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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂との混合体から形成され、該混合体の少なくと
も一方の樹脂が架橋構造を有し、かつイオン伝導性樹脂が電界配向されてなる電解質膜の
製造方法において、
　前記混合体に電界を印加してイオン伝導性樹脂を電界配向すると同時に、電界印加状態
下でイオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹脂の少なくとも一方の樹脂を架橋して膜形
成を行うことを特徴とする電解質膜の製造方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一方の樹脂の架橋が、光、電子線、放射線から選ばれる少なくとも一種
のエネルギー線を照射することにより行われることを特徴とする請求項１に記載の電解質
膜の製造方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一方の樹脂の架橋が、架橋剤および／または触媒を用いて行われること
を特徴とする請求項１に記載の電解質膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界配向されたイオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂の混合体からなり少
なくとも一方の樹脂が架橋された電解質膜の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　温暖化ガスに代表される環境問題の観点からクリーンエネルギー源として燃料電池が注
目され急ピッチで開発が推進されている。特に、固体電解質型燃料電池は低温作動や小型
で高出力密度であることから研究開発が活発に進められている。このような動きに伴って
燃料電池電解質膜の研究も盛んになり、低コストでしかも燃料のクロスオーバーが少ない
膜や酸化に強い膜など、長期間安定稼動できる膜の開発を目指して種々の検討がなされて
きた。
【０００３】
　例えば、フッ素樹脂骨格およびスルホン酸からなる導電性膜の表面に対して電子線を照
射して改質し、導電性膜の表面おける導電性が内部における導電性に比べて低くなるよう
に設定することで、イオン伝導性を維持しつつメタノールのクロスオーバーを抑制すると
されるイオン導電性膜が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　この提案によれば、電解質膜全体が架橋される場合に比べて導電性の低下は抑制される
が、電子線を照射により導電性膜の表面を疎水化したり、分子の架橋により改質するもの
であるため、イオン伝導性部位が制約されて導電性の低下を本質的に防ぐことができない
という難点がある。
【０００５】
　また、イオン性解離基を有する高分子と必要に応じて併用されるイオン性基を有さない
高分子を溶融および／または溶解し、この状態でイオン性解離基を有する高分子を電界配
向してなる固体高分子イオン伝導体とその製造方法が提案されている。この提案によれば
、成膜性に優れ、熱的、化学的安定性を損なわずに高イオン伝導性を有する固体高分子イ
オン伝導体が複雑な合成過程を経ずに低コストで作製できるとしている（例えば、特許文
献２参照。）。
【０００６】
　しかしながら、上記提案によって電界配向する場合に、イオン性解離基を有する高分子
を配向し膜化を行う工程で樹脂の自由度が要求されるため、用いることができるイオン性
解離基を有する高分子と必要に応じて併用されるイオン性基を有さない高分子には自ずと
制約があり、架橋構造を持たない樹脂が用いられている。
　このため、耐熱安定性や機械的強度を得ることが難しく、例えば、燃料電池用の電解質
膜として用いた場合に、イオン性解離基を有する高分子（Ａ）がイオン性基を有さない高
分子（Ｂ）に強固に固定されていないため、（Ｂ）が膨潤を起こした際に（Ａ）が溶出す
るなどの問題があった。すなわち、水やアルコール燃料に対して膨潤や溶出を起したり、
