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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリビニルアルコールを主鎖とし、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン
酸、２−メタアクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸、及びこれらの塩からなる
群から選択されるスルホン酸基を有するモノマーを含有するポリマーをグラフト鎖として
、合成後に１２０℃〜１８０℃の熱処理によって物理的に、かつグルタルアルデヒドによ
り化学的に、架橋されていることを特徴とするグラフトポリマー。
【請求項２】
前記スルホン酸基を有するモノマーが、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスル
ホン酸であることを特徴とする請求項１に記載のグラフトポリマー。
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【請求項３】
前記スルホン酸基を有するモノマーの含有量がグラフトポリマー全体に対し２〜６０ｍ
ｏｌ％であることを特徴とする請求項１または２に記載のグラフトポリマー。
【請求項４】
前記スルホン酸基を有するモノマーの含有量がグラフトポリマー全体に対し６〜２０ｍ
ｏｌ％であることを特徴とする請求項３に記載のグラフトポリマー。
【請求項５】
前記熱処理を１４０℃〜１８０℃で行うことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに
記載のグラフトポリマー。
【請求項６】
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ポリビニルアルコールに、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸、２−
メタアクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸及びこれらの塩からなる群から選択
されるスルホン酸基を有するモノマーを含有するポリマーをグラフト重合してグラフトポ
リマーを合成する工程、前記合成後に１２０℃〜１８０℃の熱処理によって物理的に架橋
する工程、及びグルタルアルデヒドにより化学的に架橋する工程を含むことを特徴とする
グラフトポリマーの製造方法。
【請求項７】
前記スルホン酸基を有するモノマーが、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスル
ホン酸であることを特徴とする請求項６に記載のグラフトポリマーの製造方法。
【請求項８】
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前記スルホン酸基を有するモノマーの含有量がグラフトポリマー全体に対し２〜６０ｍ
ｏ１％であることを特徴とする請求項６または７に記載のグラフトポリマーの製造方法。
【請求項９】
重合開始剤として、硝酸２アンモニウムセリウムを用いることを特徴とする請求項６乃
至８のいずれかに記載のグラフトポリマーの製造方法。
【請求項１０】
前記熱処理を１４０℃〜１８０℃で行うことを特徴とする請求項６乃至９のいずれかに
記載のグラフトポリマーの製造方法。
【請求項１１】
請求項１乃至５のいずれかに記載のグラフトポリマーを有する高分子電解質膜。
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【請求項１２】
前記グラフトポリマーをキャストして成膜されたことを特徴とする請求項１１に記載の
高分子電解質膜。
【請求項１３】
請求項６乃至１０のいずれかに記載のグラフトポリマーを合成する工程、物理的に架橋
する工程及び化学的に架橋する工程、並びに該グラフトポリマーをキャストする工程を含
むことを特徴とする高分子電解質膜の製造方法。
【請求項１４】
前記物理的に架橋する工程及び化学的に架橋する工程を前記キャストする工程後に行う
ことを特徴とする請求項１３に記載の高分子電解質膜の製造方法。
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【請求項１５】
前記キャストを平板状物の上で行うことを特徴とする請求項１３または１４に記載の高
分子電解質膜の製造方法。
【請求項１６】
前記キャストを多孔性ポリマーに前記グラフトポリマーを含浸させて行うことを特徴と
する請求項１３乃至１５のいずれかに記載の高分子電解質膜の製造方法。
【請求項１７】
前記グラフトポリマーを含む溶液を有機溶媒を用いて不溶化する工程を含むことを特徴
とする請求項１３乃至１６のいずれかに記載の高分子電解質膜の製造方法。
【請求項１８】
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前記有機溶媒がアセトンであることを特徴とする請求項１７に記載の高分子電解質膜の
製造方法。
【請求項１９】
前記グラフトポリマーを含む溶液を塩を用いて不溶化する工程を含むことを特徴とする
請求項１３乃至１６のいずれかに記載の高分子電解質膜の製造方法。
【請求項２０】
請求項１１または１２に記載の高分子電解質膜を用いてなる固体高分子型燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、新規なグラフトポリマー、高分子電解質膜、これらの製造方法、及びそれを
用いた燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来より、疎水性セグメントとイオン伝導性セグメントからなる共重合体であるＮａｆ
ｉｏｎ（デュポン社の登録商標）等が、固体高分子型燃料電池の高分子電解質として知ら
れており、キャスト法などの製膜方法により膜の形で使用されている。
【０００３】
このような高分子電解質膜を用いた場合は、固体高分子型燃料電池を高効率で作動させ
るために、電解質膜や電極を加湿するなどの水分供給が必要とされている。このため、従
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来の固体高分子電解質型の燃料電池はポンプ、ブロワ等を用いた水補給システムや、ガス
の温度や流速を制御し生成水を気散させるシステム等複雑な配管系、駆動系、制御系を備
える必要があり、固体高分子電解質型の燃料電池の本来の長所である小型軽量化の妨げと
なるばかりでなく、低温作動型の場合には生成水の気散にも外部からのエネルギー供与が
必要となるなど種々の困難が伴うという問題があった。
【０００４】
そこで、下記特許文献１には、Ｎａｆｉｏｎ（デュポン社の登録商標）等と親水性セグ
メントを有するポリビニルアルコール等の混合物からなる高分子電解質膜も提案されてい
る。この電解質を用いた燃料電池は、ポリビニルアルコール等の吸水性又は保水性物質に
よって空気極側と燃料極側を連結し、空気極側で発生した水分及び電池セル内部で燃料極
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側から空気極側へ移動した水分を集め、これらの水分を上記吸水性又は保水性物質を通し
て燃料極側へ表面張力により移動させ、燃料極側に必要な水分の補給に当てることがでる
