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(57)【要約】
【課題】

高分子化合物から成る電解質膜と、該高分

子電解質膜の両面に形成される電極を有し、該電極間に
電圧を印加することで上記高分子電解質膜を屈曲変形さ
せることが出来るように機能する製作コストの安い高分
子アクチュエータの提供。
【解決手段】 電極２ａ，２ｂとし縦・横方向に複数の
空隙６，６・・を形成して伸縮性を備えたシートメタル
３を使用し、該シートメタル３を加熱圧縮して上記高分
子電解質膜１に接合した構造としている。
【選択図】

図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
高分子化合物から成る電解質膜と、該高分子電解質膜の両面に形成される電極を有し、該
電極間に電圧を印加することで上記高分子電解質膜を屈曲変形させることが出来る高分子
アクチュエータにおいて、上記電極とし縦・横方向に複数の空隙を形成して伸縮性を備え
たシートメタルを使用し、該シートメタルを加熱圧縮して上記高分子電解質膜に接合した
ことを特徴とする高分子アクチュエータ。
【請求項２】
上記高分子化合物は、イオン伝導性高分子化合物である請求項１に記載の高分子アクチュ
エータ。
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【請求項３】
上記高分子化合物は、非イオン性高分子化合物である請求項１に記載の高分子アクチュエ
ータ。
【請求項４】
上記高分子化合物は、イオン性液体を含有している請求項１、請求項２、又は請求項３記
載の高分子アクチュエータ。
【請求項５】
上記高分子電解質膜の厚みは、１０μｍ以上５ｍｍ以下である請求項１、請求項２、請求
項３、又は請求項４記載の高分子アクチュエータ。
【請求項６】
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上記電極は方向を違えた複数の細い線材を互いにクロスし、縦・横方向に複数のひし形の
空隙を形成した請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５記載の高分子アクチ
ュエータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高分子化合物からなるフィルム（膜）と、当該フィルムの両面にシートメタ
ルを接合した高分子アクチュエータに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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現在、メカトロニクス系の分野では、２本足歩行ロボット等の次世代の自立歩行型ロボ
ットや、癒しのロボット玩具等が注目を集めている。これらの分野では従来の電磁モータ
をベースとした制御方法が利用されているが、動きがぎこちなく、生物のようなスムーズ
な動きには未だ程遠いのが現状である。例えば、家電製品や工業製品におけるノイズがな
く巧みでなめらかな動きが要求される部分、真のヒューマノイドロボット、汎用ロボット
等を具体化するためには、生物の筋肉のように、駆動時にノイズや音が出ないスムーズな
動きをする次世代型のアクチュエータの具体化が必要である。
【０００３】
かかるアクチュエータとして、各種高分子材料からなり、電気的刺激によって電気化学
的な伸縮または屈曲変形を生じる高分子アクチュエータが提案されている。高分子アクチ
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ュエータは従来の電磁モータに比べて、１）スムーズな駆動が可能である、２）駆動時に
ノイズや音がでない、３）超小型・軽量化が可能である、４）機械的な故障が少ない、５
）大気、水、有機媒体中といった広範な駆動環境下で作動するという優れた特徴を有して
いる。
【０００４】
高分子アクチュエータとしては、イオン伝導性高分子化合物、電子伝導性高分子化合物
、非イオン性のゲルやエラストマー等を用いた多様な方式の高分子アクチュエータが提案
されているが、その中の一つとして、図６に示すような、屈曲変形を生じる高分子アクチ
ュエータが報告されている。この種の高分子アクチュエータは、高分子化合物からなるフ
ィルム（イ）と、当該フィルム（イ）の両面に形成されている電極（ロ）、（ロ）とを含

50

(3)

