
JP 5266617 B2 2013.8.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体高分子電解質及びカチオン分子を第１の溶媒に溶解させ、アニオン・カチオンコン
プレックスを形成するコンプレックス形成工程と、
　前記アニオン・カチオンコンプレックスが形成された固体高分子電解質及び非電解質高
分子を第２の溶媒に溶解させる非電解質溶解工程と、
　前記非電解質溶解工程で得られた溶液をキャスト製膜し、膜を得る製膜工程と、
　エタノール／塩酸混合溶媒を用いて前記膜から前記カチオン分子の８０％以上を除去す
る除去工程と
を備えた電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法。
【請求項２】
　前記固体高分子電解質は、ポリアリーレン系又はポリアゾール系の重合体を含み、前記
重合体に含まれる芳香環及び複素環のいずれか１以上にプロトン酸基が導入されたもので
ある請求項１に記載の電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法。
【請求項３】
　前記非電解質高分子は、ポリアリーレン系又はポリアゾール系の重合体を含むものであ
る請求項１又は２に記載の電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法。
【請求項４】
　前記カチオン分子は、アミン化合物、アンモニウム塩、イミダゾール誘導体、ピリジン
誘導体、キノリン誘導体、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、及び、ピラジン誘導体
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から選ばれるいずれか１以上である請求項１から３までのいずれかに記載の電解質／非電
解質ブレンド膜の製造方法。
【請求項５】
　前記コンプレックス形成工程は、前記固体高分子電解質に含まれるすべてのプロトン酸
基をアニオン・カチオンコンプレックスに変換することができる量の５０％以上１５０％
以下の前記カチオン分子を前記第１の溶媒に溶解させるものである請求項１から４までの
いずれかに記載の電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電解質／非電解質ブレンド膜及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、固
体高分子型燃料電池、水電解装置、ハロゲン化水素酸電解装置、食塩電解装置、酸素及び
／又は水素濃縮器、湿度センサ、ガスセンサ等の各種電気化学デバイスに用いられる電解
質膜として好適な電解質／非電解質ブレンド膜及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体高分子型燃料電池は、固体高分子電解質膜の両面に電極が接合された膜電極接合体
（ＭＥＡ）を基本単位とする。また、固体高分子型燃料電池において、電極は、一般に、
拡散層と触媒層の二層構造をとる。拡散層は、触媒層に反応ガス及び電子を供給するため
のものであり、カーボンペーパー、カーボンクロス等が用いられる。また、触媒層は、電
極反応の反応場となる部分であり、一般に、白金等の電極触媒を担持したカーボンと固体
高分子電解質（触媒層内電解質）との複合体からなる。
【０００３】
　このようなＭＥＡを構成する電解質膜あるいは触媒層内電解質には、耐酸化性に優れた
炭化フッ素系電解質（例えば、ナフィオン（登録商標、デュポン社製）、アシプレックス
（登録商標、旭化成（株）製）、フレミオン（登録商標、旭硝子（株）製）等。）を用い
るのが一般的である。また、炭化フッ素系電解質は、耐酸化性に優れるが、一般に極めて
高価である。そのため、固体高分子型燃料電池の低コスト化を図るために、炭化水素系電
解質の使用も検討されている。
【０００４】
　最近、芳香族ポリアリーレンエーテルケトン類や芳香族ポリアリーレンエーテルスルホ
ン類などの芳香族ポリアリーレンエーテル化合物は、燃料電池用高分子電解質膜としての
有望な骨格構造と考えられている。例えば、非特許文献１には、ポリアリールエーテルス
ルホンをスルホン化したものが開示されている。また、特許文献１には、ポリエーテルエ
ーテルケトンをスルホン化したものが開示されている。しかし、これらの高分子電解質膜
は、プロトン伝導度は高い性能を示すが、高湿条件になると膜の膨潤が大きいので、燃料
電池用電解質としての使用が困難となる欠点を有している。
【０００５】
　そこでこの問題を解決するために、従来から種々の提案がなされている。例えば、非特