あるいは熱的安定性や機械的安定性が十分ではないため実用に当ってはさらに改善が必要
であった。
【０００７】
　なお先に、本出願人は、主鎖または側鎖にイオン解離基を有しかつエネルギー線反応基
を有する高分子にエネルギー線を照射して得た架橋高分子をマトリックスとし、これと電
解質塩から構成した高分子固定電解質を提案した（例えば、特許文献３参照。）。
　しかし、上記提案は成膜性や加工性の改善を目的にしたものであり、本願の目的とする
電解質膜構成および技術内容と異なるものである。
【０００８】
　一方、従来からプロトンの伝搬性の良い電解質膜の開発が盛んに行われており、これま
でに高いプロトン伝導性を有するパーフルオロアルキルスルホン酸型高分子、例えば、Ｎ
ａｆｉｏｎ（商品名：Ｄｕｐｏｎｔ社）が開発され、電解質膜用として広く利用されてい
る。
　しかしながら、Ｎａｆｉｏｎは多段階合成を経て製造されるため、非常に高価であり広
く普及させるためには低コストの電解質膜の開発が望まれている。
【０００９】
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【特許文献１】特開２００１－１６７７７５号公報
【特許文献２】特開２００３－２３４０１５号公報
【特許文献３】特公平７－５３７８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであり、イオン伝導性を低減せずに熱的
特性あるいは機械的特性を向上すると共に、水やアルコールに対する膨潤性や溶出性が小
さく、長期使用においても安定した電気特性が得られる電解質膜の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは鋭意検討した結果、イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂とを均一に混
合し、この混合体に電界を印加してイオン伝導性樹脂の電界配向を行いイオン伝導チャン
ネルを形成すると共に、電界を印加した状態でイオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹
脂の少なくとも一方の樹脂に架橋処理を行うことにより、イオン伝導性を低下せずに耐熱
安定性や機械的強度が向上でき上記課題が解決されることを見出し本発明に至った。
　以下、本発明について具体的に説明する。
【００１４】
　本発明は、イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂との混合体から形成され、該混合体
の少なくとも一方の樹脂が架橋構造を有し、かつイオン伝導性樹脂が電界配向されてなる
電解質膜の製造方法において、
　前記混合体に電界を印加してイオン伝導性樹脂を電界配向すると同時に、電界印加状態
下でイオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹脂の少なくとも一方の樹脂を架橋して膜形
成を行うことを特徴とする電解質膜の製造方法に係るものである。
【００１５】
　上記製造方法において、少なくとも一方の樹脂の架橋が、光、電子線、放射線から選ば
れる少なくとも一種のエネルギー線を照射することにより行われることが好ましい。
【００１６】
　また、上記いずれかに記載の製造方法において、少なくとも一方の樹脂の架橋が、架橋
剤および／または触媒を用いて行われることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の電解質膜の製造方法は、イオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹脂が電界を
印加した状態で処理されてイオン伝導チャンネルが予め設けられると共に、いずれか一方
の樹脂が少なくとも架橋構造を有するため、水やアルコールに対する耐膨潤性や耐溶解性
に強く、イオン伝導性樹脂が溶解されなくなる。これによって、イオン伝導性が低減せず
、また熱的特性あるいは機械的特性を向上することが可能となる。
　従って、電解質膜を燃料電池の固体電解質層として用いた場合、液体燃料のクロスオー