JP 2010‑226773 A 2010.10.7

み、前記電極（ロ）、（ロ）間に電圧を印加することによって、同図の（ｂ）のようにフ
ィルム（イ）が屈曲変形する。この高分子アクチュエータは、イオン性高分子化合物（イ
オン伝導性高分子化合物）を用いるものが主流であるが、非イオン性高分子化合物を用い
るものも報告されている。
【０００５】
イオン性高分子化合物を用いる例としては、例えば、イオン交換樹脂膜の両面に金属電
極を備えたメタル−コンポジットポリマー（ＩＰＭＣ：ionic polymeric‑metal composit
es）が開示されている（例えば、非特許文献１等参照。）。この高分子アクチュエータの
駆動メカニズムは、例えば、カチオン交換のためのアニオン性のイオン交換樹脂膜では以
下のように説明できる。電圧の印加により、膜内で自由に移動できるカチオンがカソード
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側に移動し、このイオンに伴われて、イオン交換樹脂に含まれる水分子もカソード側に移
動するため、カソード側の浸透圧が上昇し、膜が膨張する。これに対し、イオン交換樹脂
に固定されているアニオンは、対極のアノード側に引き寄せられにくいため、アノード側
のカチオンの濃度が下がり、浸透圧が低下して膜が収縮する。カソード側の膨張と、アノ
ード側の収縮により、結果としてフイルム（イ）が屈曲変形する。
【０００６】
また、非イオン性高分子化合物を用いる例としては、酢酸ナトリウム等のイオン性物質
を加えた非イオン性高分子化合物からなる高分子膜に電圧を印加することにより、高分子
膜を屈曲変形させる方法が開示されている。
例えば、特開２０００−２１６４４８号に係る「高分子膜アクチュエ―タの制御方法」は
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、両面に電極を有する高分子膜を電圧印加によって屈曲変形させるアクチュエータであっ
て、前記高分子膜にイオン性物質を添加することにより屈曲変形の大きさ又は／及び方向
を制御するようにしている。
【０００７】
ところで従来の高分子化合物からなるフィルムの両面に電極を備えた高分子アクチュエ
ータでは、電極として、白金または金等の貴金属がメッキされて使用されており、その製
造工程が煩雑化すると共に、製造コストが高くなってしまう。そこで、出願人は短時間で
製造出来てコストの安い高分子アクチュエータを開発し、特許出願を行っている。
【０００８】
特開２００７−３２９３３４号に係る「高分子アクチュエータ及びその製造方法」は、
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高分子化合物からなるフィルムと、当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み、
前記電極間に電圧を印加することによって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アクチ
ュエータであり、前記電極として、高分子バインダと、その中に分散されているカーボン
粉末とを含んでなる電極を用いている。
【特許文献１】特開２０００−２１６４４８号に係る「高分子膜アクチュエ―タの制御方
法」
【特許文献２】特開２００７−３２９３３４号に係る「高分子アクチュエータ及びその製
造方法」
【非特許文献１】M.Shahinpoor, Electrochimica Acta 48(2003)2343‑2353
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
このように高分子アクチュエータは色々知られている。しかし、メッキ溶液に溶解する
高分子電解質膜には電極の生成が困難であり、伸縮性に富む高分子電解質膜の表面に伸縮
性に乏しい金属メッキ層がある構造では、膜が外部応力などの作用で大きく屈曲する場合
に電極層が破壊したり、応力に対して電極層の導電性は低下することがある。又、メッキ
層の厚みを増加させる為にメッキを繰返し行う必要があり、手間とコストが嵩むといった
問題がある。又、電極として高分子バインダーとその中に分散するカーボン粉末を含んで
構成する場合も、製作コストの低減には限りがある。本発明が解決しようとする課題はこ
れら問題点であり、製造が極めて簡単でコストも安く、又高分子電解質膜の両面に形成さ
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れる電極層が破壊することのない高分子アクチュエータを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明に係る高分子アクチュエータは高分子化合物からなる電解質膜（電解質フイルム
）とシートメタルで構成し、高分子電解質膜の両面にシートメタルを接合した構造と成っ
ている。ここで、上記高分子化合物はイオン伝導性高分子化合物であっても、非イオン性
高分子化合物であってもよい。
【００１１】
そして、上記シートメタルは伸縮性を備え、その為に縦・横方向に空隙を形成している