許文献２、３には、酸性基含有ポリマを塩基性ポリマとブレンドした電解質膜が開示され
ている。同文献には、高分子鎖間の酸・塩基化学架橋により、高湿下での電解質膜の膨潤
が抑制される点が記載されている。
　また、非特許文献４には、スルホン化ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）とポリ
エーテルスルホン（ＰＥＳ）のブレンド膜が開示されている。同文献には、２種類のポリ
マをブレンドすると、乾燥状態において高い可撓性を示し、かつ、形状安定性が向上する
点が記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平６－９３１１４号公報
【非特許文献１】Journal of Membrane Science, 1993, vol.83, 221
【非特許文献２】Solid State Ionics, 1999, vol.125, 243
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【非特許文献３】Journal of Applied Polymer Science, 1999, vol.74, 67
【非特許文献４】Journal of Membrane Science, 2001, vol.18b, 29
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　高分子鎖間を酸・塩基化学架橋させる方法は、含水時における電解質膜の膨潤を抑制す
る方法、あるいは、膜の強度を向上させる方法として有効である。しかしながら、この方
法は、電解質中のプロトン酸基を介して架橋が行われるので、塩基性ポリマの混合割合が
増すほど、電解質膜のイオン伝導度が低下する欠点を有している。
　また、電解質と非電解質とを共通溶媒を用いて単純ブレンドする方法でも、電解質膜の
膨潤をある程度抑制することができる。しかしながら、電解質と非電解質とを単にブレン
ドする方法では、電解質内に数μメートル以上の粗大な非電解質が分散した状態となる。
さらに、電解質と非電解質の両者を溶解させることができる溶媒は限られているので、電
解質及び非電解質の種類によっては、ブレンド膜自体が得られない場合がある。そのため
、この方法による膜平面方向の膨潤の抑制、あるいは、強度の向上には、限界がある。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、相対的に高いイオン伝導度、及び／又は、含水時に
おける相対的に小さな膨潤率を有する電解質／非電解質ブレンド膜及びその製造方法を提
供することにある。
　また、本発明が解決しようとする課題は、相対的に高いイオン伝導度、含水時における
相対的に小さな膨潤率、及び／又は、相対的に高い強度を有する電解質／非電解質ブレン
ド膜及びその製造方法を提供することにある。
　さらに、本発明が解決しようとする他の課題は、このような特性を有する電解質／非電
解質ブレンド膜を容易に製造することが可能な電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法は、固
体高分子電解質及びカチオン分子を第１の溶媒に溶解させ、アニオン・カチオンコンプレ
ックスを形成するコンプレックス形成工程と、前記アニオン・カチオンコンプレックスが
形成された固体高分子電解質及び非電解質高分子を第２の溶媒に溶解させる非電解質溶解
工程と、前記非電解質溶解工程で得られた溶液をキャスト製膜し、膜を得る製膜工程と、
エタノール／塩酸混合溶媒を用いて前記膜から前記カチオン分子の８０％以上を除去する
除去工程とを備えていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　固体高分子電解質及びカチオン分子を第１の溶媒に溶解させると、プロトン酸基のプロ
トンとカチオン分子とがイオン交換し、アニオン・カチオンコンプレックスが形成される
。アニオン・カチオンコンプレックスは、プロトン酸基を疎水化させ、非電解質高分子と
の相溶性を向上させる作用がある。そのため、アニオン・カチオンコンプレックスが導入
された固体高分子電解質と非電解質高分子とを第２の溶媒に溶解させ、この溶液をキャス
ト製膜すると、島サイズ１μｍ以下の相分離構造若しくは均一（相溶）構造を有するブレ
ンド膜が得られる。さらに、得られた膜からカチオン分子の８０％以上を除去すると、ア
ニオン・カチオンコンプレックスの８０％以上がプロトン酸基に戻ると同時に、膜内には
カチオン分子相当の大きさを有する相対的に大きなプロトン伝導パスが形成される。その
ため、得られた電解質／非電解質ブレンド膜は、含水時における相対的に小さな膨潤率、
