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(57)【要約】
【課題】ＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質を含むポリマ
ーアクチュエータを提供する。
【解決手段】ＰＶＤＦ系ポリマーは、架橋剤により架橋
された状態でアクチュエータに適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質で形成された固体電解質層を備えることを特徴とする
ポリマーアクチュエータ。
【請求項２】
　前記固体電解質層の両面に形成された第１電極及び第２電極を備えることを特徴とする
請求項１に記載のポリマーアクチュエータ。
【請求項３】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、架橋剤により架橋されたことを特徴とする請求項１または
２に記載のポリマーアクチュエータ。
【請求項４】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、１構造ユニットとして、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）を含
み、第２構造ユニットとして、トリフルオロエチレン（ＴｒＦＥ）またはテトラフルオロ
エチレンを含み、第３構造ユニットとして、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パ
ーフルオロ（メチルビニルエーテル）、ブロモトリフルオロエチレン、クロロフルオロエ
チレン（ＣＦＥ）、クロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦＥ）、またはヘキサフルオロプ
ロピレンを含んで形成されたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のポリ
マーアクチュエータ。
【請求項５】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ（クロロトリフルオロエ
チレン））またはＰ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＦＥ）であることを特徴とする請求項４に記
載のポリマーアクチュエータ。
【請求項６】
　前記第１電極は、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェ
ン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フェニレ
ン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）またはポリ（チエニレンビニレ
ン）を含んで形成されたことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載のポリマー
アクチュエータ。
【請求項７】
　前記第２電極は、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェ
ン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フェニレ
ン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）またはポリ（チエニレンビニレ
ン）を含んで形成されたことを特徴とする請求項２～６のいずれか１項に記載のポリマー
アクチュエータ。
【請求項８】
　前記架橋剤は、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル、ビスフェノルＡ、メチ
レンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチレンジアミン（ＩＥＤＡ
）、１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレンジアミン（ＮＤＡ）、
２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨＤＡ）であることを特徴
とする請求項３～７のいずれか１項に記載のポリマーアクチュエータ。
【請求項９】
　前記電解物質は、ＢＭＩＢＦ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロ
ホウ酸）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸
塩）及びＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメ
タンスルホニル）イミド）からなる群から選択された一種以上の物質であることを特徴と
する請求項１～８のいずれか１項に記載のポリマーアクチュエータ。
【請求項１０】
　ポリマーアクチュエータの製造方法において、
　ＰＶＤＦ系ポリマーの粉末でＰＶＤＦ系溶液を形成した後、前記ＰＶＤＦ系溶液に架橋
剤を投入する工程と、
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　前記架橋剤を含む前記ＰＶＤＦ溶液を膜形態に形成した後、熱処理して架橋されたＰＶ
ＤＦポリマー膜を形成する工程と、
　前記架橋されたＰＶＤＦポリマー膜に伝導性ポリマー溶液をコーティングする工程と、
