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燃料電池発電性能に及ぼす MEA 作製条件の影響
－MEA 接合温度の影響－
Effects of MEA fabrication conditions on the power generation of PEFC
－Effects of hot pressing temperature－
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Abstract
Single cell performance of polymer electrolyte fuel cells (PEFCs) is greatly influenced by
the MEA fabrication conditions. In this study, the effects of hot-pressing temperature in
fabricating MEA were examined. I-V test results and the observation of cross sectional SEM
images of MEA indicated that the power generation of MEA was greatly influenced by the
pressing temperature because the structure of the catalyst layer changed with the pressing
temperature.

1. はじめに
燃料電池自動車の普及のためには，燃料電池本
体の性能・耐久性の向上，コスト低減などの課題
がある．これらの課題を解決するためには既存の
材料を超える性能と耐久性，低コストな燃料電池
材料を開発する必要がある．しかし，開発される
新規材料の性能を評価する共通の方法がないため，
各機関で個別の方法を適用して評価されている場
合が多い．そのため，各研究機関で得られた評価
結果を単純に比較することができない状況になっ
ている．結果の横並び評価が可能になると，開発
した材料の性能を他の既知の材料性能と比較でき
るので，材料開発の効率化に寄与できると考えら
れる．このような考えのもと，新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）の「セル評価解析
の共通基盤技術」プロジェクトが実施されている．
膜 ／ 電 極 接 合 体 （ Membrane Electrode
Assembly，以下「MEA」という）の状態で燃料
電池材料を評価する場合，MEA の作製，セルの
組立，発電試験装置への接続，発電操作など多く
の工程の後で評価結果が得られる．同一仕様の材
料，セルや発電試験装置を使用しても，触媒ペー
ストの組成などの MEA 作製条件が異なれば，得
られる評価結果が異なってくる 1)～3)．このことが
各研究機関で得られる評価結果の差の要因の一つ

になっている可能性がある．MEA の接合条件の
うち，接合温度について文献を調査すると，市販
の Nafion 系材料を用いて MEA を熱圧着する場
合でも，120℃から 180℃と幅広い温度が記載さ
れている．また，フッ素系以外の一部の炭化水素
膜などの場合には，その熱変形温度の高さから
Nafion 系の膜の場合よりも高温で接合する場合
もある．したがって，MEA の接合温度の差が得
られる評価結果に影響し，評価機関ごとの結果に
差が生じてしまう可能性がある．
本 研 究 では ， 同 一の材 料 を 使 用し た 場 合の
MEA 接合温度が実際に得られる発電性能に及ぼ
す影響を調査した結果を報告する．
2. 試験条件
2. 1 MEA
(1) MEAの作製方法
田 中 貴 金 属 工 業 株 式 会 社 製 Pt/C 触 媒
(TEC10E50E) と 電 解 質 溶 液 DuPont 製 Nafion®
DE2020を，触媒のCとイオノマーの重量比が1:1
となるように混合・攪拌して触媒ペーストを作製
した．触媒ペーストをブレード法でテフロンシー
トに塗布乾燥後，5cm角のサイズに切り出して電
極シートを得た．作製した5cm角の電極シートを
触媒層を形成した面が電解質膜Nafion211と接す
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るように膜の両側に設置し，設定したプレス温度
で10分間加熱圧着した後テフロンシートを剥が
し，MEAを得た。Pt担持量の設定は両極ともに
0.3mg/cm2とした．作製したMEAとSGL社製ガス
拡散層24BCHをJARI標準セルに組み込んで発電
試験を行った．
(2) MEAの接合温度について
示差走査熱量計などで測定されるNafionのガ
ラス転移温度は130℃程度である．本研究では，
設定するプレス温度を135℃から180℃まで変化
させてMEAを作製し，性能を評価した．
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3. 結果および考察
3. 1 I-V測定
取得したI-V性能のうち接合温度150℃, 180℃
の場合の結果をFig.1に示す．I-V性能は供給ガス
の露点温度の影響を受けるだけではなく，接合温
度の影響も受けることが確認された．Fig.1の結果
から抵抗成分を除去したIR-free電圧を算出した
結果をFig.2に示す．IR-free電圧で比較しても
Fig.1でみられた電圧差はなくならなかった．抵抗
以外の過電圧も異なっていたものと考えられる．
Fig.1のI-V性能から，過電圧の分離解析(5)を行っ
て得た結果をFig.3に示す．(a)の活性化過電圧に
ついては顕著な差は認められなかった．(b)の抵抗
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2. 2 単セル測定
電 流 － 電 圧 特 性 （ Current-Voltage
characteristics, 以下「I-V性能」という），サイ
クリックボルタンメトリー（Cyclic Voltammetry，
以下「CV」という），およびリニアースイープボ
ルタンメトリー（Linear Sweep Voltammetry，
以下「LSV」という）測定を行い，MEAの接合温
度がこれらのどの測定項目にどの程度影響するか
を調査した．I-V性能の測定条件をTable1に示す．
CV, LSV 測 定 は 燃 料 電 池 実 用 化 推 進 協 議 会
(FCCJ)およびNEDOセル評価解析プロジェクト
で提案されている手法(4),(5)を適用した．

