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(57)【要約】
【課題】製造が容易で高イオン伝導率を有する固体高分
子電解質を安価に提供すること。
【解決手段】本発明の固体高分子電解質は、酸性基を有
する高分子と塩基性基を有する高分子とから形成された
ポリイオンコンプレックスからなることを特徴とする。
酸性基がスルホン酸基、カルボキシル基又はリン酸基で
あり、塩基性基が含窒素基である。塩基性基のモル当量
に対する酸性基のモル当量の比が１．２〜１０であるか
、又は酸性基のモル当量に対する塩基性基のモル当量の
比が１．２〜１０である。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸性基を有する高分子と塩基性基を有する高分子とから形成されたポリイオンコンプレッ
クスからなることを特徴とする固体高分子電解質。
【請求項２】
酸性基がスルホン酸基、カルボキシル基又はリン酸基であり、塩基性基が含窒素基である
請求項１記載の固体高分子電解質。
【請求項３】
塩基性基のモル当量に対する酸性基のモル当量の比が１．２〜１０であるか、又は酸性基
のモル当量に対する塩基性基のモル当量の比が１．２〜１０である請求項１又は２記載の
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固体高分子電解質。
【請求項４】
酸性基を有する高分子及び塩基性基を有する高分子が何れも非フッ素系高分子である請求
項１〜３の何れかに記載の固体高分子電解質。
【請求項５】
酸性基を有する高分子中の該酸性基及び／又は塩基性基を有する高分子中の該塩基性基の
一部をイオン交換し、次いで両者を混合してそれらの水溶液となし、該水溶液を塗工し塗
膜を乾燥させてポリイオンコンプレックスの前駆体膜を形成し、該前駆体膜を酸又はアル
カリで処理することによりポリイオンコンプレックスを得ることを特徴とする固体高分子
電解質の製造方法。
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【請求項６】
酸性基を有する高分子と塩基性基を有する高分子とから形成されたポリイオンコンプレッ
クスが電極触媒に当接する部位に配されていることを特徴とする固体高分子形燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高イオン伝導性を有する非フッ素系高分子からなる固体高分子電解質に関する
。また本発明は該固体高分子電解質の製造方法及び該固体高分子電解質を用いた固体高分
子形燃料電池に関する。
【０００２】
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【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
固体高分子形電解質膜燃料電池（ＰＥＦＣ）は、小型で軽量な電源として大きく注目され
ている。とりわけ固体高分子電解質膜の研究はＰＥＦＣの発展において中心的な存在であ
り，多くの研究でパーフルオロ骨格の側鎖にスルホン酸基が結合したパーフルオロアルキ
ルスルホン酸型高分子が用いられている。
【０００３】
しかしながら、パーフルオロアルキルスルホン酸型高分子の導電率は実質上の利用におい
て十分に満足いくものではない。例えばパーフルオロアルキルスルホン酸型高分子を固体
高分子形燃料電池の電解質膜として用いる場合、パーフルオロアルキルスルホン酸型高分
子が電極触媒の活性点を隠蔽してしまうという欠点がある。またパーフルオロアルキルス
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ルホン酸型高分子は、構造の複雑なフッ化炭素系の材料であるため、製造過程が複雑にな
るという欠点も有する。従ってパーフルオロアルキルスルホン酸型高分子の使用は固体高
分子電解質膜のコストを増加させてしまう。そこで、フッ素系ポリマーを有しない化学構
造で高い導電率を達成し得る固体高分子電解質膜が種々提案されている。例えば、ナフィ
オンとシリカとの混合物、固体酸、フラーレン誘導体などが提案されている。さらに、ポ
リマーブレンド技術が利用されている（非特許文献１及び２参照）。しかしブレンドした
高分子のイオン伝導率はナフィオンのそれよりも高くない。
【０００４】
【非特許文献１】
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【０００５】
従って本発明は、製造が容易で高イオン伝導率を有する固体高分子電解質を安価に提供す
ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】