　前記ＰＶＤＦポリマー膜内に電解液を注入する工程と、を含むポリマーアクチュエータ
の製造方法。
【請求項１１】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、１構造ユニットとして、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）を含
み、第２構造ユニットとして、トリフルオロエチレン（ＴｒＦＥ）またはテトラフルオロ
エチレンを含み、第３構造ユニットとして、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パ
ーフルオロ（メチルビニルエーテル）、ブロモトリフルオロエチレン、クロロフルオロエ
チレン、クロロトリフルオロエチレン、またはヘキサフルオロプロピレンを含んで形成さ
れたことを特徴とする請求項１０に記載のポリマーアクチュエータの製造方法。
【請求項１２】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ）またはＰ（ＶＤＦ－Ｔ
ｒＦＥ－ＣＦＥ）であることを特徴とする請求項１１に記載のポリマーアクチュエータの
製造方法。
【請求項１３】
　前記伝導性ポリマーは、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フ
ェニレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、ポリ（チエニレンビニ
レン）であることを特徴とする請求項１０～１２のいずれか１項に記載のポリマーアクチ
ュエータの製造方法。
【請求項１４】
　前記架橋剤は、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル、ビスフェノルＡ、メチ
レンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチレンジアミン（ＩＥＤＡ
）、１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレンジアミン（ＮＤＡ）、
２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨＤＡ）であることを特徴
とする請求項１０～１３のいずれか１項に記載のポリマーアクチュエータの製造方法。
【請求項１５】
　前記電解液は、溶媒に溶解された電解物質を含むことを特徴とする請求項１０～１４の
いずれか１項に記載のポリマーアクチュエータの製造方法。
【請求項１６】
　前記電解物質は、ＢＭＩＢＦ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロ
ホウ酸）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸
塩）及びＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメ
タンスルホニル）イミド）からなる群から選択された一種以上の物質であることを特徴と
する請求項１５に記載のポリマーアクチュエータの製造方法。
【請求項１７】
　架橋されたＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質で形成された固体電解質ポリマー。
【請求項１８】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、１構造ユニットとして、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）を含
み、第２構造ユニットとして、トリフルオロエチレン（ＴｒＦＥ）またはテトラフルオロ
エチレンを含み、第３構造ユニットとして、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パ
ーフルオロ（メチルビニルエーテル）、ブロモトリフルオロエチレン、クロロフルオロエ
チレン、クロロトリフルオロエチレン、またはヘキサフルオロプロピレンを含むことを特
徴とする請求項１７に記載の固体電解質ポリマー。
【請求項１９】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ）またはＰ（ＶＤＦ－Ｔ
ｒＦＥ－ＣＦＥ）であることを特徴とする請求項１８に記載の固体電解質ポリマー。
【請求項２０】
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　前記ＰＶＤＦポリマーは、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル、ビスフェノ
ルＡ、メチレンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチレンジアミン
（ＩＥＤＡ）、１，３フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレンジアミン（Ｎ
ＤＡ）、２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨＤＡ）で架橋さ
れたことを特徴とする請求項１７～１９のいずれか１項に記載の固体電解質ポリマー。
【請求項２１】
　前記電解物質は、ＢＭＩＢＦ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロ
