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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表される１，２－ジオール構造単位を有するポリビニルアルコール系
樹脂（Ａ）、１価の金属イオン（Ｂ）、及び水を含有する含水ゲルであることを特徴とす
る電気二重層キャパシタ用電解質。
【化１】

　　　
［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
【請求項２】
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ポリビニルアルコール系樹脂（Ａ）中の一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造
単位におけるＲ1、Ｒ2、及びＲ3がいずれも水素であり、Ｘが単結合であり、Ｒ4、Ｒ5、
及びＲ6がいずれも水素であることを特徴とする請求項１記載の電気二重層キャパシタ用
電解質。
【請求項３】
ポリビニルアルコール系樹脂（Ａ）中の一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造
単位の含有量が０．３～２０モル％であることを特徴とする請求項１または２記載の電気
二重層キャパシタ用電解質。
【請求項４】
ポリビニルアルコール系樹脂（Ａ）が、ビニルエステル系モノマーと一般式（２）で表さ
れる化合物との共重合体をケン化して得られたことを特徴とする請求項１～３いずれか記
載の電気二重層キャパシタ用電解質。
【化２】

　　
［式中、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3はそれぞれ独立して水素または有機基を示し、Ｘは単結合ま
たは結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し
、Ｒ7及びＲ8はそれぞれ独立して水素原子またはＲ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9はアルキル基で
ある）を示す］
【請求項５】
ポリビニルアルコール系樹脂（Ａ）が架橋されたポリビニルアルコール系樹脂であること
を特徴とする請求項１～４いずれか記載の電気二重層キャパシタ用電解質。
【請求項６】
１価の金属イオン（Ｂ）の含有量がポリビニルアルコール系樹脂（Ａ）のビニル構造単位
に対して１０～５００モル％であることを特徴とする請求項１～５いずれか記載の電気二
重層キャパシタ用電解質。
【請求項７】
含水率が２０～７０重量％であることを特徴とする請求項１～６いずれか記載の電気二重
層キャパシタ用電解質。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な電気二重層キャパシタ用の電解質に関し、さらに詳しくは、ポリビニ
ルアルコール系樹脂（以下、ＰＶＡ系樹脂と略記する。）をマトリックスとする含水ゲル
である電気二重層キャパシタ用電解質に関する。
【背景技術】
【０００２】
電気二重層キャパシタは、電極と電解質との界面に形成される電気二重層に物理的に電荷
を蓄えることを特徴とするエネルギー貯蔵デバイスである。そのため、急速充放電が可能
、劣化が少なく数万サイクル以上の繰り返し充放電が可能、充放電効率が高い、低温環境



(3) JP 4634893 B2 2011.2.16

10

20

30

40

でも動作可能、構成材料に重金属を含まないため環境に優しい、などの特徴を有しており
、デジタル家電、携帯電話、モバイルコンピューターなどのバックアップ電源、ハイブリ
ッド自動車の補助電源、ビルや一般住宅などにおける分散型電力貯蔵装置、自然エネルギ
ー発電の蓄電装置、無停電電源など、幅広い分野への応用が期待されている。
【０００３】
電気二重層キャパシタは、通常、正・負の電極とこれらに挟まれた電解質から構成されて
おり、電解質は電気二重層を形成するためのイオン源としての役割を担うため、電気二重
層キャパシタの基本特性を左右する重要な物質である。
かかる電気二重層キャパシタに用いられる電解質としては、イオン性化合物を含有する媒
体によって、非水系電解液、水系電解液、固体電解質などが知られている。しかし、非水
系電解液は高温での使用等によって有機溶媒が気化し、キャパシタの破裂、さらには引火
・発火する恐れがある。また、非水系、水系ともに液状の電解液の場合、漏洩による特性
低下、作動不良の可能性がある。また、固体電解質の場合、所定形状への成形が必要とな
り、電解液を用いたキャパシタに比べ設計の自由度が低い。
【０００４】
これら課題を解決する方法の一つとして、高分子含水ゲルを用いた電解質が検討されてお
り、例えば、ＰＶＡ系樹脂をマトリックスとし、イオンキャリヤー源として水酸化カリウ
ムを用いた含水ゲル電解質（例えば、非特許文献１参照。）や、さらにこれをガラス繊維
織布に含浸して強度面を改善した複合含水ゲル電解質（例えば、非特許文献２参照。）が
提案されている。
しかしながら、非特許文献１及び２に記載の電解質について本発明者が詳細に検討したと
ころ、実用的な配合組成（イオン量、含水率、など）では伝導率が不充分であり、充放電
速度の面で改良の余地があることが明らかになった。
【非特許文献１】Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｏｎｉｃｓ、２０００年、１３３巻、２６
５－２７１頁
【非特許文献２】Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、２００２年、５７巻、８７３－
８８１頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、高分子含水ゲルを用いた電解質であり、伝導率が高い電気二重層キャパシタ
用電解質を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者は、上記事情に鑑み、鋭意検討した結果、特定構造を有するＰＶＡ系樹脂と１価
の金属イオン、及び水を含有する含水ゲルによって、本発明の目的が達成されることを見
出し、本発明を完成した。
本発明においては、ＰＶＡ系樹脂として、側鎖の１，２－ジオール構造によって、親水性
、反応性を保持しつつ結晶性が低減されるという独特な特徴を有する変性ＰＶＡ系樹脂を
用いたことによって本発明の効果が得られたものと推定している。
【０００７】
すなわち、本発明の要旨は、下記一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位を
有するＰＶＡ系樹脂（Ａ）と１価の金属イオン（Ｂ）と水を含有する含水ゲルに存する。
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【化１】