バーは低減され、長期使用においても安定した電気特性が得られる。このような燃料電池
を電子機器に搭載することによって小型化、薄型化、軽量化などが可能となり、各種電子
機器、特に携帯用電子機器などに適用できると同時に環境保全性および安全性が高く長期
安定した稼動が維持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　前述のように本発明は、イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂とを均一に混合した混
合体に電界を印加してイオン伝導性樹脂の電界配向を行い、電界を印加した状態でイオン
伝導性樹脂および非イオン伝導性樹脂の少なくとも一方の樹脂に架橋処理を行って形成し
た電解質膜とその製造方法に関するものである。
【００２２】
　上記のように本発明の混合体を構成するイオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹脂と
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しては、イオン伝導性樹脂が電界配向されるまでは架橋部位をほとんど含まない樹脂、例
えば、直鎖状の樹脂またはグラフト樹脂等が使用される。
　すなわち、イオン伝導性樹脂が電界配向する以前に混合体を構成する各樹脂が架橋構造
を有すると、溶媒に対して溶解性がなくなって均一混合が困難となったり、あるいは溶融
できなくなるなどの不都合が生じ膜形成が困難となる。また、印加される電界の応力によ
ってイオン伝導性樹脂のプロトン伝搬チャンネルを形成するためには、樹脂が動けるため
の自由度が必要であり、この点からも樹脂は架橋していないことが必要である。
　従って、電界を印加してプロトンを伝搬するチャンネルを形成した後に架橋構造を有す
る構成とすることにより、イオン伝導性が維持され、耐熱性や機械的強度が向上し、水や
アルコール等の各種溶媒による膨潤に対して強くすることができる。
【００２３】
　上記イオン伝導性樹脂を電界配向するには、所望の膜形状とした上記混合体を一対の電
極間に間隙を介して保持し、外部電源により電界を印加することにより行われる。
　具体的な方法としては、例えば、イオン伝導樹脂と非イオン伝導樹脂を各々が溶解する
溶媒に溶解ないし分散して塗布液の状態に調製し、この塗布液を基板上にキャストして塗
布膜を形成し、この膜の厚さ方向に外部電界を印加する。この際、イオン伝導樹脂を電界
配向しつつ溶剤を除去して電解質膜を形成するのが好ましい。また、別の形態として、上
記各樹脂からなる混合体を溶融した状態で電界を印加し、イオン伝導性樹脂を電界配向し
て電解質膜を形成してもよい。
【００２４】
　上記いずれの場合も、外部電界を最適に選ぶことによって良好なイオン伝導性を有した
電界配向膜が得られる。また、電界を印加した状態でイオン伝導性樹脂または非イオン伝
導性樹脂の少なくとも一方の樹脂を架橋処理して電解質膜を形成することが好ましい。こ
こで、少なくとも一方の樹脂の架橋処理は以降に示す架橋方法から適宜選択された方法に
より行うことができる。
　例えば一例として、イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂を溶媒に溶解した溶液中に
架橋剤を混合しておき、電解質膜を形成する際、溶媒を除去して膜化する前に電界を印加
した状態で加熱または光を照射して架橋を行うことができる。あるいは、イオン伝導性樹
脂と非イオン伝導性樹脂に架橋剤を混合し、溶融状態で電解質膜を形成する際に電界を印
加した状態で、開始剤または光によって架橋を行うことができる。なお、開始剤としては
樹脂の溶融温度よりも高い温度で反応を開始するものが用いられる。例えば、パーフルオ
ロ樹脂などを、過酸化物触媒でラジカルを発生させて架橋したり、放射線で化学結合を生
じさせることが可能である。
　上記印加する電界は直流でも交流でもよい。電界強度としては、限定するものではない
が通常１０００～６０００Ｖ／ｃｍ程度が好ましい。
【００２５】