10

本発明は、酸性基を有する高分子と塩基性基を有する高分子とから形成されたポリイオン
コンプレックスからなることを特徴とする固体高分子電解質を提供することにより前記目
的を達成したものである。
【０００７】
また本発明は、酸性基を有する高分子中の該酸性基及び／又は塩基性基を有する高分子中
の該塩基性基の一部をイオン交換し、次いで両者を混合してそれらの水溶液となし、該水
溶液を塗工し塗膜を乾燥させてポリイオンコンプレックスの前駆体膜を形成し、該前駆体
膜を酸又はアルカリで処理することによりポリイオンコンプレックスを得ることを特徴と
する固体高分子電解質の製造方法を提供するものである。
【０００８】
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更に本発明は、酸性基を有する高分子と塩基性基を有する高分子とから形成されたポリイ
オンコンプレックスが電極触媒に当接する部位に配されていることを特徴とする固体高分
子形燃料電池を提供するものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明の固体高分子電解質は、
酸性基を有する高分子（以下、酸性高分子という）と塩基性基を有する高分子（以下、塩
基性高分子という）とのポリイオンコンプレックスからなる。ポリイオンコンプレックス
においては、酸性高分子中の酸性基と塩基性高分子中の塩基性基とがイオン結合によって
結合している。一般に、酸性基を有する高分子の水溶液をキャストして得られた膜は水可

30

溶性であるためプロトン伝導膜としての機能を持たない。しかしながら、酸性基を有する
高分子からポリイオンコンプレックスを形成させることで、水不溶性のプロトン伝導膜が
得られることが本発明者らの検討によって判明した。勿論このポリイオンコンプレックス
膜はカチオン交換膜やアニオン交換膜として作製することが可能である。通常のポリイオ
ンコンプレックスは水系溶媒に不溶であるため、その調製には三元溶媒（例えば塩酸−水
−ジオキサン）が用いられる。しかし三元溶媒では強酸が用いられるために簡便な製膜が
行うことができない。本発明者らは種々検討した結果、水溶液系からポリイオンコンプレ
ックスを簡便に調製し得ることを知見し本発明の完成に至ったものである。
【００１０】
本発明において用いられる酸性高分子としては、プロトン酸基を有する高分子であれば特
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に制限なく用いることができる。プロトン酸基としては、スルホン酸基、カルボキシル基
、リン酸基などが挙げられる。これらのプロトン酸基は酸性高分子中に一種又は二種以上
含まれる。これらのうちポリイオンコンプレックスの形成のしやすさ及び高イオン伝導性
の点からスルホン酸基又はリン酸基を用いることが好ましい。
【００１１】
前述したプロトン酸基を有する酸性高分子としてはフッ素を含有しない高分子、つまり非
フッ素系高分子であることが低コストで目的とする固体高分子電解質を得ることができる
点から好ましい。酸性高分子の高分子骨格としては、例えばポリスチレン、ポリアクリル
酸、ポリメタクリル酸、ポリエチレン、ポリマレイン酸、又はこれらの高分子を構成する
モノマーの二種以上の組み合わせからなる共重合体などが挙げられる。酸性高分子は一種
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又は二種以上用いることができる。これらの酸性高分子のうち、特にポリイオンコンプレ
ックスの形成のしやすさ及び高イオン伝導性の点からポリスチレンスルホン酸を用いるこ
とが好ましい。
【００１２】
一方、本発明において用いられる塩基性高分子としては、酸性高分子に含まれるプロトン
酸基とイオン結合し得る塩基性基を有するものであればその種類に特に制限はない。その
ような塩基性基としては例えば含窒素基である−ＮＲ３
、Ｘ

−

はアニオンを示す）、−ＮＲ２ ＲＯＨ

＋

Ｘ

−

＋

Ｘ

−

基（Ｒはアルキル基を示し

基、−ＮＲ２ 基、＝ＮＲ基、−ＮＲ−

基、＝ＮＨ基、−ＮＨ−基などが挙げられる。これらの塩基性基は塩基性高分子中に一種
又は二種以上含まれる。これらのうちポリイオンコンプレックスの形成のしやすさ及び高
イオン伝導性の点から含窒素基、例えば−ＮＨ−基、−ＮＲ３