。すなわち、非常に薄くて網状のシートメタルを構成している。シートメタルは高分子電
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解質膜の両面に接合されるが、膜材と同じ高分子電解質の溶液をバインダーとして使用さ
れ、該高分子電解質膜面に高分子電解質溶液を塗布し、シートメタルを高分子電解質膜に
載せて加熱圧縮することで接合される。
【００１２】
ここで、シートメタルは伸縮性を備えるために空隙を縦・横方向に設けているが、電極
として機能する為にその材質は電気伝導性の高いものが適しているが、具体的な構造並び
にその製造方法に関しては限定しない。又、本発明の高分子アクチュエータでは、上記高
分子化合物はイオン性液体を含有していることが好ましい。これは高分子アクチュエータ
がイオン性液体を含有していることにより、水分蒸発による高分子アクチュエータの機能
の低下の問題を回避することができるため、大気中においても良好に使用することが可能
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となる。
【００１３】
本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記高分子電解質膜の厚みは１０μｍ以上５
ｍｍ以下であることが好ましい。上記電解質膜の厚みが、上記範囲内であることにより、
成形時の形状安定性に優れるというさらなる効果を奏する。
【００１４】
上記電極と成るシートメタルの厚みは限定しないが、１μｍ以上２ｍｍ以下であること
が好ましい。上記電極の厚みを上記範囲内であることにより、十分な電気伝導性を有し、
かつ、上記電解質膜と共に良好に屈曲変形する柔軟な電極として機能するというさらなる
効果を奏する。
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【発明の効果】
【００１５】
本発明に係る高分子アクチュエータは、電極としてシートメタルを使用し、高分子電解
質膜の両面に接合することで簡単に製造することが出来る。すなわち、シートメタルは薄
い金属板に縦・横方向に複数の穴を有して伸縮性を備え、そして所定のサイズに裁断した
シートメタルを高分子電解質膜の両面に加熱圧縮して接合することで簡単に製造される。
その結果、従来のメッキ層にて電極を形成する場合に比較して製造工数は大きく低下し、
製造コストは安くなる。
【００１６】
そして、電極と成るシートメタルはその厚さが薄いと共に複数の空隙を縦・横方向に設
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けている為に伸縮性に優れ、高分子電解質膜と共に大きく屈曲しても亀裂が生じたり、破
損することはない。すなわち、屈曲に伴う伸縮に際しては、形成している空隙の大きさが
変化することでメタル部分に応力が集中することはない。そして、金属質でバネ性を有す
シートメタルを電極として高分子電解質膜の両面に接合することで、高分子アクチュエー
タの形状を何時までも維持することが出来る。すなわち、高分子アクチュエータの形状が
何時までも崩れることはない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る高分子アクチュエータの平面図と一部断面拡大図。
【図２】高分子アクチュエータの電極を構成するシートメタル。
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【図３】シートメタルの製作する金属板。
【図４】シートメタルの空隙を示す拡大図。
【図５】時間に対する電圧と高分子アクチュエータの変位を表すグラフ。
【図６】従来の高分子アクチュエータ。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図１は本発明に係る高分子アクチュエータを示す実施例であり、同図の（ａ）は平面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ−Ａ断面拡大図を示している。同図の１は高分子化合物から成るフ
イルムである高分子電解質膜、２はシートメタルで構成される電極を夫々表し、電極２ａ
，２ｂは高分子電解質膜１の両面に接合した積層構造と成っている。
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（１）電極
本発明にかかる高分子アクチュエータでは、上記電極２は薄いシートメタルで構成され、
しかも伸縮自在な形態と成っている。そこで、該シートメタルには複数の空隙が設けられ
、両先端を引っ張るならば空隙が拡大して延びることが出来る。そして、引っ張り力を除
去するならば元に戻ることが出来るようにバネ性を備えることも出来る。
【００１９】
図２は電極２となるシートメタル３を示す具体例である。該シートメタル３は複数の細
い線材４ａ，４ａ・・・と複数の細い線材４ｂ，４ｂ・・・が互いにクロスして網目を形
成している。互いに平行した各線材４ａ，４ａ・・・と各線材４ｂ，４ｂ・・・はクロス
部５，５・・・にて互いに接続して、ひし形の空隙６，６・・・を縦方向と横方向に設け