　本発明におけるイオン伝導性樹脂としては、カルボキシル基やスルホン酸基、リン酸基
などプロトンを解離するプロトン酸基を有するポリマーを用いることができ、例えば、ス
ルホン化ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニル
スルホン酸、ポリエステルホスホン酸、ポリ（アシッドホスホオキシ(アルキル)メタクリ
レート）、ポリ（アシッドホスホオキシ(アルキル)アクリレート）、ポリ（アシッドホス
ホオキシ(オキシアルキル)メタクリレート）、ポリ（アシッドホスホオキシ(オキシアル
キル)アクリレート）などの炭化水素系電解質樹脂や、ポリフルオロアルキルスルホン酸
などのフッ素系電解質樹脂が例示される。
【００２６】
　本発明における一方の非イオン伝導樹脂は、電解質膜の熱的、機械的特性などを補強す
るために用いられ、成膜性の良いことが必要である。このような樹脂としては、ポリエチ
レン、ポリプロピレンなどの飽和炭化水素系高分子や、ポリカーボネート、ポリエステル
があり、さらにポリベンズイミダゾールなどの主鎖に置換ないし非置換のアリーレン基を
有する高分子、あるいはポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、またこれ
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らの共重合体や、グラフト型樹脂などのフッ素系樹脂を非イオン伝導樹脂として用いるこ
とができる。
【００２７】
　具体的には、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニー
ル、ポリフッ化アルコール、フッ化ビニリデン-トリフルオロエチレン共重合体、フッ化
ビニリデン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリテトラフルオロエチレン‐エチレ
ン共重合体、またこれらのフッ素樹脂２種以上からなるグラフト型フッ素樹脂や直鎖ブロ
ック共重合体などが挙げられる。特に、フッ化ビニリデンとクロロトリフルオロエチレン
の共重合体や、様々な溶剤への溶解性に優れるテトラフルオロエチレンとヘキサフルオロ
プロピレンとビニリデンフロライドの共重合体が好ましいがこれに限定されない。
【００２８】
　本発明におけるイオン伝導樹脂と非イオン伝導樹脂の混合割合は、所望とする特性に応
じて適宜選択されるが、通常、イオン伝導樹脂１０～６０重量％に対して非イオン伝導樹
脂４０～９０重量％程度が好ましい。イオン伝導樹脂が１０重量％よりも少ないとプロト
ン伝導性が悪くなり、電解質膜としての機能が損なわれる。また、非イオン伝導樹脂が４
０重量％よりも少ないと電解質膜の耐膨潤性や熱的、機械的特性などの補強効果が低下す
る。
　また、イオン伝導樹脂と非イオン伝導樹脂を混合する場合の溶媒としては、用いる樹脂
によってそれぞれ選択されるが、例えば、ジメチルフォルムアミド、ジメチルアセトアミ
ド、Ｎ―メチルピロリドン、ジメチルスルフォキシド、シクロヘキサノンなどの極性溶媒
や、これらと併用されるメタノールやエタノールなどのアルコール類、アセトンやメチル
エチルケトンなどのケトン類、酢酸エチルや酢酸ブチルなどのエステル類、テトラヒドロ
フランやジオキサンなどのエーテル類、トリエチルアミンやエチレンジアミンなどのアミ
ン類などが挙げられる。
　なお、前記塗布液を調製する場合、イオン伝導樹脂と非イオン伝導樹脂を溶媒中で必要
により加温しながら撹拌混合し溶解あるいは分散してもかまわないし、ボールミルなどの
分散装置により混合してもよい。調製された塗布液を基板上にキャストして膜形成を行う
ことができるが、バーコート、スプレーコート、浸漬コート、スピンコートをはじめとす
る公知の塗工手段を用いて塗布膜を形成することができる。
【００２９】
　前述のように、本発明においては少なくともイオン伝導性樹脂および非イオン伝導性樹
脂の一方を架橋処理することが必須であるが、それぞれの樹脂の架橋方法としては従来か
ら用いられている種々の方法から選択することができる。
　例えば、イオン伝導樹脂および／または非イオン伝導樹脂に紫外線や放射線（ガンマ線