とし、これにより複雑な水分制御なしに作動することができ、加湿・給水のためのシステ
ムが不要であり、燃料電池の小型化を実現できるとしている。
【０００５】
一方、下記非特許文献１には、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、２−アクリルアミド
−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、及びポリエチレングリコール（ＰＥＧ）
各成分の水溶液を所定の組成比で混合、攪拌し、テフロンシート等に広げてキャストして
作製する電解質膜が開示されている。このＰＶＡ／ＡＭＰＳ／ＰＥＧブレンド物を、グル
タルアルデヒトのアセトン溶液などで所定時間反応させ、架橋膜とすることも開示されて
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いる。
【０００６】
【特許文献１】特開平５−２８３０９４号公報
【非特許文献１】電池討論会要旨集、６７６−６７７（２００４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、特許文献１では、得られた高分子電解質膜がマクロに不均一であるため
か、プロトン伝導性が十分ではないという問題があった。
【０００８】
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また、非特許文献１に開示されたＰＶＡ／ＡＭＰＳ／ＰＥＧ架橋膜では、プロトン伝導
度が十分でないばかりか、グルタルアルデヒドは主にＰＶＡの水酸基に対して架橋してお
り、ＡＭＰＳにはほとんど架橋されておらず、水素透過度やメタノール透過度等を抑制で
きず、性能は十分ではない。更に、架橋が十分でないため、成分の流出を生じ、性能の維
持が出来ないという問題もあった。
【０００９】
本発明の目的は、プロトン伝導性に優れ、水素透過度やメタノール透過度等を抑制する
とともに、水分バランスの制御が容易で、高効率の燃料電池作動が可能な高分子電解質膜
の原料となる、新規なグラフトポリマーを提供することである。同時に、該グラフトポリ
マーからなる高分子電解質膜を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記目的を達成するべく鋭意研究を行った結果、特定の主鎖と側鎖の組
合せからなるグラフトポリマーによって、上記課題が解決されることを見出し、本発明に
到達した。また、該グラフトポリマーからなる高分子電解質膜は、プロトン伝導性に優れ
、水素透過度やメタノール透過度等を抑制するとともに、マクロに実質的に均一であり、
該膜内部において水が隅々まで自動的に循環し得、特に高温、低加湿下においても優れた
プロトン伝導性を示すことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
即ち、第１に、本発明は新規構造を有するグラフトポリマーの発明であり、水酸基を含
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有するポリマーを主鎖とし、スルホン酸基を有するモノマーを含有するポリマーをグラフ
ト鎖とするグラフトポリマーである。
【００１２】
水酸基を含有するポリマーとしては後述するように各種ポリマーが用いられるが、特に
ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）が好ましく例示される。
【００１３】
スルホン酸基を有するモノマーとしては後述するように各種モノマーが用いられるが、
特に、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、２−（メタ）
アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、またはこれらの塩が好ま
しく例示される。２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）は下
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記化学式で表されるモノマーである。
【００１４】
【化１】
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【００１５】
本発明のグラフトポリマーにおいて、水酸基を含有するポリマーからなる主鎖とし、ス
ルホン酸基を有するモノマーを含有するポリマーからなるグラフト鎖の比は限定されず、
広い範囲で合成することができ、スルホン酸基を有するモノマーの含有量がグラフトポリ
マー全体に対し１〜９０ｍｏ１％である場合が本発明に含まれる。
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【００１６】
例えば、本発明のグラフトポリマーを固体高分子型燃料電池の電解質膜に用いる場合は
、後述するような理由で、スルホン酸基を有するモノマーの含有量がグラフトポリマー全
体に対し２〜２０ｍｏ１％であることが好ましく、６〜２０ｍｏ１％であることがより好
ましく、６〜１０ｍｏ１％であることが更に好ましい。２ｍｏ１％未満であると、燃料電
池に要求されるプロトン伝導度の特性を十分に発揮できず、６０ｍｏ１％を越えるとグラ
フトポリマー自体が脆くなって機械的強度に欠ける。
【００１７】
本発明のグラフトポリマーを他の用途に用いる場合には、上記広い範囲の主鎖とグラフ
ト鎖の比率で良い。例えば、湿度センサーに用いる場合には、グラフト鎖の比率が高くて
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もかまわない。
【００１８】
本発明のグラフトポリマーは、合成後に、または合成後で成膜後に、物理的及び／又は
化学的に架橋することが好ましい。架橋により、親水性成分である水酸基を含有するポリ
マーからなる主鎖が非水溶性となり、水環境下でも膨潤が抑制され、寸法安定性に優れる
とともに、架橋により、機械的強度も向上する。
【００１９】
架橋には、物理的架橋と化学的架橋があるが、本発明では、これらのいずれか一方、ま
たは両方を行なうことができる。
【００２０】
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物理的架橋としては、熱処理が好ましい。熱処理により、水酸基を含有するポリマーか
らなる主鎖同士が集中して配向する結晶領域または結晶点が生成し、これら主鎖同士が物
理的に架橋する。熱処理条件としては、１００〜２００℃の温度が好ましく、１４０〜１
８０℃の温度範囲がより。好ましい。２００℃近辺の、水酸基を含有するポリマーの酸化
温度に近い場合は、不活性ガス雰囲気で行うことが好ましく、スルホン酸基をナトリウム
型に変換しておくことが非酸化のために好ましい。
【００２１】
また、化学的架橋としては、グルタルアルデヒド（ＧＡ）による架橋が好ましく例示さ
れる。水酸基を含有するポリマー、例えばポリビニルアルコール（ＰＶＡ）はグルタルア
ルデヒド（ＧＡ）により下記化学式のように架橋される。
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【００２２】
【化２】
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40

