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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子化合物からなるフィルムと、当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み
、前記電極間に電圧を印加することによって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アク
チュエータにおいて、
　前記電極は、高分子バインダと、その中に分散されているカーボン粉末とからなり、
　上記高分子化合物は、パーフルオロスルホン酸／ポリテトラフルオロエチレン共重合体
であり、
　上記高分子バインダは、パーフルオロスルホン酸／ポリテトラフルオロエチレン共重合
体を含んでなることを特徴とする高分子アクチュエータ。
【請求項２】
　上記高分子化合物は、イオン性液体を含有していることを特徴とする請求項１に記載の
高分子アクチュエータ。
【請求項３】
　上記カーボン粉末は、上記高分子バインダ１００重量部に対して、１重量部以上１００
０重量部以下含まれていることを特徴とする請求項１または２に記載の高分子アクチュエ
ータ。
【請求項４】
　上記カーボン粉末の平均粒子径は０ｎｍより大きく１０μｍ以下であることを特徴とす
る請求項１ないし３のいずれか１項に記載の高分子アクチュエータ。
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【請求項５】
　上記フィルムの厚みは、１０μｍ以上５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１ない
し４のいずれか１項に記載の高分子アクチュエータ。
【請求項６】
　上記電極の厚みは、それぞれ、１μｍ以上２ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１
ないし５のいずれか１項に記載の高分子アクチュエータ。
【請求項７】
　高分子化合物からなるフィルムと、当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み
、前記電極間に電圧を印加することによって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アク
チュエータの製造方法であって、
　高分子バインダの溶液に、カーボン粉末を分散させてペーストとし、当該ペーストで上
記フィルムを挟んで加熱プレスし、
　上記高分子化合物は、パーフルオロスルホン酸／ポリテトラフルオロエチレン共重合体
であり、
　上記高分子バインダは、パーフルオロスルホン酸／ポリテトラフルオロエチレン共重合
体を含んでなることを特徴とする高分子アクチュエータの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高分子アクチュエータおよびその製造方法に関するものであり、特に、高分
子化合物からなるフィルムと、当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み、前記
電極間に電圧を印加することによって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アクチュエ
ータおよびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、メカトロニクス系の分野では、２本足歩行ロボット等の次世代の自立歩行型ロボ
ットや、癒しのロボット玩具等が注目を集めている。これらの分野では従来の電磁モータ
をベースとした制御方法が利用されているが、動きがぎこちなく、生物のスムーズな動き
には未だ遠いのが現状である。例えば、家電製品や工業製品におけるノイズがなく巧みで
なめらかな動きが要求される部分、真のヒューマノイドロボット、汎用ロボット等を具体
化するためには、生物の筋肉のように、駆動時にノイズや音が出ない、スムーズな動きを
する次世代型のアクチュエータの具体化が必要である。
【０００３】
　かかるアクチュエータとして、各種高分子材料からなり、電気的刺激によって電気化学
的な伸縮または屈曲変形を生じる高分子アクチュエータが提案されている。高分子アクチ
ュエータは従来の電磁モータに比べて、１）スムーズな駆動が可能である、２）駆動時に
ノイズや音がでない、３）超小型・軽量化が可能である、４）機械的な故障が少ない、５
）大気、水、有機媒体中といった広範な駆動環境下で作動するという優れた特徴を有して
いる。
【０００４】
　かかる高分子アクチュエータとしては、イオン伝導性高分子化合物、電子伝導性高分子
化合物、非イオン性のゲルやエラストマー等を用いた多様な方式の高分子アクチュエータ
が提案されているが、その中の一つとして、図１に示すような、屈曲変形を生じる高分子
アクチュエータが報告されている。この種の高分子アクチュエータは、高分子化合物から
なるフィルム１と、当該フィルムの両面に形成されている電極２ａ、２ｂとを含み、前記
電極間に電圧を印加することによって、前記フィルムが屈曲変形する。かかる高分子アク
チュエータは、イオン性高分子化合物（イオン伝導性高分子化合物）を用いるものが主流
であるが、非イオン性高分子化合物を用いるものも報告されている。
【０００５】
　イオン性高分子化合物を用いる例としては、例えば、イオン交換樹脂膜の両面に金属電
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極を供えたメタル－コンポジットポリマー（ＩＰＭＣ：ionic polymeric-metal composit
es）が開示されている（例えば、非特許文献１等参照。）。この高分子アクチュエータの
駆動メカニズムは、例えば、カチオン交換のためのアニオン性のイオン交換樹脂膜では以
下のように説明できる。電圧の印加により、膜内で自由に移動できるカチオンがカソード
側に移動し、このイオンに伴われて、イオン交換樹脂に含まれる水分子もカソード側に移
動するため、カソード側の浸透圧が上昇し、膜が膨張する。これに対し、イオン交換樹脂
に固定されているアニオンは、対極のアノード側に引き寄せられにくいため、アノード側
のカチオンの濃度が下がり、浸透圧が低下して膜が収縮する。カソード側の膨張と、アノ
ード側の収縮により、結果として膜が屈曲変形する。
【０００６】
　また、非イオン性高分子化合物を用いる例としては、酢酸ナトリウム等のイオン性物質
を加えた非イオン性高分子化合物からなる高分子膜に電圧を印加することにより、高分子
膜を屈曲変形させる方法が開示されている（例えば、特許文献１等参照。）。