あるいはＸ線）などの各種エネルギー線を照射して化学結合を生じさせる方法、または過
酸化物等の開始剤を混合して加熱または光（遠赤外線、近赤外線、紫外線などのエネルギ
ー線）によってラジカルを発生させて架橋する方法、あるいはポリマー中の極性基を金属
により結合（イオン結合）させて架橋する方法、もしくは予め架橋性モノマーや、架橋剤
を混合しておきポリマー中の官能基と反応させて架橋させる方法など種々の方法が適用で
きる。なお、架橋の形態はこれに限定されず、イオン伝導樹脂と非イオン伝導樹脂とが架
橋されていてもよい。
【００３０】
　例えば、前記パーフルオロ樹脂を用いる場合、過酸化物触媒を用いてラジカルを発生さ
せて化学結合させ架橋構造を形成したり、あるいは放射線を照射して化学結合させ架橋構
造を形成することが可能である。また、例えば、ポリアクリル酸などのポリマーに架橋剤
、例えば、モノマーと必要により重合開始剤を加えて加熱または光を照射して化学結合さ
せ架橋構造を形成することができる。また、例えば、架橋剤としてイオン性解離部を有す
る化合物を用いてイオン伝導樹脂を架橋することにより、イオン伝導樹脂を架橋したこと
に伴うイオン伝導性の低下を抑制することができる。
　また、例えば、イオン伝導樹脂または非イオン伝導樹脂のポリマー中に含有される官能
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基が水酸基である場合、架橋剤としてエポキシ化合物やイソシアネート化合物などを用い
ることができる。あるいは、ポリマー中の官能基が酸基である場合、反応可能なものとし
てエチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリアミノベン
ゼンなどの多官能性塩基化合物を用いて架橋させることが可能である。
【００３１】
　すなわち、本発明における電解質膜は、上記のようにイオン伝導性樹脂と非イオン伝導
性樹脂との混合体から構成されるものであり、イオン伝導チャンネルが形成された電界配
向イオン伝導性樹脂と、イオン伝導性樹脂または非イオン伝導性樹脂の一方、もしくはイ
オン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂の両方が架橋構造を有するものである。
【００３２】
　図１に、本発明の電解質膜におけるイオン伝導性樹脂のみが架橋構造を有する場合（ｂ
）、非イオン伝導性樹脂のみが架橋構造を有する場合（ｃ）、イオン伝導性樹脂と非イオ
ン伝導性樹脂の両方が架橋構造を有する場合（ｄ）を説明するための模式図を示す。なお
、（ａ）はイオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂の両方が架橋していない構成を示す。
図１において、１はイオン伝導性樹脂、２は非イオン伝導性樹脂、３は架橋構造を有する
イオン伝導性樹脂、４は架橋構造を有する非イオン伝導性樹脂を示す。
【００３３】
　イオン伝導性樹脂のみが架橋した構成（ｂ）の場合には、熱的、機械的強度が向上する
ほか、例えば、燃料電池の燃料として用いられるアルコールなどの極性溶媒に対して溶出
し難くなる。一般的に、イオン性解離基を有する電解質膜に架橋を行うとイオン伝導の担
い手であるイオン性解離基の挙動が架橋によって阻害されイオン伝導度が低下する傾向が
あるが、イオン性解離基を有する化合物（モノマー）などを架橋剤に用いることで、イオ
ン伝導性の低下を抑制することができる。
　一方、非イオン伝導性樹脂のみが架橋した構成（ｃ）の場合には、熱的、機械的強度を
向上させる効果はイオン伝導樹脂を架橋した場合に比べて効果的であり望ましい。さらに
、イオン伝導性に影響を与えないため、導電率を維持する上でも好ましい。また、本発明
においては、イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂の両方が架橋した構成（ｄ）とする
ことも可能であり、さらに熱的、機械的強度が向上し、イオン伝導性樹脂の極性溶媒に対
する溶出は低減する。
　上記構成とすることによって、イオン伝導度を低減することなく耐熱性や機械的強度の