相対的に高い強度、及び／又は、相対的に高いイオン伝導度を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。
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　本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜は、固体高分子電解質と、非電解質高分子と
の混合物からなる。
【００１２】
　本発明において、固体高分子電解質は、特に限定されるものではなく、炭化フッ素系電
解質又は炭化水素系電解質のいずれであっても良い。
　ここで、「炭化フッ素系電解質」とは、全フッ素系電解質又は部分フッ素系電解質をい
う。
　「全フッ素系電解質」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｆ結合を含み、Ｃ－Ｈ結合を含まない
ものをいう。本発明において、「全フッ素系電解質」というときは、ポリマ骨格中に、Ｃ
－Ｆ結合以外の構造（例えば、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ(＝Ｏ)－、－Ｎ(Ｒ)－等。但し、「
Ｒ」は、アルキル基。）を有するものも含まれる。
　「部分フッ素系電解質」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｆ結合とＣ－Ｈ結合の双方を含むも
のをいう。
　「炭化水素系電解質」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｈ結合を含み、Ｃ－Ｆ結合を含まない
ものをいう。
　本発明に係るブレンド膜には、これらのいずれか１種の電解質のみが含まれていても良
く、あるいは、２種以上が含まれていても良い。
【００１３】
　これらの中でも、固体高分子電解質は、芳香環及び複素環の少なくとも一方を有する重
合体からなり、芳香環及び複素環のいずれか１以上にプロトン酸基が結合しているものが
好ましい。
　このような固体高分子電解質としては、
（１）　ポリアリーレン系重合体（例えば、ポリエーテル系、ポリケトン系、ポリスルホ
ン系、ポリエーテルスルホン系、ポリエーテルエーテルスルホン系、ポリフェニレンオキ
シド系、ポリフェニレンスルフィド系、ポリフェニレンスルホキシド系、ポリエーテルケ
トンケトン系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリアミドイミド系）を含み、重合体に含
まれる芳香環及び複素環のいずれか１以上にプロトン酸基が結合しているもの、
（２）　ポリアゾール系重合体（例えば、ポリベンゾイミダゾール系、ポリベンゾチアゾ
ール系、ポリベンゾオキサゾール系）を含み、重合体に含まれる芳香環及び複素環のいず
れか１以上にプロトン酸基が結合しているもの、
が挙げられる。
　また、プロトン酸基としては、スルホン酸、ホスホン酸、カルボン酸が挙げられ、これ
らの中でもスルホン酸が最も好ましい。
【００１４】
　ポリアリーレン系構造の繰り返し構成単位を含む重合体（ポリアリーレン系重合体）を
含む固体高分子電解質は、具体的には、式（１）に示すものが好ましい。
【００１５】
【化１】

【００１６】
　式（１）中、Ｘ1、Ｘ2、及びＸ3は、それぞれ、単結合、フェニル基、ナフチル基、ア
ントラセニル基、フェナンチル基などからなる。これらの基の内、フェニル基、ナフチル
基が好ましい。また、ポリマーユニット全体の２０～１００％のユニットに含まれるＸ1

、Ｘ2、Ｘ3の１種以上には、プロトン酸基が結合している。
　Ａ、Ｂ及びＣは、２価の単結合又は有機基を示す。具体的には、－ＣＯ－、－ＳＯ2－
、－ＳＯ－、－ＣＯＮＨ－、－ＣＯＯ－、－(ＣＦ2)－、－Ｃ(ＣＦ2)2－、－(ＣＨ2)－、
－Ｃ(ＣＨ2)2－、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－Ｃ≡Ｃ－などが挙げられる。
　ｎは、１０～１００００の整数を示す。
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【００１７】
　また、ポリアゾール系構造の繰り返し構成単位を含む重合体（ポリアゾール系重合体）
を含む固体高分子電解質は、具体的には、式（２）に示すものが好ましい。
【００１８】
【化２】

【００１９】
　式（２）中、Ｘ4は、Ｏ、Ｓ、Ｎ原子のいずれかを表す。また、Ｘ5は、単結合、フェニ
ル基、ナフチル基、アントラセニル基、フェナンチル基を表す。また、ポリマーユニット
全体の２０～１００％のユニットに含まれるＸ5又はベンズアゾール基中の芳香環及び／
又は複素環には、プロトン酸基が結合している。
