か
つ、膜厚が１０μｍ〜５０μｍであり、前記流路形成部材は、緻密化された前記被覆層の
上に形成されることを主要な特徴としている。
【００１９】
また、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記金属平板の表面の引張残留応力が、
１５ｋｇ／ｍｍ２以下であることを主要な特徴としている。
【００２０】
更に、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記金属平板の表面は、ニッケル、金、
銀、白金のうち一以上からなる金属がめっきされたことを主要な特徴としている。
【００２１】
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更にまた、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記被覆層及び前記流路形成部材に
含まれる前記炭素系導電材が、黒鉛、カーボンブラック、ダイヤモンド被覆カーボンブラ
ック、炭化ケイ素、炭化チタン、カーボン繊維、カーボンナノチューブのうち一以上であ
ることを主要な特徴としている。
【００２２】
また、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記被覆層及び前記流路形成部材に含ま
れる高分子樹脂が、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ゴム系樹脂、フラン
樹脂、フッ化ビニリデン樹脂のうち一以上であることを主要な特徴としている。
【００２３】
更に、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記被覆層における前記炭素系導電材が
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、粒状カーボン及び繊維状カーボンを含み、前記粒状カーボンと繊維状カーボンとの質量
比が、１：０．５〜１：１．５の範囲であることを主要な特徴としている。
【００２４】
更にまた、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記被覆層が、前記炭素系導電材を
４０〜６５質量％含有し、前記被覆層の体積固有抵抗が５０ｍΩ‐ｃｍ以下であることを
主要な特徴としている。
【００２５】
また、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記流路形成部材が、前記炭素系導電材
を４０〜８０質量％含有することを主要な特徴としている。
【００２６】
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更に、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記流路形成部材が、前記被覆層上に射
出成型法又は金型成型法又は液圧成形法により形成されることを主要な特徴としている。
【００２７】
更にまた、本発明の燃料電池用金属セパレータは、前記流路が、気孔率５０％以上の前
記流路形成部材と、気孔率１０〜５０％の前記流路形成部材と、気孔率１０％以下の前記
流路形成部材と、の一以上を組み合わせて構成されたことを主要な特徴としている。
【００２８】
また、本発明の燃料電池用金属セパレータの製造方法は、オーステナイト系ステンレス
鋼の金属平板の表裏面のうち少なくとも原料及び／又は反応生成物と接する面である接触
面に、炭素系導電材及び高分子樹脂を含有する耐食性の被覆層を熱圧着で緻密な層に形成
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する被覆層形成ステップと、前記被覆層形成ステップの後、該被覆層の表面に炭素系導電
材を含んだ高分子樹脂で構成される流路形成部材を一以上配置して、前記原料及び／又は
反応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路を構成するリブを形成する流路形成ス
テップと、を備え、前記被覆層形成ステップでは、前記被覆層の膜厚が１０μｍ〜５０μ
ｍになり、前記被覆層中の前記高分子樹脂の割合が４０〜６０質量％になるように前記被
覆層が形成されることを主要な特徴としている。
【００２９】
更に、本発明の燃料電池用金属セパレータの製造方法は、前記流路形成ステップでは、
前記流路形成部材は、炭素系導電材及び高分子樹脂を含む流路形成液又は流路形成粉体を
、前記被覆層上に射出成型法又は金型成型法又は液圧成形法により形成して、前記原料及
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び／又は反応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路を構成するリブを設けること
を主要な特徴としている。
【００３０】
更にまた、本発明の燃料電池用金属セパレータの製造方法は、高分子電解質膜の一方の
面にカソード触媒層、他方の面にアノード触媒層が配されたセルを、前記アノード触媒層
に燃料を流通させる流路が形成された第一のセパレータと、前記カソード触媒層に酸化剤
を流通させる流路が形成された第二のセパレータとで挟持した構成であって、前記第一の
セパレータ及び第二のセパレータに、上記に記載の燃料電池用金属セパレータを用いたこ
とを主要な特徴としている。
【００３１】
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また、本発明のその他の態様として、以下の第１態様から第３２態様がある。
【００３２】
本発明の第１態様は、金属平板と、該金属平板の表裏面のうち少なくとも原料及び／又
は反応生成物と接する面を被覆する導電性の被覆層と、該被覆層の表面に配され、前記原
料及び／又は反応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路を形成する導電性の流路
形成部材と、を備え、前記金属平板が、応力腐食割れを生じない範囲の引張残留応力を有
することを特徴とする燃料電池用金属セパレータを提供する。
【００３３】
発明者は、まず応力腐食割れ対策として、応力要因と材質的要因を低減することに着目
した。特に、応力要因となる金属平板の表面の引張残留応力が、金属平板の加工時や流路
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形成部材の形成時、及び電池の組立て時等に発生しやすい。このため、金属平板の表面の
引張残留応力を積極的に低減できるように、被覆層の組成や形成方法等を工夫する必要性
があった。
【００３４】
本態様によれば、金属セパレータ基板として、溝が形成されていない金属平板を用いた
。次いで、この金属平板の表面に、熱圧着法により緻密なポリマー薄膜状の被覆層で被覆
し、更に被覆層上に流路形成部材を別途配置して流路を形成する構成とした。
【００３５】
このように、基板に金属平板を用いたため、緻密なポリマー薄膜状の被覆層をホットプ
レス等の熱圧着法で形成することができる。これにより、導電性を維持しつつ耐食性を大
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幅に向上させることができる（材質的要因の低減）。また、金属平板とは別部材の流路形
成部材を被覆層上に配置したので、金属歪を生じさせる強いプレス加工を必要とせずに、
流路を形成することができる（応力要因の除去）。このように、応力腐食割れの要因を除
去又は低減することにより、応力腐食割れ感受性を大幅に低減できる。したがって、長時
間の使用が可能な金属セパレータを提供することができる。
【００３６】
なお本態様では、流路形成部材は最後に被覆層上に形成するため、流路形成部材の配置
、物性を任意に変えることができる。このため、流路形成部材又は部位ごとに気孔率や撥
水性などを調整して、流路を設計することができる。したがって、生成水・凝縮水等で燃
料又は酸化剤の流路が閉塞されることがなく、燃料又は酸化剤の流動分布を均一化し、反
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応効率（発電効率）を向上できる。また、本発明の金属セパレータは構造がシンプルであ
るため、セパレータの製造及び積層電池の組立て、並びにメンテナンス作業が容易になる
。
【００３７】
第２態様は第１態様において、前記金属平板の表面の引張残留応力が、１５ｋｇ／ｍｍ
２

以下であることを特徴とする。第２態様は、応力腐食割れを抑制する金属平板の物性範

囲を規定したものである。通常、固体高分子型燃料電池は、単電池が出力に応じて積層さ
れた積層電池として用いられる。そこで、第２態様の引張残留応力の範囲に規制すること
により、積層電池に組み立てられる際に受ける応力を加算した場合においても、応力腐食
割れを長期間にわたり抑制することができる。なお、金属平板の表面の引張残留応力は、
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Ｘ線応力測定法により測定できる（参照文献Ｘ線応力測定法標準（１９９７年版）：日本
材料学会Ｘ線材料強度部門委員会発行）。
【００３８】
第３態様は第１又は第２態様において、前記金属平板が、溶体化熱処理されたオーステ
ナイト系ステンレス鋼板であることを特徴とする。
【００３９】
第４態様は第１〜第３態様の何れか１つにおいて、前記金属平板が、インコネル、ニッ
ケル、金、銀、白金のうち一以上からなる金属、又はオーステナイト系ステンレス鋼板へ
の前記金属のめっき若しくはクラッド材であることを特徴とする。第３及び第４態様は、
金属平板の材料を規定したものである。第３及び第４態様の金属を用いることにより、金
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属セパレータの耐食性を向上できる。なお、第４態様において、インコネルは、クロム・
鉄・珪素（けいそ）などを含むニッケル合金の登録商標名であり、耐熱性、耐酸性、耐食
性に優れた特殊合金である。
【００４０】
第５態様は第１〜第４態様の何れか一つにおいて、前記被覆層及び／又は前記流路形成
部材が、炭素系導電材及び／又は高分子樹脂を含有することを特徴とする。金属セパレー
タの主な機能の一つは、集電機能であるが、燃料電池の発電反応では、強酸性雰囲気下に
直接曝されるため、腐食の可能性が高い。また、反応の効率化には、不均一な熱分布が生
じないようにする必要がある。このため、金属セパレータは、高い導電性、耐食性、熱伝
導性（放熱性）をあわせ持つ必要がある。
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【００４１】
第５態様によれば、金属セパレータの表面を被覆する被覆層と、被覆層の上に配される
流路形成部材が、高分子樹脂と炭素系導電材との混合物を含んだ構成としている。ここで
、炭素系導電材は、耐食性に優れた導電材であり、コストや取り扱いの面でも優れている
。このように、高分子樹脂に炭素系導電材を混合することにより、高分子樹脂に高い導電
性を付与することができる。また、炭素系導電材の添加により高分子樹脂の耐食性を向上
させ、高分子樹脂の含有率を増加させることで緻密化できる。これにより、腐食を引き起
こす物質（酸溶液など）が、金属平板まで浸透するのを抑制し、耐食性を向上できる。ま
た、炭素系導電材は熱伝導性にも優れるため、被覆層及び流路形成部材に熱伝導性を付与
することもできる。これにより、面内の熱分布を均一化することができる。