向上を実現しイオン伝導性樹脂の溶出を防止することができる。
【００３４】
　次に、本発明に係る燃料電池について説明する。本発明の燃料電池は、少なくとも正極
、固体電解質層、負極を備え供給燃料の触媒上での酸化により発電する形態の電池であり
、固体電解質層として本発明の前記電解質膜を使用して構成される。
　以下、電解質膜としてプロトン伝導型固体高分子電解質を使用した燃料電池を例に挙げ
その発電概念を説明する。
【００３５】
　図２は、プロトン伝導型固体高分子電解質からなる電解質膜を使用した燃料電池の発電
概念を示す模式図である。
　燃料電池の基本的構成要素として、中心に電解質膜（５）いわゆるイオン伝導体、(図
２の場合はプロトン伝導体：Ｈ＋伝導電解質)が存在し、その両側にアノード（負極）（
６）およびカソード（正極）（７）が配置された構成を有している。なお、１０、１１は
それぞれセパレータである。
【００３６】
　プロトン伝導型の電解質が使用される場合は、アノード側にプロトン源となるアノード
燃料（水素、アルコールなど）（８）が直接供給され、例えば、直接形燃料電池ではアル
コール燃料からアノード内の触媒作用により水素イオンが発生する。この時、発生する電
子は、外部回路に流れ出る。発生した水素イオンは、プロトン伝導体中を伝搬してカソー
ドに達する。一方、カソード側にカソード燃料（９）として酸化剤（空気、酸素など）が
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供給されることにより、水素イオンと酸素と外部回路を通して流れてくる電子とが反応し
て水を生成する。これによって電力を発生する。以上が発電の概念で、これを反応式とし
て表すと以下のようになる。
【００３７】
　（水素燃料の場合）
　アノード反応：Ｈ2　→ ２Ｈ＋ ＋ ２ｅ－

　カソード反応：２Ｈ＋ ＋（１／２）Ｏ2 ＋ ２ｅ－　→ Ｈ2Ｏ
　全反応：Ｈ2 ＋（１／２）Ｏ2 → Ｈ2Ｏ
【００３８】
　なお、上記直接形燃料電池の他、周知の方法により水素を発生させる改質形燃料電池の
方式を用いても本発明の効果は得られる。
【００３９】
　上記式に示された反応が進行するためには電解質膜を介してアノードで発生したプロト
ンがカソードに良好に伝搬されなければならないほか、電解質膜は、熱的、機械的なスト
レス、および燃料などに対して安定した特性を有することが要求され、しかも製作が容易
でかつ低廉であり実用性の高いことが求められる。本発明の電解質膜はこれらの要求をい
ずれも満たすことができ、例えば、アルコール燃料に対する膨潤や溶出が防止され長期間
の稼動に対して安定した特性を保持することが可能である。
【００４０】
　本発明における燃料電池に用いられるアノード側供給燃料は、用途に合せて適宜設定さ
れるものであるが、基本的にはいかなる燃料も充填可能である。しかしながら、燃料電池
の小型化、軽量化を実現するためには体積および重量エネルギー密度に優れる燃料を使用
することが好ましい。特に、体積エネルギー密度に優れる燃料が望ましい。このため、気
体状燃料は体積エネルギー密度に劣るため好ましくなく、液体状燃料、固体状燃料がこの
順に好ましい。
【００４１】
　例えば、1分子の酸化反応より取り出せる電子数が水素であれば２個、一方、下記式に
示すようにメタノールであれば６個、エタノールであれば１２個である。
　メタノールの場合：ＣＨ3ＯＨ ＋ Ｈ2Ｏ → ６Ｈ＋ ＋ ６ｅ－ ＋ ＣＯ2

　エタノールの場合：Ｃ2Ｈ5ＯＨ ＋ ３Ｈ2Ｏ → １２Ｈ＋ ＋ １２ｅ－ ＋ ２ＣＯ2

【００４２】
　これから、各々の分子１ｍｏｌから取り出せるクーロン量はそれぞれ理論値として、水
素の場合：96500×2Ｃ、メタノールの場合：96500×6Ｃ、エタノールの場合：96500×12
Ｃとなる。各々の密度、分子量を考慮し、1ｃｃ当たりのクーロン量に換算すると水素で
約9Ｃ/ｃｃ、メタノールで約14400Ｃ/ｃｃ、エタノールで15200Ｃ/ｃｃのエネルギー密度
となる。
　常圧の気体としての水素は単位体積あたりのエネルギー密度は著しく低くなることにな
る。メタノールとエタノールは酸化反応には水分子がそれぞれ、１分子、３分子必要であ
