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(57)【要約】
　（ｉ）２つの最も外側の表面を含む細長い多孔性ウエブを提供する工程；（ｉｉ）前記
細長い多孔性ウエブを、前記細長い多孔性ウエブに対して平行である、上部スロット面お
よび下部スロット面（ただし、前記面は実質的に垂直方向を持つ）をそれぞれが有する２
つのスロットを含む２つの含浸ヘッド［６］および［６’］の間において下側に輸送し、
これにより、少なくとも１つの膜ポリマーと、そのための少なくとも１つの溶媒とを含む
ドープの計量された量を前記細長い多孔性ウエブの両側の表面に同時に提供する工程（た
だし、両側の表面上の前記量は実質的に同一である）；（ｉｉｉ）前記細長い多孔性ウエ
ブに前記ドープを完全に含浸し、実質的に等しい厚さで、前記下部スロット面の１つと、
それに最も近い前記細長い多孔性ウエブの表面との間の隙間に依存しない厚さのドープ層
を、前記細長い多孔性ウエブの前記最も外側の表面のそれぞれの表面に提供する工程；（
ｉｖ）前記細長い多孔性ウエブに関連する前記ドープを、ドープ含浸後直ちに、少なくと
も１つの非溶媒とともに相反転に供し、それにより膜を形成する工程；および、（ｖ）前
記少なくとも１つの膜ポリマーのための前記少なくとも１つの溶媒の残渣を前記膜から除
き、それによりイオン透過性ウエブ強化セパレータを製造する工程を含むプロセスにおい
て、前記ドープはずり減粘性であることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）２つの最も外側の表面を含む細長い多孔性ウエブを提供する工程；
　（ｉｉ）前記細長い多孔性ウエブを、前記細長い多孔性ウエブに対して平行である、上
部スロット面および下部スロット面（ただし、前記面は垂直方向または垂直からのずれが
１０°以下である方向を持つ）をそれぞれが有する２つのスロットを含む２つの含浸ヘッ
ド［６］および［６’］の間において下側に輸送し、これにより、少なくとも１つの膜ポ
リマーと、そのための少なくとも１つの溶媒とを含むドープの計量された量を前記細長い
多孔性ウエブの両側の表面に同時に提供する工程（ただし、両側の表面上の前記量は同一
であるかまたは同一からのずれが５％以下である）；
　（ｉｉｉ）それにより、前記細長い多孔性ウエブに前記ドープを完全に含浸し、等しい
厚さまたは等しい厚さからのずれが５％以下である厚さで、前記下部スロット面の１つと
、それに最も近い前記細長い多孔性ウエブの表面との間の隙間に依存しない厚さのドープ
層を、前記細長い多孔性ウエブの前記最も外側の表面のそれぞれの表面に提供する工程；
　（ｉｖ）前記細長い多孔性ウエブに関連する前記ドープを、ドープ含浸後直ちに、少な
くとも１つの非溶媒とともに相反転（ただし、前記ドープ層の前記相反転は前記ウエブの
それぞれの表面において対称的である）に供し、それにより膜を形成する工程；および、
　（ｖ）前記少なくとも１つの膜ポリマーのための前記少なくとも１つの溶媒の残渣を前
記膜から除き、それによりイオン透過性ウエブ強化セパレータを製造する工程
を含むプロセスにおいて、前記ドープはずり減粘性であることを特徴とするプロセス。
【請求項２】
　前記工程（ｉｖ）および工程（ｖ）が同時に行われる、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記ドープは、少なくとも２．５の含浸温度での１００ｓ－１の剪断での粘度に対する
１ｓ－１の剪断での粘度の比率を有する、請求項１または２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記ドープは、少なくとも５の含浸温度での１００ｓ－１の剪断での粘度に対する１ｓ
－１の剪断での粘度の比率を有する、請求項１または２に記載のプロセス。
【請求項５】
　細長い多孔性ウエブの厚さに対する全体的厚さの比率は２．１未満である、請求項１～
４のいずれかに記載のプロセス。
【請求項６】
　前記ドープは無機物をさらに含有する、請求項１～５のいずれかに記載のプロセス。
【請求項７】
　前記無機物は金属水酸化物または金属酸化物である、請求項６に記載のプロセス。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの非溶媒は有機溶媒である、請求項１～７のいずれかに記載のプロ
セス。
【請求項９】
　前記含浸は押出し塗布技術を使用して行われる、請求項１～８のいずれかに記載のプロ
セス。
【請求項１０】
　前記含浸はスロット塗布技術を使用して行われる、請求項１～８のいずれかに記載のプ
ロセス。
【請求項１１】
　前記含浸は断続的に行われる、請求項１～１０のいずれかに記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気化学用途に使用されるイオン透過性のウエブ強化セパレータに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　クリソタイル石綿が、アルカリ水の電気分解のためのセパレータ材として長く使用され
ている。しかし、石綿原料の知られている健康におよぼす危険性の理由と品質低下のため
に、石綿セパレータは見捨てられようとしている。にも拘わらず、好適な代替物は非常に
不足しており、さらにそれらは、８０℃を超える高い温度での強アルカリ性媒体における
それらの化学的安定性に主に関連づけられるいくつかの欠点と、それらの限定された濡れ
性に主に関連づけられるいくつかの欠点を示している。
【０００３】
　２つの取り組みが、イオン透過性隔膜を実現するためにこれまで取られている。これら
はともに必要な多孔性を提供するために、バインダー含有ドープの相反転に依拠している
。
【０００４】
　英国特許出願公開ＧＢ第１２７０１３３Ａ号は、長さが不定である走行ウエブの両側の
表面に対して同時に液体の塗布組成物を適用する方法を開示しており、この方法では、ウ
エブが、少なくとも１つのドクター表面をそれぞれが有する２つの向き合った押出し／ド