【０００７】
　上記従来の、高分子化合物からなるフィルムの両面に電極を備えた高分子アクチュエー
タでは、電極として、白金または金等の貴金属がメッキされて使用されている。
【特許文献１】特開２０００－２１６４４８号公報（平成１２年８月４日公開）
【非特許文献１】M.Shahinpoor, Electrochimica Acta 48(2003)2343-2353
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来の高分子アクチュエータでは、電極を形成するためのメッキに
は無電解メッキ法が利用されているが、メッキ回数を繰り返す手間や多大な時間（２０～
５０時間）を要する。また、貴金属を使用するためコストがかかるという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、従来の貴金属を用
いた高分子アクチュエータに比べて、コスト的に安価で、短時間で簡単に製造可能な高分
子アクチュエータおよびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、上記高分子アクチュエータの電
極として、高分子バインダとその中に分散されているカーボン粉末とを含んでなる電極を
用いたところ、通常カーボン粉末と高分子バインダとの混合物に圧力をかけて固めたもの
は硬くフィルムの屈曲変形に合わせて曲がることが求められる電極には適さないとの予想
に反し、柔軟性に富んだ電極が得られることを見出した。また、かかる電極は、柔軟性が
求められるため、支持体等で補強することなく、フィルムの両面に固定する必要があり、
高分子バインダとカーボン粉末とからのみではかかる電極を得ることは困難であると予想
されたが、高分子バインダとカーボン粉末との量のバランスをとることにより、崩れるこ
とのない電極をフィルムの両面に固定できることを見出した。さらに、かかる電極は、電
気伝導性の高いものである必要があるため、カーボン粉末の含有量を多くすると強度が不
足することが予想されたが、得られた高分子アクチュエータは十分な強度を有し、イオン
性液体に含浸した後も安定な電極として機能することを見出し、本発明を完成させるに至
った。
【００１１】
　すなわち、本発明に係る高分子アクチュエータは、上記課題を解決するために、高分子
化合物からなるフィルムと、当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み、前記電
極間に電圧を印加することによって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アクチュエー
タにおいて、前記電極は、高分子バインダと、その中に分散されているカーボン粉末とを
含んでなることを特徴としている。上記の構成によれば、従来の貴金属を用いた高分子ア
クチュエータに比べて、コスト的に安価で、短時間で簡単に製造可能な高分子アクチュエ



(4) JP 5156940 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

ータを実現することが可能となる。
【００１２】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記高分子化合物は、イオン伝導性高分子化
合物であってもよいし、非イオン性高分子化合物であってもよい。
【００１３】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記高分子化合物は、イオン性液体を含有し
ていることが好ましい。上記高分子アクチュエータがイオン性液体を含有していることに
より、水分蒸発による高分子アクチュエータの機能の低下の問題を回避することができる
ため、大気中においても良好に使用することが可能となる。
【００１４】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記カーボン粉末は、上記高分子バインダ１
００重量部に対して、１重量部以上１０００重量部以下含まれていることが好ましい。上
記カーボン粉末が上記割合で含まれていることにより、十分な電気伝導性を有し、かつ、
すぐれた強度を有する安定な電極として機能するという効果を奏する。
【００１５】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記カーボン粉末の平均粒子径は０ｎｍより
大きく１０μｍ以下であることが好ましい。上記カーボン粉末の平均粒子径が上記範囲内
であることにより、分散性と密着性の向上というさらなる効果を奏する。
【００１６】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記高分子バインダは、上記フィルムを構成
する高分子化合物と同一の高分子化合物を含んでなることが好ましい。上記高分子バイン
ダは、上記フィルムを構成する高分子化合物と同一の高分子化合物を含んでなることによ
り、上記フィルムとの、相溶性並びに接合性および密着性がより高いため、より強固な電
極を構成することが可能となる。
【００１７】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記フィルムの厚みは、１０μｍ以上５ｍｍ
以下であることが好ましい。上記フィルムの厚みが、上記範囲内であることにより、成形
時の形状安定性に優れるというさらなる効果を奏する。
【００１８】
　本発明に係る高分子アクチュエータでは、上記電極の厚みは、それぞれ、１μｍ以上２
ｍｍ以下であることが好ましい。上記電極の厚みが、上記範囲内であることにより、十分
な電気伝導性を有し、かつ、上記フィルムとともに良好に屈曲変形する柔軟な電極として
機能するというさらなる効果を奏する。
【００１９】
　本発明に係る高分子アクチュエータの製造方法は、高分子化合物からなるフィルムと、
当該フィルムの両面に形成されている電極とを含み、前記電極間に電圧を印加することに
よって、前記フィルムを屈曲変形させる高分子アクチュエータの製造方法であって、高分
子バインダの溶液に、カーボン粉末を分散させてペーストとし、当該ペーストで上記フィ
ルムを挟んで加熱プレスすることを特徴としている。
【００２０】
　上記の構成によれば、従来の貴金属を用いた高分子アクチュエータに比べて、コスト的
に安価で、短時間で簡単に高分子アクチュエータを製造することが可能となる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る高分子アクチュエータは、以上のように、電極が、高分子バインダと、そ
の中に分散されているカーボン粉末とを含んでなる構成を備えているので、従来の貴金属