　　　
［式中、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結
合または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を
示す］
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の含水ゲルは伝導度が高く、充放電の速度向上が期待できることから、電気二重
層キャパシタ用電解質として有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に記載する構成要件の説明は、本発明の実施態様の一例（代表例）であり、これら
の内容に特定されるものではない。
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１０】
　本発明で用いられるＰＶＡ系樹脂（Ａ）は、下記一般式（１）で表わされる１，２－ジ
オール構造単位を有するＰＶＡ系樹脂であり、一般式（１）において、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ
3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合または結合鎖を示し、Ｒ4

、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示す。

【化２】

【００１１】
　かかるＰＶＡ系樹脂（Ａ）の一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位は、
主鎖の置換基であるＲ1～Ｒ3、及び側鎖の置換基であるＲ4～Ｒ6がすべて水素原子であり
、Ｘが単結合であるものが望ましく、その水素原子が樹脂特性を大幅に損なわない程度の
置換基で置換されたものでもよい。また、その含有量は、通常、０．３～２０モル％程度
であり、残る部分は、通常のＰＶＡ系樹脂と同様、ビニルアルコール構造単位と若干量の
酢酸ビニル構造単位からなる。
【００１２】
一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位中のＲ1～Ｒ3、及びＲ4～Ｒ6が有機
基の場合、その有機基としては特に限定されないが、例えばメチル基、エチル基、ｎ－プ
ロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基等の炭素
数１～４のアルキル基が好ましく、必要に応じて、ハロゲン基、水酸基、エステル基、カ
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ルボン酸基、スルホン酸基等の置換基を有していてもよい。
【００１３】
また、一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位中のＸが結合鎖の場合、その
結合鎖としては特に限定されないが、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、フェニ
レン、ナフチレン等の炭化水素（これらの炭化水素はフッ素、塩素、臭素等のハロゲン等
で置換されていても良い）の他、－Ｏ－、－（ＣＨ2Ｏ）m－、－（ＯＣＨ2）m－、－（Ｃ
Ｈ2Ｏ）mＣＨ2－、－ＣＯ－、－ＣＯＣＯ－、－ＣＯ（ＣＨ2）mＣＯ－、－ＣＯ（Ｃ6Ｈ4

）ＣＯ－、－Ｓ－、－ＣＳ－、－ＳＯ－、－ＳＯ2－、－ＮＲ－、－ＣＯＮＲ－、－ＮＲ
ＣＯ－、－ＣＳＮＲ－、－ＮＲＣＳ－、－ＮＲＮＲ－、－ＨＰＯ4－、－Ｓｉ（ＯＲ）2－
、－ＯＳｉ（ＯＲ）2－、－ＯＳｉ（ＯＲ）2Ｏ－、－Ｔｉ（ＯＲ）2－、－ＯＴｉ（ＯＲ
）2－、－ＯＴｉ（ＯＲ）2Ｏ－、－Ａｌ（ＯＲ）－、－ＯＡｌ（ＯＲ）－、－ＯＡｌ（Ｏ
Ｒ）Ｏ－、等が挙げられ（Ｒは各々独立して任意の置換基であり、水素原子、アルキル基
が好ましく、またｍは自然数である）、その中でも製造時あるいは使用時の安定性の点で
炭素数６以下のアルキレン基、あるいは－ＣＨ2ＯＣＨ2－が好ましい。
【００１４】
本発明で用いられるＰＶＡ系樹脂（Ａ）の製造法は、特に限定されないが、（ｉ）ビニル
エステル系モノマーと下記一般式（２）で示される化合物との共重合体をケン化する方法
が好適に用いられる。
【化３】

　　　　
［式中、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3、はそれぞれ独立して水素または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
し、Ｒ7及びＲ8はそれぞれ独立して水素原子またはＲ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9はアルキル基
である）を示す］
【００１５】
また、（ｉ）以外の製造法として、
（ｉｉ）ビニルエステル系モノマーと下記一般式（３）で示される化合物との共重合体を
ケン化及び脱炭酸する方法、
【化４】
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［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
【００１６】
（ｉｉｉ）ビニルエステル系モノマーと下記一般式（４）で示される化合物との共重合体
をケン化及び脱ケタール化する方法、などが挙げられる。
【化５】