クター塗布デバイスの間を連続して通過させられ、かつ少なくとも１つの塗布組成物が少
なくとも１つの被覆を、ウエブの表面またはウエブ表面の被覆と、それぞれのドクター表
面との間に通過によって形成するために、それぞれのドクター表面に対する一定の圧力で
連続して供給され、ただし前記塗布組成物の液体供給圧力は、ウエブが向き合ったドクタ
ー表面の中間の安定した位置で維持されるように釣り合わされる。
【０００５】
　米国特許第５６５００１１号は、たとえば、細長い織物、プラスチックシートおよび金
属シートなどのウエブに塗布液体を適用するための両面型塗布装置を開示しており、この
装置は、前記ウエブが指定の速度で移動する間、ウエブが走行する経路の両側の面に配列
される１対のダイと、前記１対のダイのそれぞれのダイの内部に規定される１対の塗布液
体リザーバーと、前記１対のダイはそれぞれが、ウエブがその幅に沿って走行する経路の
両側の面に設置され、かつ前記１対の液体リザーバーから前記ウエブに前記塗布液体を放
出するための１対の放出口の一方を有することと、前記塗布液体を、前もって設定された
塗膜厚さおよび前もって設定された塗膜幅が乗じられたウエブの走行速度に基づく単位時
間あたりの特定の供給量で前記１対の液体リザーバーに供給して、前記塗布液体の実質的
に同じ量を前記１対の放出口によりウエブの前記両側の面に同時に適用し、それにより塗
布液体を前記前もって設定された塗膜厚さおよび前記前もって設定された塗膜幅で前記ウ
エブに堆積させるようにするための塗布液体供給手段とを含む。
【０００６】
　米国特許第５７７６２５１号は、塗布液体をウエブ（たとえば、布地、プラスチックフ
ィルム、金属シート、網目物形態の金属シート、および多孔性金属シートから作製される
長いウエブなど）に適用するための両面型塗布装置を開示しており、この装置は、前記ウ
エブの搬送路の両側の面に配置される１対のダイと、前記ダイのそれぞれが、前記塗布液
体を保持するための液体リザーバーを有することと、前記ダイのそれぞれが、前記塗布液
体を前記ウエブの両側の面に放出するためのウエブの幅方向に広がる放出口を有する先端
部分を有することと、前記ダイのそれぞれが、液体リザーバーから放出口にまで延びる塗
布液体放出通路を有することと、塗布液体を液体リザーバーに供給し、その結果両面型塗
布装置が前記塗布液体の同じ量を前記放出口のそれぞれからウエブに放出することによっ
て、前記塗布液体を前記ウエブの両側の面に適用するようにするための塗布液体供給手段
と、前記放出口が互いに向き合って配置され、それぞれがウエブ入口側端部部分およびウ
エブ出口側端部部分を有することと、前記ウエブ入口側端部部分が前記ウエブ出口側端部
部分よりもさらに前記ウエブに向かって突出し、その結果ウエブ出口側端部部分がそれら
の間の出口隙間を規定し、ウエブ入口側端部部分がそれらの間の入口隙間を規定し、かつ
前記出口隙間が前記入口隙間よりも広くなるようにされ、その結果塗布液体が前記放出口
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の間から漏れることが防止されることと、ウエブ出口側端部部分はそれぞれが、塗布液体
放出通路からダイのそれぞれの先端部分にまで延びる湾曲した表面を有し、その結果放出
通路から放出される塗布液体の塗布圧力が前記ウエブ入口側端部部分の近くでのより低い
レベルから前記ウエブ出口側端部部分の近くでのより高いレベルにまで増大することを含
む。
【０００７】
　米国特許第６１７４３７２号は、移行経路に沿った走行方向で走行するウエブ（たとえ
ば、布地、プラスチックフィルム、金属シート、ガラスプレート、網様形状での金属シー
ト、および多孔性金属シートの細長いウエブなど）の両側の面を塗布溶液により塗布する
ための塗布装置を開示しており、この装置は、前記移行通路の両側の面に装着されるダイ
；前記ダイはそれぞれが、塗布溶液を前記ダイのそれぞれのダイの内部に貯蔵するための
リザーバーを含むことと、前記ダイはそれぞれが、塗布溶液を噴出するためのウエブの幅
方向に沿った細長い幅を有する噴出口を有することと、噴出口の細長い幅を前記リザーバ
ーのそれぞれと実質的に連絡させる塗布溶液のための噴出経路と、塗布溶液の制御された
量を前記リザーバーに供給して、ウエブの両側の面への塗布溶液の噴出を、塗布溶液を前
記噴出口からウエブにそれぞれ噴出することによって達成するための塗布溶液供給手段と
、前記噴出経路のそれぞれが、第１の角度範囲の中に置かれるときには前記噴出経路を開
き、第２の角度範囲の中に置かれるときには前記噴出経路を閉じる噴出口の細長い幅と平
行に、かつその幅の所定の幅に沿って延びる実質的に円柱形状の回転可能なバルブエレメ
ントを有する回転バルブを有することと、回転バルブの前記回転可能なバルブエレメント
を、前記第１の角度範囲と前記第２の角度範囲との間で回転させて、断続した塗布を前記
ウエブに施すための前記塗布溶液の断続した流れを提供するための駆動手段とを含む。
【０００８】
　欧州特許出願公開ＥＰ１１９１６２２Ａ１は、１０μｍ～３５μｍの平均フィルム厚さ
、６ｇ／ｍ２～２０ｇ／ｍ２の坪量、最長でも１００秒のガス透過性（ＪＩＳ　Ｐ８１１
７）、２５℃における１０以下のＭａｃＭｕｌｌｉｎ数、および、最大でも２００μｍの
ＭａｃＭｕｌｌｉｎ数×平均フィルム厚さの値を有するシート（Ａ）を含むリチウムイオ
ン二次電池セパレータを開示する。欧州特許出願公開ＥＰ１１９１６２２Ａ１はさらに、
このシートが繊維から構成され、このシートを構成する繊維の平均直径がシート（Ａ）の
平均フィルム厚さの１／２～１／１０であり、この場合、シート（Ａ）が好ましくは、ポ
リエステル、芳香族ポリアミド、ポリフェニレンスルフィドまたはポリオレフィン、ある
いはそれらの２つ以上のからなる組合せから構成されることを開示する。欧州特許出願公
開ＥＰ１１９１６２２Ａ１はまた、シート（Ａ）が好ましくは不織布であること、また、
多孔性フィルムがまた、必要ならば、シート（Ａ）および多孔性有機ポリマーフィルム（
