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研究目的：
化石燃料に代わるエネルギー源の一つとして水素を利用する燃料電池が注目されて
いる．中でも固体高分子形燃料電池（PEFC）は，自動車用動力装置としての実用化が
期待されている．図 1 に示す構造である PEFC 中の高分子電解質膜(PEM)の導電性を維
持するためには水分が必要な一方，液水が微細多孔質から構成されるガス拡散層(GDL)
を塞ぐ現象（フラッディング）が実用化を阻む問題として注目されるなど，PEFC 内の
水分管理は非常に重要である．そのため，微細な多孔質で構成される GDL 内の蒸気（液
水）の挙動や酸素の透過率といった物質輸送現象を解明することが重要であるが，GDL
は図 2 にあるように微細かつ繊維質で非周期的な構造であり，さらに液水排出のために
撥水剤が添加されているためにそれらの解明は困難である．そこで，それら従来予測な
らびに測定が困難であったそれら GDL 中の輸送特性を実験並びに数値解析により多角
的に解明することを本研究の目的とする．また，局所的な温度上昇が耐久性を悪化させ
ること，温度分布が物質輸送にも大きな影響を及ぼすことなどから，熱輸送特性の解明
も重要な課題であり，それらにも取り組む．

研究体制

研究成果：
(1) PEFC 水分管理と熱物質輸送特性測定
・含水条件下を含めた GDL の酸素拡散特性計測手法の確立
図 3 に示すガルバニ電池式酸素濃度センサーを酸素吸収体として利用し，含水条件
下の GDL 多孔体の酸素拡散特性計測を試みた．その結果，図 4 に示すように液水飽和
度に対する拡散係数の変化を測定することに成功した．測定された拡散係数は，赤三
角で示す非撥水 GDL と比較し青三角で示す撥水 GDL は特に飽和度 50%付近でより高
い事が判った．

・ハイブリッド構造 GDL の拡散特性
特に液水挙動に関わる主な基材要因として考えられる基材のぬれ性に着目し，最適
な液水の挙動および分布を実現する目的で，基材のぬれ性分布を利用する新構造の
GDL を提案した．その構造と概念図を図 5 に示す．そのハイブリッド構造 GDL におけ
る拡散係数と飽和度の関係も図 4 にプロットしてあるが，特に飽和度が 50%以下の領
域で，拡散係数が大きく増加している．

・ GDL 中の液水分布の可視化
ハイブリッド構造 GDL とクロスタイプの GDL 中の液水分布を X 線 CT を用いて可視化
した結果を図 6 に示す．それぞれの GDL 中の詳細な液水分布が得られた．また，測定
時間や素材の選択性などから液水分布可視化と酸素拡散特性の同時測定との親和性の
より高い中性子線による可視化も行った．その装置図を図 7 に，測定結果例を図 8 に示
す．

(2) セル解析モデル，実験的確認
酸素拡散特性や液水分布が全体の発電特性に与える影響を調べるために負荷変動や
供給ガス加湿度変化に対するセル電圧応答の測定と数値解析を行った．図 9 に示すと
おり GDL に液水が存在しない条件ではの範囲では解析と実験の応答特性や時定数など
は良好に一致した．また，その応答には MEA と GDL 界面の総括拡散抵抗の影響が大
きいことを明らかにした．
また，より供給加湿度が高く液水が存在するような条件においても，液水の分布と
蒸発速度係数を適切に設定することによって図 10 の下図に示すように電圧応答を再現
し予測することができた．

(3) 熱・物質輸送特性数値解析
GDL 内液水挙動を解析するシミュレーションコードを作成した．GDL 内の多孔質形状
を単純な形状にモデル化し，表面性状により液体が移動することなどを確認した．
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