【００２３】
第２に、本発明は、上記グラフトポリマーの製造方法の発明であり、水酸基を含有する
ポリマーに、スルホン酸基を有するモノマーを含有するモノマーをグラフト重合する。
【００２４】
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上記と同様に、水酸基を含有するポリマーとしては、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）
が好ましく、例示される。また、スルホン酸基を有するモノマーとしては、２−アクリル
アミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、２−（メタ）アクリルアミド−２
−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、またはこれらの塩が好ましく例示される。
スルホン酸基を有するモノマーの含有量については上記の通りである。
【００２５】
重合は、水溶性媒体中で、後述するように各種重合開始剤を用いて行われる。その中で
、重合開始剤として、４価のＣｅ、３価のＡｇ、３価のＣｕ、４価のＮｉ、硝酸２アンモ
ニウムセリウム（ＣＡＮ）が好ましく例示される。重合開始剤として、硝酸２アンモニウ
ムセリウム（ＣＡＮ）を用いると、下記化学式で示されるように、４価のセリウムイオン
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が３価に還元するとともに、水酸基を含有するポリマー中の炭素原子から水素イオンを引
き抜き、ラジカルを生じさせ、該ラジカルを開始点としてラジカル重合が行われる。
【００２６】
【化３】
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【００２７】
第３に、本発明は、上記グラフトポリマーを有する高分子電解質膜である。
本発明のグラフトポリマーを有する高分子電解質膜は、公知の各種方法で成膜される。
例えば、グラフトポリマーをキャストして成膜する方法が好ましく例示される。
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【００２８】
本発明の高分子電解質膜は、グラフトポリマー合成後、または成膜後に、物理的及び／
又は化学的に架橋されていることが好ましい。架橋により、親水性成分である水酸基を含
有するポリマーからなる主鎖が非水溶性となり、水環境下でも膨潤が抑制され、寸法安定
性に優れるとともに、架橋により、機械的強度も向上する。
【００２９】
架橋には、物理的架橋と化学的架橋があるが、本発明では、これらのいずれか一方、ま
たは両方を行うことができる。物理的架橋としては、熱処理が好ましい。また、化学的架
橋としては、グルタルアルデヒド（ＧＡ）による架橋が好ましく例示される。
【００３０】
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第４に、本発明は、上記グラフトポリマーを有する高分子電解質膜の製造方法の発明で
あり、上記グラフトポリマーを合成する工程と、該グラフトポリマーをキャストする工程
とを含む。
【００３１】
上記と同様に、グラフトポリマーを物理的及び／又は化学的に架橋する工程を含むこと
が好ましい。
【００３２】
本発明において、キャスト工程は、平板状物の上で行っても良く、多孔性ポリマーにグ
ラフトポリマーを含浸させて行っても良い。
【００３３】
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キャスト工程後に、水溶性の本発明の高分子電解質膜を不溶化しておくことが好ましい
。具体的には、グラフトポリマーを含む溶液をアセトンなどの有機溶媒を用いて不溶化す
る方法、及びグラフトポリマーを含む溶液を塩化ナトリウムなどの塩を用いて不溶化する
方法が好ましく例示される。
第５に、本発明は、上記高分子電解質膜を用いてなる固体高分子型燃料電池である。
【発明の効果】
【００３４】
本発明の、水酸基を含有するポリマーを主鎖とし、スルホン酸基を有するモノマーを含
有するポリマーをグラフト鎖とするグラフトポリマーは、プロトン伝導性に優れ、水素透
過度やメタノール透過度等を抑制するとともに、水分バランスの制御が容易で、高効率の
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燃料電池作動が可能な高分子電解質膜の原料となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
本発明において、主鎖を構成する水酸基を含有するポリマーとしては特に制限されない
。具体的には、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、エチレン−酢酸ビニル共重合体のけん
化物、ポリ−α−ヒドロキシビニルアルコールに代表されるビニルアルコール樹脂、カル
ボキシメチルセルロースに代表されるセルロース誘導体、ポリヒドロキシエチルメタクリ
レート、ポリヒドロキシエチルメチルアクリレートに代表される水酸基含有ポリアクリル