Ｂ）に加えて、多孔性の無機フィラーを含有し得ることを開示する。
【０００９】
　欧州特許出願公開ＥＰ１１９１６２２Ａ１はまた、セパレータが好ましくは、シート（
Ａ）を取り囲む多孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を含有し、電解質溶液により膨潤させ
られ、かつその電解質溶液を保持する１０μｍ～３５μｍの平均フィルム厚さおよび１０
ｇ／ｍ２～２５ｇ／ｍ２の坪量を有する多孔性フィルムを含むことを開示する。欧州特許
出願公開ＥＰ１１９１６２２Ａ１は、この多孔性フィルムが、シート（Ａ）に、多孔性有
機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するために使用されるポリマーの溶液を含浸し、シート
（Ａ）をそのようなポリマーの溶液により塗布すること、その後溶媒を除くことによって
得られ得ることを開示する。下記の方法が、そのような多孔性フィルムを製造するための
具体的な方法として言及され得る：１）多孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するた
めに使用されるポリマー、このポリマーを溶解し、かつ水との相容性を有する溶媒、およ
び相分離剤（ゲル化剤または細孔形成剤）が一緒に混合および溶解され、シート（Ａ）が
ドープ溶液により含浸および塗布され、得られたフィルムが、その後多孔性有機ポリマー
フィルム（Ｂ）を形成するために使用されるポリマーを凝析させるための水性の凝析浴に
浸され、最後に、多孔性フィルムを得るために洗浄および乾燥される方法；２）多孔性有
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る揮発性溶媒、および可塑剤が一緒に混合および溶解され、シート（Ａ）がドープ溶液に
より含浸および塗布され、その後、揮発性溶媒を除くために乾燥され、追って可塑剤が溶
解され、それから多孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するために使用されるポリマ
ーを溶解しない揮発性溶媒により抽出され、多孔性フィルムを得るために乾燥される方法
；および、３）多孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するために使用されるポリマー
が可塑剤と混合され、混合物が多孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するために使用
されるポリマーを可塑化および融解するために加熱され、シート（Ａ）がこのドープによ
り含浸および塗布され、その後フィルムが硬くなるまで冷却され、可塑剤が溶解され、多
孔性有機ポリマーフィルム（Ｂ）を形成するために使用されるポリマーを溶解しない揮発
性溶媒により抽出され、多孔性フィルムを得るために乾燥される方法。
【００１０】
　欧州特許出願公開ＥＰ１２９８７４０Ａは、多孔性担体を取り囲む有機ポリマー化合物
から構成される複合多孔性フィルムを製造するためのプロセスを開示しており、このプロ
セスは、多孔性担体の両側の面を、塗布装置を使用して、有機ポリマー化合物および水溶
性有機溶媒の溶液（ドープ）により塗布すること、続いて多孔性担体をエアーギャップ工
程に供すること、および塗布された多孔性担体を、水、または水と前記有機溶媒と同じ溶
媒との混合物からなる凝析溶液を含有する凝析浴の中に運び、前記多孔性担体を前記凝析
浴に浸し、その結果前記塗布された多孔性担体の両側の面における塗布されたフィルムを
凝析のために凝析浴と直接に接触させること、およびその後前記塗布された多孔性担体を
洗浄および乾燥することを含む。欧州特許出願公開ＥＰ１２９８７４０Ａはさらに、ドー
プを担体の両側の面に塗布することを開示しており、この場合、ドープが、たとえば、ド
ープが事実上、内部に十分に含浸されないことが考えられる担体（たとえば、ポリオレフ
ィンの微細多孔性フィルムなど）に対して適用されるか、または、ドープが内部に十分に
含浸される、繊維から形成された二次元シート担体（たとえば、不織布など）のために適
用される。欧州特許出願公開ＥＰ１２９８７４０Ａはまた、ドープを２つの向き合ったダ
イに通すことを伴う方法で、所定の隙間間隔が、担体と、ダイ放出区画からの担体運搬出
口リップ部の出口末端を有するダイリップ部との間の狭い隙間間隔を有する担体の運搬路
の全域に存在し、かつ幅方向において定量的様式で供給されるドープが、担体を反対側に
置くことによって形成される液体プール空間に蓄積し、これにより、担体へのドープの連
続的な含浸および分配を可能にする方法を開示する。このシステムでは、塗布されたフィ
ルムの厚さが、担体と、出口末端をリップ部の先端に有するダイリップ部との間の隙間間
隔を担体出口末端において変化させることによって制御され得る。これは明らかに、湿潤
層厚さが、担体と、ダイリップ部との間の隙間間隔によって決定されるプロセスである。
欧州特許出願公開ＥＰ１２９８７４０Ａに開示される「エアーギャップ工程」は、塗布装
置（たとえば、分配／平滑化ジグまたはダイリップ部）および凝析浴が直接に接触してい
ない工程であり、その目的の１つが、平準化効果を提供すること、したがって、ドープの
均一な塗布を多孔性担体の両側の面において実現することである。欧州特許出願公開ＥＰ
１２９８７４０Ａにおいて例示されるドープ組成物（そのいずれもが顔料を含有しない）
および凝析溶液が下記の表にまとめられる：
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【００１１】
　特開平１０－６４５０３は、不織布および接着剤層の一体化された複合材であるセパレ
ータ、ならびにその製造プロセスを開示し、不織布により複合体化されるＰＶｄＦに基づ
く多孔性フィルムをＰＶｄＦの溶液（ドープ）をキャリアフィルム上に注ぎ、その後不織
布をその上に押し付けて、キャリアフィルムに凝析浴により含浸することによって製造す