　　
［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
し、Ｒ10及びＲ11はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示す。］
【００１７】
　なお、本発明で用いられるビニルエステル系モノマーとしては、ギ酸ビニル、酢酸ビニ
ル、プロピオン酸ビニル、バレリン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、ピバリン酸
ビニル、カプリン酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、
バーサチック酸ビニル等が挙げられるが、経済的にみて中でも酢酸ビニルが好ましく用い
られる。
　以下、かかる（ｉ）、（ｉｉ）、及び（ｉｉｉ）の方法について説明する。
【００１８】
［（ｉ）の方法］
　本発明で用いられる上記一般式（２）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6

及びＸは上記一般式（１）と同様のものが挙げられ、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立して水
素原子またはＲ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9は、アルキル基、好ましくはメチル基、プロピル基
、ブチル基、ヘキシル基またはオクチル基であり、かかるアルキル基は共重合反応性やそ
れに続く工程において悪影響を及ぼさない範囲で、ハロゲン基、水酸基、エステル基、カ
ルボン酸基、スルホン酸基等の置換基を有していてもよい）である。
【００１９】
　式（２）で示される化合物としては、具体的にＸが単結合である３，４－ジヒドロキシ
－１－ブテン、３，４－ジアシロキシ－１－ブテン、３－アシロキシ－４－ヒドロキシ－
１－ブテン、４－アシロキシ－３－ヒドロキシ－１－ブテン、３，４－ジアシロキシ－２
－メチル－１－ブテン、Ｘがアルキレン基である４，５－ジヒドロキシ－１－ペンテン、
４，５－ジアシロキシ－１－ペンテン、４，５－ジヒドロキシ－３－メチル－１－ペンテ
ン、４，５－ジアシロキシ－３－メチル－１－ペンテン、５，６－ジヒドロキシ－１－ヘ
キセン、５，６－ジアシロキシ－１－ヘキセン、Ｘが－ＣＨ2ＯＣＨ2－あるいは－ＯＣＨ

2－であるグリセリンモノアリルエーテル、２，３－ジアセトキシ－１－アリルオキシプ
ロパン、２－アセトキシ－１－アリルオキシ－３－ヒドロキシプロパン、３－アセトキシ
－１－アリルオキシ－２－ヒドロキシプロパン、グリセリンモノビニルエーテル、グリセ
リンモノイソプロペニルエーテル、などが挙げられる。
【００２０】
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なかでも、共重合反応性及び工業的な取り扱いにおいて優れるという点で、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ
3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素、Ｘが単結合、Ｒ7、Ｒ8がＲ9－ＣＯ－でありＲ9がアルキル基で
ある３，４－ジアシロキシ－１－ブテンが好ましく、そのなかでも特にＲ9がメチル基で
ある３，４－ジアセトキシ－１－ブテン、あるいは、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水
素、Ｘが－ＣＨ2ＯＣＨ2－、Ｒ7、Ｒ8が水素であるグリセリンモノアリルエーテルが好ま
しい。
【００２１】
　なお、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンは、工業生産用ではイーストマンケミカル社
、試薬レベルではアクロス社の製品を市場から入手することができる。また、１，４―ブ
タンジオール製造工程中の副生成物として得られる３，４－ジアセトキシ－１－ブテンを
利用することも出来る。
【００２２】
　かかるビニルエステル系モノマーと一般式（２）で表される化合物とを共重合するに当
たっては、特に制限はなく、塊状重合、溶液重合、懸濁重合、分散重合、またはエマルジ
ョン重合等の公知の方法を採用することができるが、通常は溶液重合が行われる。
　共重合時のモノマー成分の仕込み方法としては特に制限されず、一括仕込み、分割仕込
み、連続仕込み等任意の方法が採用されるが、一般式（２）で示される化合物に由来する
１，２－ジオール構造単位がポリビニルエステル系ポリマーの分子鎖中に均一に分布させ
られる点から滴下重合が好ましく、特にはＨＡＮＮＡ法に基づく重合方法が好ましい。
【００２３】
　かかる共重合で用いられる溶媒としては、通常、メタノール、エタノール、イソプロピ
ルアルコール、ｎ－プロパノール、ブタノール等の低級アルコールやアセトン、メチルエ
チルケトン等のケトン類等が挙げられ、工業的には、メタノールが好適に使用される。
　溶媒の使用量は、目的とする共重合体の重合度に合わせて、溶媒の連鎖移動定数を考慮
して適宜選択すればよく、例えば、溶媒がメタノールの時は、Ｓ（溶媒）／Ｍ（モノマー
）＝０．０１～１０（重量比）、好ましくは０．０５～３（重量比）程度の範囲から選択
される。
【００２４】
　共重合に当たっては重合触媒が用いられ、かかる重合触媒としては、例えばアゾビスイ
ソブチロニトリル、過酸化アセチル、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウリル等の公知のラジ
カル重合触媒やアゾビスジメチルバレロニトリル、アゾビスメトキシジメチルバレロニト
リル等の低温活性ラジカル重合触媒等が挙げられ、重合触媒の使用量は、コモノマーの種
類や触媒の種類により異なり一概には決められないが、重合速度に応じて任意に選択され
る。例えば、アゾイソブチロニトリルや過酸化アセチルを用いる場合、ビニルエステル系
モノマーに対して０．０１～０．７モル％が好ましく、特には０．０２～０．５モル％が
好ましい。
【００２５】
　また、共重合反応の反応温度は、使用する溶媒や圧力により３０℃～沸点程度で行われ
、より具体的には、３５～１５０℃、好ましくは４０～７５℃の範囲で行われる。
【００２６】
　得られた共重合体は次いでケン化されるのであるが、かかるケン化にあたっては上記で
得られた共重合体をアルコール等の溶媒に溶解し、アルカリ触媒又は酸触媒を用いて行わ
れる。代表的な溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ｔｅｒｔ－ブタ
ノール等が挙げられるが、メタノールが特に好ましく用いられる。アルコール中の共重合
体の濃度は系の粘度により適宜選択されるが、通常は１０～６０重量％の範囲から選ばれ
る。ケン化に使用される触媒としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウム
メチラート、ナトリウムエチラート、カリウムメチラート、リチウムメチラート等のアル
カリ金属の水酸化物やアルコラートの如きアルカリ触媒、硫酸、塩酸、硝酸、メタスルフ
ォン酸、ゼオライト、カチオン交換樹脂等の酸触媒が挙げられる。
【００２７】
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　かかるケン化触媒の使用量については、ケン化方法、目標とするケン化度等により適宜
選択されるが、アルカリ触媒を使用する場合は通常、ビニルエステル系モノマー及び式（
４）で示される化合物に由来する１，２－ジオール構造単位の合計量１モルに対して０．
１～３０ミリモル、好ましくは２～１７ミリモルの割合が適当である。
【００２８】
　また、ケン化反応の反応温度は特に限定されないが、１０～６０℃が好ましく、より好
ましくは２０～５０℃である。
【００２９】
［（ｉｉ）の方法］
　本発明で用いられる上記一般式（３）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6