10

【００４２】
第６態様は第１〜第５態様の何れか一つにおいて、前記被覆層及び前記流路形成部材に
含まれる前記炭素系導電材が、黒鉛、カーボンブラック、ダイヤモンド被覆カーボンブラ
ック、炭化ケイ素、炭化チタン、カーボン繊維、カーボンナノチューブのうち一以上であ
ることを特徴とする。
【００４３】
第６態様は、被覆層及び流路形成部材に含まれる炭素系導電材の種類を規定したもので
ある。このような炭素系導電材を用いることにより、高い導電性を有する被覆層及び流路
形成部材を形成することができる。なお、カーボンブラックとしては、ケッチェンブラッ
ク、アセチレンブラック、ファーネスブラック等が好ましいが、これに限定されるもので
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はない。また、炭化ケイ素、炭化チタン以外の導電性金属炭化物も使用することができる
。
【００４４】
第７態様は第１〜第６態様の何れか一つにおいて、前記被覆層及び前記流路形成部材に
含まれる高分子樹脂が、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ゴム系樹脂、フ
ラン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂のうち一以上であることを特徴とする。
【００４５】
第７態様は、被覆層及び流路形成部材に用いる高分子樹脂の種類を規定したものである
。これらの樹脂は、耐食性、成形性に優れ、成形後の機械強度にも優れている。また、こ
れらの樹脂は、熱硬化性又は熱可塑性の何れかの特徴を有するが、成形温度が操作やコス
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トの面からも適度であり、金属との密着性も良いことから、低コスト化、高耐食性化に大
きな効果がある。
【００４６】
第８態様は第５〜第７態様の何れか一つにおいて、前記被覆層における前記炭素系導電
材が、粒状カーボン及び繊維状カーボンを含み、前記粒状カーボンと繊維状カーボンとの
質量比が、１：０．５〜１：１．５の範囲であることを特徴とする。
【００４７】
一般的に、被覆層は、被覆層の厚さ方向の導電性は高くても、面方向の導電性が低い場
合がある。この場合、面内に集電の分布が生じ、反応の不均一や、熱分布の不均一が生じ
る可能性が高くなり、反応効率を低下させてしまう。

40

【００４８】
そこで第８態様は、高分子樹脂中に粒子状カーボンと繊維状カーボンとを混在させて、
厚さ方向と面方向の双方に導電パスを形成するようにした。これにより、被覆層の厚さ方
向と面方向のいずれの導電性、耐食性も向上させ、反応効率を向上させることができる。
なお、第８態様における粒状カーボンとしては、黒鉛粉末又はカーボンブラッで、粒径が
１μｍ以下であるものが好ましい。また、繊維状カーボンとしては、パン系又はピッチ系
で長さが１００μｍ以下であるものが好ましい。ただし、粒状カーボン及び繊維状カーボ
ンは、これらに限定されるものではない。
【００４９】
第９態様は第５〜第８態様の何れか一つにおいて、前記被覆層が、前記炭素系導電材を
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４０〜６５質量％含有し、前記被覆層の体積固有抵抗が５０ｍΩ−ｃｍ以下であることを
特徴とする。
【００５０】
金属セパレータは、高い導電性を確保する上で、被覆層の体積固有抵抗はできるだけ小
さいことが好ましい。しかし、金属セパレータは、実用化されているカーボンセパレータ
よりも薄型化できるため、被覆層の体積固有抵抗は５０ｍΩ−ｃｍ以下であれば十分に実
用可能である。また、被覆層の体積固有抵抗は３０ｍΩ−ｃｍ以下であることがより実用
的で好ましい。なお、被覆層の体積固有抵抗が大きい程、一般的に耐食性が高いため、樹
脂含有量は３５質量％以上であることが好ましく、４０質量％以上であることがより好ま
しい。このように、第９態様の炭素系導電材の含有量とすることにより、導電性と耐食性
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とを両立することができる。
【００５１】
第１０態様は、第１〜第９態様の何れか一つにおいて、前記被覆層の水素ガスの透過率
が、１０ｍＬｍｉｎ−１ｍ−２以下であることを特徴とする。第１０態様は、被覆層の緻
密性を規定したものである。第１０態様の透過率の範囲となるよう被覆層を構成すること
により、腐食を起こす成分（気体・液体）が、金属平板まで浸透するのを抑制することが
できる。したがって、金属セパレータの耐食性を向上できる。なお、ガス透過率は、例え
ば、樹脂・炭素導電材含有量、種類、形成条件（熱圧着）等により調節することができる
。水素透過率は、平板試料の片面に水素を流通させ、反対側の面に透過してくる水素をガ
スクロマトグラフィで分析することにより測定することができる。
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【００５２】
第１１態様は第１〜第１０態様の何れか一つにおいて、前記被覆層は、ホットプレス又
はホットロールを含む熱圧着法により形成されたことを特徴とする。第１１態様によれば
、被覆層を形成する樹脂を、金属平板上で均一に加圧しながら、密着させて被覆層を形成
できる。このとき、圧力と熱により樹脂内の炭素系導電材同士の隙間や樹脂との隙間が潰
されて、緻密化される。したがって、燃料又は酸化剤、生成物等が金属平板まで浸透する
のを抑制し、耐食性を向上できる。さらに、熱圧着法により、金属平板との密着性が良く
薄膜状に形成されるため、界面抵抗を低減でき、被覆層の剥れも抑制できる。また、金属
平板であるため、面内を均一に加圧することができ、また、加圧による金属歪も最小限に
抑えることができる。このため、熱圧着法が適用可能であり、通常の吹きつけ塗装や浸漬
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法で形成した被覆層と比較して、耐食性、導電性が高く、ピンホールやクラック等の欠陥
が無いポリマーを薄膜状に均一に形成できる。
【００５３】
第１２態様は第１１態様において、前記被覆層の厚みが、１０〜１００μｍの範囲であ
ることを特徴とする。第１２態様は、均一な厚さに形成可能で、金属平板の腐食を抑制す
ることができる被覆層厚さの範囲を規定したものである。金属セパレータの信頼性・安全
性を考慮し、被覆層厚さが１０〜５０μｍであることがより好ましく、１５〜５０μｍで
あることが更に好ましい。
【００５４】
第１３態様は第５〜第１２態様の何れか一つにおいて、前記流路形成部材が、前記炭素
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系導電材を４０〜８０質量％含有することを特徴とする。流路形成部材は、金属セパレー
タにおいて、燃料又は酸化剤を供給又は生成物を排出する流路を形成するとともに、ＭＥ
Ａに直接接して集電する。第１３態様では、高い導電性及び耐食性を有する炭素系導電材
を高分子樹脂と混合して形成した。これにより、高い導電性、耐食性を有する流路形成部
材を得ることができる。この流路形成部材は、金型成形や射出成形により、用途に応じた
高さ（０．３〜１ｍｍ程度）で、被覆層上に桟状に配される。また、流路形成部材の体積
固有抵抗は、１０ｍΩ−ｃｍ以下であることが好ましい。このため、流路形成部材中の炭
素系導電材の含有量は、４０質量％以上であることが好ましく、６０質量％以上であるこ
とがより好ましく、７０〜８０質量％の範囲であることがさらに好ましい。
【００５５】
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また、金属セパレータ周辺部は、燃料又は酸化剤を各セルに供給するマニホールドや、
燃料又は酸化剤の流路をセル外部と区切るシール部として用いられる。また、金属セパレ
ータ周辺部には、炭素系導電材の含有量が４０質量％程度の低い部材を、上述と同様に成
形することもできる。
【００５６】
第１４態様は第１〜１３態様の何れか一つにおいて、前記流路形成部材が、前記被覆層
上に射出成形法又は金型成形法により形成されることを特徴とする。発電反応時は、生成
水や凝縮水が発生し、この生成水や凝縮水が燃料又は酸化剤の流路を閉塞して反応を阻害
する場合が多い。第１４態様は、流路形成部材を金型成形又は射出成形することにより形
成するため、被覆層との密着性を向上できる。また、流路形成部材を平板上（被覆層上）