を用いた高分子アクチュエータに比べて、コスト的に安価で、短時間で簡単に製造可能な
高分子アクチュエータを実現することが可能となるという効果を奏する。
【００２２】
　また、上記電極は、従来の白金または金を無電解めっきした電極に比較して、ひび割れ
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ることがなく、柔軟性にすぐれているという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本発明にかかる高分子アクチュエータおよびその製造方法について詳細に説明
する。
【００２４】
　（１）本発明にかかる高分子アクチュエータ
　本発明に係る高分子アクチュエータは、高分子化合物からなるフィルムと、当該フィル
ムの両面に形成されている電極とを含み、前記電極間に電圧を印加することによって、前
記フィルムを屈曲変形させる高分子アクチュエータにおいて、当該フィルムの両面に形成
されている電極が、高分子バインダと、その中に分散されているカーボン粉末とを含んで
なるものである。以下、（１－１）電極、（１－２）高分子化合物からなるフィルムの順
に説明する。
【００２５】
　（１－１）電極
　本発明にかかる高分子アクチュエータでは、上記電極は、高分子バインダと、その中に
分散されているカーボン粉末とを含んでなる。かかる、カーボン粉末を高分子バインダ中
に分散固定させた電極材料は、高分子アクチュエータ全般に利用できる電極材料である。
【００２６】
　なお、本発明で用いる電極は、疎水性がかなり高く、水をはじき、水面に浮くものであ
ることが見出された。従来の白金または金を無電解めっきした電極は水面に浮くことはな
く、水にぬれるものである。従来の白金または金を無電解めっきした電極では、電極の表
面から水の蒸発が起こり、次第に屈曲変動が小さくなるという問題があったが、本発明で
用いる電極は、この高い疎水性から、かかる電極表面からの水の蒸発を低下させる効果を
有すると考えられる。
【００２７】
　ここで、本発明にかかる高分子アクチュエータの電極を構成する上記高分子バインダは
、上記フィルムの屈曲変形に伴って変形可能な柔軟性を有する高分子バインダであれば特
に限定されるものではないが、加水分解性が少なく、大気中で安定であることが好ましい
。かかる高分子バインダとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系
ポリマー；ポリスチレン；ポリイミド；ポリパラフェニレンオキサイド、ポリ（２，６－
ジメチルフェニレンオキサイド）、ポリパラフェニレンスルフィド等のポリアリーレン類
（芳香族系ポリマー）；ポリオレフィン系ポリマー、ポリスチレン、ポリイミド、ポリア
リーレン類（芳香族系ポリマー）等に、スルホン酸基（－ＳＯ３Ｈ）、カルボキシル基（
－ＣＯＯＨ）、リン酸基、スルホニウム基、アンモニウム基、ピリジニウム基等を導入し
たもの；ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン等の含フッ素系のポリマー
；含フッ素系のポリマーの骨格にスルホン酸基、カルボキシル基、リン酸基、スルホニウ
ム基、アンモニウム基、ピリジニウム基等を導入したパーフルオロスルホン酸ポリマー、
パーフルオロカルボン酸ポリマー、パーフルオロリン酸ポリマー等；ポリブダジエン系化
合物；エラストマーやゲルなどのポリウレタン系化合物；シリコーン系化合物；ポリ塩化
ビニル；ポリエチレンテレフタレート；ナイロン；ポリアリレート等を挙げることができ
る。
【００２８】
　また、上記高分子バインダとしては、導電性を有する高分子を用いることもできる。か
かる高分子としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリアニリン、ポリピロ
ール、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリフェニレン等を挙げることができる。
【００２９】
　さらに、上記高分子バインダとしては、ゾル・ゲル法などで得られる高分子構造をもつ
金属酸化物も用いることができる。かかる金属酸化物としては、特に限定されるものでは
ないが、例えば、マンガン、ニッケル、コバルト、五酸化バナジウム系の金属酸化物を用
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いることができる。
【００３０】
　これらの高分子バインダの中でも、上記高分子バインダとしてはパーフルオロスルホン
酸／ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）共重合体、パーフルオロカルボン酸／ＰＴ
ＦＥ共重合体等をより好適に用いることができる。より具体的には、例えば、フレミオン
ＴＭ（旭硝子）、ナフィオンＴＭ（デュポン社製）等を好適に用いることができる。ここ
で、これらの高分子バインダは、単独で用いてもよいし、２種類以上を混合して用いても
よい。さらに、適当な溶媒で希釈して用いてもよい。さらに、これらポリマーを直接、バ
インダーとして添加する代わりに、これらポリマーに対応するモノマーを添加し、モノマ
ーの重合反応から、ポリマーを生成し、結果として高分子バインダとして機能させてもよ
い。
【００３１】
　また、上記高分子バインダは、上記フィルムと相溶性の高いポリマーであることが好ま
しい。これにより、上記フィルムとの、相溶性および接合性がより高いため、より強固な
電極を構成することが可能となる。このためには、上記高分子バインダは、上記フィルム
を構成する高分子化合物と、同種、類似または同一のポリマー構造を有するポリマー、ま
たは、同種、類似または同一の官能基を有するポリマーであることが好ましい。例えば、
上記フィルムが、パーフルオロスルホン酸である場合、上記高分子バインダは、パーフル
オロスルホン酸、パーフルオロカルボン酸、スルホン酸基を有するポリマー、カルボキシ
ル基を有するポリマー等であることが好ましい。
【００３２】
　また、上記高分子バインダは、上記フィルムを構成する高分子化合物と同種、類似また
は同一の高分子化合物を含んでなるものであってもよい。これにより、上記フィルムとの
、相溶性および接合性が高くなれば、強固な電極を構成することが可能となる。また、相
溶性および接合性の観点からは、上記フィルムを構成する高分子化合物と同種または同一
の高分子化合物の含有量は高ければ高い程よく、上記フィルムを構成する高分子化合物と
同一の高分子化合物からなることがさらに好ましい。
【００３３】
　また、本発明にかかる高分子アクチュエータの電極に分散されている上記カーボン粉末