及びＸは上記一般式（１）と同様のものが挙げられる。中でも入手の容易さ、良好な共重
合性を有する点で、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素で、Ｘが単結合であるビニルエ
チレンカーボネートが好適に用いられる。
【００３０】
　ビニルエステル系モノマーと一般式（３）で示される化合物とを共重合及びケン化する
に当たっては、上記（ｉ）の方法と同様に行われる。
　なお、共重合反応の反応温度は、使用する溶媒によるが、４０℃～沸点程度とすること
が好ましく、ケン化反応の反応温度は１０～１５０℃（さらには１０～６０℃、特には２
０～５０℃）が好ましい。
【００３１】
　脱炭酸については、通常、ケン化後に特別な処理を施すことなく、上記ケン化条件下で
ケン化とともに脱炭酸が行われ、エチレンカーボネート環が開環することで１，２－ジオ
ール構造に変換される。
　また、一定圧力下（常圧～１×１０7Ｐａ）で且つ高温下（５０～２００℃）でビニル
エステル部分をケン化することなく、脱炭酸を行うことも可能であり、かかる場合、脱炭
酸を行った後、上記ケン化を行うこともできる。
【００３２】
［（ｉｉｉ）の方法］
　本発明で用いられる上記一般式（４）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6

及びＸは上記一般式（１）と同様のものが挙げられ、Ｒ10、Ｒ11はそれぞれ独立して水素
又はアルキル基であり、該アルキル基としては特に限定されないが、例えばメチル基、エ
チル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブ
チル基等の炭素数１～４のアルキル基が好ましい。かかるアルキル基は共重合反応性等を
阻害しない範囲内において、ハロゲン基、水酸基、エステル基、カルボン酸基、スルホン
酸基等の置換基を有していてもよい。中でも入手の容易さ、良好な共重合性を有する点で
、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素で、Ｒ10、Ｒ11がメチル基である２，２－ジメチ
ル－４－ビニル－１，３－ジオキソランが好適である。
【００３３】
　ビニルエステル系モノマーと上記一般式（６）で示される化合物とを共重合及びケン化
するに当たっては、上記（ｉ）の方法と同様に行われる。
　なお、共重合反応の反応温度は、使用する溶媒によるが、４０℃～沸点程度とすること
が好ましく、ケン化反応の反応温度は１０～１５０℃（さらには１０～６０℃、特には２
０～５０℃）が好ましい。
【００３４】
　上記共重合体のケン化物の脱ケタール化については、上記ケン化がアルカリ触媒を用い
て行われる場合は、ケン化した後、更に酸触媒を用いて水系溶媒（水、水／アセトン、水
／メタノール等の低級アルコール混合溶媒等）中で脱ケタール化が行われ、１，２－ジオ
ール構造に変換される。脱ケタール化に用いられる酸触媒としては、酢酸、塩酸、硫酸、
硝酸、メタスルフォン酸、ゼオライト、カチオン交換樹脂等が挙げられる。
　また、上記ケン化が酸触媒を用いて行われる場合は、通常、ケン化後に特別な処理を施