【００２０】
　本発明において、「非電解質高分子」とは、高分子鎖内にプロトン酸基を有しない高分
子化合物をいう。非電解質高分子は、炭化フッ素系高分子又は炭化水素系高分子のいずれ
であっても良い。
　ここで、「炭化フッ素系高分子」とは、全フッ素系高分子又は部分フッ素系高分子をい
う。
　「全フッ素系高分子」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｆ結合を含み、Ｃ－Ｈ結合を含まない
ものをいう。本発明において、「全フッ素系高分子」というときは、ポリマ骨格中に、Ｃ
－Ｆ結合以外の構造（例えば、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ(＝Ｏ)－、－Ｎ(Ｒ)－等。但し、「
Ｒ」は、アルキル基。）を有するものも含まれる。
　「部分フッ素系高分子」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｆ結合とＣ－Ｈ結合の双方を含むも
のをいう。
　「炭化水素系高分子」とは、ポリマ骨格中にＣ－Ｈ結合を含み、Ｃ－Ｆ結合を含まない
ものをいう。
　本発明に係るブレンド膜は、これらのいずれか１種の非電解質のみが含まれていても良
く、あるいは、２種以上が含まれていても良い。
【００２１】
　これらの中でも、非電解質高分子は、上述したポリアリーレン系重合体であって、プロ
トン酸基を含まないものが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る方法を用いて固体高分子電解質と非電解質高分子とをブレンドすると、単
純ブレンドの場合と比較して、小サイズの相分離構造若しくは均一（相溶）構造が得られ
る。「相分離構造」とは、固体高分子電解質内に非電解質高分子からなる島状の粒子が分
散している構造をいう。後述する方法を用い、かつ、組成を最適化すると、固体高分子電
解質内に、島サイズ径が１μｍ以下である非電解質高分子が分散している相分離構造が得
られる。
　本発明に係るブレンド膜は、このような構造を備えているので、固体高分子電解質のみ
からなる膜に比べて、膜平面方向の膨潤率が小さい。ここで、「膜平面方向の膨潤率」と
は、絶乾状態の膜に対する、２５℃の水中に一晩浸漬した後の膜の平面方向の寸法の変化
率をいう。組成、後述する製造条件等を最適化すると、膨潤率が、固体高分子電解質のみ
からなる膜の１／２以下であるブレンド膜が得られる。
【００２３】
　次に、本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法について説明する。
　本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜の製造方法は、コンプレックス形成工程と、
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非電解質溶解工程と、製膜工程と、除去工程とを備えている。
【００２４】
　コンプレックス形成工程は、固体高分子電解質及びカチオン分子を第１の溶媒に溶解さ
せ、アニオン・カチオンコンプレックスを形成する工程である。
　「カチオン分子」とは、固体高分子電解質に含まれるプロトン酸基のプロトンとイオン
交換することによって、アニオン・カチオンコンプレックスを形成することができる化合
物をいう。このようなカチオン分子としては、具体的には、アミン化合物、アンモニウム
塩、イミダゾール誘導体、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、ピリダジン誘導体、ピリミ
ジン誘導体、ピラジン誘導体などがある。これらは、それぞれ単独で用いても良く、ある
いは、２種以上を組み合わせて用いても良い。
【００２５】
　アミン化合物としては、具体的には、ブチルアミン、ヘキシルアミン、メチルアミン、
エチルアミン、プロピルアミン、ペンチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、
ジエチルアミン、トリエチルアミン、フェニルアミンなどがある。
　アンモニウム塩としては、具体的には、テトラブチルアンモニウムブロミド、テトラメ
チルアンモニウムクロリド、テトラエチルアンモニウムブロミド、テトラプロピルアンモ
ニウムブロミド、テトラブチルアンモニウムブロミド、テトラペンチルアンモニウムブロ
ミド、テトラヘプチルアンモニウムブロミド、テトラヘキシルアンモニウムブロミド、テ
トラオクチルアンモニウムブロミド、トリエチルヘキシルアンモニウムブロミド、トリエ
チルメチルアンモニウムブロミドなどがある。
　イミダゾール誘導体としては、具体的には、イミダゾール、１－メチルイミダゾール、