は、上記高分子バインダに分散させることによって、電気導電性を付与できるものであれ
ば、特に限定されるものではない。かかるカーボン粉末としては、例えば、カーボンブラ
ック、活性炭、カーボンファイバー、カーボンチューブ、グラファイト等を挙げることが
できる。カーボンブラックとしては、例えば、チャネルブラック、サーマルブラック、フ
ァーネスブラック、アセチレンブラック等を挙げることができる。中でも、上記カーボン
粉末は、ファーネスブラックまたはアセチレンブラックであることが特に好ましい。これ
により、より好適に電気伝導性を付与することができる。
【００３４】
　また、上記カーボン粉末の平均粒子径は特に限定されるものではないが、０より大きく
１０μｍ以下であることが好ましく、０より大きく１μｍ以下であることがより好ましく
、０以上５００ｎｍ以下であることがさらに好ましく、０以上１００ｎｍ以下であること
が特に好ましい。また、カーボン粉末の平均粒子径が、１０μｍより大きいと、本発明の
高分子アクチュエータが屈曲しない場合があるため好ましくない。
【００３５】
　なお、カーボン粉末の平均粒子径は、動的光散乱式粒径分布測定装置、走査型電子顕微
鏡または透過型電子顕微鏡を用いて測定することができる。
【００３６】
　また、上記カーボン粉末の含有量は、上記高分子バインダ１００重量部に対して、１重
量部以上、１０００重量部以下であることが好ましく、１０重量部以上、５００重量部以
下であることがより好ましく、１００重量部以上、２００重量部以下であることがさらに
好ましい。カーボン粉末の量が、上記高分子バインダ１００重量部に対して１重量部以上
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であることにより、アクチュエータの電極として機能しうる電気伝導性を付与することが
できるため好ましい。また、カーボン粉末の量が、上記高分子バインダ１００重量部に対
して１０００重量部以下であることにより、アクチュエータの電極に、崩れることなく一
体を形成できる強度を付与することができるため好ましい。
【００３７】
　本発明にかかる高分子アクチュエータにおいて、上記電極は、上記フィルムの両面に形
成されている。ここで、電極が、上記フィルムの両面に形成されているとは、フィルムの
両面に上記電極が接合して固定されていればよい。また、上記電極中に分散するカーボン
粉末が、上記フィルムの表面および／または内部にまで分散していてもよい。このように
、上記カーボン粉末が、上記フィルムに食い込んで分散している場合には、導電性を有す
るカーボン粉末と、上記フィルムとの接触面積が大きいため、より効率よく電圧を印加す
ることができるのでより好ましい。なお、このように、上記カーボン粉末を、上記フィル
ムの表面および／または内部にまで分散させるためには、例えば、高分子バインダの溶液
に、カーボン粉末を分散させてペーストとし、当該ペーストで上記フィルムを挟んで加熱
プレスする方法を用いる場合、加熱プレスする前に、上記フィルムを、アルコール、ケト
ン、芳香族炭化水素等の有機溶媒または水であらかじめ膨潤させておけばよい。
【００３８】
　上記電極の厚みは、高分子アクチュエータの屈曲変形を阻害しない限り特に限定される
ものではないが、それぞれ、１μｍ以上２ｍｍ以下であることが好ましく、１μｍ以上５
００μｍ以下であることがより好ましく、５μｍ以上２００μｍ以下であることがさらに
好ましく、５μｍ以上１００μｍ以下であることが特に好ましい。電極の厚みが、１μｍ
未満であれば、高分子アクチュエータの電極として電気伝導性の点で問題となる場合があ
るので好ましくない。また、電極の厚みが、２ｍｍより大きくなれば、電極がカーボンを
含むことにより固くなりもろく割れやすくなり、また、フィルムの屈曲変形に伴って曲が
らなくなる場合があるため好ましくない。
【００３９】
　本発明にかかる高分子アクチュエータの電極は、上述したように、高分子バインダと、
その中に分散されているカーボン粉末とを含んでなることにより導電性が付与されている
。上記電極の電気抵抗値は、１０００Ω・ｃｍ以下であることが好ましく、１００Ω・ｃ
ｍ以下であることがより好ましい。上記電極の電気抵抗値が１０００Ω・ｃｍ以下である
ことにより、電極に低い電圧を印加したときに、本発明の高分子アクチュエータを屈曲さ
せることができる。
【００４０】
　また、上記電極は、高分子バインダと、その中に分散されているカーボン粉末とを含ん
でなるものであればよいが、カーボン粉末は均一に分散されていることがより好ましい。
これにより、電位が均一にかかるためより好ましい。
【００４１】
　また、上記電極は、高分子アクチュエータの機能に好ましくない影響を与えるものでな
い限り、高分子バインダおよびカーボン粉末以外の他の成分を含有していてもよい。かか
る他の成分としては、例えば、イオン性化合物、金属イオンなどを挙げることができる。
【００４２】
　（１－２）高分子化合物からなるフィルム
　本発明にかかる高分子アクチュエータにおいて、高分子化合物からなるフィルムは、高
分子化合物からなるフィルムの両面に形成されている電極間に電圧を印加することによっ
てフィルムが屈曲変形するタイプの高分子アクチュエータに使用される高分子化合物のフ
ィルムであれば特に限定されるものではない。したがって、上記高分子化合物は、イオン
伝導性高分子化合物であってもよいし、非イオン性高分子化合物であってもよい。なお、
イオン伝導性高分子化合物とは、電場下で電荷が移動して電流が流れるときに、電荷の担
い手がイオンである高分子化合物をいい、イオン性高分子化合物と同義である。
【００４３】
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　上記高分子化合物が例えばイオン伝導性高分子化合物である場合には、高分子アクチュ
エータの駆動メカニズムは、例えば、イオン伝導性高分子化合物がポリマーにアニオン性
官能基が導入されたポリアニオンである場合を例に挙げて説明すると以下のように考えら
れる。電圧の印加により、フィルム内で自由に移動できるカチオンがカソード側に移動し
、このカチオンに伴われて、フィルム内に含まれる水分子もカソード側に移動するため、
カソード側の浸透圧が上昇し、膜が膨張する。これに対し、イオン伝導性高分子化合物に
固定されているアニオンは、対極のアノード側に引き寄せられにくいため、アノード側の
カチオンの濃度が下がり、浸透圧が低下して膜が収縮する。カソード側の膨張と、アノー
ド側の収縮により、結果としてフィルムが屈曲変形する。なお、上記高分子化合物が、後
述するイオン性液体を含有している場合は、移動種がイオン性液体を構成するイオンとな