ホウ酸）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸
塩）及びＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメ
タンスルホニル）イミド）からなる群から選択された一種以上の物質であることを特徴と
する請求項１７～２０のいずれか１項に記載の固体電解質ポリマー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、固体電解質ポリマー及びこれを利用したアクチュエータに係り、
モバイル機器などに広く使われ、ポリマーＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）、バイオ、太陽電池などの多様な分野に応用できる
。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ポリマーセンサー及びポリマーを利用した電解質ポリマーアクチュエータは、多
様な分野での応用可能性が浮び上がりつつ、その活用範囲を広げつつある。例えば、モバ
イル機器用の高性能カメラモジュールと関連して、オートフォーカス及びズーム機能を具
現するためにアクチュエータを活用できると予想される。
【０００３】
　電解質ポリマーアクチュエータは、液体電解質を利用することによって、電解質物質を
収容できるチャンバーを採用せねばならないので、体積増加の問題が発生し、チャンバー
シーリングの信頼性問題などが存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、固体電解質ポリマー及び、該固体電解質ポリマーを含んで相対的に熱
安定性及び耐化学性に優れて低電圧駆動の可能なポリマーアクチュエータを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態では、ＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質で形成された固体電解質層；
を含むポリマーアクチュエータを提供する。
【０００６】
　本発明の実施形態では、ＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質で形成された固体電解質層を
備えるポリマーアクチュエータを提供する。
【０００７】
　前記固体電解質層の両面に形成された第１電極及び第２電極を備えることができる。
【０００８】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、架橋剤により架橋されたものである。
【０００９】
　前記ＰＶＤＦ系ポリマーは、１構造ユニットとして、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）を含
み、第２構造ユニットとして、トリフルオロエチレン（ＴｒＦＥ）またはテトラフルオロ
エチレンを含み、第３構造ユニットとして、テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パ
ーフルオロ（メチルビニルエーテル）、ブロモトリフルオロエチレン、クロロフルオロエ
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チレン（ＣＦＥ）、クロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦＥ）、またはヘキサフルオロプ
ロピレンを含むものであり、具体的には、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ（クロロトリ
フルオロエチレン））またはＰ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＦＥ）などが挙げられる。ここで
、Ｐはポリマーを意味する接頭語である「ポリ」の略号である。
【００１０】
　前記第１電極は、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェ
ン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フェニレ
ン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）（ｐｏｌｙ（ｐ－ｐｈｅｎｙｌ
ｅｎｅ　ｖｉｎｙｌｅｎｅ））またはポリ（チエニレンビニレン）（ｐｏｌｙ（ｔｈｉｅ
ｎｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌｅｎｅ））を含み、前記第２電極は、ポリピロール（ＰＰｙ）
、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮ
Ｉ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フェニレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレ
ンビニレン）またはポリ（チエニレンビニレン）を含んで形成されたものである。
【００１１】
　前記架橋剤は、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル、ビスフェノルＡ、メチ
レンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチレンジアミン（ＩＥＤＡ