２－メチルイミダゾール、４－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾール、１，２－
ジメチルイミダゾールなどがある。
　ピリジン誘導体としては、具体的には、ピリジン、２－エチルピリジン、３－エチルピ
リジン、４－エチルピリジン、１，２－ジメチルピリジンイオダイドなどがある。
　キノリン誘導体としては、具体的には、キノリン、３－メチルキノリン、６－メチルキ
ノリン、７－メチルキノリン、８－メチルキノリンなどがある。
　ピリダジン誘導体としては、具体的には、ピリダジン、４－メチルピリダジンなどがあ
る。
　ピリミジン誘導体としては、具体的には、ピリミジン、４－メチルピリミジン、４，６
－ジメチルピリジミンなどがある。
　ピラジン誘導体としては、具体的には、ピラジン、２－メチルピラジン、エチルピラジ
ン、２，３－ジメチルピラジン、２，５－ジメチルピラジン、２，６－ジメチルピラジン
などがある。
【００２６】
　第１の溶媒は、固体高分子電解質及びカチオン分子の双方を溶解させることが可能なも
のであればよい。第１の溶媒としては、具体的には、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）
、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、Ｎ－メチルピ
ロリドン（ＮＭＰ）、メタノール、エタノール、プロパノール、１，２－ジクロロエタン
、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、Ｏ－ジクロロベンゼン、テトラヒドロフ
ラン（ＴＨＦ）、メチルエチルケトン、ヘキサン、キシレン、トルエン、ジクロロエタン
などがある。これらは、単独で用いても良く、あるいは、２種以上を組み合わせて用いて
も良い。また、第１の溶媒への溶解手順は、特に限定されるものではなく、アニオン・カ
チオンコンプレックスが形成できる限り、いずれを先に溶解させても良い。
【００２７】
　第１の溶媒に溶解させる固体高分子電解質の量は、特に限定されるものではなく、固体
高分子電解質の溶解度、作業性等を考慮して、任意に選択することができる。
　カチオン分子の量は、固体高分子電解質中のプロトン酸基のすべてをアニオン・カチオ
ンコンプレックスに変換できる量以上の量であればよい。一般に、カチオン分子の量が少
ない場合、相対的に多量のプロトン酸基が残り、島サイズ１μｍ以下の相分離構造若しく
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は均一（相溶）構造を得るのが困難となる。カチオン分子の量は、具体的には、すべての
プロトン酸基をアニオン・カチオンコンプレックスに変換できる量の５０％以上が好まし
く、さらに好ましくは、８０％以上である。
　一方、必要以上のカチオン分子の添加は、実益がない。従って、カチオン分子の量は、
すべてのプロトン酸基をアニオン・カチオンコンプレックスに変換できる量の１５０％以
下が好ましく、さらに好ましくは、１２０％以下である。
【００２８】
　非電解質溶解工程は、アニオン・カチオンコンプレックスが形成された固体高分子電解
質及び非電解質高分子を第２の溶媒に溶解させる工程である。
　第２の溶媒は、アニオン・カチオンコンプレックスが形成された固体高分子電解質及び
非電解質高分子の双方を溶解可能なものであればよい。また、第２の溶媒は、第１の溶媒
と同一の溶媒であっても良く、あるいは、異なる溶媒でも良い。第２の溶媒としては、具
体的には、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメ
チルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、メタノール、エタノ
ール、プロパノール、１，２－ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメ
タン、Ｏ－ジクロロベンゼン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、メチルエチルケトン、ヘ
キサン、キシレン、トルエン、ジクロロエタンなどがある。
　第２の溶媒が第１の溶媒と同一である場合、コンプレックス形成工程で得られた溶液に
、直接、非電解質高分子を溶解させても良い。一方、第２の溶媒が第１の溶媒と異なる場
合、コンプレックス形成工程で得られた溶液から、揮発、置換等により固体高分子電解質
を分離し、これを第２の溶媒に溶解させればよい。
　第２の溶媒に溶解させる固体高分子電解質及び非電解質高分子の量は、特に限定される