(9) JP 4634893 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

すことなく、上記ケン化条件下で該ケン化とともに脱ケタール化が行われ、１，２－ジオ
ール構造に変換される。
【００３５】
　また、本発明に用いるＰＶＡ系樹脂（Ａ）は、本発明の目的を阻害しない範囲において
その他の不飽和モノマーを共重合成分とすることもできる。かかる不飽和モノマーとして
は、例えばエチレンやプロピレン、イソブチレン、α－オクテン、α－ドデセン、α－オ
クタデセン等のオレフィン類、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無
水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和酸類あるいはその塩あるいはモノ又はジアルキルエ
ステル、アクリロニトリル、メタアクリロニトリル等のニトリル類、ジアセトンアクリル
アミド、アクリルアミド、メタクリルアミド等のアミド類、エチレンスルホン酸、アリル
スルホン酸、メタアリルスルホン酸等のオレフィンスルホン酸類あるいはその塩、アルキ
ルビニルエーテル類、ジメチルアリルビニルケトン、Ｎ－ビニルピロリドン、塩化ビニル
、塩化ビニリデン、ポリオキシエチレン（メタ）アリルエーテル、ポリオキシアルキレン
（メタ）アリルエーテル、ポリオキシエチレン（メタ）アクリレート、ポリオキシプロピ
レン（メタ）アクリレート等のポリオキシアルキレン（メタ）アクリレート、ポリオキシ
エチレン（メタ）アクリルアミド、ポリオキシプロピレン（メタ）アクリルアミド等のポ
リオキシアルキレン（メタ）アクリルアミド、ポリオキシエチレン（１－（メタ）アクリ
ルアミド－１，１－ジメチルプロピル）エステル、ポリオキシエチレンビニルエーテル、
ポリオキシプロピレンビニルエーテル、ポリオキシエチレンアリルアミン、ポリオキシプ
ロピレンアリルアミン、ポリオキシエチレンビニルアミン、ポリオキシプロピレンビニル
アミン等が挙げられる。
【００３６】
　更に、Ｎ－アクリルアミドメチルトリメチルアンモニウムクロライド、Ｎ－アクリルア
ミドエチルトリメチルアンモニウムクロライド、Ｎ－アクリルアミドプロピルトリメチル
アンモニウムクロライド、２－アクリロキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、
２－メタクリロキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、２－ヒドロキシ－３－メ
タクリロイルオキシプロピルトリメチルアンモニウムクロライド、アリルトリメチルアン
モニウムクロライド、メタアリルトリメチルアンモニウムクロライド、３－ブテントリメ
チルアンモニウムクロライド、ジメチルジアリルアンモニウムクロリド、ジエチルジアリ
ルアンモニウムクロライド等のカチオン基含有モノマー、アセトアセチル基含有モノマー
、酢酸イソプロペニル、１－メトキシビニルアセテート、１，４－ジアセトキシ－２－ブ
テン、ビニレンカーボネート等も挙げられる。
又、重合温度を１００℃以上にすることにより、ＰＶＡ主鎖中に１，２－ジオール結合を
１．６～３．５モル％程度導入したものを使用することが可能である。
【００３７】
　かくして得られるＰＶＡ系樹脂（Ａ）中の一般式（１）で表わされる１，２－ジオール
構造単位の含有量は０．３～２０モル％（さらには０．５～１５モル％、特には１～１２
モル％）のものが好ましく、かかる含有量が少なすぎるとＰＶＡ系樹脂（Ａ）への結晶性
低減効果が小さく、水分及びイオン種の保持力が低下するため伝導率が低下する傾向にあ
り、逆に含有量が多すぎるとＰＶＡ系樹脂（Ａ）を製造する際に重合度が上がりにくくな
り、その結果含水ゲルの形状保持力が不充分になるため好ましくない。
【００３８】
　また、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）のケン化度は、８０～１００モル％以上（さらには９５～１
００モル％、特には９８～１００モル％）であることが好ましく、かかるケン化度が低す
ぎると含水ゲルの形成が困難となり、酸化還元耐性が低下する場合があり好ましくない。
【００３９】
　また、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）の平均重合度（ＪＩＳ　Ｋ６７２６に準拠して測定）は２０
０～４５００（さらには４００～３２００、特には５００～２５００）のものが好ましく
、かかる平均重合度が小さすぎると、含水ゲルの機械的強度が不充分になる場合があり、
逆に大きすぎると、含水ゲルが硬くなりすぎる傾向があり、電極との密着性が低下したり
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、イオンの移動を阻害する傾向があるため好ましくない。また、平均重合度が４５００よ
り大きいものは、本発明のコモノマー存在下では工業的に採算が合うレベルでの製造が困
難となり、実用的ではない。
【００４０】
　さらに、本発明においては、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）に架橋剤を併用することで部分的に架
橋させたものを用いることも可能である。ＰＶＡ系樹脂（Ａ）を架橋構造体とすることで
、ゲル強度及び硬度の向上、流動性の制御などを図るのとができる。
【００４１】
　かかる架橋剤としては、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）の水酸基と反応し、共有結合を形成する官
能基を複数有する化合物や、水酸基とは配位結合を形成する多価金属化合物が挙げられる
。具体的には、グリオキザール、グルタルジアルデヒド、マロンジアルデヒド、等のアル
デヒド化合物、硼酸、硼酸ナトリウム、硼砂、硼酸カルシウム、硼酸マグネシウム等の硼
素化合物、ベリリウム、マグネシウム、カルシウムの塩化物、硫酸塩、硝酸塩などのアル
カリ土類金属化合物、メチロール化尿素、メチロール化メラミン等のメチロール化合物が
挙げられ、中でも操作性や得られる特性の点で水溶性化合物が好ましく、代表的なものと
して硼酸、硼砂が挙げられる。
【００４２】
　ＰＶＡ系樹脂（Ａ）の架橋構造体を形成させる方法としては、特に限定されるものでは