樹脂、パラヒドロキシポリスチレンに代表される水酸基含有ポリスチレン樹脂などが好ま
しく例示される。
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【００３６】
本発明において、グラフト鎖を構成するスルホン酸基を有するモノマーとしては特に限
定されない。具体的には、２−アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰ
Ｓ）、２−（メタ）アクリルアミド−２−メチルプロパンスルホン酸（ＡＭＰＳ）、ビニ
ルスルホン酸、スチレンスルホン酸、α−メチルスチレンスルホン酸、２−スルホエチル
メタクリレート、及びこれらの塩が好ましく例示される。
【００３７】
上記スルホン酸基を有するモノマーは他のビニルモノマーと共重合してグラフト鎖を構
成することもできる。共重合される他のビニルモノマーとしては特に制限されず、共重合
性の高いものが選ばれる。具体的には、アクリル酸、メタクリル酸グリシジル、アクリロ
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ニトリル、アクリル酸またはメタクリル酸のエステル等のアクリル系、スチレン、クロル
メチルスチレン等のスチレン系、ジビニルベンゼン等のジエン系化合物があるがこれに限
定されない。更に、エチレン、プロピレン、ブテン−１、ペンテン−１、ヘキセン−１、
４−メチル−ペンテン−１、オクテン−１等のα−オレフィン、塩化ビニル、酢酸ビニル
、ビニルエーテル類、ビニルカルバゾール、アクリロニトリル等が挙げられる。ビニリデ
ン基を含むビニリデン化合物も共重合可能であり、塩化ビニリデン、フッ化ビニリデン、
イソブチレン等が挙げられる。更に、ビニルモノマー、ビニリデン化合物以外の炭素−炭
素二重結合を有する化合物も共重合可能であり、無水マレイン酸、無水ピロメリット酸、
２−ブテン酸、四フッ化エチレン、三フッ化塩化エチレン等及び二重結合を２個以上含む
化合物、例えばブタジエン、イソプレン、クロロプレン等が挙げられる。
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【００３８】
本発明のグラフト化反応は、（１）触媒または開始剤（以下「開始剤」という。）の存
在下に行う方法、（２）開始剤の存在下または不存在下に加熱する方法、または（３）触
媒または開始剤の存在下または不存在下に紫外線照射を行う方法のいずれも好ましい。
【００３９】
開始剤としては、過酸化物（過酸化ベンゾイル、ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシド、
ジ−ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシド等）、硝酸２アンモニウムセリウム（ＩＶ）、過
硫酸塩（過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムなど）、酸化還元系開始剤（酸化剤：過硫
酸塩、過酸化水素、ヒドロペルオキシドなどと、無機還元剤：銅塩、鉄塩、亜硫酸水素ナ
トリウム、チオ硫酸ナトリウムなど、または有機還元剤：アルコール、アミン、シュウ酸
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などとの組合せ、及び酸化剤：ヒドロペルオキシドなどと無機還元剤：銅塩、鉄塩、亜硫
酸水素ナトリウム、チオ硫酸ナトリウムなど、または有機還元剤：過酸化ジアルキル、過
酸化ジアシルなどと還元剤：第三アミン、ナフテン酸塩、メルカプタン、有機金属化合物
（トリエチルアルミニウム、トリエチルホウ素など）との組合せ）、その他の公知のラジ
カル重合開始剤などが挙げられる。この中で、硝酸２アンモニウムセリウム（ＩＶ）や過
硫酸カリウム等の水溶性の重合開始剤が好ましく用いられるが、過酸化ベンゾイルやＮ,
Ｎ−アゾビスイソブチロニトリル等の非水溶性開始剤は、メタノールやアセトンに溶解し
て、水と混合して用いることができる。紫外線照射の場合には、触媒として、これらの重
合開始剤の他に、ベンゾフェノンや過酸化水素などの光増感剤を加えても良い。
【００４０】
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グラフト化反応は、一般的なグラフト化方法を使用できる。具体例を以下に示す。水溶
性の開始剤の場合は水に必要量を溶解する。水不溶性の開始剤の場合は、アルコールやア
セトンなどのような水と混合する有機溶剤（例えばアセトン、メタノール等）に溶解して
から、開始剤が析出しないように水と混合する。開始剤溶液に、主鎖となる水酸基を含有
するポリマーを入れ、スルホン酸基を有するモノマーを加えてグラフト化を行う。処理容
器内は必要に応じて窒素置換しておく。加熱グラフトさせる場合は、この反応混合物を適
宜の温度で適宜の時間加熱する。または、紫外線照射の下でグラフトさせる場合は、適宜
の温度、時間で紫外線照射を照射する。
【００４１】
本発明において、成膜方法は特に限定されず、公知の手法を適用することができる。例