）、１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレンジアミン（ＮＤＡ）、
２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨＤＡ）である。
【００１２】
　前記電解物質は、ＢＭＩＢＦ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロ
ホウ酸；ｎ－ｂｕｔｙｌ－３－ｍｅｔｙｌ　ｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ　ｔｅｔｒａｆｌｕ
ｏｒｏｂｏｒａｔｅ）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフ
ルオロリン酸塩；ｎ－ｂｕｔｙｌ－３－ｍｅｔｙｌ　ｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ　ｈｅｘａ
ｆｌｕｏｒｏｐｈｏｓｐｈａｔｅ）及びＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダ
ゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド；ｎ－ｂｕｔｙｌ－３－ｍｅｔｙ
ｌ　ｉｍｉｄａｚｏｌｉｕｍ　ｂｉｓ（ｔｒｉｆｌｕｏｒｏｍｅｔｈａｎｅｓｕｌｆｏｎ
ｙｌ）ｉｍｉｄｅ）よりなる群から選択された一種以上の物質である。
【００１３】
　そして本発明の実施形態では、ポリマーアクチュエータの製造方法において、ＰＶＤＦ
系ポリマーの粉末でＰＶＤＦ系溶液を形成した後、前記ＰＶＤＦ系溶液に架橋剤を投入す
る工程と、前記架橋剤を含む前記ＰＶＤＦ溶液を膜形態に形成した後、熱処理して架橋さ
れたＰＶＤＦポリマー膜を形成する工程と、前記架橋されたＰＶＤＦポリマー膜に伝導性
ポリマー溶液をコーティングする工程と、前記ＰＶＤＦポリマー膜内に電解液を注入する
工程と、を含むポリマーアクチュエータの製造方法を提供する。
【００１４】
　前記伝導性ポリマーは、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ（ｐ－フ
ェニレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）（ｐｏｌｙ（ｐ－ｐｈｅ
ｎｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌｅｎｅ））、およびポリ（チエニレンビニレン）（ｐｏｌｙ（
ｔｈｉｅｎｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌｅｎｅ））よりなる群から選択された一種以上のもの
である。
【００１５】
　また、本発明の実施形態では、架橋されたＰＶＤＦ系ポリマー及び電解物質で形成され
た固体電解質ポリマーを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用した固体電解質ポ
リマー及び、これを含むポリマーアクチュエータの構造を模式的に示した図面である。
【図２】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用した固体電解質ポ
リマーアクチュエータの断面イメージ（断面写真）を示した図面である。
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【図３Ａ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｃ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｄ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｅ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｆ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｇ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｈ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｉ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｊ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【図３Ｋ】本発明の実施形態による架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用したアクチュエ
ータの製造方法を示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付した図面を参照して、架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを利用した固体電解質
ポリマーとポリマーアクチュエータについて詳細に説明する。参考までに、図面に図示さ
れたそれぞれの層または領域の厚さ及び幅は、説明のために誇張して図示した。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態によるＰＶＤＦ系ポリマーを利用した固体電解質ポリマー及