＋

Ｘ

−
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基を用いることが好

ましい。
【００１３】
前述した塩基性基を有する高分子としても、酸性高分子と同様に非フッ素系の高分子を用
いることが好ましい。塩基性高分子の高分子骨格としては、例えばポリエチレン、ポリス
チレンなどが挙げられる。これらの塩基性高分子は一種又は二種以上用いることができる
。これらの塩基性高分子のうち、特にポリイオンコンプレックスの形成のしやすさ及び高
イオン伝導性の点からポリエチレンイミンを用いることが好ましい。
【００１４】
酸性高分子と塩基性高分子とから成るポリイオンコンプレックスにおいては、酸性基と塩
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基性基とが適度な割合でイオン結合していることが、ポリイオンコンプレックス膜の製膜
性や沈殿物生成の防止の点から好ましい。具体的には、塩基性基のモル当量に対する酸性
基のモル当量の比が１．２〜１０、特に１．５〜３であることが好ましい。また、酸性基
のモル当量に対する塩基性基のモル当量の比が１．２〜１０、特に１．５〜３であること
が好ましい。塩基性基のモル当量に対する酸性基のモル当量の比（及び酸性基のモル当量
に対する塩基性基のモル当量の比）が１又はそれに極めて近いと、安定したポリイオンコ
ンプレックスは形成されるものの、プロトン伝導性が極めて低下してしまう。
【００１５】
酸性高分子及び塩基性高分子はその分子量（重量平均分子量）が１，０００〜１，０００
，０００、特に５，０００〜５００，０００であることが、ポリイオンコンプレックスの
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製膜性の点及びポリイオンコンプレックス形成前の各高分子の水溶性を確保する点から好
ましい。
【００１６】
ポリイオンコンプレックスからなる本発明の固体高分子電解質は、その具体的な用途に応
じて適切な厚みが選択される。例えば本発明の固体高分子電解質を固体高分子形燃料電池
の電解質膜として用いる場合には、その厚みは５〜３００μｍ程度とすることが好ましい
。
【００１７】
本発明においてポリイオンコンプレックスは好ましくは次の方法で調製される。まず、酸
性基が塩の形になっている酸性高分子の場合、該酸性高分子は一般に水溶性であることか
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ら、該酸性高分子の水溶液にイオン交換樹脂等を加えて酸性高分子中の酸性基の一部をイ
オン交換して遊離の酸性基の数を調整する。このときすべての酸性基を遊離の形に戻すと
、塩基性高分子を加えた場合に該酸性高分子が水不溶性となるため注意を要する。逆に酸
性基が遊離の形になっている酸性高分子の場合、該酸性高分子は一般に水不溶性であるこ
とから、該酸性高分子を水に分散させると共に、イオン交換樹脂等を加えて酸性高分子中
の酸性基の一部をイオン交換し（例えば金属カチオンで部分的に中和し）、該酸性高分子
を水溶性となすと共に遊離の酸性基の数を調整する。この水溶液に、塩基性高分子の水溶
液を加えて混合する。この場合、酸性高分子中の遊離の酸性基の数を調整することに加え
て、又はそれに代えて、塩基性高分子の水溶液において、該高分子中の塩基性基の一部を
イオン交換して（例えばハライドイオン、スルホン酸基、カルボキシル基等の低分子アニ
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オンで部分的に中和して）、遊離の塩基性基の数を調整してもよい。これによって、ポリ
イオンコンプレックスの製膜性やプロトン伝導性を適切なものとすることができる。酸性
基及び塩基性基の何れをイオン交換する場合であっても、酸性高分子における酸性基のモ
ル当量と塩基性高分子における塩基性のモル当量との比は、前述した範囲となるように、
酸性高分子及び塩基性高分子の添加量を調整することが好ましい。
【００１８】
両高分子が溶解した水溶液（塗工液）を基板上に塗工し塗膜を形成する。この塗工液はほ
ぼ中性であることから、強酸を含む三元溶媒を用いた従来のポリイオンコンプレックス塗
工液に比べて、ポリイオンコンプレックスを簡便に製造することができるという利点があ
る。塗膜中の水分を除去し乾燥させてポリイオンコンプレックス前駆体膜を形成する。塗
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膜の厚みは、最終的に得られるポリイオンコンプレックス膜の具体的な用途に応じて適切