10

に設けるため、流路の寸法精度が高く、作業性に優れる。
【００５７】
第１５態様は第１〜第１４態様の何れか一つにおいて、前記流路が、気孔率の異なる前
記流路形成部材を組み合わせて構成されたことを特徴とする。発電時は、生成水や凝縮水
が流路を閉塞し、反応効率を低下させていた。特に、流路形成部材と接する触媒層部では
、燃料又は酸化剤が供給されにくく、反応が起こりにくい。また、流路形成部材と接する
触媒層部で反応した場合でも、反応生成物等が溜まり、性能低下を引き起こしていた。第
１５態様は、流路形成部材を、水分を透過しやすい多孔性又は通気性を有する構造とした
。流路形成部材の気孔率が高い部分は、気液が透過・拡散可能な構造である。この気孔率
が高い部分では、燃料又は酸化剤の供給が促進されるとともに、局部的に水分が凝縮して
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も、水分は流通するガスによって容易に排出される。したがって、反応効率を向上させる
ことができる。また、流路形成部材の配置は、アノード側とカソード側で独立して設計で
き、さらに流路形成部材として気孔率が異なる多孔性体、通気性体、無孔質体を組み合わ
せて流路を設計できる。これにより、電極への燃料又は酸化剤の供給や生成物の除去及び
電解質膜への水分の供給などを、容易に制御することができる。このため、電池ユニット
の小型化にも貢献できる。
【００５８】
第１６態様は第１〜第１５態様の何れか一つにおいて、前記流路が、気孔率５０％以上
の前記流路形成部材と、気孔率１０〜５０％の前記流路形成部材と、気孔率１０％以下の
前記流路形成部材と、の一以上を組み合わせて構成されたことを特徴とする。流路形成部
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材は、ＭＥＡと直接接触する部材であるため、適切な熱伝導性が必要である。
【００５９】
第１６態様は、導電性と放熱性、及び機械強度を両立する気孔率の範囲を規定したもの
である。これにより、流路形成部材が導電性を維持して、発電に伴い生じる発熱を、流通
する燃料又は酸化剤とともに拡散させて放熱し、熱分布を均一化できる。また、流路形成
部材が気孔を有するため、流路形成部材の弾力性が向上し、ＭＥＡとセパレータの間の密
着性を高めることもできる。したがって、ＭＥＡ及び金属平板に対してかかる過当な機械
的応力を低減できる。
【００６０】
第１７態様は第１６態様において、前記流路形成部材が、カーボン粒子焼結体、カーボ
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ン繊維焼結体、カーボン繊維織布、カーボン繊維不織布、のうち一以上の多孔質炭素系導
電材であって、前記被覆層と接合されていることを特徴とする。
【００６１】
第１７態様は、流路形成部材の種類を具体的に規定したものである。第１７態様の多孔
質炭素系導電材を用いることにより、流路形成部材が樹脂を含有しない場合でも、簡単に
高電導性及び耐食性を有する流路を形成することができる。また、第１７態様の多孔質導
電材の気孔率が５０％以上であることが好ましい。また、炭素系多孔質材料は、結合材樹
脂で接合されてもよいし、機械的力のみで接合されてもよい。
【００６２】
本発明の第１８態様は前記目的を達成するために、金属平板上に、該金属平板の表裏面
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のうち少なくとも原料及び／又は反応生成物と接する面を被覆する導電性の被覆層が形成
された後で、前記被覆層が形成された金属平板が成形されることにより原料及び／又は反
応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路が形成されて成ることを特徴とする燃料
電池用金属セパレータを提供する。
【００６３】
第１８態様によれば、金属平板を直接プレス加工して流路を形成した後、その表面に被
覆層を形成するよりも、均一且つ緻密な被覆層を形成できる。これにより、成形加工の影
響による応力腐食割れの発生を低減できる。なお、成形方法としては、ハイドロフォーミ
ング法が好ましい。
10

【００６４】
第１９態様は第１８態様において、前記金属平板の表面の引張残留応力が、１５ｋｇ／
ｍｍ２以下であることを特徴とする。第１９態様において、金属平板の表面の引張残留応
力は、Ｘ線応力測定法により測定できる（参照文献Ｘ線応力測定法標準（１９９７年版）
：日本材料学会Ｘ線材料強度部門委員会発行）。
【００６５】
第２０態様は第１８又は第１９態様において、前記金属平板が、溶体化熱処理されたオ
ーステナイト系ステンレス鋼板であることを特徴とする。
【００６６】
第２１態様は第１８〜第２０態様の何れか一つにおいて、前記金属平板が、インコネル
、ニッケル、金、銀、白金のうち一以上からなる金属、又はオーステナイト系ステンレス
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鋼板への前記金属のめっき若しくはクラッド材であることを特徴とする。
【００６７】
第２２態様は第１８〜第２１態様の何れか一つにおいて、前記被覆層が、炭素系導電材
及び／又は高分子樹脂を含有することを特徴とする。
【００６８】
第２３態様は第２２態様において、前記被覆層における前記炭素系導電材が、粒状カー
ボン及び繊維状カーボンを含み、前記粒状カーボンと繊維状カーボンとの質量比が、１：
０．５〜１：１．５の範囲であることを特徴とする。
【００６９】
第２４態様は第１８〜第２３態様の何れか一つにおいて、前記被覆層の水素ガスの透過
−１

率が、１０ｍＬｍｉｎ
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−２

ｍ

以下であることを特徴とする。

【００７０】
第２５態様は第１８〜第２４態様の何れか一つにおいて、前記被覆層は、ホットプレス
又はホットロールを含む熱圧着法により形成されたことを特徴とする。
【００７１】
第２６態様は第１８〜第２５態様において、前記被覆層の厚さが、２０〜１００μｍの
範囲であることを特徴とする。
【００７２】
第２７態様は、燃料電池が、高分子電解質膜の一方の面にカソード触媒層、他方の面に
アノード触媒層が配されたセルを、前記アノード触媒層に燃料を流通させる流路が形成さ

40

れた第一のセパレータと、前記カソード触媒層に酸化剤を流通させる流路が形成された第
二のセパレータとで挟持した構成であって、前記第一のセパレータ及び第二のセパレータ
に、第１〜第２６態様の何れか一つに記載の燃料電池用金属セパレータを用いたことを特
徴とする。
【００７３】
第２７態様の燃料電池は、本発明の金属セパレータを適用したものである。これにより
、積層電池の耐食性が向上し、長時間の運転が可能となる。なお、第２７態様において、
第一、第二のセパレータは、積層電池の両端では片面に流路を形成したものを用いるが、
両端以外の内部では、一対の金属セパレータの平面（燃料又は酸化剤の流路の形成面とは
反対の面）を相互に向き合わせ、この間に必要に応じて、セルの冷却構造を挿入してもよ
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い。
このセルの冷却構造は、上述の燃料又は酸化剤の流路の形成方法と同様に、冷媒を流通さ
せる冷媒の流路を形成できる。また、冷媒の流路が不要のセルについては、第一、第二の
セパレータ機能を、被覆層で両面を覆われた一枚の金属平板のうち一方の面にアノード用
の流路、他方の面にカソード用の流路が形成されたバイポーラ構造とすることが、コスト
の面から好ましい。
【００７４】
また、本発明の金属セパレータは、燃料として、水素ガス、改質ガス、アルコール等の
液体燃料等を用いた燃料電池に適用可能である。例えば、固体高分子電解質形燃料電池（
ＰＥＦＣ）、ダイレクトメタノール形燃料電池（ＤｉｒｅｃｔＭｅｔｈａｎｏｌＦｕｅｌ