ることを開示する。
【００１２】
　この取り組みの欠点は、得られるセパレータのイオン伝導率が不良であることである。
代替となる取り組みが、イオン伝導率を増大させるために、ポリマーバインダーの溶液に
おける金属酸化物／金属水酸化物の分散物であるドープを使用することである。
【００１３】
　欧州特許出願公開ＥＰ０２３２９２３Ａは、粒状の無機の親水性材料と有機ポリマーバ
インダーとのフィルム形成混合物に埋め込まれる有機織物を含むイオン透過性隔膜を開示
する。欧州特許出願公開ＥＰ０２３２９２３Ａはさらに、下記の工程を含むと定義される
このイオン透過性隔膜を調製するプロセスを開示する：ｉ）粒状の無機親水性材料を、ス
ラリーを形成するための適切な溶媒におけるポリマーバインダーの溶液と混合する工程；
ｉｉ）前記スラリーを、湿潤シートを形成するための不活性な平坦な表面に均一に広げる
工程；ｉｉｉ）伸展された有機織物を湿潤シートの中に浸す工程；ｉｖ）溶媒をエバポレ
ーションおよび／または浸出によって除く工程；および、ｖ）シートを前記表面から除く
工程。
【００１４】
　国際公開ＷＯ９３／１５５２９Ａは、電解質により飽和させられたときには気密性であ
る、対称的な構造を有する多孔性膜を作製するための方法で、この方法によれば、溶液が
溶媒において有機結合剤から作製され、溶媒が有機非溶媒における浸漬による抽出によっ
て除かれる方法を開示しており、この方法は、ある量の金属酸化物および／または金属水
酸化物が溶液に加えられることにおいて特徴づけられる。国際公開ＷＯ９３／１５５２９
Ａはさらに、この方法に従って作製される膜、および前記膜を２つの電極の間に含有する
電気化学電池を開示しており、この電気化学電池は好ましくは、アルカリ電池であること
、および膜が電解質により飽和させられ、したがって２つの電極の間におけるセパレータ
を形成することにおいて特徴づけられる。国際公開ＷＯ９３／１５５２９Ａは、強化用の
多孔性ポリマー担体を使用することなく、バインダーとしてのポリスルホンと、金属酸化
物または金属水酸化物としての酸化ジルコニウム、または酸化ジルコニウムおよび酸化亜
鉛とに基づくセパレータを例示する。そのような非強化型セパレータがＺＩＲＦＯＮ（登
録商標）セパレータとして商品化されており、これらは良好な湿潤性、低いイオン抵抗お
よび高い泡立ち点を示すが、指様の空隙を有する典型的な非対称的細孔構造を有しており
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、また製造するために３０分を要した。これらのすべてが不都合である。
【００１５】
　国際公開ＷＯ２００６／０１５４６２Ａは、以下の工程を含むイオン透過性のウエブ強
化セパレータ膜を調製するためのプロセスを開示する。該工程はウエブおよび好適なペー
ストを提供する工程と、前記ウエブを垂直位置で導く工程と、前記ウエブの両側の面に前
記ペーストを等しく塗布して、ペースト塗布ウエブを製造する工程と、対称的表面細孔形
成工程および対称的凝析工程を前記ペースト塗布ウエブに適用して、ウエブ強化セパレー
タ膜を製造する工程とを含む。国際公開ＷＯ２００６／０１５４６２Ａはさらに、ウエブ
が膜の中央に置かれ、かつ膜の両側の面が同じ細孔サイズ特性を有することにおいて特徴
づけられるウエブ強化セパレータ膜を開示し、また、ウエブ張力制御のためのウエブ巻戻
しステーションと、スプレッダーローラーと、垂直の（導かれた）ウエブ輸送とともに、
自動的ペースト供給を有する両面塗布システムによる両面塗布を伴うコーターと、加熱さ
れた凝析浴におけるガイドローラーとを含む、ウエブ強化セパレータ膜を提供するための
装置を開示する。
【００１６】
　Ｗ．Ｄｏｙｅｎ他によって世界水素技術会議（Ｍｏｎｔｅｃａｔｉｎｉ　Ｔｅｒｍｅ（
イタリア）で２００７年１１月４日～７日に開催）で発表されたポスターにおいて、高温
でのアルカリ水の電気分解に使用される、３つの厚さ（２５０μｍ、５５０μｍおよび９
５０μｍ）および２つの温度形式（８０℃および１２０℃）での改良型セパレータ（これ
は「Ｎｅｗ　ＺＩＲＦＯＮ（登録商標）」セパレータと呼ばれる）の開発が開示される。
「Ｎｅｗ　ＺＩＲＦＯＮ（登録商標）」セパレータは、ポリプロピレン、ＥＦＴＥまたは
ＰＥＥＫの織物で強化され、永続的な親水性、強アルカリ性溶液における良好な濡れ性、
低いイオン抵抗（５５０μｍの厚さ形式について、６ＭのＫＯＨにおける７０℃での０．
１３Ω．ｃｍ２）、１０ｋＡ／ｍ２までの電流密度での作動が可能であること、寸法変化
がないこと、少なくとも２５ＭＰａの引張り強さ、対称的な細孔構造、５０％～５５％の
間での全体的多孔性、７ｂａｒを越える泡立ち点、および、両側の面での同一の細孔（平
均値、０．０８μｍ）を有し、それにより、ガスが混合することを防止するための二重の
安全性を提供する二重のスキン層を示す。Ｗ．Ｄｏｙｅｎ他はまた、国際公開ＷＯ２００
６／０１５４６２Ａ１に開示される連続垂直両面塗布プロセスは、５０ｃｍ幅のセパレー
タを製造することが可能であることを開示する。しかし、国際公開ＷＯ２００６／０１５
４６２Ａ１に開示される製造技術はイオン透過性ウエブ強化セパレータ膜の大規模製造に
は役立たない。
【００１７】
　セパレータの平滑性が、最適な性能を保証するために極めて必要である。さらに、イオ
ン透過性ウエブ強化セパレータの大規模製造が可能である製造技術を開発することが望ま
しい。
【発明の概要】
【００１８】
　完全に対称的な構造および実質的に平坦な表面を有する自立型のイオン透過性ウエブ強
化セパレータの大規模製造に対する自動化が可能である製造技術を提供することが本発明
の１態様である。
【００１９】
　完全に対称的な構造および実質的に平坦な表面を有する自立型のイオン透過性ウエブ強
化セパレータの製造コストを軽減することが可能である製造技術を提供することもまた、
本発明の１態様である。
【００２０】
　目視検査時の環状物の非存在によって示されるような非常に平滑なセパレータを提供す