な範囲に調整する。
【００１９】
得られたポリイオンコンプレックス前駆体膜を基板から剥離した後、該前駆体膜を酸又は
アルカリで処理する。これによって前駆体膜内部に存在する酸性基又は塩基性基中の対イ
オンをイオン交換して、目的とするポリイオンコンプレックス膜のプロトン伝導性を高め
る。例えば酸で処理する場合には、前駆体膜を塩酸、硫酸、硝酸等の水溶液中に所定時間
浸漬させて酸性基に含まれる金属イオンをプロトンとイオン交換する。一方アルカリで処
理する場合には、前駆体膜を水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等の水溶液中に所定時間
浸漬させて塩基性基に含まれるアニオンをイオン交換する。何れの場合も、処理時間は前
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駆体膜の種類に応じ数分から数時間とする。この操作によって目的とするポリイオンコン
プレックス膜を得る。
【００２０】
本発明の固体高分子電解質はその高いイオン伝導性の故に、例えばイオン交換膜や固体高
分子形燃料電池の電解質膜、修飾電極用材料として好適に用いられる。特に固体高分子形
燃料電池の電解質膜として用いる場合、これを貴金属電極触媒に当接する部位に配すると
、触媒活性の低下が防止されるという利点がある。これに対して、先に述べた通りパーフ
ルオロアルキルスルホン酸型高分子からなる電解質膜は触媒活性の低下という問題がある
。このような観点から、本発明のポリイオンコンプレックス膜を電極触媒粒子と混合して
使用すると、触媒を有効活用できるという利点がある。この場合、触媒粒子とポリイオン
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コンプレックスの重量比は１：０．１〜１：１０が適当である。またパーフルオロアルキ
ルスルホン酸型高分子は高価である。これに対して本発明の固体高分子電解質は高価な材
料を用いていないので経済的であるという利点もある。
【００２１】
本発明の固体高分子電解質を固体高分子形燃料電池の電解質膜として用いる場合には、ポ
リイオンコンプレックス膜の各面に白金等の触媒を含むアノード及びカソードを形成して
膜電極接合体（ＭＥＡ）となすことが好ましい。
【００２２】
【実施例】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる実
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施例に制限されない。
【００２３】
〔実施例１〕
酸性高分子として重量平均分子量が７万のポリスチレンスルホン酸ナトリウム（以下ＰＳ
ＳＮａという）を用いた。塩基性高分子として重量平均分子量が５万〜１０万のポリエチ
レンイミン（以下ＰＥＩという）を用いた。それぞれの高分子を水に溶かして１０重量％
の水溶液となした。
【００２４】
ＰＳＳＮａ水溶液に、溶解しているＰＳＳＮａの重さに対して１０倍量の陽イオン交換樹
脂（ローム・アンド・ハース社製のアンバーライト（登録商標））を添加し、溶液をホッ
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トスターラで３０分間撹拌した。液温は約４０℃に保った。これによって、ＰＳＳＮａ中
のスルホン酸ナトリウムをイオン交換し、部分的にスルホン酸基を有するポリスチレンス
ルホン酸（以下ＰＳＳという）水溶液となした。
【００２５】
イオン交換樹脂を濾別して得られたＰＳＳ水溶液と、別途用意しておいたＰＥＩ水溶液と
を、エチレンイミンモノマー（以下ＥＩという）に対するスチレンスルホン酸モノマー（
以下ＳＳという）のモル比が１．５、２、２．５及び３となるように混合した。混合水溶
液をポリエチレンテレフタレートフィルム上にキャスト製膜し、常圧下約４０℃で乾燥さ
せてポリイオンコンプレックス前駆体膜を得た。
【００２６】
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得られたポリイオンコンプレックス前駆体膜を１Ｎの塩酸に３時間浸漬し、スルホン酸基
中のナトリウムイオンをプロトンに完全にイオン交換し、目的とするポリイオンコンプレ
ックス膜を得た。その後、膜を純水で洗浄して純水中に保存した。このようにして得られ
たポリイオンコンプレックス膜について、２枚の金電極（電極面積０．０１ｃｍ