ないが、通常は、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）と架橋剤とを含有する水溶液を所望の型に注型し、
必要に応じてｐＨ調整あるいは加熱することで架橋反応を進行させる方法が好適に用いら
れる。
【００４３】
　次に、本発明で用いられる１価の金属イオンについて説明する。
　かかる金属イオンとしては、カリウム、ナトリウム、リチウムなどのアルカリ金属イオ
ンが挙げられる。これらの金属イオンは、通常、水酸化物あるいは塩として含水ゲル中に
導入される。
【００４４】
たとえば、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）を架橋構造体としない場合には、水酸化カリウム、水酸化
ナトリウム、水酸化リチウムなどのアルカリ金属水酸化物が好適に用いられる。この場合
、かかるアルカリ金属水酸化物は、イオンキャリヤー源であるとともに、ＰＶＡ系樹脂（
Ａ）のゲル形成にも関与する。
【００４５】
また、架橋剤を併用してＰＶＡ系樹脂（Ａ）を架橋構造とする場合には、上述のアルカリ
金属水酸化物に代えて、各種アルカリ金属塩を用いることも可能である。かかるアルカリ
金属塩としては、無機塩である、臭化カリウム、塩化カリウム、臭化ナトリウム、塩化ナ
トリウム、臭化リチウム、塩化リチウムなどのハロゲン化物、硫酸カリウム、硫酸ナトリ
ウム、硫酸リチウムなどの硫酸塩、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸リチウムなどの
硝酸塩、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸リチウムなどの炭酸塩、あるいは有機酸塩
である、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸リチウムなどの酢酸塩などを挙げることが
できるが、これに限定されるものではない。
また、かかるアルカリ金属塩とアルカリ金属水酸化物を併用することも可能である。
【００４６】
　本発明の含水ゲル中における、１価金属イオンの含有量は、アルカリ金属水酸化物を用
いる場合には、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）のビニル構造単位に対して５０～５００モル％（さら
には１００～５００モル％、特には１３５～５００モル％）であることが好ましい。また
、アルカリ金属塩を用いる場合は、１０～４００モル％、（さらには５０～４００モル％
、特には１００～３００モル％）であることが好ましい。かかる１価金属イオンの含有量
が少なすぎると含水ゲルの強度が不足したり、イオンキャリヤの量が不足するため、充分
な伝導率が得られない場合があり、逆に多すぎると塩の析出によって伝導率が低下したり
、含水ゲルの機械強度が低下する場合があるため好ましくない。
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【００４７】
　本発明の含水ゲル中の含水量は、２０～７０％（さらには２０～６０％、特には２５～
５５％）であることが好ましい。かかる含水量が少なすぎると結果的に１価金属イオンの
含有率が低下するため伝導率が低下したり、塩が析出する場合があり、また、含水ゲルが
硬くなるため成形性が低下する場合があり、逆に多すぎると含水ゲルの機械強度が低下し
たり、所定の形状を有するゲルの生成が困難となる場合があるため好ましくない。
【００４８】
次に、本発明の含水ゲルの製造法について説明する。
本発明の含水ゲルを製造する方法は、特に限定されるものではないが、代表的なものとし
て以下記載の例を挙げることができる。
ＰＶＡ系樹脂（Ａ）の水溶液を調製し、これを所定の厚さに流延し、必要に応じて乾燥を
行い、これにアルカリ金属水酸化物の水溶液を一定時間接触させた後、減圧下で過剰な水
分を留去することで、含水ゲルを得ることができる。
【００４９】
　また、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）を架橋構造体とする場合には、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）の水溶液
に所定量のホウ酸水溶液を添加、混合し、これにアルカリ金属水酸化物水溶液を添加して
架橋反応を進行させた後、アルカリ金属塩水溶液を添加混合し、これを所望の型に注型、
あるいは所定の厚さに流延し、加熱あるいは減圧乾燥によって過剰な水分を除くことで、
含水ゲルを得ることができる。
【００５０】
　かかる方法で得られた含水ゲルには、さらにゲル特性を調整する目的でＰＶＡ系樹脂水
（Ａ）以外の他の水溶性樹脂を併用することも可能である。ただし、その場合には、全水
溶性樹脂中のＰＶＡ系樹脂（Ａ）の割合が８０重量％以上（さらには９０重量％以上、特
には９５重量％以上）であることが好ましい。
併用が可能な水溶性樹脂としてはデンプン、酸化デンプン、カチオン変性デンプン、など
のデンプン誘導体、ゼラチン、カゼイン、などの天然系たんぱく質類、メチルセルロース
、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ＣＭＣ、などのセルロース誘導体、
未変性ＰＶＡ、カチオン変性ＰＶＡ、カルボン酸変性ＰＶＡ、スルホン酸変性ＰＶＡ、シ
ラノール変性ＰＶＡ、エチレン含量が１５モル％以下の低エチレン変性ＰＶＡ、アセトア
セチル化変性ＰＶＡ、ジアセトンアクリアミド変性ＰＶＡ、熱処理等で分子内に共役２重
結合を導入したＰＶＡなどのＰＶＡ誘導体、アルギン酸ナトリウム、ペクチン酸、などの
天然高分子多糖類ポリビニルピロリドン、ポリ（メタ）アクリル酸塩、などの水溶性樹脂
、などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。
【００５１】
また、ゲル強度や硬度を向上させるため、シリカ、クレー、タルク、炭酸カルシウムなど
の無機粉体、天然繊維、合成繊維などの短繊維、あるいはその織物や不織布やカラギーナ
ン等のゲル化剤などを含水ゲル中に共存させることで、これらの材料と含水ゲルからなる
複合材料とすることも可能である。
【実施例】
【００５２】