20

ている。
【００２０】
このように構成されたシートメタル３は、外力Ｐが作用するならば伸びることが出来、
この場合、各クロス部５，５・・・が弾性変形して空隙６が拡大するが、比較的小さい力
Ｐにて大きく伸びることが出来、力Ｐを除去するならば復元力が働くことで縮んで元の形
状に戻る。従って、高分子アクチュエータの屈曲動に伴う曲げ変形には十分対応可能であ
る。
【００２１】
ところで、この網目状のシートメタル３は、一定厚さの平坦な金属板に細長いスリット
穴８，８・・・を打抜き加工し、この金属板を両方向へ引き伸ばすことで図２に示す網目
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状のシートメタル３を製作することが出来る。図３は細長いスリット穴を加工した金属板
７を示している。一定幅の金属製帯材を順次プレス打抜き加工して、スリット穴８，８・
・を設けることが出来る。
【００２２】
３本のスリット穴８ａ，８ａ・・がプレス打抜き加工されたところで金属製帯材はピッ
チａだけ送られる。そしてスリット穴８ｂ，８ｂ・・が打抜き加工される。スリット穴８
ａとスリット穴８ｂは金属製帯材の幅方向に１／２ピッチ横ズレし、ピッチａごとにスリ
ット穴８ａ，８ａ・・とスリット穴８ｂ，８ｂ・・が交互に打抜き加工される。すなわち
、金属製帯材を間欠的に送りながら順次加工し、一定長さにて切断して図３に示す金属板
７が製作される。
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【００２３】
そして、各スリット穴８ａ、８ｂ・・を交互に有す金属板７の両端を引っ張るならば、
スリット穴８ａとスリット穴８ｂの繋ぎ部位９が変形して伸び、シートメタル３となる。
ところで、本発明は該シートメタル３の製作方法を限定するものではなく、金属製帯材に
ひし形の空隙６，６・・・を直接打抜き加工することもある。この場合、打抜き加工にて
作られる線材４ａ，４ａ・・・、４ｂ，４ｂ・・・は非常に細いことから、精密打抜き（
ファインブランキング加工）することが出来る。
【００２４】
図４はシートメタル３に形成される空隙６の拡大図を示している。空隙６は厚さＴで幅
Ｗの細い４本の線材４ａ，４ａ，４ｂ，４ｂが互いにクロスして形成され、該クロス部５
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，５・・が平坦でなく捩れ変形している。そして、形成されるひし形の空隙６は横軸がＬ
Ｗ、縦軸がＳＷの寸法と成っている。
【００２５】
ところで、このシートメタル３は高分子電解質膜１の両面に接合されて一対の電極２ａ
，２ｂとなる。ここで、電極２ａ，２ｂが上記高分子電解質膜１の両面に形成されている
とは、膜の両面に上記電極２ａ，２ｂが接合して固定されていればよい。そこで、高分子
電解質膜１と同じ高分子電解質の溶液をバインダーとして用い、これを高分子電解質膜１
の両面に薄く塗布し、上記シートメタルから成る電極２ａを重ね合わせて加熱プレスを行
う。同じく、反対面にもシートメタルで構成される電極２ｂを重ね合わせて加熱プレスす
ることで本発明の高分子アクチュエータが出来上がる。
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【００２６】
上記電極２ａ，２ｂの厚みは、高分子アクチュエータの屈曲変形を阻害しない限り特に
限定されるものではないが、それぞれ、１μｍ以上２ｍｍ以下であることが好ましい。電
極の厚みが１μｍ未満であれば、高分子アクチュエータの電極として電気伝導性の点で問
題となる場合があるので好ましくない。また、電極の厚みが２ｍｍより大きくなれば、高
分子電解質膜１の屈曲変形に伴って曲がり難くなる場合があるため好ましくない。
【００２７】
該シートメタル３を電極２として用いることで、導電性に優れている。電極２ａ，２ｂ
の電気抵抗値は１０００Ω・ｃｍ以下であることが好ましく、１００Ω・ｃｍ以下である
ことがより好ましいが、例えば、銅板を材料として使用することで電気抵抗は十分クリア