20

えば、グラフトポリマーをキャストして成膜する方法が好ましく例示される。
【００４２】
キャスト法による成膜には、グラフトポリマーを溶媒に溶解してキャストすることがで
きる。
【００４３】
製膜に用いる溶媒は、本発明に係る高分子電解質を溶解可能であり、その後に除去し得
るものであるならば特に制限はなく、例えばＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジ
メチルアセトアミド、Ｎ−メチル−２−ピロリドン、ジメチルスルホキシド等の非プロト
ン性極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、１，２−ジクロロエタン、クロロベンゼ
ン、ジクロロベンゼン等の塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール等のアル
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コール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー
テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエー
テル等のアルキレングリコールモノアルキルエーテル、または水などが用いられる。これ
らは単独で用いることもできるが、必要に応じて２種以上の溶媒を混合して用いることも
できる。中でも、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ−メチルピロリドン
、ジメチルスルホキシドがポリマーの溶解性が高く好ましい。
【００４４】
本発明の高分子電解質膜は支持膜である多孔膜と複合化してもよく、使用する多孔膜は
高分子電解質を含浸する母材となるものであり、高分子電解質の強度や柔軟性、耐久性の
さらなる向上のために使用される。
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【００４５】
用いられる多孔膜は、上記使用目的を満たすものであればその形状や材質によらず用い
る事ができるが、固体高分子電解質型燃料電池の隔膜として使用する場合、多孔膜の形状
としては膜厚１〜１００μｍ、好ましくは３〜３０μｍ、さらに好ましくは５〜２０μｍ
、孔径は０．０１〜１０μｍ、好ましくは０．０２〜７μｍ、空隙率は２０〜９８％、好
ましくは３０〜９５％である。
【００４６】
多孔膜の膜厚が薄すぎると複合化後の強度補強の効果あるいは、柔軟性や耐久性を付与
するといった補強効果が不十分となり、ガス漏れ（クロスリーク）が発生しやすくなる。
膜厚が厚すぎると電気抵抗が高くなり、得られた複合膜が固体高分子型燃料電池の隔膜と
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して好ましくない。孔径が小さすぎると高分子固体電解質の含浸が非常に困難となり、大
きすぎると高分子固体電解質への補強効果が弱くなる。空隙率が小さすぎると固体電解質
膜としての抵抗が大きくなり、大きすぎると一般に多孔膜自体の強度が弱くなり補強効果
が得られない。
【００４７】
また、多孔膜の材質としては、耐熱性の観点や、物理的強度の補強効果を鑑みれば、脂
肪族系高分子または、含フッ素高分子が好ましい。
【００４８】
ここで、脂肪族系高分子としては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン−
プロピレン共重合体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なおポリエチ
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レンはポリエチレンの結晶構造を有するエチレン系のポリマーであり、例えばエチレンと
他のモノマーとの共重合体をも含み、具体的には直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ
）と称されるエチレンとα−オレフィンとの共重合体や、超高分子量ポリエチレンなどを
含む。またここでいうポリプロピレンはポリプロピレンの結晶構造を有するプロピレン系
のポリマーであり、一般に使用されているプロピレン系ブロック共重合体、ランダム共重
合体など（これらはエチレンや１−ブテンなどとの共重合体である）を含むものである。
【００４９】
また、含フッ素高分子とは、分子内に炭素−フッ素結合を少なくとも１個有する公知の
熱可塑性樹脂が制限なく使用される。通常は、脂肪族系高分子の水素原子のすべてまたは
大部分がフッ素原子によって置換された構造のものが好適に使用される。
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【００５０】
好適に使用できる含フッ素高分子を例示すれば、ポリトリフルオロエチレン、ポリテト
ラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリ（テトラフルオロエチレン
−ヘキサフルオロプロピレン）、ポリ（テトラフルオロエチレン−ペルフルオロアルキル
エーテル）、ポリフッ化ビニリデン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない
。このうち、本発明では、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ（テトラフルオロエチレン
−ヘキサフルオロプロピレン）が好ましく、特にポリテトラフルオロエチレンが好ましい
。また、これらのフッ素系樹脂は、機械的強度の良好さから平均分子量が１０万以上のも
のが好ましい。
【００５１】

30

本発明の高分子電解質膜を多孔膜と複合化する方法に特に制限は無く、高分子電解質溶
液中に多孔膜を含浸し、多孔膜を取り出した後に溶媒を乾燥させて複合膜を得る方法や、
高分子電解質溶液を多孔膜に塗布し、溶媒を乾燥させて複合膜を得る方法、多孔膜に減圧
下で高分子電解質溶液を接触させ、その後常圧に戻す事で溶液を多孔膜空孔内に含浸させ
、溶媒を乾燥させて複合膜を得る方法、等が複合化方法として例示されるが、これらに限
定されるものではない。
【００５２】
本発明の高分子電解質膜は通常用いられる添加剤、例えば酸化防止剤などの安定剤や離
型剤を含んでいてもよい。
【００５３】
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本発明の高分子電解質膜の厚みは、特に制限はないが１０〜２００μｍが好ましい。実
用に耐える膜の強度を得るには１０μｍより厚い方が好ましい。膜抵抗の低減つまり発電
性能の向上のためには２００μｍより薄い方が好ましく、１００μｍより薄い方がより好
ましい。膜厚は溶液濃度あるいは基板上への塗布厚により制御できる。
【００５４】
次に本発明の燃料電池について説明する。
本発明の燃料電池は、高分子電解質膜の両面に、触媒及び集電体としての導電性物質を
接合することにより製造することができる。
【００５５】
該触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特に制
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限はなく、公知のものを用いることができるが、白金の微粒子を用いることが好ましい。
白金の微粒子は活性炭や黒鉛などの粒子状または繊維状のカーボンに担持されて用いるこ
とが好ましい。
【００５６】
集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性の
カーボン不織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸送するために好
ましい。
【００５７】
多孔質性のカーボン不織布またはカーボンペーパーに白金微粒子または白金微粒子を担
持したカーボンを接合させる方法、およびそれを高分子電解質膜と接合させる方法につい
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ては、広く公知の方法を適用できる。
【００５８】
このようにして製造された本発明に係る燃料電池は、燃料として水素ガス、改質水素ガ
ス、メタノールを用いる各種の形式で使用可能である。
【実施例】
【００５９】
以下、本発明の実施例及び比較例を説明する。
本発明を実施するにあたって、電解質膜の特性を表すパラメーターとして
Φ