び、これを含むポリマーアクチュエータの構造を示した図面である。
【００１９】
　図１を参照すれば、固体電解質ポリマー層１２が形成されており、固体電解質ポリマー
層１２の少なくとも一面に電極が形成されている。例えば、固体電解質ポリマー層１２の
上面及び／または下面に第１電極１０、第２電極１４が形成されている。固体電解質ポリ
マー層１２は、架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーを含むポリマーマトリックスで形成された
ものでもあり、電解物質がマトリックス内に分散されたものでもありうる。架橋されたＰ
ＶＤＦ系ポリマーは、架橋されたＰＶＤＦ系ターポリマーでありうる。
【００２０】
　ＰＶＤＦ系ポリマーは、３つまたはそれ以上の構造ユニットまたは単量体ユニットを含
むポリマーを意味する。実施形態において、ＰＶＤＦ系ターポリマーは、第１構造ユニッ
トとして、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）を含み、第２構造ユニットとして、トリフルオロ
エチレン（ＴｒＦＥ）またはテトラフルオロエチレンを含み、第３構造ユニットとして、
テトラフルオロエチレン、フッ化ビニル、パーフルオロ（メチルビニルエーテル）、ブロ
モトリフルオロエチレン、クロロフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、また
はヘキサフルオロプロピレンを含むことができる。具体的な例示として、ＰＶＤＦ系ポリ
マーは、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ）またはＰ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＦＥ）など
を挙げることができるが、これに制限されるものではない。ＰＶＤＦ系ポリマーは、質量
平均モル質量（質量平均物質量）が１０，０００ないし９００，０００（ｇ／モル）であ
りうる。好ましくは５０，０００ないし９００，０００（ｇ／モル）、より好ましくは５
０，０００ないし５００，０００である。ＰＶＤＦ系ポリマーの質量平均モル質量が上記
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範囲内の場合、高い熱的安定性と各種溶剤に容易に溶解されない高い耐化学性の点で優れ
ており、更に製造段階での撹拌・混合（ミキシング）性や成膜性に優れるなど、製造段階
での取り扱い性にも優れている。
【００２１】
　ＰＶＤＦ系ポリマーは、固体電解質ポリマー層１２が高い熱的安定性と各種溶剤に容易
に溶解されない高い耐化学性を要求される場合、それ自体のみでは足りない。この場合、
熱的安定性及び耐化学性を向上させるために、架橋剤を利用してＰＶＤＦ系ポリマーを架
橋させた状態で、固体電解質ポリマー層１２として使用できる。ＰＶＤＦ系ポリマー内の
架橋剤の含有量は、０．１ないし１０ｗｔ％の割合、好ましくは０．１ないし５ｗｔ％の
割合で含まれうる。架橋剤の含有量が上記範囲内であれば、固体電解質ポリマー層に要求
される高い熱的安定性及び各種溶剤に容易に溶解されない高い耐化学性の双方を向上させ
ることができるように、ＰＶＤＦ系ポリマーを適度に（好適に）架橋させることができる
点で優れている。
【００２２】
　架橋剤として使われる物質は、例えば、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル
、ビスフェノルＡ、メチレンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチ
レンジアミン（ＩＥＤＡ）、１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレ
ンジアミン（ＮＤＡ）、２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨ
ＤＡ）などがあるが、これに制限されるものではない。ただし、固体電解質ポリマー層１
２内には、架橋されたポリマー以外に架橋されていないポリマーも含まれうる。
【００２３】
　架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーの内部に含まれうる電解物質は、例えば、ＢＭＩＢＦ（
ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロホウ酸）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブ
チル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩）及びＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブ
チル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド）からな
る群から選択された一種以上の物質であるが、これに限定されるものではない。電解物質
とＰＶＤＦ系ポリマーとの比率は、９：１（ｗ／ｗ）ないし５：５（ｗ／ｗ）であり、好
ましくは８：２（ｗ／ｗ）ないし６：４（ｗ／ｗ）、より好ましくは８：２（ｗ／ｗ）な
いし７：３（ｗ／ｗ）など選択的に調節できる。電解物質とＰＶＤＦ系ポリマーとの比率
が上記範囲内であれば、熱安定性及び耐化学性に優れて低電圧駆動の可能なポリマーアク
チュエータを提供することができる。特に使用用途に応じて電解物質とＰＶＤＦ系ポリマ