ものではなく、目的とする組成、固体高分子電解質及び非電解質高分子の溶解度、作業性
等に応じて、任意に選択することができる。
【００２９】
　製膜工程は、非電解質溶解工程で得られた溶液をキャスト製膜し、膜を得る工程である
。製膜方法は、特に限定されるものではなく、周知の方法を用いることができる。溶液を
適当な基材（例えば、ポリテトラフルオロエチレン基板、ガラスシャーレなど）表面にキ
ャストし、第２の溶媒を除去すると、アニオン・カチオンコンプレックスを含むブレンド
膜が得られる。
【００３０】
　除去工程は、膜からカチオン分子の８０％以上を除去する工程である。カチオン分子の
除去は、得られたブレンド膜を酸水溶液に浸漬することにより行う。カチオン分子の除去
に用いる酸としては、具体的には、塩酸、硝酸、硫酸などがある。酸水溶液中の酸濃度、
浸漬時間等は、特に限定されるものではなく、効率よくカチオン分子を除去できる条件で
あればよい。除去工程は、カチオン分子の８０％以上を除去するものが良い。
　また、カチオン分子の分子量が大きい場合、酸水溶液で処理する前又はこれと同時に、
膜を膨潤させる処理を施すのが好ましい。膜を若干、膨潤させた状態で酸処理を行うと、
カチオン分子の除去を容易に行うことができる。このような処理としては、
（１）　酸水溶液による処理を相対的に高温（室温～１００℃）で行う方法、
（２）　酸水溶液にアルコール（例えば、エタノール）を添加する方法、
などがある。
【００３１】
　次に、本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜及びその製造方法の作用について説明
する。固体高分子電解質と非電解質高分子とをブレンドする場合において、ブレンド条件
を最適化すると、島サイズ１μｍ以下の相分離構造若しくは均一（相溶）構造を有するブ
レンド膜が得られる。膜内にこれらの構造が形成されると、膜平面方向の膨潤が抑制され
る。
　島サイズが１μｍ以下の相分離構造若しくは均一（相溶）構造を持つことで、膨潤抑制
効果を持つ理由を以下に述べる。
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　固体高分子電解質は、一般に水中において含水し、膨潤する。一方、一般的な非電解質
高分子は、含水せず、膨潤しない。これらの異なる性質を持ったポリマをブレンドしたブ
レンド膜についての膨潤特性を考えた場合、膨潤特性に寄与する因子として、固体高分子
電解質／非電解質高分子の分子の絡み合いがある。この絡み合いによって（水中で）膨潤
する固体高分子電解質を非電解質高分子が抑えることにより、膨潤抑制効果を発揮する。
また、このことから膨潤抑制効果を高くするためには、固体高分子電解質と非電解質高分
子との分子の絡み合いを多くすることが有効であり、より小さいサイズの非電解質高分子
が分散したブレンド膜若しくは均一（相溶）構造を持つブレンド膜が高い膨潤抑制効果を
持つ。
　しかしながら、固体高分子電解質は、一般に、プロトン酸基のある部分が親水性であり
、その他の部分は疎水性である。一方、非電解質高分子は、一般に疎水性であるので、固
体高分子電解質との相溶性が低い。そのため、固体高分子電解質と非電解質高分子とを単
にブレンドする方法では、島サイズ１μｍ以下の相分離構造を得るのが困難である。また
、相分離構造が得られた場合であっても、非電解質高分子の大きさが５μｍ以上となる。
従って、この方法では、強度の向上や膜平面方向の膨潤抑制に限界がある。
【００３２】
　これに対し、固体高分子電解質及びカチオン分子を第１の溶媒に溶解させると、プロト
ン酸基のプロトンとカチオン分子がイオン交換し、アニオン・カチオンコンプレックスが
形成される。アニオン・カチオンコンプレックスは、プロトン酸基を疎水化させ、非電解
質高分子との相溶性を向上させる作用がある。そのため、アニオン・カチオンコンプレッ
クスが導入された固体高分子電解質と非電解質高分子とを第２の溶媒に溶解させ、この溶
液をキャスト製膜すると、島サイズ１μｍ以下の相分離構造を有するブレンド膜が得られ
る。さらに、得られた膜からカチオン分子の８０％以上を除去すると、アニオン・カチオ
ンコンプレックスの８０％以上がプロトン酸基に戻ると同時に、膜内にはカチオン分子相
当の大きさを有する相対的に大きなプロトン伝導パスが形成される。そのため、得られた
電解質／非電解質ブレンド膜は、含水時における相対的に小さな膨潤率、相対的に高い強
度、及び／又は、相対的に高いイオン伝導度を示す。
　さらに、アニオン・カチオンコンプレックスが形成された固体高分子電解質は、疎水性
が大きくなり、非電解質高分子様の性質を持つことから、溶解性が変化し、非電解質高分
子とブレンドする際に使用できる共通溶媒の種類が増え、ブレンドを容易に行うことがで