＝

σ

／

Ｐ

を用いた。ここで、σ

＝

電解質のプロトン伝導度（ｓ／ｃｍ）であり、Ｐ

＝

メタ
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２

ノール透過係数（ｍ

／ｓ）である。メタノール透過係数が低いとメタノールを燃料ガス

とする燃料電池に好適であるばかりでなく、水素ガスの透過性を類推することができ、水
素ガスを燃料ガスとする燃料電池に対する好適さの指標となる。即ち、上記パラメーター
Φが大きいほど燃料電池特性が優れていることになる。ちなみに、Ｎａｆｉｏｎ１１７の
Φは約８０００程度である。
【００６０】
［実施例１］
（１）ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）２ｇ、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパ
ンスルホン酸（ＡＭＰＳ）モノマー１２ｇをイオン交換水６０ｍＬに溶解させた。
（２）６０分間、窒素ガスをパブリルグした後、重合開始剤として硝酸２アンモニウムセ
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リウム（ＣＡＮ）を０．１１５ｇ加えてスターラーで攪拌しながら４０℃で１５ｈ重合し
た。
（３）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は２９．１ｍ
ｏｌ％であった。
（４）このグラフトポリマーとＰＶＡをＡＭＰＳ含有量が８ｍｏｌ％となるように、ブレ
ンドして３０ｍＬのイオン交換水中に溶解させて、アクリル板上にキャストして製膜した
。
（５）１２０℃×２０分間の熱処理を行った。
（６）０．０５ｖｏｌ％のグルタルアルデヒド水溶液に２４ｈ浸漬させた。
（７）膜の乾燥重量と湿潤重量から含水率（Ｈ）を求めた。結果を図１に示す。
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（８）２５℃純水中で交流インピーダンス測定を行い、プロトン伝導度σを求めた。結果
を図２に示す。
（９）２５℃において膜を２つのセルに挟み、片側に２ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液、反
対側にイオン交換水を入れて、イオン交換水側のメタノール濃度の時間変化をガスクロマ
トグラフで測定し、メタノール透過係数Ｐを求めた。結果を図３に示す。
（１０）膜の特性値として、Φ=σ／Ｐを算出した。結果を図４に示す。
【００６１】
［実施例２］
（１）〜（３）、（５）〜（１０）は実施例１と同じとし、
（４）このグラフトポリマーとＰＶＡをＡＭＰＳ含有量が６ｍｏｌ％となるように、ブレ
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ンドして３０ｍＬのイオン交換水中に溶解させて、アクリル板上にキャストして製膜した
。
【００６２】
［実施例３］
（１）〜（３）、（５）〜（１０）は実施例１と同じとし、
（４）このグラフトポリマーとＰＶＡをＡＭＰＳ含有量が４ｍｏｌ％となるように、ブレ
ンドして３０ｍＬのイオン交換水中に溶解させて、アクリル板上にキャストして製膜した
。
【００６３】
10

［実施例４］
（１）〜（３）、（５）〜（１０）は実施例１と同じとし、
（４）このグラフトポリマーとＰＶＡをＡＭＰＳ含有量が２ｍｏｌ％となるように、ブレ
ンドして３０ｍＬのイオン交換水中に溶解させて、アクリル板上にキャストして製膜した
。
【００６４】
［比較例１］
（１）Ｎａｆｉｏｎ１１７について、実施例と同じ（８）〜（１０）の評価を行った。
図１〜図４の結果より、以下のことが分かる。
ａ）メタノール透過係数Ｐについては、ＡＭＰＳ含有量８ｍｏｌ％以下の全ての実施例に
おいてＮａｆｉｏｎ１１７より優れた。なお、Ｎａｆｉｏｎ１１７のメタノール透過係数
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−１０