10

Ｃｅｌｌ：ＤＭＦＣ）等に適用することができる。また、金属セパレータは、従来のカー
ボンセパレータよりも薄いため、積層電池の小型化が可能となる。なお、第１８態様のセ
ルは、高分子電解質膜の一方の面にアノード触媒層と、他方の面にカソード触媒層がそれ
ぞれ接合されたＭＥＡを示す。
【００７５】
本発明の第２８態様は前記目的を達成するために、第１〜第１７態様の何れか一つに記
載の燃料電池用金属セパレータの製造方法であって、金属平板の表裏面のうち少なくとも
原料及び／又は反応生成物と接する面に、導電性の被覆層を形成した後、該被覆層の表面
に導電性の流路形成部材を一以上配置して、原料及び／又は反応生成物の流路、及び／又
は冷却用の冷媒の流路を形成することを特徴とする燃料電池用金属セパレータの製造方法
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を提供する。
【００７６】
第２８態様は、本発明の金属セパレータの製造方法を規定するものであり、応力腐食割
れの要因を除去又は低減した（プレス加工していない金属平板を用い、金属平板の表面に
緻密なポリマー薄膜状の被覆層を形成した）。これにより、応力腐食割れ感受性を大幅に
低減させ、長時間の使用が可能な金属セパレータを提供することができる。
【００７７】
また、流路形成部材を被覆層上に配置することで、流路形成部材の材質や物性、さらに
は流路デザインを用途に応じて変えることができる。したがって、燃料又は酸化剤の流動
分布を均一にし、反応効率を向上させることができる。
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【００７８】
また、冷却用の冷媒の流路を、燃料又は酸化剤の流路と同様に形成できる。冷媒の流路
は、燃料又は酸化剤の流路が形成された面とは反対の面上に直接形成されてもよく、又は
、別の金属セパレータ表面に形成されてもよい。また、本発明の金属セパレータは構造が
シンプルであるため、セパレータの製造及び積層電池の組立て、並びにメンテナンス作業
が容易になる。
【００７９】
第２９態様は第２８態様において、前記被覆層は、炭素系導電材及び高分子樹脂を含む
被覆層形成液、被覆層形成粉体、又は被覆層形成用シートを、前記金属平板表面に、ホッ
トプレス又はホットローラを含む熱圧着法により密着させて形成することを特徴とする。
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【００８０】
第２９態様によれば、被覆層は、ホットプレス、又はホットロール等の加熱しながら表
面を圧迫する熱圧着法によって、１０〜１００μｍの厚さの緻密な薄膜として形成される
ことが好ましい。また、被覆層が、１０〜５０μｍの厚さに形成されることがより好まし
い。被覆層を圧迫することによって、カーボン繊維又はカーボン粒子同士が密に接触・整
列して炭素繊維又は粒子間の結合性が良くなり、体積固有抵抗が低下する。また樹脂層の
気泡や樹脂とカーボン繊維との隙間が減り、緻密な被覆層を得ることができる。これによ
り、下地の金属平板に対する防食効果を向上できる。
【００８１】
本発明の熱圧着法は、基板が平坦な平板であるため採用することができる。また、通常
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の吹き付け塗装や浸漬法で形成した被覆層と比べて、導電性が高く、かつピンホール等の
欠陥が無いポリマーを薄膜状に均一に形成できる。したがって、腐食を生じる物質が金属
平板まで浸透するのを抑制し、腐食を防止することができる。さらに、ショットピーニン
グ等と同様な圧縮応力を与えることができるので、応力腐食割れ感受性を低減することが
できる。
【００８２】
第３０態様は第２８又は第２９態様において、前記流路形成部材は、炭素系導電材及び
高分子樹脂を含む流路形成液又は流路形成粉体を、前記被覆層上に射出成形法又は金型成
形法により形成して、前記原料及び／又は反応生成物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の
流路を設けることを特徴とする。
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【００８３】
第３０態様は、流路形成部材の形成方法を規定したものである。これにより、被覆層と
の接合性をよくして、流路を形成することができる。なお、流路形成部材を別途作製した
後、被覆層上に機械的接触で任意に配置することもできる。
【００８４】
本発明の第３１態様は前記目的を達成するために、第１８〜第２６態様の何れか一つに
記載の燃料電池用金属セパレータの製造方法であって、金属平板上に、該金属平板の表裏
面のうち少なくとも原料及び／又は反応生成物と接する面を被覆する導電性の被覆層を形
成した後、前記被覆層を形成した金属平板を成形することにより原料及び／又は反応生成
物の流路、及び／又は冷却用の冷媒の流路を形成することを特徴とする燃料電池用金属セ
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パレータの製造方法を提供する。
【００８５】
第３１態様において、成形方法としては、ハイドロフォーミング法が好ましい。
第３２態様は第３１態様において、前記被覆層は、炭素系導電材及び高分子樹脂を含む被
覆層形成液、被覆層形成粉体、又は被覆層形成用シートを、前記金属平板表面に、ホット
プレス又はホットローラを含む熱圧着法により密着させて形成することを特徴とする。
第３１及び第３２態様によれば、金属平板を直接プレス加工して流路を形成した後、その
表面に被覆層を形成するよりも、均一且つ緻密な被覆層を形成できる。これにより、プレ
ス加工等による曲がり部に生じ易い応力腐食割れの発生を低減できる。
【発明の効果】
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【００８６】
以上説明したように、本発明によれば、応力腐食割れ感受性が少なく耐食性に優れた燃
料電池用金属セパレータを得ることができ、反応効率を良好に維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１（ａ）】図１（ａ）は、第１実施形態における金属セパレータのうち、積層電池の
両端部に使用される金属セパレータの部分断面図である。
【図１（ｂ）】図１（ｂ）は、第１実施形態における金属セパレータのうち、積層電池の
内部に使用される金属セパレータの部分断面図である。
【図１（ｃ）】図１（ｃ）は、第１実施形態における金属セパレータのうち、積層電池の
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内部に使用される金属セパレータの部分断面図である。
【図１（ｄ）】図１（ｄ）は、第１実施形態における金属セパレータのうち、積層電池の
両端部に使用される金属セパレータの部分断面図である。
【図２（ａ）】図２（ａ）は、第１実施形態における金属セパレータの被覆層内の断面構
造を示す部分模式図である。
【図２（ｂ）】図２（ｂ）は、第１実施形態における金属セパレータのリブ内の断面構造
を示す部分模式図である。
【図３】図３（ａ）乃至（ｅ）は、第１実施形態における金属セパレータの製造の流れを
説明する模式図である。
【図４】図４は、エポキシ樹脂／カーボン被覆層のサイクリックボルタモグラム（電流−
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電圧曲線）を示すグラフ図である。
【図５】図５は、ＣＶ測定後のエポキシ樹脂／カーボン被覆層の走査電子顕微鏡写真図で
ある。
【図６（ａ）】図６（ａ）は第２実施形態の金属セパレータにおいて、流路断面の曲がり
部にＲを付けた場合の部分断面図である。
【図６（ｂ）】図６（ｂ）は第２実施形態の金属セパレータにおいて、流路断面の曲がり
部にＲを付けなかった場合の部分断面図である。
【図７】図７（ａ）乃至（ｃ）は、第２実施形態における金属セパレータの製造の流れを
説明する模式図である。
【図８】図８は、本発明に係る固体高分子形燃料電池の全体構成を示す斜視図である。
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【図９】図９は、本発明の実施例における発電特性のグラフ図である。
【図１０（ａ）】図１０（ａ）は、本発明に係るダイレクトメタノール形燃料電池用金属
セパレータのアノード側の面を示す斜視図である。
【図１０（ｂ）】図１０（ｂ）は、本発明に係るダイレクトメタノール形燃料電池用金属
セパレータのカソード側の面を示す斜視図である。
【図１０（ｃ）】図１０（ｃ）は、本発明に係るダイレクトメタノール形燃料電池用金属
セパレータのカソード側の面における空気の流通を説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００８８】
以下、添付図面に従って、本発明に係る燃料電池用金属セパレータ及び製造方法、並び
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に燃料電池の好ましい実施の形態について説明する。
【００８９】
（第１実施形態）
本実施形態は、金属平板をプレス成形することなく、流路形成部材を用いて流路を形成
させた金属セパレータの一例である。
【００９０】
まず、本実施形態の金属セパレータの主な構成について説明する。図１は、本実施形態
におけるいくつかのパターンの燃料電池用金属セパレータ１０の断面の模式図である。こ
のうち、図１（ａ）及び図１（ｄ）は、積層電池の両端部に使用される金属セパレータ１
０の部分断面図であり、図１（ｂ）及び図１（ｃ）は、積層電池の内部に使用される金属

30

セパレータ１０の部分断面図であり、このうち図１（ｃ）は、冷却構造を備えた金属セパ
レータ１０の部分断面図である。また、図２は図１を構成する部材を説明する部分摸式図
である。なお、各図において、同一の符号は、同一物又は同一の機能を有するものとする
。
【００９１】
本発明に係る金属セパレータの基本的な構成である図１（ａ）又は図１（ｄ）の金属セ
パレータ１０は、導電性の高い金属材料（例えば、ステンレス鋼あるいはニッケル合金な
ど）により形成された金属平板１２と、この金属平板１２の片面を被覆する被覆層１４と
、この被覆層１４の上に配されて、燃料の流路を形成する流路形成部材としてのリブ１６
ａ又は酸化剤の流路を形成する流路形成部材としてのリブ１６ｃ（以下、リブ１６ａ又は

40

１６ｃ）と、を備えて構成されている。なお、図１（ａ）又は図１（ｄ）において、リブ
１６ａ又はリブ１６ｃが形成されていない面についても、耐食性を高めるために被覆層１
４を設けるのが好ましい。
【００９２】
同様に、図１（ｂ）の金属セパレータ１０は、一枚の金属平板１２の両面をそれぞれ被
覆する被覆層１４、１４と、一方の面の被覆層１４上に配されたリブ１６ａと、他方の面
の被覆層１４上に配されたリブ１６ｃと、を備えている。さらに、図１（ｃ）の金属セパ
レータ１０は、被覆層１４で覆われた一対の金属平板１２、１２の間に、冷媒（冷却水等
）を流通させる流路を形成するリブ１６ｗからなる冷却構造を備えている。
【００９３】
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金属平板１２は、適切な機械強度を有し、導電性が高く、耐食性に優れた平板状の金属
である。このような性質を持つ金属材質としては、オーステナイト系ステンレス鋼板、イ
ンコネル、ニッケル、金、銀、白金のうち一以上からなる金属、又はこれらの金属のめっ
き、クラッド材等が挙げられるが、これに限定されるものではない。また、金属平板１２
は、溶体化熱処理されるが、溶体化熱処理後の金属平板の引張残留応力が１５ｋｇ／ｍｍ
２

以下であるものが好ましい。これにより、金属平板１２内の残留応力による応力腐食割

れの可能性を低減することができる。
【００９４】
被覆層１４は、金属平板の腐食を防止するための保護層である。耐食性は、ピンホール
やクラック等の欠陥が無く、基板との密着性が良く、所定の均一な厚さをもった緻密な膜