ることが可能である製造技術を提供することが本発明のさらなる１態様である。
【００２１】
　本発明のさらなる態様および利点が本明細書の以下の記載から明らかになろう。
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【００２２】
　完全に対称的な構造および実質的に平坦な表面を有する自立型のイオン透過性ウエブ強
化セパレータが、平準化を含浸工程の後で、かつ相反転工程の前に必要とすることなく、
実現され得ることが見出されているのは驚くべきことである。膜表面の平坦性を、巨視的
な上反りまたはカールの存在の有無に基づいて評価することができる。
【００２３】
　本発明の様々な態様が、事前に計量された実質的同一量のドープを細長い多孔性ウエブ
の両方の面に同時に提供するための実質的に垂直な上部スロット面および下部スロット面
をそれぞれが有する２つのスロットを含む両面型含浸装置［１０］と、前記両面含浸装置
を通る前記細長い多孔性ウエブの実質的に垂直な下向きの輸送を提供する輸送手段、なら
びにその後の相反転ステーション［１１］と、凝析ステーション［１２］と、洗浄ステー
ションとを含む、イオン透過性ウエブ強化セパレータを製造するための装置によって実現
され、前記相反転ステーション［１１］により、前記ドープの相反転が提供され、前記凝
析ステーション［１２］により、得られた相反転ドープからの凝析および溶媒の洗浄が提
供され、ただし、前記相反転ステーション［１１］は前記両面含浸装置［１０］に近接し
、すなわち、両面含浸装置と相反転ステーションとの間のエアーギャップが全くない。洗
浄ステーション［示されず］では、凝析ステーションにおいて完全に洗浄されない溶媒の
残渣がさらに、必要な場合にはドープ層からの他の抽出可能な成分と一緒に洗浄ステーシ
ョンにおいて除かれる。
【００２４】
　本発明の様々な態様がまた、下記の工程を含むプロセスによって実現される：（ｉ）２
つの最も外側の表面を含む細長い多孔性ウエブを提供する工程；（ｉｉ）前記細長い多孔
性ウエブを、前記細長い多孔性ウエブに対して実質的に平行である、実質的に垂直な上部
スロット面および下部スロット面をそれぞれが有する２つのスロットを含む２つの含浸ヘ
ッド［６］および［６’］の間において下側に輸送し、これにより、少なくとも１つの膜
ポリマーと、そのための少なくとも１つの溶媒とを含むドープの計量された実質的同一量
を前記細長い多孔性ウエブの両側の表面に同時に提供する工程；（ｉｉｉ）それにより、
前記細長い多孔性ウエブに前記ドープを完全に含浸し、実質的に等しい厚さのドープ層を
、前記下部スロット面の１つと、それに最も近い前記細長い多孔性ウエブの表面との間の
隙間に依存しない厚さにより、前記細長い多孔性ウエブの前記最も外側の表面のそれぞれ
の表面に提供する工程；（ｉｖ）前記細長い多孔性ウエブに関連する前記ドープを、ドー
プ含浸後直ちに、少なくとも１つの非溶媒とともに対称的相反転に供し、それにより膜を
形成する工程；および、（ｖ）前記少なくとも１つの膜ポリマーのための前記少なくとも
１つの溶媒の残渣を前記膜から除き、それによりイオン透過性ウエブ強化セパレータを製
造する工程、ただし、このプロセスにおいて、前記ドープはずり減粘性（ｓｈｅａｒ－ｔ
ｈｉｎｎｉｎｇ）であり、工程（ｉｖ）および工程（ｖ）が必要な場合には同時に行われ
る。用語「対称的相反転」は、本発明において使用される場合、前記ドープ層の前記相反
転が前記ウエブのそれぞれの表面において対称的であることを意味する。
【００２５】
　本発明の様々な態様がまた、上記プロセスによって得ることができるイオン透過性ウエ
ブ強化セパレータによって実現される。
【００２６】
　本発明の様々な態様がまた、上記で記載されるような少なくとも１つのイオン透過性ウ
エブ強化セパレータを含む電解セルによって実現される。
【００２７】
　本発明の様々な態様がまた、上記で記載されるような少なくとも１つのイオン透過性ウ
エブ強化セパレータの、電解セルにおける使用によって実現される。
【００２８】
　本発明のさらなる態様が従属請求項において開示される。
【００２９】
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　定義
　用語「ドープ」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、少なくとも１つの
その後のプロセス工程において膜に変換され得る組成物を意味する。
【００３０】
　用語「実質的に平坦な」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、巨視的な
湾曲を全く有しないことを意味する。
【００３１】
　用語「実質的に含まない（有しない）」は、本発明を開示することにおいて使用される
場合、１０％未満を意味する。
【００３２】
　スロットおよびダイの用語は本明細書中では交換可能に使用され、含浸プロセスの期間
中にスロットから流出するドープの粘弾性特性に依存するが、スロット塗布技術または押
出し塗布技術を使用して、細長い多孔性ウエブに置かれる開口部を意味する。スロット塗
布技術および押出し塗布技術は、塗布された液体層の厚さが原理的には、ダイに供給され
る流速、細長い多孔性ウエブの幅、および、通り過ぎる基体の速度によって設定され、他
のプロセス変数には依存しない事前に計量された（ｐｒｅｍｅｔｅｒｅｄ）被覆として知
られている一群の塗布方法に属する。
【００３３】
　用語「スロットのリップ部」は、織物の輸送方向に対して直角に配置されるスロットに
ついて、スロットの一方の側または反対側にある、輸送方向に平行な含浸ヘッドのそのよ
うな部分を意味する。
【００３４】
　用語「スロットのリップ部の長さ」は、本発明を開示することにおいて使用される場合
、輸送方向に対して直角であるスロットの端部と、輸送方向に平行な含浸ヘッドの隣接部
分の端部との間の距離、すなわち、図１における「Ｌ１」または「Ｌ２」を意味する。
【００３５】