きる。
【実施例】
【００３３】
（実施例１）
　スルホン化ポリエーテルエーテルケトン（Ｓ－ＰＥＥＫ）０．４ｇをはかり取り、８ｍ
ＬのＤＭＡｃに溶解・攪拌した（溶液Ａ）。この溶液Ａにテトラブチルアンモニウムブロ
ミド０．３２ｇを添加し、さらに攪拌した（溶液Ｂ）。次に、ポリエーテルスルホン（Ｐ
ＥＳ）０．１ｇ（ＰＥＳ含有量２０ｗｔ％相当）をはかり取り、これを溶液Ｂに添加し、
良く攪拌した（溶液Ｃ）。φ１００ｍｍのシャーレに溶液Ｃを注ぎ、ドラフト内の水平台
の上に乗せ、３日間室温下に放置した。概ねＤＭＡｃがなくなったところで、シャーレご
と真空乾燥（６０℃、２時間）した。
　次に、余分なＤＭＡｃを除去するために、膜をシャーレから剥がし、１Ｎ塩酸で洗浄（
ゆっくり攪拌しながら一晩。その後、新しい塩酸に替えて２時間攪拌）した。さらに、イ
オン交換水による洗浄（１時間ゆっくり攪拌×３回）を行い、真空乾燥（１４０℃、２時
間）を行った。
　次に、テトラブチルアンモニウムブロミドを除去するために、膜をＥｔＯＨ／ＨＣｌ混
合溶液（ＥｔＯＨ／ＨＣｌ＝９／１）中で洗浄（４０℃、ゆっくり攪拌、２４時間）した
。さらに、イオン交換水による洗浄（１時間ゆっくり攪拌×３回）を行い、真空乾燥（６
０℃、一晩）を行った。
（比較例１）
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　テトラブチルアンモニウムブロミド及びＰＥＳを用いなかった以外は、実施例１と同一
の手順に従い、Ｓ－ＰＥＥＫのみからなる膜を作製した。
（比較例２）
　テトラブチルアンモニウムブロミドを用いなかった以外は、実施例１と同一の手順に従
い、ブレンド膜（ＰＥＳ含有量２０ｗｔ％相当）を作製した。
【００３４】
　実施例１及び比較例１～２で得られた膜について、当量重量（ＥＷ：Equivalent Weigh
t）、電気伝導度、含水率、及び、含水時の膨潤率を測定した。表１に、その結果を示す
。Ｓ－ＰＥＥＫとＰＥＳとを単にブレンドした場合（比較例２）、膜平面方向の膨潤率は
、２２％であり、Ｓ－ＰＥＥＫのみの場合（比較例１）よりも抑制された。しかしながら
、含水率が低下したために、電気伝導度は、０．０４５Ｓ／ｃｍに低下した。
　これに対し、テトラブチルアンモニウムブロミドで処理した実施例１の場合、膜平面方
向の膨潤率は、１５％であり、Ｓ－ＰＥＥＫのみの場合（比較例１）、及びＳ－ＰＥＥＫ
とＰＥＳとを単にブレンドした場合（比較例２）よりも大幅に抑制された。また、含水率
がＳ－ＰＥＥＫのみの場合とほぼ同等に維持されたために、電気伝導度は、０．０５２Ｓ
／ｃｍであった。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　図１及び図２に、それぞれ、実施例１及び比較例２で得られたブレンド膜の光学顕微鏡
写真を示す。比較例２で得られた膜は、図２に示すように、サブミクロンオーダの島構造
が見られる不均一膜であった。島の部分は、その量からＰＥＳと推定される。これに対し
、実施例１で得られた膜は、図１に示すように、不均一さが見られず、透明の膜であった
。これは、実施例１で得られた膜が、島サイズ１μｍ以下の相分離構造若しくは均一（相
溶）構造を持っていることを示している。また、実施例１で得られたブレンド膜の膜平面
方向の膨潤率が相対的に小さく、かつ、電気伝導度が相対的に大きいのは、テトラブチル
アンモニウムブロミドで処理することによって、そうでない場合と比べて大きな伝導パス
が形成されたためと考えられる。
【００３７】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
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限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改変が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明に係る電解質／非電解質ブレンド膜及びその製造方法は、固体高分子型燃料電池
、水電解装置、ハロゲン化水素酸電解装置、食塩電解装置、酸素及び／又は水素濃縮器、
湿度センサ、ガスセンサ等の各種電気化学デバイスに用いられる電解質膜及びその製造方
法として使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施例１で得られたブレンド膜の光学顕微鏡写真である。
【図２】比較例２で得られたブレンド膜の光学顕微鏡写真である。

【図１】

【図２】
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