ーとの比率を上記範囲内で調整することにより、低電圧駆動によるポリマーアクチュエー
タの駆動変位量（変位幅）を任意（自在）にコントロールすることができる点で優れてい
る。その結果、例えば、当該ポリマーアクチュエータにより、モバイル機器用の高性能カ
メラモジュールと関連して、オートフォーカス及びズーム機能を具現することなどができ
る。
【００２４】
　第１電極１０と第２電極１４は、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３，４－エチレンジ
オキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリアセチレン、ポリ
（ｐ－フェニレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、ポリ（チエニ
レンビニレン）などの伝導性ポリマーで形成されたものでありうる。
【００２５】
　ポリマーアクチュエータの厚さ、第１電極１０、固体電解質ポリマー層１２及び第２電
極１４の各層の厚さは制限されない。例えば、第１電極１０及び第２電極１４の厚さは、
数μｍないし数ｍｍであり、例えば、１μｍないし１ｍｍであり、好ましくは、１ないし
１００μｍ、より好ましくは、５ないし５０μｍである。また、固体電解質ポリマー層１
２は、数μｍないし数ｍｍであり、例えば、１μｍないし１ｍｍであり、好ましくは、１
ないし１００μｍ、より好ましくは、５ないし５０μｍである。さらにポリマーアクチュ
エータの厚さは、数μｍないし数ｍｍである。ポリマーアクチュエータの厚さ、第１電極
１０、固体電解質ポリマー層１２及び第２電極１４の各層の厚さが上記範囲であれば、使
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用用途、例えば、モバイル機器、ポリマーＭＥＭＳ、バイオ、太陽電池など多様な分野に
応じた、低電圧駆動での使用が可能な最適なサイズ（特に厚さ）のポリマーアクチュエー
タを任意に（自在に）作製でき、低電圧駆動により最適な駆動変位量（変位幅）を発現す
ることのできるポリマーアクチュエータを得ることができる点で優れている。その結果、
例えば、当該ポリマーアクチュエータにより、モバイル機器用の高性能カメラモジュール
と関連して、オートフォーカス及びズーム機能を具現することなどができる。
【００２６】
　ポリマーアクチュエータの駆動原理を説明すれば、次の通りである。第１電極１０及び
／または第２電極１４を通じて電圧が印加されれば、固体電解質ポリマー層１２が酸化状
態になって（＋）電荷を帯びるようになる。そして、固体電解質ポリマー層１２内の（－
）電荷が第１電極１０または第２電極１４方向に移動しつつ、固体電解質ポリマー層１２
の膨潤現象により（曲げられてあるいは折り曲げられて）駆動（変位）する。このような
アクチュエータの駆動方向は、印加電圧方向によって選択的に調節できる。
【００２７】
　図２は、ＴＨＤＡ架橋剤で架橋させたＰＶＤＦ系ポリマーを利用した固体電解質ポリマ
ーアクチュエータの断面イメージ（断面写真）を示した図面である。ここで、第１電極１
０及び第２電極１４は、伝導性ポリマーであるＰＰｙを２０ないし２５μｍの厚さに形成
させたものであり、固体電解質ポリマー層１２は、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ）タ
ーポリマーを３０ないし３５μｍの厚さに形成させたものであって、電解物質（ＢＭＩＴ
ＦＳＩ）が含まれたものである。
【００２８】
　以下、図３Ａないし図３Ｋを参照して、本発明の実施形態による、架橋されたＰＶＤＦ
系ポリマーを利用したアクチュエータの製造方法について説明する。
【００２９】
　図３Ａを参照すれば、溶解剤３１（ｓｏｌｖｅｎｔ）を含む容器４１内にＰＶＤＦ系ポ
リマー粉末（Ｐ）を投入する。ＰＶＤＦ系ポリマーとしては、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－Ｃ
ＴＦＥ）またはＰ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＦＥ）ターポリマーを使用できる。例えば、５
ｗｔ％のＰＶＤＦ系ポリマー溶液状態（実施例で使用）で、常温または熱（例えば、常温
ないし１１０℃程度、実質的に温度は時間と関係するため、常温でミキシング（ｍｉｘｉ
ｎｇ）が可能である。実施例では常温）を加えつつミキシングする。溶解剤３１としては
、例えば、メチルイソブチルケトン（Ｍｅｔｈｙｌ　ｉｓｏｂｕｔｙｌ　ｋｅｔｏｎｅ；
ＭＩＢＫ）、メチルエチルケトン（ｍｅｔｈｙｌ　ｅｔｈｙｌ　ｋｅｔｏｎｅ；ＭＥＫ）
等が利用でき、実施例ではＭＩＢＫを使用した。
【００３０】
　図３Ｂ及び図３Ｃを参照すれば、ＰＶＤＦ系ポリマー溶液３２に架橋剤（ＣＬ）を投入
する。架橋剤（ＣＬ）としては、過酸化ジクミル（ＤＣＰ）、過酸化ベンゾイル、ビスフ
ェノルＡ、メチレンジアミン、エチレンジアミン（ＥＤＡ）、イソプロピルエチレンジア
ミン（ＩＥＤＡ）、１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，５－ナフタレンジアミ
ン（ＮＤＡ）、２，４，４－トリメチル－１または６－ヘキサンジアミン（ＴＨＤＡ）な
どを使用できるが、これに制限されるものではない。例えば、約０．１ないし１０ｗｔ％
、好ましくは０．１ないし５ｗｔ％（ＰＶＤＦ系ポリマー内の架橋剤の含有量（割合））