Ｐは３．３×１０

である。

ｂ）パラメーターΦについては、ＡＭＰＳ含有量６ｍｏＩ％以上でＮａｆｉｏｎ１１７よ
り優れている。
ａ）及びｂ）から、本発明の電解質膜は６ｍｏｌ％以上では特に優れた性能を示した。
【００６５】
［実施例５］
（１）ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）１５ｇ、２−アクリルアミド−２−メチル−プロ
パンスルホン酸（ＡＭＰＳ）モノマー２４ｇをイオン交換水２２５ｍＬ中に溶解させた。
（２）６０分間、窒素ガスをバブリングした後、重合開始剤として硝酸２アンモニウムセ
リウム（ＣＡＮ）を０．８５５ｇ加えてスターラーで攪拌しながら４０℃で１．５ｈ重合
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した。
（３）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は４．３ｍｏ
ｌ％であった。
（４）このグラフトポリマーを３０ｍＬのイオン交換水中に溶解させて、アクリル板上に
キャストして５０℃で２４ｈ乾燥させ、製膜した。
（５）１２０℃×２０分間の熱処理を行った。
（６）アセトン１８８ｍＬにイオン交換水１０ｍＬ、濃塩酸１．７３ｍＬ、グルタルアル
デヒド（ＧＡ）溶液を加えた水溶液に、熱処理を行った膜を浸漬させ、２５℃で２４ｈ攪
拌した。
（７）膜の乾燥重量と湿潤重量から含水率Ｈを求めた。
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（８）２５℃純水中で交流インピーダンス測定を行い、プロトン伝導度σを求めた。
（９）２５℃において膜を２つのセルに挟み、片側に２ｍｏｌ／Ｌのメタノール水溶液、
反対側にイオン交換水を入れて、イオン交換水側のメタノール濃度の時間変化をガスクロ
マトグラフで測定し、メタノール透過係数Ｐを求めた。
（１０）膜の特性値として、Φ=σ／Ｐを算出した。結果を図５に示す。
【００６６】
［実施例６］
（１）〜（４）、（６）〜（１０）は実施例５と同じように行った。
（５）１４０℃×２０分間の熱処理を行った。
【００６７】
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［実施例７］
（１）〜（４）、（６）〜（１０）は実施例５と同じように行った。
（５）１６０℃×２０分間の熱処理を行った。
【００６８】
［比較例２］
（１）〜（４）、（６）〜（１０）は実施例５と同じように行った。
（５）熱処理については行わなかった。
図５の結果より、熱処理を行うことによって、パラメーターΦが向上することが分かる
。特に、熱処理温度としては１４０℃〜１８０℃が好ましいことが分かる。
以下、ＡＭＰＳ含有量に対してプロトン伝導度、水素透過度、強度を評価した。
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【００６９】
［参考例１］
（１）オイルバス１００℃において三角フラスコ中のイオン交換水１５０ｍｌにポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）１０ｇを溶解させた。
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー２５ｇを加えた。
（３）セプタムで栓をし、窒素ガスを用いてバブリングを行った（１ｈ）。
（４）重合開始剤として硝酸２アンモニウムセリウム（ＣＡＮ）を０５７０ｇ加えてスタ
ーラーで攪拌しながら４０℃で１．５ｈ重合した。
（５）メタノールを用いて重合溶液からポリマーを沈殿させ、ろ過、乾燥した。
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（６）得られたポリマー７．４ｇをイオン交換水３５０ｍｌに溶かし（１００℃）、アク
リル板にキャストし、５０℃で乾燥させて製膜した。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は１２．８ｍ
ｏｌ％であった。
（８）８０℃の７０％ＲＨ下で交流インピーダンス測定を行い、プロトン伝導度を求めた
。
（９）８０℃９０％ＲＨ下での膜の水素透過度評価を行った。
（１０）室温で引張試験を行い、最大点から引張強度を求めた。
【００７０】
［参考例２］
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（１）オイルバス１００℃において三角フラスコ中のイオン交換水２２５ｍｌにポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）１５ｇを溶解させた。
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー３０ｇを加えた。
（４）重合開始剤として硝酸２アンモニウムセリウム（ＣＡＮ）を０．８５５ｇ加えてス
ターラーで攪拌しながら４０℃で１．５ｈ重合した。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は８．５ｍｏ
１％であった。
（３）、（５）、（６）、（８）〜（１０）は参考例１と同じように行った。
【００７１】
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［参考例３］
（１）オイルバス１００℃において三角フラスコ中のイオン交換水２２５ｍｌにポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）１５ｇを溶解させた。
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−メチル−プロパンスルホン酸（ＡＭ
ＰＳ）モノマー１９ｇを加えた。
（４）重合開始剤として硝酸２アンモニウムセリウム（ＣＡＮ）を０．８５５ｇ加えてス
ターラーで攪拌しながら４０℃で１５ｈ重合した。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は２．５ｍｏ
ｌ％であった。
（３）、（５）、（６）、（８）〜（１０）は参考例１と同じように行った。
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【００７２】
［参考例４］
（１）オイルバス１００℃において三角フラスコ中のイオン交換水２２５ｍｌにポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）１５ｇを溶解させた。
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー２４ｇを加えた。
（４）重合開始剤として硝酸２アンモニウムセリウム（ＣＡＮ）を０．８５５ｇ加えてス
ターラーで攪拌しながら４０℃で１．５ｈ重合した。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は１．４ｍｏ
ｌ％であった。
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（３）、（５）、（６）、（８）〜（１０）は参考例１と同じように行った。
【００７３】
参考例１〜４の結果から得られる、ＡＭＰＳ含有量に対するプロトン伝導度を図６に示
す。透過度評価を行った。ＡＭＰＳ含有量に対する水素透過度を図７に示す。ＡＭＰＳ含
有量に対する引張強度を図８に示す。
【００７４】
図６の伝導度の結果より、ＡＭＰＳ含有量１ｍｏｌ％以上で、十分な伝導度が得られ、
６ｍｏｌ％以上でさらに十分な伝導度が得られることが分かった。図７の、水素透過度の
結果より、ＡＭＰＳ含有量増加により、水素透過度は増加したが、顕著な増加は見られず
、Ｎａｆｉｏｎ１１７に対しては著しく小さい値となった。図８の引張強度の結果より、