20

する。そして、限りなく繰返しの屈曲運動に耐えることが出来る。勿論、本発明では電極
２ａ，２ｂとなる具体的な金属を限定するものではなく、銅以外にも金、白金、鉄、ニッ
ケル、チタン、ステンレス、アルミニウムなど導電性があれば使用可能である。
（２）高分子電解質膜
本発明に係る高分子アクチュエータにおいて高分子電解質膜１は高分子化合物からなるフ
ィルムであり、この高分子電解質膜１の両面に形成されている電極２ａ，２ｂ間に電圧を
印加することによって高分子電解質膜１が屈曲変形することが出来る。そこで、上記高分
子化合物は、イオン伝導性高分子化合物であってもよいし、非イオン性高分子化合物であ
ってもよい。なお、イオン伝導性高分子化合物とは、電場下で電荷が移動して電流が流れ
るときに、電荷の担い手がイオンである高分子化合物をいい、イオン性高分子化合物と同
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義である。
【００２８】
上記高分子化合物が例えばイオン伝導性高分子化合物である場合には、高分子アクチュ
エータの駆動メカニズムは、例えば、イオン伝導性高分子化合物がポリマーにアニオン性
官能基が導入されたポリアニオンである場合を例に挙げて説明すると以下のように考えら
れる。電圧の印加により、フィルム内で自由に移動できるカチオンがカソード側に移動し
、このカチオンに伴われて、フィルム内に含まれる水分子もカソード側に移動するため、
カソード側の浸透圧が上昇し、膜が膨張する。これに対し、イオン伝導性高分子化合物に
固定されているアニオンは、対極のアノード側に引き寄せられにくいため、アノード側の
カチオンの濃度が下がり、浸透圧が低下して膜が収縮する。カソード側の膨張と、アノー
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ド側の収縮により、結果としてフィルムが屈曲変形する。なお、上記高分子化合物が、後
述するイオン性液体を含有している場合は、移動種がイオン性液体を構成するイオンとな
る。この場合、浸透圧の効果については不明であるが、高分子化合物からなる電解質膜は
屈曲変形する。
【００２９】
また、非イオン性高分子化合物を用いる場合は、そのメカニズムは不明であるが、酢酸
ナトリウム等のイオン性物質を加えた非イオン性高分子化合物からなる高分子膜に電圧を
印加することにより、高分子膜を屈曲変形させる方法が知られている。また、非イオン性
高分子化合物が、後述するイオン性液体を含有している場合は、電圧を印加すると、イオ
ン性液体を構成するアニオンはプラス極に、カチオンはマイナス極に引き寄せられる。イ
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オン性液体を構成するアニオンとカチオンとはイオンの大きさが異なるので、イオンのサ
イズの違いからフィルムの極率に差が生じ、フィルムが屈曲変形すると考えられる。
【００３０】
上記イオン伝導性高分子化合物としては、ポリカチオンを用いてもよいし、ポリアニオ
ンを用いてもよい。ポリアニオンの例としては、特に限定されるものではないが、例えば
、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリアリーレン類（芳香族系ポリマー）等
の基本骨格を持った公知のポリマーにアニオン性官能基として、スルホン酸基（−ＳＯ３
Ｈ）、カルボキシル基（−ＣＯＯＨ）、リン酸基等を導入したもの；含フッ素系のポリマ
ーの骨格にスルホン酸基、カルボキシル基、リン酸基などのアニオン性官能基を導入した
パーフルオロスルホン酸ポリマー、パーフルオロカルボン酸ポリマー、パーフルオロリン
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酸ポリマー等を挙げることができる。中でも、上記ポリアニオンとしては、パーフルオロ
スルホン酸／ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）共重合体をより好適に用いること
ができる。ここで、パーフルオロスルホン酸／ＰＴＦＥ共重合体としては、市販されてい
るものでもよく、例えば、フレミオンＴＭ（旭硝子）、ナフィオンＴＭ（デュポン社製）
等を好適に用いることができる。
【００３１】
また、ポリカチオンの例としても、特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチ
レン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリアリーレン類（芳香族系ポリマー）等の公知のポ
リマーにカチオン性官能基として、スルホニウム基、アンモニウム基、ピリジニウム基等
を導入したものを挙げることができる。