10

であることが必要である。
【００９５】
図２（ａ）は、被覆層１４内の断面を示す模式図である。この被覆層１４は、高分子樹
脂２４のマトリックスに、粒状及び繊維状の導電材３４（炭素系導電材）が均一に分散し
ている。また、図２（ｂ）は、リブ１６ａ、１６ｃ及び１６ｗ内の断面を示す模式図であ
る。リブ１６ａ、１６ｃ及び１６ｗ内では、上述の被覆層１４と同様に、高分子樹脂２６
のマトリックスに、粒状の導電材３６が均一に分散している。ここで、高分子樹脂２６及
び導電材３６は、上述の被覆層１４に用いた高分子樹脂２４及び導電材３４と同様のもの
を使用することができる。
【００９６】
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また、図２（ｂ）は、特に、射出成形でリブを形成する際に、流動性の優れる単粒子状
黒鉛粉（導電材３６）、熱可塑性樹脂（高分子樹脂２６）を用いた場合の構造模式図を示
したものである。しかし、リブを射出成形で形成する場合は、リブの材料は流動性さえ確
保できれば図２（ａ）の材料と同様であってもよく、リブを金型成形で形成する場合は、
リブの材料は流動性の有無による制限はない。
【００９７】
高分子樹脂２４は、主に、被覆層１４に耐食性を付与し、金属平板１２に密着させるも
のである。具体的には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ゴム系樹脂、フ
ラン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂のうち一以上を好ましく使用することができる。
【００９８】
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導電材３４は、主に、被覆層１４に高い導電性を与えるものである。本実施形態では、
高分子樹脂中に粒子状又は繊維状の導電材（炭素系導電材等）が分散しており、導電パス
が形成されている。なお、粒状又は繊維状の導電材の何れか一方を用いることも有効であ
る。
【００９９】
また導電材３４は、導電性、分散性、コスト、取り扱い性の点で優れる炭素系導電材が
好ましい。炭素系導電材は、黒鉛、ケッチェンブラック、アセチレンブラック、ファーネ
スブラック、カーボンブラック、ダイヤモンド被覆カーボンブラック、炭化ケイ素、炭化
チタン、カーボン繊維、カーボンナノチューブのうち一以上を好ましく使用することがで
きる。また、導電材３４は、炭素系導電材だけでなく金属酸化物、窒化物やほう化物など
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も使用することができる。
【０１００】
被覆層１４は、高分子樹脂２４と導電材３４を含有する被覆層形成剤（被覆層形成液、
被覆層形成粉体、又は被覆層形成用シート）を、高分子樹脂２４の軟化温度以上又は硬化
温度域において、加圧しながら塑性変形させることにより形成する（熱圧着法）。この熱
圧着法の具体的な例としては、ホットプレスやホットロール等がある。このように、圧迫
力でカーボン繊維又はカーボン粒子同士が密に接触・整列してカーボン繊維又はカーボン
粒子間の結合性が良くなり、体積固有抵抗が低減できる。また、樹脂層の気泡や、樹脂と
カーボン繊維又はカーボン粒子との隙間が減り、緻密な被覆層１４を得ることができる。
【０１０１】
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リブ１６ａ又はリブ１６ｃは、金属セパレータ１０において、燃料又は酸化剤を供給及
び排出させる流路を形成する部材である。また、リブ１６ａ又はリブ１６ｃは、ＭＥＡと
被覆層１４との間を電気的に接続し、燃料又は酸化剤、生成水、凝縮水等の流動分布を規
制するものである。
【０１０２】
リブ１６ｗは、冷媒（冷却水等）を効率よく供給及び排出させる流路を形成する部材で
ある。リブ１６ｗは、積層電池の温度制御用に各単電池、又は数単電池毎に冷却構造とし
て設けられる。
【０１０３】
リブ１６ａ、１６ｃは、図１（ａ）〜（ｄ）に示されるように、被覆層１４上に、約０
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．３〜１ｍｍの高さで桟状に配されている。電気的接続点と、燃料又は酸化剤及び生成水
・凝縮水等の流動分布を規制するリブとは、同一でも、別個に設けてもよい。例えば、円
柱状の電気的接続点を全体的に均一に配置し、これとは別に、周辺のリブと内側のガス通
路を形成するリブを堰のように並べることができる。本発明のように、金属セパレータの
基板が平板であることにより、リブの配置が任意に設定できる。このため、リブ構造の設
計の自由度が高くなり、反応効率を向上できる。なお、本実施形態ではリブ１６ａ、１６
ｂ及び１６ｗによる流路断面形状が四角形である例について説明したが、これに限定され
ず、台形でもよい。
【０１０４】
また、ＭＥＡの配置に応じて、気孔率の異なるリブを設けることができる。これにより
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、燃料又は酸化剤及び生成水・凝縮水等がリブ内を透過・拡散しやすくなり、反応効率を
向上できる。気孔率が５０％以上の多孔性リブであれば、気体・液体ともに透過できる。
また、気孔率が１０〜５０％の通気性リブであれば、気体を透過できる。気孔率が５％以
下になると熱伝導性（放熱性）が低下してしまう。したがって、適度な気孔率は、熱の局
部的蓄熱を効果的に解消できる。また、ＭＥＡの配置によるが、水が凝集しやすい下流側
のリブ１６ａ、１６ｃの気孔率を高くすることも有効である。また、下流側のリブ１６の
撥水性を高めることで、水を塊で排出させやすくしてもよい。また、隣接するリブ１６ａ
、１６ｃ間の間隔を下流側で狭めることにより、流速を増加させて水の排出を促進するこ
とも有効である。これにより、反応効率を維持することができる。また、原料樹脂に発泡
剤を含ませて、リブ１６ａ、１６ｃ及び１６ｗに弾性を持たせることも可能である。これ
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により、金属平板１２やＭＥＡに対してかかる機械的衝撃力を緩和できる。
【０１０５】
さらに、多孔性リブを利用する別の形態として、リブの幅を大きくし、リブの一方の縁
から他方の縁に向かって、燃料又は酸化剤及び生成水・凝縮水等を強制的に流通させる方
法も可能である（後述の図１０参照）。これにより、リブと接するＭＥＡへの燃料又は酸
化剤の供給と反応生成物の排出を速やかにし、反応効率を向上できる。このように、リブ
は平坦な基板上に形成されるため、寸法精度が高く、製作するための作業性及び被覆層と
の接合性を良くすることができる。
【０１０６】
リブ１６ａ、１６ｃ及び１６ｗは、高分子樹脂２６と導電材３６を含有する流路形成液
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を金型成形法又は射出成形法で被覆層１４上に直接流し込み、硬化させて形成する。これ
により、被覆層１４との接合性よく流路を形成することができる。また、リブ１６ａ、１
６ｃ及び１６ｗを別に成形し、被覆層１４上に機械的に配置したり、又は熱圧着（ホット
プレス等）して配置したりしてもよい。
【０１０７】
次に、図３（ａ）〜図３（ｅ）に基づいて、金属セパレータの製造の流れについて説明
する。
【０１０８】
まず、図３（ａ）において、金属平板１２を溶体化熱処理し、所定の形状にする。
【０１０９】
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次いで、図３（ｂ）のように、溶体化熱処理した金属平板の表面上に、高分子樹脂２４
中に導電材３４を分散させた被覆層形成剤Ａを膜状に塗布する。
【０１１０】
次いで、図３（ｃ）のように、塗布した被覆層形成剤Ａの全面をホットローラ１９で熱
圧着成形し、緻密なポリマー薄膜状の被覆層１４を形成する。
【０１１１】
その後、図３（ｄ）に示されるように、被覆層１４の表面に高分子樹脂２６中に導電材
３６を分散させた流路形成液Ｂ（又は流路形成粉体Ｂ）を、射出成形法又は金型成形法（
図３では金型２０）により流し込み（又は充填し）、熱硬化させる。
【０１１２】
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そして、図３（ｅ）に示されるように金型２０を除去し、リブ間に流路を形成する。
このように、シンプルな方法及び構成で、耐食性に優れた金属セパレータ１０を製造する
ことができる。
【０１１３】
以下において、金属平板１２、被覆層１４、リブ１６ａ、１６ｃ及び１６ｗの各部材の
材料設計についての検討結果を説明する。
【０１１４】
１）金属平板（応力腐食割れ感受性）
まず、金属平板１２として、汎用性があり、かつ各種雰囲気下での長期間の使用実績があ
るオーステナイト系ステンレス鋼ＳＵＳ３０２、ＳＵＳ３０４Ｌの２種類について、プレ
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ス加工の影響を検討することとした。ＳＵＳ３０２、ＳＵＳ３０４Ｌの圧延材を、それぞ
れ１，１００℃から水焼入れして炭化物を固溶させる溶体化処理した後、応力腐食割れ感
受性を測定した。
【０１１５】
試験片は、表１に示されるように、プレス加工をしていない試験片Ａ及び試験片Ｂを用
意した。また、比較用の試験片として、金型を押圧するプレス加工で深さ１ｍｍ、幅２ｍ
ｍの溝を形成した試験片Ｃ及び試験片Ｄを用意した。
【０１１６】
試験方法は、試験片Ａ〜Ｄを、沸騰した４２質量％塩化マグネシウム溶液中に１０時間
浸漬し、表面及び断面を光学顕微鏡及び走査型電子顕微鏡で観察して腐食状況を調べた。
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【０１１７】
【表１】