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ＡＭＰＳ含有量が１０ｍｏｌ％を超えると、著しく強度が減少することが分かった。
【００７５】
これらの結果より、ＡＭＰＳ含有量が６〜１０ｍｏｌ％である場合に、プロトン伝導度
、水素透過度（メタノール透過度）、及び引張強度の全てで最適の効果が奏せられること
が分かった。
【００７６】
［実施例８］
（１）オイルバス１００℃において三角フラスコ中のイオン交換水２２５ｍｌにポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）１５ｇを溶解させた。
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
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ＡＭＰＳ）モノマー５ｇを加えた。
（３）セプタムで栓をし、窒素ガスを用いてバブリングを行った（１ｈ）。
（４）重合開始剤として硝酸２アンモニウムセリウム（ＣＡＮ）を０．８５５ｇ加えてス
ターラーで攪拌しながら４０℃で１．５ｈ重合した。
（５）メタノールを用いて重合溶液からポリマーを沈殿させ、ろ過、乾燥した。
（６）得られたポリマーをイオン交換水３５０ｍｌに溶かし（１００℃）、アクリル板に
キャストし、５０℃で乾燥させて製膜した。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は０．６ｍｏ
ｌ％であった。
（８）１６０℃×２０ｍｉｎの熱処理を行った。
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（９）イオン交換水５ｖｏＩ％、０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸、０．０１ｖｏｌ％グルタルアル
デヒド（ＧＡ）溶液を加えたアセトン溶液に、熱処理を行った膜を浸潰させ、室温でスタ
ーラーを用いて撹拝した（２４ｈ）。
（１０）膜をイオン交換水に浸漬させた（途中で数回イオン交換水を交換した）。
（１１）室温純水中で交流インピーダンス測定を行い、プロトン伝導度を求めた。
【００７７】
［実施例９］
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー１０ｇを加えた。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は１．０ｍｏ
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ｌ％であった。
（１）、（３）〜（６）、（８）〜（１１）は実施例８と同じように行った。
【００７８】
［実施例１０］
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー１５ｇを加えた。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は１．４ｍｏ
ｌ％であった。
（１）、（３）〜（６）、（８）〜（１１）は実施例８と同じように行った。
【００７９】
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［実施例１１］
（２）常温にまで冷やした後、２−アクリルアミド−２−メチル−プロパンスルホン酸（
ＡＭＰＳ）モノマー２０ｇを加えた。
（７）ＮＭＲにてグラフトポリマーの組成を解析した結果、ＡＭＰＳ含有量は１．６ｍｏ
ｌ％であった。
（１）、（３）〜（６）、（８）〜（１１）は実施例８と同じように行った。
【００８０】
［実施例１２］
（１）〜（８）まで実施例８と同じように行った。
（９）熱処理を行った膜を２ｍｏｌ／ｌのＮａＣｌ水溶液に浸漬させた（２４ｈ）。
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（１０）２ｍｏｌ／ｌのＮａＣｌ水溶液にｐＨが１となるように濃塩酸を加え，グルタル
アルデヒド（ＧＡ）を加えた水溶液に膜を浸潰させ、室温でスターラーを用いて攪拌した
（２４ｈ）。
（１１）１ｍｏｌ／ｌのＨＣｌ水溶液に浸漬させた（２４ｈ）。
（１２）膜をイオン交換水に浸漬させた（途中で数回イオン交換水を交換した）。
（１３）室温純水中で交流インピーダンス測定を行い、プロトン伝導度を求めた。
【００８１】
［実施例１３］
（１）〜（８）まで実施例９と同じように行った。
（９）〜（１３）まで実施例１２と同じように行った。
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【００８２】
［実施例１４］
（１）〜（８）まで実施例１０と同じように行った。
（９）〜（１３）まで実施例１２と同じように行った。
【００８３】
［実施例１５］
（１）〜（８）まで実施例１１と同じように行った。
（９）〜（１３）まで実施例１２と同じように行った。
【００８４】
実施例８〜１５の結果から得られる、ＡＭＰＳ含有量に対するプロトン伝導度を図９に
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示す。図９の結果より、重合・熱処理後の化学的架橋を行う際は、アセトン水溶液を用い
ることで、プロトン伝導度、機械的強度、ガス透過抑制度、が特に優れた値を示す。これ
は、アセトン中で膜の結晶化度が増加するためと推定される。これにより、本発明の新規
高分子においての、最適な化学的架橋条件が得られた。即ち、ＰＶＡとＡＭＰＳをグラフ
トさせることによって、性能の維持を可能とする。更に組成及び架橋条件を最適化させる
ことにより、プロトン伝導度、水素透過度（メタノール透過度）、機械的強度を全て成り
立たせることができる。なお、実施例１２〜１５の高分子電解質（塩）を用いたグルタル
アルデヒド（ＧＡ）架橋が、実施例８〜１１のアセトン溶液を用いたグルタルアルデヒド
（ＧＡ）架橋に比べて、非実用的であるということではない。
【産業上の利用可能性】
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【００８５】
本発明の、水酸基を含有するポリマーを主鎖とし、スルホン酸基を有するモノマーを含
有するポリマーをグラフト鎖とするグラフトポリマーは、プロトン伝導性に優れ、水素透
過度やメタノール透過度等を抑制するとともに、水分バランスの制御が容易で、高効率の
燃料電池作動が可能な高分子電解質膜の原料となる。これにより、燃料電池の普及に貢献
する。
【００８６】
また、本発明の固体高分子電解質膜は、燃料電池の他、水電解、ハロゲン化水素酸電解
、食塩電解、酸素濃縮器、湿度センサー、ガスセンサ等に広く用いることが出来る。
10

【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】ＡＭＰＳ含有量と含水率Ｈとの関係を示すグラフ。
【図２】ＡＭＰＳ含有量とプロトン伝導度σとの関係を示すグラフ。
【図３】ＡＭＰＳ含有量とメタノール透過係数Ｐとの関係を示すグラフ。
【図４】ＡＭＰＳ含有量とパラメーターΦとの関係を示すグラフ。
【図５】熱処理温度とパラメーターΦとの関係を示すグラフ。
【図６】ＡＭＰＳ含有量とプロトン伝導度との関係を示すグラフ。
【図７】ＡＭＰＳ含有量と水素透過度との関係を示すグラフ。
【図８】ＡＭＰＳ含有量と引張強度との関係を示すグラフ。
【図９】アセトン架橋の際の、ＡＭＰＳ含有量とプロトン伝導度との関係を示すグラフ。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図６】

【図９】
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