20

【００３２】
上記イオン伝導性高分子化合物は、作動時、すなわち、電圧を印加して屈曲変形させる
時点で、含水状態である必要がある。これにより、上記イオン伝導性高分子化合物からな
る電解質膜１に電圧を印加したときに、移動するイオンに伴われて水分子が移動し、電解
質膜１を屈曲変形させることが可能となる。なお、上記イオン伝導性高分子化合物に水を
含ませる方法としては、例えば、上記イオン伝導性高分子化合物を水、好ましくはイオン
交換水に含浸させればよい。また、同様に、後述するイオン性液体を用いる場合は、上記
イオン伝導性高分子化合物は、作動時に、水に加えて、あるいは、水に代えてイオン性液
体を含んでいる必要がある。
【００３３】
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また、上記イオン伝導性高分子化合物が、ポリアニオンである場合は、アニオン性官能
基のカウンターカチオンを、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、アルキルアンモニウムイオン等に交
換したものを用いることがより好ましい。また、上記イオン伝導性高分子化合物が、ポリ
カチオンである場合は、カチオン性官能基のカウンターアニオンを、Ｆ−、Ｃｌ−、Ｂｒ
−

、芳香族または脂肪族のスルホン酸類、芳香族または脂肪族のカルボン酸類、芳香族ま

たは脂肪族のリン酸類等に交換したものを用いることがより好ましい。これにより、高分
子アクチュエータの屈曲度、屈曲速度を向上させることができるため好ましい。なお、上
記イオン伝導性高分子化合物のカウンターイオンを交換する方法としては、例えば、上記
イオン伝導性高分子化合物を、交換するイオンを含む塩の溶液中に含浸させればよい。こ
こで、溶液は、水溶液でもよいし、有機溶媒でもよいし、これらの混合溶媒でもよい。
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【００３４】
また、上記非イオン性高分子化合物としては、例えば、テトラフルオロエチレン、ポリ
フッ化ビニリデンなどの含フッ素系ポリマー；ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオ
レフィン系ポリマー；ポリブダジエン系化合物；エラストマーやゲルなどのポリウレタン
系化合物；シリコーン系化合物；熱可塑性のポリスチレン；ポリ塩化ビニル；ポリエチレ
ンテレフタレート等を挙げることができる。
【００３５】
上記非イオン性高分子化合物は、イオン性物質を含んでいる必要がある。これにより、
上記非イオン性高分子化合物からなる電解質膜１に電圧を印加したときに、電解質膜１を
屈曲変形させることが可能となる。なお、上記非イオン性高分子化合物にイオン性物質を
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含ませる方法としては、例えば、上記非イオン性高分子化合物をイオン性物質の溶液に含
浸させればよい。ここで、溶液は、水溶液でもよいし、有機溶媒でもよいし、これらの混
合溶媒でもよい。
【００３６】
上記イオン性物質としては、例えば、フッ化リチウム、臭化リチウム、臭化ナトリウム
、塩化マグネシウム、硫酸銅、酢酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム
等を挙げることができる。
【００３７】
また、上記高分子化合物は、イオン性液体を含有しているものであってもよい。ここで
、イオン性液体とは、アニオンとカチオンとからなり、常温で液体の有機化合物塩をいう
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。かかるイオン性液体は、有機化合物および無機化合物を溶解し、不揮発性で、高温でも
安定である。それゆえ、水を含む従来の金属電極を有する高分子アクチュエータを大気中
で使用する場合に電極表面から水の蒸発が起こり次第に屈曲変形が失われるという問題を
解決し、大気中での高分子アクチュエータの安定性を向上させることができる。
【００３８】
上記イオン性液体としては、特に限定されるものではなく、イオン性液体として従来公
知のものを好適に用いることができる。かかるイオン性液体としては、例えば、ＣＦ３Ｓ
Ｏ３−、ＢＦ４−、ＰＦ６−、Ｃｌ−、Ｂｒ−、Ｉ−、ＮＯ３−、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ
−