【０１１８】
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表１に示されるように、沸騰４２質量％塩化マグネシウム溶液中に１０時間浸漬した後
、ＳＵＳ３０２試験片Ａは、わずかに粒界が侵食されたが、孔食や割れは認められなかっ
た。一方、ＳＵＳ３０４Ｌ試験片Ｂは、まったく変化はみられず、ＳＵＳ３０２試験片Ａ
に比べて耐食性が高いことが判明した。縦溝を形成した比較ＳＵＳ３０２試験片Ｃには、
粒界腐食とこれを起点とした結晶粒界に沿った割れが発生していた。比較ＳＵＳ３０４Ｌ
試験片Ｄには、粒界腐食はなく、折れ曲がった稜線部の近傍に粒内割れがあって、応力腐
食割れ感受性があることが分かった。このとき、割れの発生した部分のプレス加工による
引張残留応力は２０ｋｇ／ｍｍ２以上であり、引張残留応力が１５ｋｇ／ｍｍ２以下の部
分では割れないことを確認した。これにより、本発明では、流路を形成する際、プレス加
工を伴わないため、応力腐食割れの感受性を大幅に低減できることがわかった。
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【０１１９】
２）被覆層（耐食性）
被覆層の耐食性と被覆層厚み、炭素系導電材含有量及び被覆層形成方法との関係について
検討を行った。
【０１２０】
被覆層の耐食性の評価は、交流インピーダンスによる腐食電流の発生状況を測定するこ
とにより行った。すなわち、ステンレス鋼の表面に被覆層を形成し、１モル硫酸溶液中で
空気を吹き込みながらサイクリックボルタンメトリー（以下、ＣＶ測定法とする）による
電流−電位曲線を測定した。掃引速度は１０ｍＶ（ｖｓＲＨＥ）／秒とし、６００ｍＶ（
ｖｓＲＨＥ）付近に発生する酸化被膜の酸化・還元電流（腐食電流）を検出した。次いで

10

、被覆層表面を顕微鏡で観察した。その後、金属板を除いて０．５ｍｍ厚のプレート状被
覆層とし、水素ガスの透過率をガスクロマトグラフにより直接測定した。
【０１２１】
まず、導電材を含まない高分子樹脂（本実施形態ではエポキシ樹脂）単独の耐食性につ
いて検討した。すなわち、樹脂層厚み及び形成法と耐食性（腐食電流）との関係について
試験を行った。
【０１２２】
塗布法のみで形成した樹脂層では、樹脂層の厚さが１００μｍ以上でなければ、腐食電
流は１００μＡ以下にならなかった。一方、ホットプレス（熱圧着）で形成した樹脂層で
は、樹脂層の厚さが２０μｍ以上であれば、腐食電流は観測されず、樹脂層への二重層充

20

電電流のみが流れた。すなわち、ホットプレスで樹脂層を形成した場合、塗布法のみで樹
脂層を形成するよりも、薄い厚さで充分な耐食性を示すことがわかった。これにより、樹
脂層をホットプレスすることでエポキシ樹脂内の気泡や隙間を低減し、緻密な樹脂層を形
成することができることがわかった。
【０１２３】
次に、エポキシ樹脂に炭素系導電材を添加した場合の耐食性について検討した。すなわ
ち、エポキシ樹脂に平均一次粒子径が３００ｎｍ、平均二次粒子径が約１μｍのカーボン
粒子を４０〜７０質量％添加したものを、ステンレス鋼の表面に形成した被覆層について
上述と同様の方法で、腐食電流を測定した。試験片は、表２の試験片ａ〜ｅであり、この
うち試験片ｅは形成法の比較用としてスポンジロールにより塗布し、１８０℃で３０分加

30

熱したものを用意した。
【０１２４】
【表２】

40
【０１２５】
表２に示されるように、ホットプレスで被覆層を形成した場合、カーボン粒子を含む樹
脂量が４０〜６０質量％の範囲であれは、被覆層厚さが１０〜１５μｍでも腐食電流がほ
とんど流れず、耐食性が良いことがわかった。これは、上述の樹脂単独の場合と比較して
、２倍以上の耐食性を有することを示している。このように、本実施形態では、カーボン
粒子／エポキシ樹脂の被覆層厚さは、１０〜５０μｍで充分な耐食性を示すが、セパレー
タの信頼性及び安全性を考慮して、１５〜５０μｍの厚さにすることが好ましい。
【０１２６】
また、図４に、このときのＣＶ測定結果を示す。図４は、ホットプレスで形成した試験
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片ｂ及びスポンジロールで形成した試験片ｅの電流−電位曲線である。
【０１２７】
試験片ｂの場合、０．１Ｖから１Ｖ（ｖｓＲＨＥ）まで電位掃引したが、検出された電
流は−５００〜２０μＡの微小範囲にとどまり、腐食電流や水の分解電流等は観測されな
かった。測定後の試験片ｂの表面を詳細に観察したが、変化は認められなかった。
【０１２８】
一方、試験片ｅの場合は、図４のように、８００ｍＶ（ｖｓＲＨＥ）付近に不働態被膜
の分解又はアノード溶解と見られる電流が検出された。ＣＶ測定後に、被覆層／ＳＵＳ３
０４である試験片ｅの被覆層表面を走査型電子顕微鏡で観察した。この結果、被覆層表面
に、図５のようなピンホールが存在し、その周辺に金属の溶出に伴う変色があることが認

10

められた。これにより、試験片ｅでは、腐食が発生していることを確認した。
【０１２９】
以上のように、ホットプレス（熱圧着法）を採用することにより、被覆層の厚さが薄く
ても充分な耐食性を示すことを確認できた。
【０１３０】
３）被覆層及びリブ（導電材形状・種類）
次に、被覆層（及びリブ）の導電性材料の選択を行った。被覆層の導電性は、平面方向４
端子法で、被覆層の体積固有抵抗を測定した。体積固有抵抗は、試料片（被覆膜）を二枚
の金属板に挟み、加圧下で交流インピーダンス法により測定した。体積固有抵抗はできる
だけ小さいことが好ましいが、実用上３０ｍΩ−ｃｍ以下を目安として、炭素系導電材料

20

の選択を行った。炭素系導電材料の種類を以下に示す。
ｆ．カーボン繊維：外径１μｍ、長さ１５０μｍ
ｇ．ナノチューブ：外径６０〜８０ｎｍ、長さ約１００μｍ
ｈ．アセチレンブラック：平均一次粒子径４０ｎｍ、凝集体平均粒子径１〜２μｍ、
比表面積７０ｍ２／ｇ
ｉ．ケッチェンブラック：平均一次粒子径３０ｎｍ、凝集体平均粒子径１μｍ、
比表面積１３００ｍ２／ｇ
ｊ．カーボン繊維７５質量％＋アセチレンブラック２５質量％
ｋ．カーボン繊維７５質量％＋ケッチェンブラック２５質量％
ｌ．黒鉛微粉粒子：

30

高分子樹脂としてエポキシ樹脂を用い、上述の試料ｆ〜ｋの炭素系導電材を添加して１
５〜２０μｍの被覆膜単体を熱圧着法で作製した。そして、体積固有抵抗が３０ｍΩ−ｃ
ｍ及び２０ｍΩ−ｃｍを示す時の炭素系導電材の添加量を表３に示した。
【０１３１】
【表３】

40

【０１３２】
表３に示されるように、試料ｊ及びｋに示されるように、カーボン繊維にアセチレンブ
ラック又はケッチェンブラックを２５質量％混合した炭素系導電材を用いた場合、最も少
ない３５質量％の添加で、３０ｍΩ−ｃｍ以下の体積固有抵抗が得られた。一方、試料ｈ
及びｉに示されるように、炭素系導電材がアセチレンブラック又はケッチェンブラック単
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独である場合、３０ｍΩ−ｃｍ以下の体積固有抵抗を得るには、炭素系導電材を５０〜６
０質量％添加する必要があった。このように、被覆層中にカーボン繊維を混在させること
で、導電材の添加量をより少なくできることがわかった。
【０１３３】
ケッチェンブラックは、多孔性で結晶化率が高く、絡み合ったカーボン繊維間に混在し
て繊維間の電気的な接触を高めて、安定した導電パスを形成する。また、繊維状のカーボ
ンは、被覆層の面方向に配向しているため、面内の導電性を高める。このように、被覆層
中に、粒状のケッチェンブラックと繊維状のカーボンを混在させることにより、厚さ方向
と面内方向の導電性を同時に高めることができる。これにより、ＭＥＡ表面における電流
10

密度分布をより均一化することができ、反応効率を向上できる。
【０１３４】
なお、試料ｆと同じカーボン繊維をスポンジロール（塗布法）で塗布し、１８０℃で３
０分加熱した被覆膜は、炭素繊維を５０質量％添加したとき、３０ｍΩ−ｃｍの体積固有
抵抗を示した。すなわち、被覆膜を熱圧着しない場合、３０ｍΩ−ｃｍ以下の体積固有抵
抗を得るのに約１０質量％多く炭素繊維を必要とするため、導電性が低いことが推測され
る。したがって、ホットロールで形成した被覆膜は、スポンジロールで形成した被覆膜に
比べて、熱圧着時の機械的作用（圧迫作用）により導電性パスが増加し、高い導電性が得
られるものと考えられる。
【０１３５】
また、被覆膜に多くの導電材を添加すると樹脂量が減少し、ピンホールが生じて、表２
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の試験片ｅに示されるような腐食が起こりやすくなる。しかし、本発明に係る熱圧着法で
は、被覆膜は少ない導電材の添加量で（樹脂量を低減させずに）高い導電性を示すため、
耐食性にも優れる。
【０１３６】
また本実施形態では、被覆層について説明したが、リブについても同様に高い導電性、
耐食性、熱伝導性を有することが好ましい。リブは、被覆層と同様の材料を使用すること
ができる。ただし、通常、リブ幅は小さいため、面方向の導電性の有効性は被覆層ほどは
ないものと推測される。したがって、必ずしも粒状カーボンと繊維状カーボンを混在させ
る必要はなく、炭素系導電材の含有量を増加させることにより導電性を高めることができ
30