の架橋剤（ＣＬ）をＰＶＤＦ系溶液３２が含まれた容器４１に投入した後、常温または熱
（例えば、常温ないし１１０℃程度；実質的に温度は時間と関係するため、常温で混合（
ｍｉｘｉｎｇ）が可能であり、実施例では常温とした。）を加えつつ混合して、架橋剤（
ＣＬ）とＰＶＤＦポリマー溶液３２との混合溶液３３を形成する。
【００３１】
　図３Ｄを参照すれば、架橋剤とＰＶＤＦポリマー溶液との混合溶液３３を例として挙げ
て、ソリューションキャスティング方法でバーコーター４３を利用して、プレート４２上
で膜形態に形成する。そして、溶解剤３１を蒸発させる。
【００３２】
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　図３Ｅを参照すれば、架橋剤が含まれたＰＶＤＦポリマー膜Ｆ１を加熱容器４４内で、
例えば、約１６０℃ないし１７０℃の温度（実施例で使用）で熱を加えて架橋させる。
【００３３】
　架橋剤によるＰＶＤＦポリマーの架橋如何を確認するために、ＤＭＡ（Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）、ＤＳＣ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓ
ｃａｎｎｉｎｇ　Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｅｒ）分析及び溶解度試験を行える。前記過程を経
たＰＶＤＦポリマー膜Ｆ１に対するＤＭＡ分析結果、初期状態のＰＶＤＦポリマーと架橋
された状態のＰＶＤＦポリマーとのガラス転移温度（ｇｌａｓｓ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ
　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ：Ｔｇ）を比較すれば、架橋された状態の場合にＴｇが上昇す
る。そして、損失弾性率（ｌｏｓｓ　ｍｏｄｕｌｕｓ）及び保存弾性率（ｓｔｏｒａｇｅ
　ｍｏｄｕｌｕｓ）とを比較すれば、架橋された状態のＰＶＤＦポリマーの場合、初期状
態のＰＶＤＦに比べて高い値を持つことが確認できる。ＤＳＣ分析の場合、初期状態のＰ
ＶＤＦポリマーと架橋されたＰＶＤＦポリマーとのＤＳＣピークの決定量（ΔＨ）を比較
すれば、架橋された状態での決定量の値が相対的に小さくなる。これは、架橋剤によりＰ
ＶＤＦポリマーが架橋状態になれば、鎖が互いにからまるためである。
【００３４】
　架橋剤による架橋が確認されたＰＶＤＦポリマーを利用して、ポリマーアクチュエータ
の形成方法を説明する。
【００３５】
　図３Ｆを参照すれば、架橋されたＰＶＤＦポリマー膜に電極として使われる伝導性ポリ
マー層をコーティングするために、伝導性ポリマー溶液３４を収容する容器４５にＰＶＤ
Ｆポリマー膜を浸漬する。伝導性ポリマーとしては、ポリピロール（ＰＰｙ）、ポリ（３
，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）、ポリ
アセチレン、ポリ（ｐ－フェニレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン
）、ポリ（チエニレンビニレン）などを利用できるが、これに制限されるものではない。
例えば、伝導性ポリマー溶液（伝導性ポリマーの単量体原液）３４としてピロールを利用
して、架橋されたＰＶＤＦポリマー膜をピロール原液に数分ないし数十分間浸漬させる。
そして、ＰＶＤＦポリマー膜Ｆ２にピロールを染み込めた後、ピロールが染み込んだＰＶ
ＤＦポリマー膜Ｆ２を取り出した後、その表面についているピロールをフィルターペーパ
ーでよく拭う。そして、単量体であるピロールを重合してＰＰｙを形成するために、図３
Ｇに示したように、酸化剤３５を収容した容器４５内にピロールが染み込んだＰＶＤＦポ
リマー膜を浸漬させる。酸化剤３５としては、金属化合物、ＦＴＳ（Ｉｒｏｎ　ｔｏｌｕ
ｅｎｅ　ｓｕｌｆｏｎａｔｅ；トルエンスルホン酸鉄）、ＦｅＣｌ３またはＡｕＣｌ３な
どを使用できる。例えば、２ＭのＦｅＣｌ３水溶液（実施例で使用）にＰＶＤＦポリマー
膜を含浸させることができる。酸化剤３５溶液に用いられる溶剤としては、例えば、水等
が利用でき、実施例では水を使用した。結果的に、伝導性ポリマーがコーティングされた
ＰＶＤＦポリマー膜Ｆ３を形成できる。
【００３６】
　図３Ｈを参照すれば、容器４５から取り出した伝導性ポリマーでコーティングされたＰ
ＶＤＦポリマー膜Ｆ４の４面をＣラインに沿って切断した後、例えば、メタノール（実施
例で使用）で洗浄してＰＶＤＦポリマー膜Ｆ４の内部のピロール単量体を除去する。そし
て、図３Ｉに示したように、真空オーブン４６で常温乾燥させることによって、伝導性ポ
リマー／ＰＶＤＦポリマー膜／伝導性ポリマー構造のポリマー膜Ｆ５、例えば、ＰＰｙ膜
／ＰＶＤＦポリマー膜／ＰＰｙ膜を形成できる。
【００３７】
　図３Ｊを参照すれば、ＰＶＤＦポリマー膜に電解物質を注入するために、電解物質が溶
媒に溶解された液体電解液３６が収容された容器４５内に、前記で製造された一定サイズ
の伝導性ポリマー／ＰＶＤＦポリマー膜／伝導性ポリマー構造の膜を浸漬させる。電解物
質としては、ＢＭＩＢＦ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフルオロホウ酸
）、ＢＭＩＰＦ６（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩）ま