るが、これを加味しても液体燃料が優れることは明らかである。
【００４３】
　高圧状態の水素あるいは液体水素を使用することも可能であるが、燃料の容器を堅牢に
する必要が生じ、容器込みのエネルギー密度を考慮すると、常温常圧で液体あるいは固体
状態の燃料がやはり優れている。
【００４４】
　燃料電池に用いられるアノード側供給燃料として具体的には、水素吸蔵合金に蓄えた水
素、ガソリン、液体状炭化水素、液体状アルコールなどの固体状、液体状燃料が使用でき
るが、本体燃料電池の小型化が可能な点、体積エネルギー密度に優れる点から、アルコー
ルが好ましい。なかでも、炭素数４以下のアルコールを使用することが好ましく、さらに
好ましくは、安全性が高く、生合成が可能である点や環境面からエタノールを使用するこ
とが好ましい。
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【００４５】
　なお、上記式に示したようにこれらアルコールを原料として水素を発生させるためには
アルコールと水が必要であり、電解質膜はアルコールや水に曝される。このため、従来の
架橋構造を有さない固体高分子電解質膜ではアルコール燃料中で膨潤してしまい、その体
積変化により膜の劣化や燃料のクロスオーバーなどが起こっていた。しかし、本発明の電
解質膜は架橋構造を有するため、アルコールによる膨潤が低減して体積膨張等も防止され
るため、長期間安定した出力を得ることができる。
　また、本発明の電解質膜を用いた燃料電池は小型、軽量化が可能であり、この燃料電池
を搭載した電子機器は携帯性に優れるため、特に携帯用電子機器に好適に利用することが
できる。電子機器としては、例えば、各種ＯＡ機器（パソコン、プリンター等）や電子写
真装置をはじめ、電子スチルカメラ、電子手帳など広い範囲の機器が挙げられる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれに限定される
ものではない。
　以下の比較例１および実施例１～実施例３に示す構成の電解質膜を作成し、それぞれの
膨潤特性、およびイオン伝導率の変化率について比較評価した。また、作製した電解質膜
を用いて燃料電池セルを作製し開放電圧を評価した。
【００４７】
　（比較例１）
　ポリアクリル酸とポリフッ化ビニリデンを溶媒に混合し、調製した溶液を用いて離形性
を有する樹脂上にキャストし、形成された膜に電界を印加しながら溶媒を蒸発乾燥させて
電解質膜（Ａ）を作製した。得られた電解質膜（Ａ）の膜厚は、５０μｍであった。膨潤
特性、およびイオン伝導率の変化率は以下に示す実施例と比較し以降に記載する。
　作製した電解質膜（Ａ）の膜厚側の両面にそれぞれＰｔ担持触媒と拡散電極とを配し、
セパレータを装着して燃料電池セル（Ａ）を作製した。燃料電池セル（Ａ）の開放電圧は
０．７０Ｖであった。
【００４８】
　（実施例１）
　ポリアクリル酸とポリフッ化ビニリデンを溶媒に混合し、さらにアクリル酸モノマーと
有機過酸化物（２，５－ジメチル２，５－ジブチルパーオキシヘキシン－３）を添加して
均一に溶解した。調製した溶液を用いて離形性を有する樹脂上にキャストし、形成された
膜に電界を印加してポリアクリル酸を配向すると共に、形成膜中の溶媒が蒸発乾燥する前
に加熱を行ない、ポリアクリル酸を架橋して電解質膜（Ｂ）を作製した。得られた電解質
膜（Ｂ）の膜厚は、５０μｍであった。膨潤特性、およびイオン伝導率の変化率は他の例
と比較し以降に記載する。
　作製した電解質膜（Ｂ）の膜厚側の両面にそれぞれ実施例１と同様に電極を配し、セパ
レータを装着して燃料電池セル（Ｂ）を作製した。燃料電池セル（Ｂ）の開放電圧は０．
７１Ｖであり、良好なイオン伝導性を示した。
【００４９】
　（実施例２）
　ポリスチレンスルホン酸とフッ素樹脂（セフラルソフト：セントラル硝子社製）の溶液
を混合してキャスト用溶液を調製した。この溶液を用いて離形性を有する樹脂上にキャス
トし、形成された膜に電界を印加してポリスチレンスルホン酸を電界配向すると共に、電
界を印加しながら形成膜中の溶媒が蒸発乾燥する前に放射線をエネルギー線として用いて