２

）の間

に該膜を挟み、インピーダンス測定によって膜厚方向の導電率を測定した。その結果を図
１に示す。
【００２７】
図１に示す結果から明らかなように、ＳＳ／ＥＩの割合が増加するにつれて導電率が高く
なる傾向にあることが判る。特にこの割合が２を超えると市販のパーフルオロアルキルス
ルホン酸型高分子膜と同等の導電率となることが判る。

20

【００２８】
〔実施例２〕
実施例１においてＳＳ／ＥＩの割合が２となるようにＰＳＳ水溶液とＰＥＩ水溶液とを混
合しキャスト製膜して、膜厚が２５μｍ、５０μｍ及び９０μｍのポリイオンコンプレッ
クス前駆体膜を得た。ポリイオンコンプレックス前駆体膜を１Ｎの塩酸に５時間浸漬し、
スルホン酸基中のナトリウムイオンをプロトンにイオン交換し、目的とするポリイオンコ
ンプレックス膜を得た。得られたポリイオンコンプレックス膜の膜厚方向の導電率を測定
した。その結果を図２に示す。なお膜厚は触針式段差膜厚計を用いて測定した。
【００２９】
図２に示す結果から明らかなように、２５〜９０μｍの膜厚の範囲でプロトン導電率は一
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定値を示すことが判る。この結果から、この範囲の膜厚において、ポリイオンコンプレッ
クスは均一な膜組成となっていることが判る。膜厚の違いによって導電率が変化する場合
には、塩酸処理によって膜の内部と表面とで組成が異なり、不均一な膜になっていること
を意味する。
【００３０】
〔実施例３〕
実施例２において塩酸に代えて１Ｎ硫酸及び硝酸を用いて酸処理を行う以外は実施例２と
同様にしてポリイオンコンプレックス膜を得た。膜厚は５０μｍとした。得られたポリイ
オンコンプレックス膜の膜厚方向の導電率を測定した。その結果を図３に示す。なお図３
には同条件において１Ｎの塩酸で酸処理した結果も併せて示されている。
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【００３１】
図３に示す結果から明らかなように、塩酸や硫酸で酸処理を行って得られたポリイオンコ
ンプレックス膜は高い導電率を示すことが判る。
【００３２】
〔実施例４〕
実施例２において塩酸による酸処理時間を変える以外は実施例２と同様にしてポリイオン
コンプレックス膜を得た。膜厚は５０μｍとした。得られたポリイオンコンプレックス膜
の膜厚方向の導電率を測定した。その結果を図４に示す。
【００３３】
図４に示す結果から明らかなように、酸処理時間が１〜６時間の範囲では導電率にほどん
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ど差が観察されないことが判る。このことは、この処理時間の範囲であれば、膜の内部ま
で十分にイオン交換が行われていることを意味する。
【００３４】
【発明の効果】
本発明によれば、製造が容易で高イオン伝導性を有する固体高分子電解質が安価に提供さ
れる。特に本発明の固体高分子電解質を固体高分子形燃料電池の電解質膜として用いると
、電極触媒の活性低下が防止されるので、高価な貴金属触媒の使用量を低減させることが
できる。また電解質の製造コストが低下する。
また本発明の固体高分子電解質は、中性の塗工液から製膜することができるので、強酸を
含む三元溶媒を用いた従来のポリイオンコンプレックス塗工液に比べて簡便に製造するこ
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とができる。
本発明の固体高分子電解質は、パーフルオロアルキルスルホン酸型高分子の代替品として
極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１において、スチレンスルホン酸モノマー／エチレンイミンモノマー比率
と導電率との関係を示すグラフである。
【図２】実施例２において、ポリイオンコンプレックス膜の膜厚と導電率との関係を示す
グラフである。
【図３】実施例３において、酸処理に用いる酸の種類と導電率との関係を示すグラフであ
る。
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【図４】実施例４において、酸処理時間と導電率との関係を示すグラフである。

【図１】

【図３】

【図４】
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(8)

JP 2004‑335231 A 2004.11.25

フロントページの続き
7

(51)Int.Cl.

ＦＩ
Ｈ０１Ｍ

テーマコード（参考）
8/10

Ｆターム(参考) 5G301 CD01 CE01
5H026 AA06 BB03 BB04 BB08 BB10 CX04 EE18 HH05