る。この場合、浸透圧の効果については不明であるが、高分子化合物からなるフィルムは
屈曲変形する。
【００４４】
　また、非イオン性高分子化合物を用いる場合は、そのメカニズムは不明であるが、酢酸
ナトリウム等のイオン性物質を加えた非イオン性高分子化合物からなる高分子膜に電圧を
印加することにより、高分子膜を屈曲変形させる方法が知られている。また、非イオン性
高分子化合物が、後述するイオン性液体を含有している場合は、電圧を印加すると、イオ
ン性液体を構成するアニオンはプラス極に、カチオンはマイナス極に引き寄せられる。イ
オン性液体を構成するアニオンとカチオンとはイオンの大きさが異なるので、イオンのサ
イズの違いからフィルムの極率に差が生じ、フィルムが屈曲変形すると考えられる。
【００４５】
　上記イオン伝導性高分子化合物としては、ポリカチオンを用いてもよいし、ポリアニオ
ンを用いてもよい。ポリアニオンの例としては、特に限定されるものではないが、例えば
、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリアリーレン類（芳香族系ポリマー）等
の基本骨格を持った公知のポリマーにアニオン性官能基として、スルホン酸基（－ＳＯ３

Ｈ）、カルボキシル基（－ＣＯＯＨ）、リン酸基等を導入したもの；含フッ素系のポリマ
ーの骨格にスルホン酸基、カルボキシル基、リン酸基などのアニオン性官能基を導入した
パーフルオロスルホン酸ポリマー、パーフルオロカルボン酸ポリマー、パーフルオロリン
酸ポリマー等を挙げることができる。中でも、上記ポリアニオンとしては、パーフルオロ
スルホン酸／ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）共重合体をより好適に用いること
ができる。ここで、パーフルオロスルホン酸／ＰＴＦＥ共重合体としては、市販されてい
るものでもよく、例えば、フレミオンＴＭ（旭硝子）、ナフィオンＴＭ（デュポン社製）
等を好適に用いることができる。
【００４６】
　また、ポリカチオンの例としても、特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチ
レン、ポリスチレン、ポリイミド、ポリアリーレン類（芳香族系ポリマー）等の公知のポ
リマーにカチオン性官能基として、スルホニウム基、アンモニウム基、ピリジニウム基等
を導入したものを挙げることができる。
【００４７】
　上記イオン伝導性高分子化合物は、作動時、すなわち、電圧を印加して屈曲変形させる
時点で、含水状態である必要がある。これにより、上記イオン伝導性高分子化合物からな
るフィルムに電圧を印加したときに、移動するイオンに伴われて水分子が移動し、フィル
ムを屈曲変形させることが可能となる。なお、上記イオン伝導性高分子化合物に水を含ま
せる方法としては、例えば、上記イオン伝導性高分子化合物を水、好ましくはイオン交換
水に含浸させればよい。また、同様に、後述するイオン性液体を用いる場合は、上記イオ
ン伝導性高分子化合物は、作動時に、水に加えて、あるいは、水に代えてイオン性液体を
含んでいる必要がある。
【００４８】
　また、上記イオン伝導性高分子化合物が、ポリアニオンである場合は、アニオン性官能
基のカウンターカチオンを、Ｌｉ＋、Ｎａ＋、Ｋ＋、アルキルアンモニウムイオン等に交
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換したものを用いることがより好ましい。また、上記イオン伝導性高分子化合物が、ポリ
カチオンである場合は、カチオン性官能基のカウンターアニオンを、Ｆ－、Ｃｌ－、Ｂｒ
－、芳香族または脂肪族のスルホン酸類、芳香族または脂肪族のカルボン酸類、芳香族ま
たは脂肪族のリン酸類等に交換したものを用いることがより好ましい。これにより、高分
子アクチュエータの屈曲度、屈曲速度を向上させることができるため好ましい。なお、上
記イオン伝導性高分子化合物のカウンターイオンを交換する方法としては、例えば、上記
イオン伝導性高分子化合物を、交換するイオンを含む塩の溶液中に含浸させればよい。こ
こで、溶液は、水溶液でもよいし、有機溶媒でもよいし、これらの混合溶媒でもよい。
【００４９】
　また、上記非イオン性高分子化合物としては、例えば、テトラフルオロエチレン、ポリ
フッ化ビニリデンなどの含フッ素系ポリマー；ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオ
レフィン系ポリマー；ポリブダジエン系化合物；エラストマーやゲルなどのポリウレタン
系化合物；シリコーン系化合物；熱可塑性のポリスチレン；ポリ塩化ビニル；ポリエチレ
ンテレフタレート等を挙げることができる。
【００５０】
　上記非イオン性高分子化合物は、イオン性物質を含んでいる必要がある。これにより、
上記非イオン性高分子化合物からなるフィルムに電圧を印加したときに、フィルムを屈曲
変形させることが可能となる。なお、上記非イオン性高分子化合物にイオン性物質を含ま
せる方法としては、例えば、上記非イオン性高分子化合物をイオン性物質の溶液に含浸さ
せればよい。ここで、溶液は、水溶液でもよいし、有機溶媒でもよいし、これらの混合溶
媒でもよい。
【００５１】
　上記イオン性物質としては、例えば、フッ化リチウム、臭化リチウム、臭化ナトリウム
、塩化マグネシウム、硫酸銅、酢酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム
等を挙げることができる。
【００５２】
　また、上記高分子化合物は、イオン性液体を含有しているものであってもよい。ここで
、イオン性液体とは、アニオンとカチオンとからなり、常温で液体の有機化合物塩をいう
。かかるイオン性液体は、有機化合物および無機化合物を溶解し、不揮発性で、高温でも
安定である。それゆえ、水を含む従来の金属電極を有する高分子アクチュエータを大気中
で使用する場合に電極表面から水の蒸発が起こり次第に屈曲変形が失われるという問題を
解決し、大気中での高分子アクチュエータの安定性を向上させることができる。
【００５３】
　上記イオン性液体としては、特に限定されるものではなく、イオン性液体として従来公
知のものを好適に用いることができる。かかるイオン性液体としては、例えば、ＣＦ３Ｓ
Ｏ３

－、ＢＦ４
－、ＰＦ６

－、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－、ＮＯ３
－、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ

－、（ＣＦ３ＳＯ２）３Ｃ－、（ＣＨ３）ＯＳＯ３
－、ＡｌＣｌ４

－、ＣｌＯ４
－、ＲＣ

ＯＯ－、ＲＳＯ３
－、ＮＨ２ＣＨＲＣＯＯ－、ＳＯ４