る。
【０１３７】
（第２実施形態）
本実施形態は、金属平板表面に、先ず被覆層を形成した後、成形することにより流路を形
成させた金属セパレータの一例である。
【０１３８】
図６は、本実施形態における燃料電池用の金属セパレータ１０

の部分断面図である。

このうち図６（ａ）は流路断面の曲がり部にＲを付けた場合であり、図６（ｂ）は流路断
面の曲がり部にＲを付けなかった場合である。また、図７は、本実施形態における金属セ
パレータ１０

の製造の流れの一例を説明する模式図である。なお、各図において、第１

実施形態における図１〜図５と同一の符号は、同一物又は同一の機能を有し、その詳細な
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説明については第１実施形態と同様であるため省略する。
【０１３９】
本実施形態における金属セパレータ１０

は、図６に示されるように、流路形成部材に

よって流路を形成するのではなく、被覆層１４を表面に形成した金属平板１２を成形する
ことより流路を形成し、局部応力集中を抑制する流路断面形状にしたこと以外は、第１実
施形態と同様に構成されている。
【０１４０】
図６（ａ）に示されるように、曲がり部を曲面にする（Ｒをつける）ことにより、金属
セパレータ１０
０

の引張残留応力を低減できる。また、図６に示される金属セパレータ１

においては、流路断面積を大きくとることができる。
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【０１４１】
この金属セパレータ１０

を構成する金属平板１２、及び被覆層１４の材質、各種処理

（金属平板１２の熱処理等）、被覆層の形成方法等については、第１実施形態と同様のも
のが使用できる。
【０１４２】
本実施形態の金属セパレータ１０

は、以下のように製造できる。まず、第１実施形態

の図３（ａ）〜図３（ｃ）に示されるのと同様の方法により、金属平板１２の表面に被覆
層１４を形成する。
【０１４３】
次いで、図７に示されるように、流路の凸凹形状を反転させた下型４２と、金属平板１

10

２を介して下型４２と対向するようにセットされる上型４４と、下型４２と上型４４との
間の空間で、加圧オイルＬを注入して金属平板１２を加圧する加圧用ゴム袋４６と、を備
えた液圧成形装置４０（ハイドロフォーミング装置）を用意する。
【０１４４】
次いで、加圧用ゴム袋４６を備えた上型４４と、下型４２との間に、金属平板１２をセ
ットし、固定する。
【０１４５】
次いで、上型４４に設けられた注入配管４９から加圧用ゴム袋４６内に約２００℃の加
圧オイルＬを注入することにより、被覆層１４が表面に形成された金属平板１２を曲げて
両面に流路１７を形成する。なお、金属平板１２と上型４４との間にある空気は、排気ポ

20

ンプ４５に接続された排気配管４７からバルブ４８を介して排気される。
【０１４６】
このように、加圧オイルＬの圧力を金属平板１２の全面に均等に加えながらゆっくりと
成形するので、局部的応力集中を避けることができる。
【０１４７】
その後、液圧成形装置４０内から流路１７を形成させた金属セパレータ１０

を取り出

す。
【０１４８】
以上の方法により、本実施形態における金属セパレータ１０
。なお、本実施形態における金属セパレータ１０

を作製することができる

の製造方法は、上記の方法に限定され
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ることはなく、局部的応力集中を低減できる成形方法であればその他の方法でもよい。
【０１４９】
また、金属セパレータ１０

を液圧成形装置４０から取り出した後に、引張残留応力を

除去する処理を行ってもよい。
【０１５０】
本実施形態において、金属平板１２の両面に被覆層を施す場合は、金属平板１２の裏面
にも上記と同様に被覆層の形成操作を行うことができる。また、金属平板１２を挟んで対
向する２本のロールで、同時に被覆層の形成を行っても良い。また、金属平板１２を成形
する影響による応力腐食割れを確実に抑制する上で、被覆層の厚さを２０〜１００μｍの
範囲とすることが好ましい。

40

【０１５１】
以上から、金属平板を成形する前に、緻密な被覆層を金属平板の表面に形成するので、
金属平板をプレス成形した後に被覆層を設ける場合よりも、流路断面の曲がり部において
被覆層を均一且つ緻密に形成できる。さらに、局部応力集中を抑制する成形法を採用して
流路を形成するので、金属セパレータの応力腐食割れが生じるのを抑制できる。
【実施例１】
【０１５２】
以下、本発明に係る実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので
はない。本発明の第１実施形態の金属セパレータ１０を用いて、固体高分子電解質形燃料
電池で発電試験を行った。
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【０１５３】
まず、固体高分子電解質形燃料電池１００の構成について説明する。図８は、固体高分
子電解質形燃料電池１００の単セル構成を説明する斜視図である。この燃料電池１００は
、本発明の一対の金属セパレータ５０、５０が、ＭＥＡ（電極膜接合体）４０と上下に密
着するよう挟持した構造となっている。金属セパレータ５０は、アノード側の流路形成面
５０Ａを上面に構成し、カソード側の流路形成面５０Ｃを下面に構成したものである。以
下、カソード側の流路形成面５０Ｃの構造は、アノード側の流路形成面５０Ａと略同じで
あるため、図示及び説明は一部省略する。なお、各部材を示す末尾の数字が同一のものは
、同一の部材又は機能を有するものとする。
10

【０１５４】
金属セパレータ５０のアノード側の流路形成面５０Ａは、金属平板５２の表面が被覆層
５４で被覆され、更に被覆層５４上に複数のリブが設けられて流路が形成されている。リ
ブは、燃料又は酸化剤等の気液を透過しない無孔性リブ５６ａと、気体を透過させる通気
性リブ５６ｂと、気液を透過させる多孔性リブ５６ｃと、を備えて構成されている。また
、金属セパレータ５０のアノード側の流路形成面５０Ａの周辺は、燃料及び酸化剤等を系
外へ漏らさないようシリコン樹脂製のガスケット５８でシールされている。
【０１５５】
燃料供給マニホールド５５から供給された水素ガスは、矢印の方向へ流れ、上部のＭＥ
Ａ４０のアノード触媒層側に流入する。また、残部は中央の多孔性リブ５６ｃを通過して

20

燃料排出マニホールド５７へ回収される。
【０１５６】
一方、金属セパレータ５０のカソード側の流路形成面５０Ｃは、上記したのと同様に、
金属平板５２の表面が被覆層で被覆され、更に被覆層上に複数のリブ（不図示）が設けら
れて流路が形成されている。そして、酸素ガスは、酸化剤供給マニホールド５５

からリ

ブにより構成される流路内を流通し、ＭＥＡ４０のカソード触媒層側に供給されるととも
に、反応生成物及び残部は、酸化剤排出マニホールド５７

より排出される。

次に、各部材の作製条件について説明する。
【０１５７】
金属平板５２は、厚さ０．１ｍｍのＳＵＳ３０４Ｌの平板を所定の形状に打ち抜き、温
度１，１００℃の還元炉内で熱処理した。被覆層５４の材料として、高温硬化型エポキシ
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樹脂４５質量％にケッチェンブラック３０質量％とカーボン繊維２５質量％を添加したも
のをボールミルで十分に混合した。その後、ホットプレスを用いて、ＳＵＳ３０４Ｌの平
板上に平均厚さ２０μｍとなるように被覆層５４を形成した。この被覆層５４は、体積固
有抵抗が１５ｍΩ−ｃｍであり、緻密な薄膜であった。
【０１５８】
被覆層５４の表面に、カーボン繊維とエポキシ樹脂で硬化した厚さ０．５ｍｍのリブを
配設した。また、両面に被覆層５４が形成された金属平板５２の裏面（カソード側の流路
形成面５０Ｃ）には、厚さ０．７ｍｍの酸化剤用のリブを１２０℃の金型で押出した後、
１８０℃で硬化させて酸化剤の流路を形成した。リブの貫通抵抗率は、５ｍΩ−ｃｍ以下
であった。なお、多孔性リブ５６ｃの気孔率は約７０％であり、通気性リブ５６ｂの気孔
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率は約５０％であった。
【０１５９】
ＭＥＡ４０は、ＴＫＫ製のアノード電極、カソード電極（Ｐｔ担持量：０．５ｍｇ／ｃ
ｍ２）を、市販の固体電解質膜（Ｎａｆｉｏｎ１１２：登録商標）の両面にそれぞれ配し
、ホットプレスにより作製した。次いで、ＭＥＡ４０を一対の金属セパレータ５０、５０
で挟んで単電池を組み立てた。
【０１６０】
そして、単電池の温度を７０℃とし、アノード側に供給する水素ガスの加湿量を、加湿
装置の加湿温度を変えることにより調節した。水素ガス（水素利用率ＵＨ２＝７０％）と
、純酸素又は空気（酸素利用率Ｕａｉｒ，ＵＯ２＝４０％）を、それぞれ常圧で単電池に
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供給した。酸化剤ガスとして空気を用いたときの発電特性を図９のプロット▲に示す。電
流密度が０．５Ａ／ｃｍ２である場合において、初期電圧は０．６８Ｖであった。これは
、従来型リブの電池電圧と同等もしくは１０ｍＶ程度高い値であった。さらに高電流密度
領域における電圧降下が、従来と比較して少なく安定することがわかった。
【０１６１】
図９のプロット▽は、酸化剤ガスとして純酸素を用いた場合である。低電流密度領域で
は酸素濃度が高いため、電流密度が０．５Ａ／ｃｍ２である場合においては、酸化剤ガス
として空気を用いた場合より２５ｍＶ程度高い電圧を示した。しかし、電流密度が０．７
Ａ／ｃｍ２以上である高電流密度領域では、この発電特性が逆転し、電流密度が１Ａ／ｃ
ｍ２では、酸化剤ガスとして空気を用いた場合の方が０．２Ｖ高い電圧が得られた。