　用語「スロット面」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、スロット開口
部の４つの面を形成する表面を意味する。
【００３６】
　用語「スロット開口部高さ」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、織物
の輸送方向に対して直角であるスロット面の面間の平均距離、すなわち、図１における「
ｈ」を意味する。
【００３７】
　用語「スロット高さ」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、スロット開
口部と、スロットにつながれるマニホールドとの間の距離、すなわち、図１におけるｋを
意味する。
【００３８】
　用語「実質的同一量」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、ずれが最大
でも５％であることを意味する。
【００３９】
　用語「実質的に垂直な」は、本発明を開示することにおいて使用される場合、垂直から
のずれが最大でも１０°であることを意味する。
【００４０】
　略号ＥＣＦＴＥは、エチレンおよびクロロトリフルオロエチレンの共重合体を表し、Ｈ
ＡＬＡＲ（登録商標）の商品名によって知られている。
【００４１】
　略号ＥＦＴＥは、エチレンおよびテトラフルオロエチレンのコポリマーを表す。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実質的同一量のドープを細長い多孔性ウエブに提供する含浸ヘッド［６］および
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［６’］を概略的に示す。
【００４３】
【図２】本発明によるイオン透過性ウエブ強化セパレータのための製造ラインの概略図を
示す。［８］は供給ローラーであり、［９］は補正ローラーであり、［１０］はドープ含
浸システムであり、［１１］は（相反転のための）気相（冷たい流れ）であり、［１２］
は（凝析および必要な場合には洗浄のための）浸漬浴であり、［１３］は輸送ローラーで
あり、［１４］は巻取りローラーである。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明の様々な態様は、事前に計量された実質的同一量のドープを細長い多孔性ウエブ
の両方の面に同時に提供するための実質的に垂直な上部スロット面および下部スロット面
をそれぞれが有する２つのスロットを含む両面型含浸装置［１０］と、前記両面含浸装置
を通る前記細長い多孔性ウエブの実質的に垂直な下向きの輸送を提供する輸送手段、なら
びにその後の相反転ステーション［１１］と、凝析ステーション［１２］と、洗浄ステー
ションとを含む、イオン透過性ウエブ強化セパレータを製造するための装置によって実現
され、前記相反転ステーション［１１］により、前記ドープの相反転が提供され、前記凝
析ステーション［１２］により、得られた相反転ドープからの凝析および溶媒の洗浄が提
供され、ただし、前記相反転ステーション［１１］は前記両面含浸装置［１０］に近接す
る。洗浄ステーション［示されず］では、凝析ステーションにおいて完全に洗浄されない
溶媒の残渣がさらに、必要な場合にはドープ層からの他の抽出可能な成分と一緒に洗浄ス
テーションにおいて除かれる。
【００４５】
　本発明による装置の第１の実施形態によれば、細長い多孔性ウエブは細長い多孔性織物
である。
【００４６】
　本発明による装置の第２の実施形態によれば、細長い多孔性ウエブは網目物（メッシュ
）である。
【００４７】
　本発明による装置の第３の実施形態によれば、相反転ステーション［１１］は相反転媒
体（たとえば、水）の事前に定められた蒸気圧を含有する。
【００４８】
　本発明による装置の第４の実施形態によれば、含浸装置各々の下部スロット面の面間の
距離が含浸装置各々の上部スロット面の面間の距離よりも大きく、かつ上部スロット面に
対する下部スロット面の片寄りがこれら２つのスロットについて実質的に同一である。上
部スロット面の面間の隙間が、細長い多孔性ウエブの極端な動きおよび隙間を制限するた
めに役立つ。
【００４９】
　本発明による装置の第５の実施形態によれば、それぞれの含浸装置の下部スロット面の
面間の距離がそれぞれの含浸装置の上部スロット面の面間の距離よりも大きく、上部スロ
ット面に対する下部スロット面の片寄りがこれら２つのスロットについて実質的に同一で
あり、かつ上部スロット面に対する下部スロット面の片寄りが１００μｍ～３００μｍの
範囲にある。
【００５０】
　細長い多孔性ウエブ
　本発明による細長いイオン透過性ウエブ強化セパレータに使用される細長い多孔性ウエ
ブは、細長い多孔性織物、多孔性金属プレートおよび多孔性セラミックプレートを含む。
【００５１】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは、巻取りローラーに巻き取られることが可能である。
【００５２】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは、厚さが少なくとも１００μｍである。
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【００５３】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは、厚さが最大でも１０００μｍである。
【００５４】
　上記織物のための好適な材料には、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミド／ナイロン（
ＰＡ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンおよびポリエチレンテレフタラ
ート（ＰＥＴ）、ならびに、低温（８０℃以下）用途のための玄武岩、および、ポリエー
テルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、モノクロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦＥ）、エチ
レンおよびクロロトリフルオロエチレンの共重合体（ＥＴＦＥ）、エチレンおよびテトラ
フルオロエチレンの共重合体（ＥＴＦＥ）、および、高温（１２０℃以下）用途のための
ｍ－アラミドが含まれる。そのような織物は織布または不織布であり得るが、好ましくは
織布である。好適な織物の例が下記に挙げられる：
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【００５５】
　１５０℃の温度において、４５分後でのＥＴＦＥ網目物の平均けん縮が１０％～１５％
であり、ポリプロピレン網目物の平均けん縮が３０％超であった。２３０℃の温度におい
て、ＥＦＴＥ網目物の平均けん縮が３０％を越えていた。



(13) JP 2011-524606 A 2011.9.1

10

20

30

40

50

【００５６】
　細長い多孔性ウエブの孔面積が好ましくは３０％～７０％の間であり、４０％～６０％
の範囲での孔面積が特に好ましい。
【００５７】
　細孔または網目孔径は好ましくは、平均直径が１００μｍ～１０００μｍの間であり、
３００μｍ～７００μｍの平均直径が特に好ましい。
【００５８】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは対称性があり、実質的に同一の細孔サイズ／網目サイ
ズをウエブの両面に有する。
【００５９】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは織布である。
【００６０】
　細長い多孔性ウエブは好ましくは、ＭａｃＭｕｌｌｉｎ数が２～２０の範囲にあり、特
に好ましくは２～１５の範囲にある。ＭａｃＭｕｌｌｉｎ数はイオン透過性の指数であり
、電解質溶液が担体に含浸された場合の伝導率によって除される電解質だけの伝導率の値
である。すなわち、この数字が増大するにつれてイオン透過性が大きくなる。
【００６１】
　セパレータの製造プロセス
　本発明の様々な態様はまた、下記の工程を含むプロセスによって実現される：（ｉ）２
つの最も外側の表面を含む細長い多孔性ウエブを提供する工程；（ｉｉ）前記細長い多孔
性ウエブを、前記細長い多孔性ウエブに対して実質的に平行である、実質的に垂直な上部
スロット面および下部スロット面をそれぞれが有する２つのスロットを含む２つの含浸ヘ
ッド［６］および［６’］の間において下側に輸送し、これにより、少なくとも１つの膜
ポリマーと、そのための少なくとも１つの溶媒とを含むドープの計量された実質的同一量
を前記細長い多孔性ウエブの両側の表面に同時に提供する工程；（ｉｉｉ）それにより、
前記細長い多孔性ウエブに前記ドープを完全に含浸し、実質的に等しい厚さのドープ層を
、前記下部スロット面の１つと、それに最も近い前記細長い多孔性ウエブの表面との間の
隙間に依存しない厚さにより、前記細長い多孔性ウエブの前記最も外側の表面のそれぞれ
の表面に提供する工程；（ｉｖ）前記細長い多孔性ウエブに関連する前記ドープを、ドー
プ含浸後直ちに、少なくとも１つの非溶媒とともに対称的相反転に供し、それにより膜を
形成する工程；および、（ｖ）前記少なくとも１つの膜ポリマーのための前記少なくとも
１つの溶媒の残渣を前記膜から除き、それによりイオン透過性ウエブ強化セパレータを製
造する工程、ただし、このプロセスにおいて、前記ドープはずり減粘性であり、工程（ｉ
ｖ）および工程（ｖ）が必要な場合には同時に行われる。用語「対称的相反転」は、本発
明において使用される場合、前記ドープ層の前記相反転が前記ウエブのそれぞれの表面に
おいて対称的であることを意味する。
【００６２】
　このプロセスにおいて、湿潤層厚さは自己調節性であり、湿潤層厚さがダイリップ部と
ウエブとの間の隙間間隔によって決定されるプロセスとは明確に区別される。本発明によ
るプロセスにおいて、輸送方向におけるリップ部がドープによって完全に湿らされ、メニ
スカスが下部リップ部の末端と細長い多孔性膜との間で形成され、自己調節性のメニスカ
スが上部リップ部と細長い多孔性膜との間で形成される。
【００６３】
　このようにして得られる細長いセパレータは所望のサイズに切断することができ、また
は、断続的に含浸されるならば、細長い多孔性ウエブはドープの含浸が全く行われていな
いところで切断される。
【００６４】
　２つの含浸ヘッド［６］および［６’］の位置は可変であり、スロットの両側における
スロット面の位置もまた互いに対して可変である。たとえば、上部面の面間の距離を下部
面の面間の距離よりも小さくすることができる。セパレータにおける起伏およびカールが
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、たとえば厚さが１００μｍまたは１５０μｍのより薄い細長い多孔性ウエブの場合には
特に、２つの含浸ヘッドの下部面の面間の距離を２つの含浸ヘッドの上部面の面間の距離
よりも大きく設定することによって軽減され得ることが見出されている。
【００６５】
　セパレータ形成が、ドープ含浸された細長い多孔性ウエブの両側から誘導される。押し
出される空気は、輸送方向に対して反対方向で網目から逃げる。セパレータ形成は、スキ
ン細孔形成（外側細孔）およびバルク細孔形成（内部細孔）の２つの段階に分けることが
できる。スキン細孔が、ポリマーバインダー溶媒（溶媒１）の抽出、その後、バインダー
ポリマーの凝析をもたらす溶媒２（ポリマーバインダーの非溶媒）または溶媒３（別の溶
媒）（可能なキャリア蒸気）の溶媒蒸気との接触によって形成される。バルク細孔が、ス
キン形成工程から形成される細孔を介した溶媒１（ポリマーバインダー溶媒）からの溶媒
２内への拡散によって形成される。ドープにおける溶媒の抽出が、蒸気との接触［蒸気誘
導による相分離（ＶＩＰＳ）］および／または液体との接触［液体誘導による相分離（Ｌ