２－等をカウンターアニオンに持つ
、イミダゾリウムカチオン、ピリジニウムカチオン、テトラアルキルアンモニウムカチオ
ン等を好適に用いることができる。
【００５４】
　上記イミダゾリウムカチオンとしては、ジアルキルイミダゾリウムカチオン、トリアル
キルイミダゾリウムカチオン等を用いることができる。より具体的には、例えば、１－ブ
チル－３－メチルイミダゾリウムイオン、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムイオン
、１，２－ジメチル－３－プロピルイミダゾリウムイオン、１－ブチル－２，３－ジメチ
ルイミダゾリウムイオン、１－メチル－３－（3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8－トリデカフ
ルオロオクチル）イミダゾリウムイオン、１－ブチル－３－（3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,
8－トリデカフルオロオクチル）イミダゾリウムイオン、１，３－ジメチルイミダゾリウ
ムイオン、１－へキシル－３メチルイミダゾリウムイオン、１－メチル－３－オクチルイ
ミダゾリウムイオン、１－メチル－３－エチルイミダゾリウムイオン等を挙げることがで
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きる。
【００５５】
　また、上記ピリジニウムカチオンとしては、例えば、Ｎ－メチルピリジニウムイオン、
Ｎ－エチルピリジニウムイオン、Ｎ－プロピルピリジニウムイオン、Ｎ－ブチルピリジニ
ウムイオン、１－エチル－２－メチルピリジニウムイオン、１－ブチル－２メチルピリジ
ニウムイオン等を挙げることができる。
【００５６】
　また、上記テトラアルキルアンモニウムカチオンとしては、例えば、トリメチルプロピ
ルアンモニウム、トリメチルへキシルアンモニウム、テトラペンチルアンモニウム等を挙
げることができる。
【００５７】
　上記イオン性液体としては、例えば、上記アニオンと上記カチオンとの任意の組み合わ
せを挙げることができる。また、上記イオン性液体は、２以上のイオン性液体を組み合わ
せて用いてもよい。
【００５８】
　上記イオン性液体としては、より具体的には例えば、１－エチル－３－メチルイミダゾ
リウム・トリフルオロメタンスルフォネート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム・
テトラフルオロボレート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム・ヘキサフルオロホス
フェート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム・クロライド、１－エチル－３－メチ
ルイミダゾリウム・ブロマイド、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム・アイオダイド
等を挙げることができる。
【００５９】
　また、上記イオン性液体は重合性のものであってもよい。かかる重合性のイオン性液体
としては、特に限定されるものではないが、例えば、アリルアルキルイミダゾリウム塩を
好適に用いることができる。より具体的には例えば、１－アリル－３－エチルイミダゾリ
ム・トリフルオロメタンスルフォネート、１－アリル－３－エチルイミダゾリム・テトラ
フルオロボレート、１－アリル－３－エチルイミダゾリム・ヘキサフルオロホスフェート
、１－アリル－３－エチルイミダゾリム・クロライド、１－アリル－３－エチルイミダゾ
リム・ブロマイド、１－アリル－３－エチルイミダゾリム・アイオダイド、１－アリル－
３－ブチルイミダゾリム・トリフルオロメタンスルフォネート、１－アリル－３－ブチル
イミダゾリム・テトラフルオロボレート、１－アリル－３－ブチルイミダゾリム・ヘキサ
フルオロホスフェート、１－アリル－３－ブチルイミダゾリム・クロライド、１－アリル
－３－ブチルイミダゾリム・ブロマイド、１－アリル－３－ブチルイミダゾリムイミダゾ
リム・アイオダイド、１，３－ジアリルイミダゾリウム・トリフルオロメタンスルフォネ
ート、１，３－ジアリルイミダゾリウム・テトラフルオロボレート、１，３－ジアリルイ
ミダゾリウム・ヘキサフルオロホスフェート、１，３－ジアリルイミダゾリウム・クロラ
イド、１，３－ジアリルイミダゾリウム・ブロマイド、１，３－ジアリルイミダゾリウム
・アイオダイド等を挙げることができる。
【００６０】
　上記高分子化合物が、イオン伝導性高分子化合物である場合は、上述したように、作動
時に、含水状態である必要があるが、大気中での高分子アクチュエータの安定性の観点か
ら、上記イオン伝導性高分子化合物は、作動時に、水に加えて、あるいは、水に代えてイ
オン性液体を含んでいることが好ましい。また、上記高分子化合物が、非イオン性高分子
化合物である場合は、上述したように、上記イオン性物質を含んでいる必要があるが、イ
オン性物質に加えて、あるいは、上記イオン性物質に代えてイオン性液体を含んでいるこ
とが好ましい。
【００６１】
　なお、上記イオン性液体を含む上記高分子化合物は、例えば、上記イオン性液体に含浸
させるか、または、イオン性液体の溶液に上記高分子化合物からなるフィルムを含浸させ
た後、溶媒を除去することにより得ることができる。ここで、溶液は、水溶液でもよいし
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、有機溶媒でもよいし、これらの混合溶媒でもよい。
【００６２】
　また、上記フィルムの厚みは、例えば、１０μｍ以上、５ｍｍ以下であることが好まし
く、１００μｍ以上、５ｍｍ以下であることがより好ましく、１００μｍ以上、２ｍｍ以
下であることがさらに好ましい。上記フィルムの厚みが、１０μｍ以上であると、成形性
や寸法安定性の点で好ましい。また、上記フィルムの厚みが、５ｍｍ以下であると、加工
性や可撓性の点で好ましい。
【００６３】
　また、上記フィルムの形状としては、例えば、図１に示すように矩形平板状を挙げるこ
とができるが、これに限定されるものではなく、円形、三角形、楕円形、棒状等の平板状
であってもよいし、膜状であってもよいし、円筒状、螺旋状、コイル状等であってもよい
。
【００６４】
　また、本発明にかかる高分子アクチュエータは、さらに、前記電極間に電圧を印加する
電源装置と、当該電圧を制御する制御装置とを備えていてもよい。
【００６５】
　本発明のアクチュエータは、上記電極間に０．１～１０Ｖ程度の低い電圧を印加すると
、屈曲変形する。屈曲変形の方向、変位量、変位速度等は、上記高分子化合物からなるフ