　以下に、本発明を実施例を挙げて説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定される
ものではない。
尚、例中、「部」、「％」とあるのは、断りのない限り重量基準を意味する。
【００５３】
製造例１：ＰＶＡ系樹脂（Ａ１）
　還流冷却器、滴下漏斗、撹拌機を備えた反応缶に、酢酸ビニル１０００ｇ、メタノール
８０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテン１２０ｇ（６モル％対仕込み酢酸ビニル）を
仕込み、アゾビスイソブチロニトリルを０．０３モル％（対仕込み酢酸ビニル）投入し、
撹拌しながら窒素気流下で温度を上昇させ重合を開始した酢酸ビニルの重合率が７２％と
なった時点で、ｍ－ジニトロベンゼンを所定量添加して重合を終了し、続いて、メタノー
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ル蒸気を吹き込む方法により未反応の酢酸ビニルモノマーを系外に除去し共重合体のメタ
ノール溶液を得た。
　次いで、該溶液をメタノールで希釈し、濃度４０％に調整してニーダーに仕込み、溶液
温度を４０℃に保ちながら、水酸化ナトリウムの２％メタノール溶液を共重合体中の酢酸
ビニル構造単位及び３，４－ジアセトキシ－１－ブテン構造単位の合計量１モルに対して
　８．５ミリモルとなる割合で加えてケン化を行った。ケン化が進行すると共にケン化物
が析出し、粒子状となった時点で、濾別し、メタノールでよく洗浄して熱風乾燥機中で乾
燥し、ＰＶＡ系樹脂（Ａ１）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ１）のケン化度は、残存酢酸ビニル及び３，４－ジアセトキ
シ－１－ブテンの加水分解に要するアルカリ消費量で分析を行ったところ、９９．７モル
％であり、平均重合度は、ＪＩＳ　Ｋ　６７２６に準して分析を行ったところ、１２００
であった。また、１，２－ジオール構造単位の含有量は1Ｈ－ＮＭＲ（内部標準物質；テ
トラメチルシラン）で測定して算出したところ６．０モル％であった。なお、ＮＭＲ測定
には日本ブルカー社製「ＡＶＡＮＣＥ　ＤＰＸ４００」を用いた。
【００５４】
製造例２：ＰＶＡ系樹脂（Ａ２）
　製造例１においてメタノール量を１００ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込
量を９０ｇ（４．５モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を８５％として重合を行った以
外は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ２）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ２）の各分析値を表１に示す。
【００５５】
製造例３：ＰＶＡ系樹脂（Ａ３）
　製造例１においてメタノール量を４０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込量
を３０ｇ（１．５モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を４７．５％として重合を行った
以外は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ３）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ３）の各分析値を表１に示す。
【００５６】
製造例４：ＰＶＡ系樹脂（Ａ４）
　製造例１においてメタノール量を５０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込量
を２０ｇ（１．０モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を５０．２％として重合を行った
以外は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ４）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ４）の各分析値を表１に示す。
【００５７】
製造例５：ＰＶＡ系樹脂（Ａ５）
　製造例１においてメタノール量を５０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込量
を２０ｇ（１．０モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を５０．２％として重合を行い、
鹸化触媒量を７．９ミリモルとした以外は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ５）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ５）の各分析値を表１に示す。
【００５８】
製造例６：ＰＶＡ系樹脂（Ａ６）
　製造例１においてメタノール量を８０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込量
を１０ｇ（０．５モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を４６％として重合を行った以外
は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ６）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ６）の各分析値を表１に示す。
【００５９】
製造例７：ＰＶＡ系樹脂（Ａ７）
　製造例１においてメタノール量を２７０ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンの仕込
量を１０ｇ（０．５モル％対仕込み酢酸ビニル）、重合率を７１．３％として重合を行っ
た以外は同様に行い、ＰＶＡ系樹脂（Ａ７）を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ７）の各分析値を表１に示す。
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【００６０】
【表１】