照射し、フッ素樹脂を架橋して電解質膜（Ｃ）を作製した。得られた電解質膜（Ｃ）の膜
厚は、５０μｍであった。膨潤特性、およびイオン伝導率の変化率は他の例と比較し以降
に記載する。
　作製した電解質膜（Ｃ）の膜厚側の両面にそれぞれ実施例１と同様に電極を配し、セパ
レータを装着して燃料電池セル（Ｃ）を作製した。燃料電池セル（Ｃ）の開放電圧は０．
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７３Ｖであり、良好なイオン伝導性を示した。
【００５０】
　（実施例３）
　ポリスチレンスルホン酸とポリプロピレンを混合し、１，４－ブタンジオール－ジアク
リレートを添加して均一に溶解した。この調製した溶液を用いて離形成を有する樹脂上に
キャストし電界を印加してポリスチレンスルホン酸を電界配向すると共に、電界を印加し
ながら放射線をエネルギー線として用いて照射し、ポリプロピレンを架橋して電解質膜（
Ｄ）を作製した。得られた電解質膜（Ｄ）の膜厚は、５０μｍであった。膨潤特性、およ
びイオン伝導率の変化率は他の例と比較し以下に記載する。
　作製した電解質膜（Ｄ）の膜厚側の両面にそれぞれ実施例１と同様に電極を配し、セパ
レータを装着して燃料電池セル（Ｄ）を作製した。燃料電池セル（Ｄ）の開放電圧は０．
７３Ｖであり、良好なイオン伝導性を示した。
【００５１】
　上記比較例１および実施例１～実施例３で作製した電解質膜のそれぞれの膨潤特性、お
よびイオン伝導率の変化率について下記評価条件で比較評価した。
　＜評価条件＞
　膨潤特性：作製した電界質膜をメタノール中に２５℃で２時間浸漬、含浸した後、電界
質膜の面積変化率、すなわち面積増加率を測定した。
　イオン伝導率の変化率：作製直後の電界質膜をメタノール中に６５℃で１時間浸漬、含
浸した後のイオン伝導率と、メタノール含浸前のイオン伝導率からその変化率を測定した
。
【００５２】
　上記条件による測定から次の比較評価結果が得られた。
　面積増加率：
　電解質膜（Ａ）＞電解質膜（Ｂ）＞電解質膜（Ｄ）＞電解質膜（Ｃ）、の順に大きい。
　イオン伝導率の変化率(低下)：
　電解質膜（Ａ）＞電解質膜（Ｄ）＞電解質膜（Ｃ）＞ 電解質膜（Ｂ）、の順に大きい
。
【００５３】
　上記結果から、本発明の架橋構造を有する電解質膜は、比較例の架橋構造を有さない電
解質膜に比べて膨潤に対して強く、膜の熱的あるいは機械的強度が向上していることが分
かる。
　また、イオン伝導率の変化率も本発明の架橋構造を有する電解質膜は、比較例の架橋構
造を有さない電解質膜に比べて良好であり、高温の状態でも極性溶媒に対してイオン導電
樹脂の溶出が起り難いことが分る。特に、イオン伝導樹脂が架橋構造を有する電解質膜（
Ｂ）は極性溶媒に対して溶解し難い結果となっている。いずれにしても、イオン伝導性樹
脂および非イオン伝導性樹脂の少なくとも一方の樹脂が架橋構造を有することにより効果
的にイオン伝導性樹脂の溶出を防止することができ、燃料電池に用いた場合にクロスオー
バーなどの問題を回避することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の電解質膜における架橋構造（ (b)イオン伝導性樹脂のみ、(c)非イオン
伝導性樹脂のみ, (d)イオン伝導性樹脂と非イオン伝導性樹脂の両方）を示す模式図であ
る。
【図２】本発明における電解質膜を使用したプロトン伝導型固体高分子電解質からなる燃
料電池の発電概念を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　イオン伝導性樹脂
　２　非イオン伝導性樹脂
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　３　架橋構造を有するイオン伝導性樹脂
　４　架橋構造を有する非イオン伝導性樹脂
　５　電解質膜
　６　アノード（負極）
　７　カソード（正極）
　８　アノード燃料
　９　カソード燃料
１０　セパレータ
１１　セパレータ

【図１】 【図２】
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