10

【０１６２】
高電流密度領域では、反応量が多いため、燃料又は酸化剤の流速が低下し、供給律速と
なる。しかし、これにも関わらず、酸化剤ガスとして純酸素を用いた場合の高電流密度領
域での発電特性は、例えば、同じＭＥＡを用いても電流密度が０．８Ａ／ｃｍ２であり、
従来型リブの電圧よりも５０ｍＶ高い値が得られた。
【０１６３】
したがって、酸素濃度が低い空気を用いた場合でも高電流密度領域で電圧が安定するの
は、多孔性リブ又は通気性リブ中を透過してＭＥＡの触媒層中へ水素ガス、加湿水及び酸
素が充分に供給されるとともに、生成水が充分除去されるためであると考えられる。
20

【０１６４】
また、加湿温度を６０〜９０℃の間で階段的に上昇させて加湿量を増大させた場合でも
、電圧にほぼ変化は無く、ＭＥＡ４０面内における水分の滞留が無いことが確認された。
これは、リブ内における気・液の流動性が向上したためである。さらに、金属平板および
被覆層が極めて薄く（＜０．２ｍｍ）かつ平面であることから、高い熱伝導性が得られ、
アノード側の水分の電解質膜中への移動時に生ずる凝縮熱、カソードの反応抵抗によって
発生する反応熱を、カソードで生成する水分の蒸発除去に効率よく利用できたためと考え
られる。
【０１６５】
次に、図１０に、本発明を適用したダイレクトメタノール形燃料電池（ＤＭＦＣ）の金
属セパレータ５０を示す。この金属セパレータ５０の一方の面は、図１０（ａ）に示され
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るアノード側の流路形成面５０Ａであり、他方の面は、図１０（ｂ）に示されるカソード
側の流路形成面５０Ｃであるバイポーラ構造となっている。また、図１０（ｃ）は、図１
０（ｂ）のカソード側における空気の流通状態を説明する図である。また、図８と同じ記
号を付した部材は、同一の部材又は機能を有するものとする。
【０１６６】
ダイレクトメタノール型燃料電池は、実施例１のアノード側において、燃料として水素
ガスの代わりにメタノール水溶液（以下、メタノール燃料と記す）が供給される。このと
きの電極反応を示す。
【０１６７】
40

（式２）
＋

アノード：ＣＨ３ＯＨ＋Ｈ２Ｏ→６Ｈ

＋６ｅ

−

＋ＣＯ２

カソード：３／２Ｏ２＋６Ｈ＋＋６ｅ−→３Ｈ２Ｏ
したがって、アノードに液体のメタノール燃料を供給し、反応生成物として二酸化炭素
ガスが発生するところが、主に図８の固体高分子電解質形燃料電池と異なる。
【０１６８】
図１０のアノード側の金属セパレータ５０の構造は、特に図示しないが、主に、ＭＥＡ
と接する広範囲の面に多孔性リブ５６ｄによる流路が形成され、この多孔性リブ５６ｄの
気孔率が７０％を超えること以外は、図８の固体高分子電解質形燃料電池１００とほぼ同
様の構成である（カソード側の金属セパレータ５０については、図８と同様に棒状のリブ
が形成された構造であるため、以下、説明は省略する）。なお、このアノード側の流路構
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造の特殊な例として、前述に述べたように、多孔性リブ５６ｄの幅を大きくして流路を全
て埋めた構造としてもよい。
【０１６９】
アノード側の流路形成面５０Ａでは、メタノール燃料は、燃料供給マニホールド５５側
から図示しない送液ポンプ等により強制供給される。次いで、メタノール燃料は、多孔性
リブ５６ｄ（７０％＜気孔率、本実施形態ではカーボンペーパを使用）内を流通し、図示
しないＭＥＡに供給される。そして、メタノール燃料の残部及び反応生成物（二酸化炭素
ガス等）は、排出口（燃料排出マニホールド５７）より排出される。メタノール燃料が多
孔性リブ５６ｄ中を強制供給されることにより、メタノール燃料が図示しないＭＥＡの触
媒層全体に均一かつ効率よく供給される。また、生成した二酸化炭素ガスも多孔性リブ５
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６ｄ中を効率よく拡散し、排出される。
【０１７０】
これにより、従来のように、二酸化炭素ガスが流路を閉塞し、メタノール燃料の供給を
阻害するようなことがなく、反応面全体にメタノール燃料を均一に拡散させることができ
る。したがって、反応効率を向上させることができる。
【０１７１】
また、ＭＥＡサイズが大きい場合は、この多孔性リブ５６ｄと燃料供給マニホールド５
５、燃料排出マニホールド５７からなる基本構造を、複数の金属セパレータ板上に形成す
ることができる。このように、反応面全体に均一に燃料を供給することができる。
20

【０１７２】
カソード側の流路形成面５０Ｃでは、固体高分子電解質形燃料電池１００と同様、通気
性リブ５６ｂ

を用いることができる。これにより、特にＭＥＡがリブに接触する部分に

おいても、触媒層へ酸素を供給し、生成水の除去を効率よく行うことができる。また、図
１０（ｂ）、図１０（ｃ）のように、空気の上流側から下流側にかけて４流路から３流路
に狭める構成とすることにより流速を高めて、生成水や凝縮水、反応生成物等の排出を促
進させることができる。
【０１７３】
また、無孔性リブ５６ａ

を下流側の流路に設けて、酸素濃度が低下する下流側の流路

でのガス流速を向上させて、流路を閉塞する水分等を迅速に除去することもできる。これ
により、反応効率を向上できる。
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【０１７４】
また、本発明の第１実施形態の金属セパレータを適用することにより、金属のセパレー
タの耐食性を向上できる。このため、特に、ダイレクトメタノール形燃料電池において、
メタノール燃料の酸化反応過程で生成する中間生成物（ホルムアルデヒド、蟻酸、蟻酸メ
チル等）による金属平板５２の腐食を抑制することができる。これにより、このような厳
しい腐食環境下においても、金属セパレータを長時間使用することができる。また、金属
セパレータは従来のカーボンセパレータよりも薄型化できるため、積層電池をより小型化
できる。したがって、マイクロ燃料電池と補機（燃料又は酸化剤供給ポンプ等）などを含
めた電池ユニット全体を小型化でき、携帯機器への適用の可能性を高めることができる。
本実施例においては、無孔性リブは流路の一部として利用した例を説明したが、ガスケッ
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トハウジングとしても機能させることも可能である。また流路形状は、本実施例に限定さ
れることはなく、リブを島状に点在させた流路、蛇行流路、直線流路などでもよい。
【０１７５】
また本実施例では、液体燃料がメタノールである例について述べたが、その他の有機燃
料（エタノール、イソプロパノール等）を用いた燃料電池においても、本発明を適用でき
る。
【０１７６】
このように、本発明の第１実施形態を採用することにより、プレス加工せずに流路を形
成することができるため、応力腐食割れを抑制することができる。また、熱圧着により緻
密な被覆層を形成できるため、金属セパレータの耐食性も向上させることができる。さら
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に、流路を構成するリブの物性や配置を自在に変えることができるため、燃料又は酸化剤
／生成物等の供給／排出、さらに熱の供給／放熱を均一化することができる。これにより
、固体高分子電解質形燃料電池の反応効率（発電効率）を大幅に向上させることができる
。
【産業上の利用可能性】
【０１７７】
本発明は、主に、車載用、定置用（家庭用）、携帯電話やノートＰＣ等の携帯移動機器
用の電源として使用される固体高分子電解質を用いた燃料電池に適用できる。
【符号の説明】
10

【０１７８】
１０…金属セパレータ、５０…金属セパレータ、１２…金属平板、１４…被覆層、１６
ａ…リブ、１６ｂ…リブ、１６ｗ…リブ、１７…流路、２４…高分子樹脂、２６…高分子
樹脂、３４…導電材、３６…導電材、４０…液圧成形装置、４２…下型、４４…上型、５
０Ａ…アノード側の流路形成面（金属セパレータ）、５０Ｃ…カソード側の流路形成面（
金属セパレータ）、５２…金属平板、５４…被覆層、５６ａ…無孔性リブ、５６ｂ…通気
性リブ、５６ｃ…多孔性リブ、５５…燃料供給マニホールド、５５
ールド、５７…燃料排出マニホールド、５７

…酸化剤供給マニホ

…酸化剤排出マニホールド、５８…ガスケ

ット、４０…ＭＥＡ、５６ｄ…多孔性リブ（カーボンペーパ）、１００…固体高分子電解
質形燃料電池（ＰＥＦＣ）
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