【００６１】
実施例１
　製造例１で得られたＰＶＡ系樹脂（Ａ１）の２０％水溶液をテフロン皿上に約８００μ
ｍの厚さとなるように流延し、これを１０Ｍ水酸化カリウム水溶液中に１時間浸漬したの
ち、減圧（０．０９ＭＰａ）下に１時間置くことで過剰な水分を留去して含水ゲルを得た
。得られた含水ゲルの膜厚は６８８μｍであり、組成は、ＰＶＡ系樹脂（Ａ１）／ＫＯＨ
／水の重量比が１８／３１／５１であった。なお、ＰＶＡ系樹脂（Ａ）とＫＯＨとの重量
比はＫＯＨ導入前後の乾燥重量差に基づき、水分量は含水ゲルの重量とその乾燥重量差に
基づくものである。
【００６２】
＜伝導率の測定＞
　得られた含水ゲルを直径１ｃｍの円盤状に切り出し測定試料とした。かかる測定試料の
両面に鏡面研磨したニッケル板をバネで圧着し、東陽テクニカ社製ＥＬＥＣＴＲＯＣＨＥ
ＭＩＣＡＬＩＮＴＥＲＦＡＣＥ「Ｓｏｌａｒｔｒｏｎ　Ｓｌ　１２８０Ｂ」を用い、２５
℃、周波数範囲２０ｋＨｚ～１０ｍＨｚ、印加交流電圧１０ｍＶｐ－ｐの条件で交流イン
ピーダンス測定を行い、抵抗値を求めた。得られた抵抗値と試料体積から測定試料の固有
抵抗値を求め、その逆数である伝導率を算出した。
【００６３】
実施例２～９
　実施例１において、ＰＶＡ系樹脂（Ａ１）に代えて、製造例２～７で得られたＰＶＡ系
樹脂（Ａ２～Ａ７）を用い、同様に含水ゲルを作製した。
　得られた含水ゲルの組成、膜厚、及び実施例１と同様に測定して得られた伝導率を表２
に示す。
【００６４】
比較例１
　実施例１において、ＰＶＡ系樹脂（Ａ１）に代えて、重合度１２００、ケン化度９９．
０モル％の未変性ＰＶＡ系樹脂を用い、同様に含水ゲルを作製した。
　得られた含水ゲルの組成、膜厚、及び実施例１と同様に測定して得られた伝導率を表２
に示す。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
　実施例１～９及び比較例１で得られた含水ゲルの膜厚と伝導率との関係を図１に示す。
伝導率は測定サンプルの膜厚と一次の相関関係にあるが、同等膜厚での比較において、本
発明の含水ゲルは比較例のものよりも伝導率が高いことは明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の含水ゲルは伝導率に優れることから、電気二重層キャパシタ用電解質として有
用である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】実施例１～９及び比較例１で得られた含水ゲルの膜厚と伝導率との関係を示すグ
ラフである。
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