、（ＣＦ３ＳＯ２）３Ｃ−、（ＣＨ３）ＯＳＯ３−、ＡｌＣｌ４−、ＣｌＯ４−、ＲＣ

ＯＯ−、ＲＳＯ３−、ＮＨ２ＣＨＲＣＯＯ−、ＳＯ４２−等をカウンターアニオンに持つ
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、イミダゾリウムカチオン、ピリジニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオ
ン等を好適に用いることができる。
【００３９】
上記イミダゾリウムカチオンとしては、ジアルキルイミダゾリウムカチオン、トリアル
キルイミダゾリウムカチオン等を用いることができる。より具体的には、例えば、１−ブ
チル−３−メチルイミダゾリウムイオン、１−エチル−３−メチルイミダゾリウムイオン
、１，２−ジメチル−３−プロピルイミダゾリウムイオン、１−ブチル−２，３−ジメチ
ルイミダゾリウムイオン、１−メチル−３−（3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8−トリデカフ
ルオロオクチル）イミダゾリウムイオン、１−ブチル−３−（3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,
8−トリデカフルオロオクチル）イミダゾリウムイオン、１，３−ジメチルイミダゾリウ
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ムイオン、１−へキシル−３メチルイミダゾリウムイオン、１−メチル−３−オクチルイ
ミダゾリウムイオン、１−メチル−３−エチルイミダゾリウムイオン等を挙げることがで
きる。
【００４０】
また、上記ピリジニウムカチオンとしては、例えば、Ｎ−メチルピリジニウムイオン、
Ｎ−エチルピリジニウムイオン、Ｎ−プロピルピリジニウムイオン、Ｎ−ブチルピリジニ
ウムイオン、１−エチル−２−メチルピリジニウムイオン、１−ブチル−２メチルピリジ
ニウムイオン等を挙げることができる。
【００４１】
また、上記テトラアルキルアンモニウムカチオンとしては、例えば、トリメチルプロピ
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ルアンモニウム、トリメチルへキシルアンモニウム、テトラペンチルアンモニウム等を挙
げることができる。
【００４２】
上記イオン性液体としては、例えば、上記アニオンと上記カチオンとの任意の組み合わ
せを挙げることができる。また、上記イオン性液体は、２以上のイオン性液体を組み合わ
せて用いてもよい。
【００４３】
上記イオン性液体としては、より具体的には例えば、１−エチル−３−メチルイミダゾ
リウム・トリフルオロメタンスルフォネート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム・
テトラフルオロボレート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム・ヘキサフルオロホス
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フェート、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム・クロライド、１−エチル−３−メチ
ルイミダゾリウム・ブロマイド、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム・アイオダイド
等を挙げることができる。
【００４４】
また、上記イオン性液体は重合性のものであってもよい。かかる重合性のイオン性液体
としては、特に限定されるものではないが、例えば、アリルアルキルイミダゾリウム塩を
好適に用いることができる。より具体的には例えば、１−アリル−３−エチルイミダゾリ
ム・トリフルオロメタンスルフォネート、１−アリル−３−エチルイミダゾリム・テトラ
フルオロボレート、１−アリル−３−エチルイミダゾリム・ヘキサフルオロホスフェート
、１−アリル−３−エチルイミダゾリム・クロライド、１−アリル−３−エチルイミダゾ
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リム・ブロマイド、１−アリル−３−エチルイミダゾリム・アイオダイド、１−アリル−
３−ブチルイミダゾリム・トリフルオロメタンスルフォネート、１−アリル−３−ブチル
イミダゾリム・テトラフルオロボレート、１−アリル−３−ブチルイミダゾリム・ヘキサ
フルオロホスフェート、１−アリル−３−ブチルイミダゾリム・クロライド、１−アリル