ィルムの種類、電極の組成、移動するイオン種等により変動する。また、通常、電位の極
性を反転させると膜は反対方向に屈曲変形する。
【００６６】
　通常、白金を無電解メッキすることにより得られるアクチュエータでは、図５に見られ
るように、湿度９０％の含水量が高い状態（図５中、ａで示す。）では、厳密には原理は
わかっていないが、変位の後戻り現象が見られる。湿度を下げ、含水量を下げていくと、
図５中ｂ（湿度３０％）で示すように、この後戻り現象は少なくなる。本発明にかかる高
分子アクチュエータでは、湿度９０％でも後戻り現象が殆ど見られないことが示された。
アクチュエータの応用性を考えた場合、かかる性質は重要であると考えられる。
【００６７】
　（２）本発明にかかる高分子アクチュエータの製造方法
　本発明にかかる高分子アクチュエータの製造方法は、上記高分子アクチュエータを製造
することができる方法であればどのような方法であってもよいが、例えば、上記高分子バ
インダの溶液に、カーボン粉末を分散させてペーストとし、当該ペーストで上記フィルム
を挟んで加熱プレスする方法を好適に用いることができる。なお、ここで、「加熱プレス
する」とは、加熱しながらプレスすること、及び、プレスした状態で昇温することの両方
法を含む趣旨である。
【００６８】
　上記ペーストは、上記高分子バインダ、有機溶媒、及び、カーボン粉末を加えてよく混
合することによって得ることができる。なお、場合に応じて、上記有機溶媒に加えてさら
に水を加えてもよい。ここで、上記高分子バインダ、カーボン粉末、これらの割合につい
ては、上述したとおりであるので、ここでは説明を省略する。上記高分子バインダ、有機
溶媒、カーボン粉末を加える順序は特に限定されるものではないが、例えば、上記高分子
バインダを有機溶媒に溶解し、得られた上記高分子バインダの溶液に、カーボン粉末を加
えてよく混合することが好ましい。
【００６９】
　上記、有機溶媒としては、上記高分子バインダを溶解することができるものであれば、
特に限定されるものではないが、沸点が１５０℃以下、より好ましくは１００℃以下の有
機溶媒であることがより好ましい。これにより、熱プレス時に当該有機溶媒を良好に除去
することができる。かかる有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、１－プ
ロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール、イソブチルアルコー
ル、イソペンチルアルコール等のアルコール；アセトン、２－ブタノン、３－ペンタノン
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、メチルイソプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルｎ－プロピルケトン、３－ヘ
キサノン、メチルｎ－ブチルケトン等のケトン；ジエチルエーテル、ジイソプロピルエー
テル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン等のエーテル；ペンタン、ヘキサン、シ
クロヘキサン等の低級飽和炭化水素；酢酸エチルエステル等のエステル等を挙げることが
できる。
【００７０】
　これら有機溶媒は単独で用いてもよいし、これらを混合して用いてもよい。さらに、水
を混ぜて用いてもよい。
【００７１】
　本発明にかかる高分子アクチュエータは、得られたペーストで上記フィルムを挟んで加
熱プレスことにより、上記フィルムと一段階で接合することができる。
【００７２】
　加熱プレスは、上記ペーストを上記フィルムに塗布後加熱プレスする方法を用いてもよ
いし、金型を用いて２つの金型にそれぞれ上記ペーストを載せておき上記フィルムを挟ん
で加熱プレスする方法を用いてもよい。加熱プレスの温度は、上記高分子バインダの溶媒
を蒸発させるのに必要な温度であればよく、特に高分子バインダーが溶融する必要はない
。また、溶融温度以上でも、上記高分子バインダの分解温度以下であれば特に限定される
ものではなく、用いる高分子バインダ、フィルムを構成する高分子化合物、移動するイオ
ン種等に応じて適宜選択すればよい。また、プレス圧、時間についても、特に限定される
ものではなく、用いる高分子バインダ、フィルムを構成する高分子化合物、移動するイオ
ン種等に応じて適宜選択すればよい。例えば、加熱プレスの温度は、３０～１５０℃であ
ることが好ましい。また、プレス圧は１～１００ｋｇ／ｃｍ２であることが好ましく、１
０～５０ｋｇ／ｃｍ２であることがより好ましい。後述する実施例では、例えば、９０℃
～９５℃、２０ｋｇ／ｃｍ２、３０分で良好な高分子アクチュエータを製造することがで
きた。
【００７３】
　上記フィルムに、水、上記イオン性物質、上記イオン性液体、またはこれらの混合物を
含ませる場合には、上述したように、これらの溶液に上記フィルムを含浸させればよい。
ここで、含浸させる溶液の濃度、含浸させる時間は、特に限定されるものではなく、従来
公知の方法を用いればよい。なお、上記フィルムの、水、上記イオン性物質、上記イオン
性液体、またはこれらの混合物の溶液への含浸は、フィルムの両面に電極を形成した後に
行えばよい。
【００７４】
　また、上記フィルムは、そのまま用いてもよいが、以下の処理を行ってもよい。
ｉ）フィルムを洗浄し、付着した不純物やごみを除去する。フィルムを洗浄する方法とし
ては、フィルムを構成する高分子化合物を、極端に溶出させなければよく、酸で洗浄する
方法、イオン交換水等でイオン交換する方法等を用いることができる。例えば、パーフル
オロスルホン酸／ＰＴＦＥ共重合体の場合、フィルムの洗浄は、硝酸水溶液中で煮沸し、
イオン交換水中で煮沸することが好ましい。
ｉｉ）上記フィルムが、イオン伝導性高分子化合物である場合、カウンターカチオンやカ
ウンターアニオンを上述した他のイオン種にイオン交換する。かかる処理は必須ではなく
、プロトン型でも高分子アクチュエータとして作動するが、高分子アクチュエータの屈曲
度、屈曲速度を向上させることができるためかかる処理を行うことがより好ましい。なお
、上記イオン伝導性高分子化合物のカウンターイオンを交換する方法としては、上述した
ように、例えば、上記イオン伝導性高分子化合物を、交換するイオンを含む塩の溶液中に
含浸させればよい。ここで、溶液は、水溶液でもよいし、有機溶媒でもよいし、これらの
混合溶媒でもよい。
【実施例】
【００７５】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
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ものではない。
【００７６】