過電圧については接合温度の影響が認められた．
接合温度が135℃から150℃と高くなると露点温
度によらず過電圧が減少した．Nafionのガラス転
移温度を超えると触媒層と膜の接合界面や触媒層
内粒子間の接触状態が良好になることなどが要因
として考えられる．接合温度が150℃を越えると
過電圧が増加する傾向が観察された．スルホン酸
基の状態など，熱による高分子物性の変化も要因
の一つではないかと考えている．接合温度によら
ず露点温度が高くなるほど過電圧が減少した．一
般的に言われているように露点温度が高くなるほ
ど電解質成分のプロトン伝導性が向上するためと
考えられる．(c)の拡散過電圧についても接合温度
の影響が認められた．接合温度が150℃を超える
と，露点温度によらず拡散過電圧が増大した．ま
た，露点温度が低いほど過電圧が増加した．今回

－ 2 －

(2014.10)

接合温度が高いほど拡散過電圧が高くなった要
因を解析するために，接合温度が135℃のMEAと
170℃のMEAの電極触媒層をSEMで観察して比
較した．得られたSEM像をFig.4に示す．プレス
温度を135℃とした電極触媒層に比べ，170℃とし
た電極触媒層では，担体カーボン凝集体間の空隙
が減少している様子が観察された．さらに，電極
触媒層内の空隙のサイズを定量的に把握するため
に，電極触媒層の空隙率を水銀ポロシメーターで
測定した．接合温度を135℃としたMEAでは空隙
率が59%，170℃としたMEAでは空隙率が50%と
なった．この空隙率の大小関係はSEM像で観察さ
れた電極触媒層の構造観察で確認された傾向と定
性的に一致していた．接合温度が高くなると電極
触媒層内のイオノマー成分の溶融粘度が減少する
などの影響で，電極触媒層内部での触媒粒子の緻
密化を伴った構造変化が生じたものと考えられる．
触媒層内の空隙率の減少などの影響で触媒層内の
白金への酸素ガス輸送性が低下する結果，プレス
温度が高いMEAでは拡散過電圧が増加したもの
と考える．
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の露点温度や発電電流密度の範囲ではセル電圧の
安定性も高く，フラッディングなど触媒層内の水
分による酸素透過性の阻害は生じていないものと
考えられた．今回の条件の範囲では，触媒層の酸
素透過性が低下した結果拡散過電圧が増加したも
のと考えられる．

(b) 170℃
Fig. 4

Cross-sectional SEM images of the MEA in the
center part of the catalyst layer
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3. 2 CV, LSV測定
接合温度を変えて作製したMEAのCV測定から
得られた触媒表面積(ECA)をFig.5に，LSV測定結
果をFig.6に示す．これらの結果から接合時のプレ
ス温度はCV, LSVの測定結果には影響しないこと
を確認した．接合温度によって電極触媒層内の空
隙構造は変化するものの，発電における酸素の透
過性に比べて，影響はないものと考えられる．
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性能や，CV, LSVの測定結果に及ぼす影響を調査
した．得られた結果から，接合温度のI-V性能への
影響は大きいが，CV, LSVの測定結果への影響は
小さいことがわかった．
同じ材料を使用してMEAを作製しても，作製条
件が異なれば得られるI-V性能にも差が生じるの
で，I-V性能を横並びで評価して材料特性を議論す
る場合にはMEAの作製条件の相違の影響につい
ても確認する必要がある．
一方，CV, LSV測定の結果には接合温度の影響
は認められなかった．今回使用した材料系で単純
に触媒Ptの表面積の比較をする場合，電解質膜の
水素クロスリーク特性を比較する場合には，接合
温度の差を考慮する必要性は小さいものと考えら
れる．
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4. まとめ
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するかは必ずしも明らかになっていない．今回は
MEAの作製条件の一つである膜と電極との接合
温度の差が，単セルとして発電させた場合のI-V
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