−３−ブチルイミダゾリム・ブロマイド、１−アリル−３−ブチルイミダゾリムイミダゾ
リム・アイオダイド、１，３−ジアリルイミダゾリウム・トリフルオロメタンスルフォネ
ート、１，３−ジアリルイミダゾリウム・テトラフルオロボレート、１，３−ジアリルイ
ミダゾリウム・ヘキサフルオロホスフェート、１，３−ジアリルイミダゾリウム・クロラ
イド、１，３−ジアリルイミダゾリウム・ブロマイド、１，３−ジアリルイミダゾリウム
・アイオダイド等を挙げることができる。
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【００４５】
上記高分子化合物が、イオン伝導性高分子化合物である場合は、上述したように、作動
時に、含水状態である必要があるが、大気中での高分子アクチュエータの安定性の観点か
ら、上記イオン伝導性高分子化合物は、作動時に水に加えて、あるいは、水に代えてイオ
ン性液体を含んでいることが好ましい。また、上記高分子化合物が、非イオン性高分子化
合物である場合は、上述したように、上記イオン性物質を含んでいる必要があるが、イオ
ン性物質に加えて、あるいは、上記イオン性物質に代えてイオン性液体を含んでいること
が好ましい。
【００４６】
なお、上記イオン性液体を含む上記高分子化合物は、例えば、上記イオン性液体に含浸
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させるか、または、イオン性液体の溶液に上記高分子化合物からなるフィルムを含浸させ
た後、溶媒を除去することにより得ることができる。ここで、溶液は、水溶液でもよいし
、有機溶媒でもよいし、これらの混合溶媒でもよい。
【００４７】
また、上記高分子電解質膜１の厚みは、例えば、１０μｍ以上、５ｍｍ以下であること
が好ましく、１００μｍ以上、５ｍｍ以下であることがより好ましく、１００μｍ以上、
２ｍｍ以下であることがさらに好ましい。上記高分子電解質膜１の厚みが、１０μｍ以上
であると成形性や寸法安定性の点で好ましい。また、上記フィルムの厚みが５ｍｍ以下で
あると、加工性や可撓性の点で好ましい。
【００４８】
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そして、上記高分子電解質膜１の形状としては、例えば、前記図１に示すように矩形平
板状を挙げることができるが、これに限定されるものではなく、円形、三角形、楕円形、
棒状等の平板状であってもよいし、膜状であってもよいし、円筒状、螺旋状、コイル状等
であってもよい。
【００４９】
また、本発明にかかる高分子アクチュエータは、さらに、前記電極２ａ，２ｂ間に電圧
を印加する電源装置と、当該電圧を制御する制御装置とを備えて構成することもあり、制
御装置により各電極２ａ，２ｂに印加する＋と−の電圧を交互に変えることで、高分子ア
クチュエータの屈曲方向を変化させることが出来る。
【００５０】
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本発明の高分子アクチュエータは、上記電極２ａ，２ｂ間に０．１〜１０Ｖ程度の低い
電圧を印加すると、屈曲変形する。屈曲変形の方向、変位量、変位速度等は、上記高分子
化合物からなるフィルムの種類、電極の組成、移動するイオン種等により変動する。また
、通常、電位の極性（＋と−）を反転させると電解質膜１は反対方向に屈曲変形する。
【００５１】
図５は電極２ａ，２ｂに印加する電圧と高分子アクチュエータの変位を、時間との関係
で示したグラフである。同グラフから明らかなように、電極２ａ，２ｂに印加する電圧は
急激に立ち上がるが、これに対して高分子アクチュエータは波形を成して滑らかに立ち上
がり、又電圧が低下するならば高分子アクチュエータは滑らかに降下する。ここで、高分
子アクチュエータの変位とは屈曲に伴う先端の移動距離を表している。
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【符号の説明】
【００５２】
１

高分子電解質膜

２

電極

３

シートメタル

４

線材

５

クロス部

６

空隙

７

金属板

８

スリット穴

９

繋ぐ部位

【図１】
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【図２】
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【図５】

【図６】
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