　なお、以下の実施例において、得られた高分子アクチュエータの屈曲変形の評価は以下
のようにして行った。
【００７７】
　得られた高分子アクチュエータの電極間に、±１Ｖ～±５Ｖの直流電圧をスイッチング
間隔３０秒で印加したときの、高分子アクチュエータの変位量を測定した。
【００７８】
　高分子アクチュエータの変位量は、得られた矩形平板状の高分子アクチュエータの短辺
端部を固定し、上記電圧を印加したときの、屈曲に伴う振れ幅（変位量）を、ＣＣＤカメ
ラを用いたイメージングによる評価計測により追跡した。
【００７９】
　〔実施例１：イオン伝導性高分子化合物からなるフィルムを用いた高分子アクチュエー
タの製造〕
　１ｃｍ×２ｃｍのパーフルオロスルホン酸からなるフィルム（プロトン型）（厚み：約
２００μｍ、フレミオンＴＭ、旭硝子製）を５０％硝酸水溶液中で１時間煮沸加熱した。
煮沸加熱したパーフルオロスルホン酸からなるフィルムをイオン交換水でよく洗浄した後
、イオン交換水中で１時間程度煮沸処理を行った。次に、カウンターカチオンをリチウム
イオンに交換するために、０．５Ｍ水酸化リチウム溶液１００ｍｌ中に３時間程度浸漬し
た。得られたフィルムをイオン交換水でよく洗浄した。
【００８０】
　高分子バインダとしてのパーフルオロスルホン酸膜（フレミオンＴＭ、旭硝子製）低級
アルコール溶液(10wt%)１ｍｌにカーボン粉末（アセチレンブラック）（デンカブラック
、電気化学工業製）０．１ｇを加え、２５℃でよく練って混合しペーストを得た。凹型の
金型２枚にそれぞれ得られたペーストを載せ、カウンターカチオンをリチウムイオンで交
換したパーフルオロスルホン酸フィルムを挟んで、ヒートプレス機（アズワン製）で加圧
した（９０℃～９５℃、２０ｋｇ／ｃｍ２、３０分）。
【００８１】
　得られた含水状態の高分子アクチュエータは、厚み約２００μｍのパーフルオロスルホ
ン酸フィルムの両面に、それぞれ、約１００μｍの、パーフルオロスルホン酸にカーボン
粉末が分散された電極が形成されていた。また、パーフルオロスルホン酸フィルムと、パ
ーフルオロスルホン酸にカーボン粉末が分散された電極との良好な接合性が確認された。
【００８２】
　得られた高分子アクチュエータについて、大気中で、両電極間に１～５Ｖの直流電圧を
印加し、高分子アクチュエータの屈曲変形を確認した。
【００８３】
　図２に、温度２５℃、湿度３０％、直流電圧±５Ｖをスイッチング間隔３０秒周期で印
加（ステップ）したときの変位量を示す。また、図４に、温度２５℃、直流電圧±３Ｖを
スイッチング間隔３０秒周期で印加（ステップ）したときの変位量の湿度効果を示す。図
４中、ａは湿度９０％のときの、ｂは湿度３０％のときの結果を示す。
【００８４】
　通常、白金を無電解メッキすることにより得られるアクチュエータでは、図５に見られ
るように、湿度９０％の含水量が高い状態では、変位の後戻り現象が見られる。本実施例
で得られた高分子アクチュエータでは、図４に示すように、湿度９０％の条件でも後戻り
現象が殆ど見られなかった。
【００８５】
　〔実施例２〕
　１ｃｍ×２ｃｍのパーフルオロスルホン酸からなるフィルム（プロトン型）（厚み：約
２００μｍ、フレミオンＴＭ、旭硝子製）を５０％硝酸水溶液中で１時間煮沸加熱した。
煮沸加熱したパーフルオロスルホン酸フィルムをイオン交換水でよく洗浄した後、イオン
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交換水中で１時間程度煮沸処理を行った。次に、カウンターカチオンをリチウムイオンに
交換するために、０．５Ｍ水酸化リチウム溶液１００ｍｌ中に３時間程度浸漬した。得ら
れたフィルムをイオン交換水でよく洗浄した。
【００８６】
　高分子バインダとしてのパーフルオロスルホン酸膜（フレミオンＴＭ、旭硝子製）低級
アルコール溶液(10wt%)１ｍｌにカーボン粉末（カーボンブラック（デンカブラック、電
気化学工業製）０．１ｇを加え、２５℃でよく練って混合しペーストを得た。凹型の金型
２枚にそれぞれ得られたペーストを載せ、カウンターカチオンをリチウムイオンで交換し
たパーフルオロスルホン酸フィルムを挟んで、ヒートプレス機（アズワン製）で加圧した
（９０℃～９５℃、２０ｋｇ／ｃｍ２、３０分）。
【００８７】
　フィルム内部の水をイオン性液体に交換するために、この膜を１１０℃～１２０℃程度
に加熱したオーブンに入れて１５時間程度乾燥させた後、次に１－エチル－３－メチルイ
ミダゾリウムトリフルオロメタンスルホネートに含浸させて、１１０℃～１２０℃で１５
時間加熱した。
【００８８】
　膜内の水をイオン性液体で置換した高分子アクチュエータは、厚み約２５０μｍのパー
フルオロスルホン酸フィルムの両面に、それぞれ、約１００μｍの、パーフルオロスルホ
ン酸にカーボン粉末が分散された電極が形成されていた。また、パーフルオロスルホン酸
フィルムと、パーフルオロスルホン酸にカーボン粉末が分散された電極との良好な接合性
が確認された。
【００８９】
　得られた高分子アクチュエータについて、大気中で、両電極間に１～５Ｖの直流電圧を
印加し、高分子アクチュエータの屈曲変形を確認した。
【００９０】
　図３に、温度２５℃、湿度３０％、直流電圧±５Ｖをスイッチング間隔３０秒周期で印
加（ステップ）したときの変位量を示す。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明にかかる高分子アクチュエータは、従来の貴金属を用いた高分子アクチュエータ
に比べて、コスト的に安価で、短時間で簡単に製造可能であるので、家電製品や工業製品
におけるノイズがなく巧みでなめらかな動きが要求される部分、真のヒューマノイドロボ
ット、汎用ロボット等に利用することができ非常に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】従来の高分子アクチュエータおよび本発明の高分子アクチュエータの一実施形態
を示す概略図であり、（ａ）は電圧印加前の、（ｂ）は電圧印加時の高分子アクチュエー
タを示す概略図である。
【図２】実施例１において得られた高分子アクチュエータの電圧印加による屈曲変形の変
位量を示すグラフである。
【図３】実施例２において得られた高分子アクチュエータの電圧印加による屈曲変形の変
位量を示すグラフである。
【図４】実施例１において得られた高分子アクチュエータの電圧印加による屈曲変形の変
位量を示すグラフである。
【図５】従来の高分子アクチュエータの電圧印加による屈曲変形の変位量を示すグラフで
ある。
【符号の説明】
【００９３】
　１　　　　　フィルム
　２ａ・２ｂ　電極
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