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たはＢＭＩＴＦＳＩ（ｎ－ブチル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメタン
スルホニル）イミド）などを使用できる。溶媒としては、ＰＣ（ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ｃ
ａｒｂｏｎａｔｅ：炭酸プロピレン）、アセトニトリル、安息香酸メチルまたはＥＣ（ｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ　ｃａｒｂｏｎａｔｅ：炭酸エチレン）などを使用できる。液体電解液３
６をＰＶＤＦポリマー膜内に十分に染み込ませるために、含浸過程中に熱（実施例では加
熱せず、常温で長持間含浸させて行った。）や圧力（実施例では加圧せず、大気圧下で行
った。）を加えることができる。結果的に液体電解液３６が含浸されたＰＶＤＦポリマー
膜Ｆ６を得ることができる。そして、図３Ｋを参照すれば、液体電解液含浸時に使われた
溶媒を蒸発させることによって、電解物質のみＰＶＤＦポリマーの内部に残して、電解物
質が含まれたＰＶＤＦ系ポリマーアクチュエータＦ７を形成できる。
【実施例】
【００３８】
　本発明は、下記の実施例によってさらに具体化されるが、下記の実施例は本発明の具体
的な例示に過ぎず、本発明の保護範囲を限定したり制限しようとするものではない。ここ
に記載されていない内容は、この技術分野にて通常の知識を有する者であれば十分に技術
的に類推できるものであるのでその説明を省略する。
【００３９】
　図３Ａ～図３Ｋを用いて前述したように製造されたアクチュエータの動きを確認するた
めに、５×３０ｍｍ２サイズのアクチュエータを製造した。ここで、アクチュエータは、
架橋剤としてＤＣＰ０．２ｗｔ％（ＰＶＤＦポリマー内の架橋剤の含有量（割合）を使用
して、Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ）で形成されたＰＶＤＦ系ポリマー膜内にＢＭＩ
ＴＦＳＩ電解物質が含まれ、ＰＰｙで第１及び第２電極を形成したものである。ここで、
製造されたアクチュエータでは、ＰＶＤＦ系ポリマー（Ｐ（ＶＤＦ－ＴｒＦＥ－ＣＴＦＥ
））内のポアー（ｐｏｒｅ）体積を１００とした場合、電解物質の体積約７０であった（
即ちポアー（ｐｏｒｅ）体積の７０％が電解物質で含浸・充填されていた）。また、製造
されたアクチュエータの各層（膜）の厚さは、第１電極（ＰＰｙ膜；厚さ１５μｍ）／Ｐ
ＶＤＦポリマー膜（厚さ３０μｍ）／第２電極（ＰＰｙ膜；厚さ１５μｍ）であった。
【００４０】
　製造されたアクチュエータに対して、－５Ｖ～５Ｖ間の範囲で５００ｍＶ／ｓｅｃの速
度でポテンショスタット装備（ＰＡＲＳＴＡＴ　２２６３）を利用して循環電圧電流法を
実施した。この時に現れるアクチュエータの駆動変位（ｍｍ）を測定するために、レーザ
ービーム（ＫＥＹＥＮＣＥ　ＬＫ－０８１（キーエンス社製））装備を設置して駆動変位
を測定した。測定した結果、５ｍｍ以上の駆動変位を確認し、約１０ｍｍ及び１５ｍｍほ
どの駆動変位までも確認することができた。
【００４１】
　本発明の実施形態によれば、架橋されたＰＶＤＦ系ポリマーをアクチュエータ用の高分
子物質として使用することによって、低電圧駆動が可能であり、熱安定性及び耐化学性に
優れた固体電解質ポリマー及びポリマーアクチュエータを提供できる。
【００４２】
　前記で多くの事項が具体的に記載されているが、これらは発明の範囲を限定するという
より、実施形態の例示として解釈されねばならない。したがって、本発明の範囲は説明さ
れた実施形態によって定められるものではなく、特許請求の範囲に記載された技術的思想
により定められねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、モバイル機器などに広く使われ、ポリマーＭＥＭＳ、バイオ、太陽電池など
の多様な分野に応用できる。
【符号の説明】
【００４４】
１０　第１電極、
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１２　固体電解質ポリマー層、
１４　第２電極、
３１　溶解剤、
３２　ＰＶＤＦ系溶液、
３３　混合溶液、
３４　伝導性ポリマー溶液、
３５　酸化剤、
３６　液体電解液、
４１、４５　容器、
４２　プレート、
４３　バーコーター、
４４　加熱容器、
４６　オーブン、
Ｐ　ＰＶＤＦ系ポリマー粉末、
ＣＬ　架橋剤、
Ｃ　Ｃライン；切断線（カットライン）、
Ｆ１　架橋剤が含まれたＰＶＤＦポリマー膜、
Ｆ２　ピロールが染み込んだ架橋されたＰＶＤＦポリマー膜、
Ｆ３　伝導性ポリマーがコーティングされたＰＶＤＦポリマー膜、
Ｆ４　Ｃラインに沿って切断した後、メタノールで洗浄したＰＶＤＦポリマー膜、
Ｆ５　伝導性ポリマー／ＰＶＤＦポリマー膜／伝導性ポリマー構造のポリマー膜、
Ｆ６　液体電解液が含浸されたＰＶＤＦポリマー膜、
Ｆ７　電解物質が含まれたＰＶＤＦ系ポリマーアクチュエータ。

【図１】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】

【図３Ｇ】

【図３Ｈ】

【図３Ｉ】

【図３Ｊ】

【図３Ｋ】
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