ＩＰＳ）］によって実現され得る。このことは、所望される複合細孔構造または複雑な細
孔構造を開発するための広範囲の様々なパラメーターツールをもたらす。相反転プロセス
期間中の蒸気または液体の使用により、達成され得る細孔サイズが決定され、１０μｍ以
下の細孔サイズがＶＩＰＳにより得られ、５０ｎｍ以下の細孔サイズがＬＩＰＳにより得
られる。膜ポリマーおよび顔料の選択もまた、細孔サイズに対する影響を有する。
【００６６】
　そのような膜の構造は、溶媒が除去される速度に依存することが知られている。この速
度は、非溶媒の選択に依存して明確に異なる。限外ろ過膜に関しての構造に対する非溶媒
の影響が、とりわけ、“Ｄｅｓａｌｉｎａｔｉｏｎ”（８０（１９９１）、１６７～１８
０、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ）に載せられるような“
Ｐｏｒｅ　Ｓｉｚｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｐｉｎｎ
ｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｓｕｌｆｏｎｅ　Ｈｏｌｌｏｗ　Ｆｉｂｅｒ　Ｕｌｔｒａｆｉｌ
ｔｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ”に記載される。Ｎ－メチルピロリドンにおけるポ
リスルホンの溶液が、凝析剤とも呼ばれる様々な非溶媒に浸された。これにより、水が非
溶媒として使用された場合、指様の細孔が得られ、これに対して、特にイソプロピルアル
コールを除いて、たとえばエタノールなどの他の非溶媒が浸漬のために使用されたときに
は、微細な対称的細孔構造が得られたことが明らかであった。指様の細孔を有する膜に関
しては、気密性が必ずしも常に保証され得ない。たとえば、電気化学電池におけるそのよ
うな膜の通常の厚さに関しては、１つまたは複数の細孔が膜を貫通して横方向に広がり得
る。そのような膜を、たとえば電気化学電池構造において融着するとき、または表面が損
傷を受けるときには同様に、ガスの漏れが水を非溶媒として作製される膜では生じること
がある。有機非溶媒における浸漬は、電解質により飽和させられるときには気密性である
対称的な膜を得ることを可能にするが、これらの膜のイオン伝導率は膜が電解質で満たさ
れるときには低く、その結果、そのような膜は電気化学電池において適用することができ
ない。これらの膜の構造およびイオン伝導率が、国際公開ＷＯ９３／０１５５２９Ａに開
示されるように、金属酸化物または金属水酸化物をドープに取り込むことによって改善さ
れ得る。そのような金属酸化物または金属水酸化物は好ましくは、２：１から１９：１ま
での範囲での少なくとも１つの膜ポリマーに対する重量比で存在する。
【００６７】
　相反転剤は、少なくとも１つの膜ポリマーについては貧溶媒である薬剤であり、これに
は、水蒸気相（水蒸気または冷スチームで、好ましくは０．０２ｂａｒ～５ｂａｒの蒸気
圧にあるもの、特に好ましくは０．０５ｂａｒ～０．２ｂａｒの蒸気圧にあるもの）、水
およびアルコール（たとえば、ポリプロピレングリコール、エチレングリコール、トリプ
ロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、ポリエチレン
グリコールモノエチルエーテル、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノ
ール、グリセリンなどの多価アルコールなど）が含まれる。水浴が相反転のための水蒸気
の供給源として使用されるならば、蒸気が水浴の表面の全域での強制された対流によって
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実現され得るか、または、加熱された水浴の上方での密閉領域における雰囲気を、たとえ
ば、一晩下方の加熱された水浴との平衡状態にすることを可能にすることによって実現さ
れ得る。相反転が水浴において生じるとき、ドープから除かれる溶媒の、水における濃度
が２０重量％に達するときには、好ましくは水を取り換えるべきである。
【００６８】
　代替では、膜形成が溶媒の蒸発によって行われる（乾式相反転）。ドープは２つの溶媒
を含むことができ、そのような場合、より低い沸点を有する溶媒が最初に蒸発させられ、
膜組成物が形成される。より高い沸点を有する溶媒は膜組成物の細孔に捕捉され、その後
蒸発させられる。
【００６９】
　本発明によるプロセスの第１の実施形態によれば、ドープはさらに無機物を含有する。
該無機物には、膜の伝導率を増大させる効果がある。
【００７０】
　本発明によるプロセスの第２の実施形態によれば、ドープはさらに、金属水酸化物また
は金属酸化物を含有し、たとえば、ジルコニウム酸化物（たとえば、ＺｒＯ２）またはチ
タン酸化物（たとえば、ＴｉＯ２）を含有する。
【００７１】
　本発明によるプロセスの第３の実施形態によれば、ドープはさらに、細孔形成促進物質
を、好ましくは０．２重量％～５重量％の範囲での濃度で含み、０．５重量％～２重量％
の濃度が特に好ましい。細孔形成促進物質の一例がポリビニルピロリドンである。
【００７２】
　本発明によるプロセスの第４の実施形態によれば、少なくとも１つの非溶媒が有機溶媒
である。
【００７３】
　本発明によるプロセスの第５の実施形態によれば、含浸が押出し塗布技術を使用して行
われる。押出し塗布技術を使用するとき、含浸温度でのドープは好ましくは、１ｓ－１の
剪断速度における粘度が１０３ｍＰａ．ｓを越える。
【００７４】
　本発明によるプロセスの第６の実施形態によれば、含浸がスロット塗布技術を使用して
行われる。スロット塗布技術を使用するとき、含浸温度でのドープは好ましくは、１ｓ－

１の剪断速度における粘度が１ｍＰａ．ｓ～５００ｍＰａ．ｓの範囲である。
【００７５】
　本発明によるプロセスの第７の実施形態によれば、含浸が断続的に行われる。
【００７６】
　本発明によるプロセスの第８の実施形態によれば、ドープが、異なる組成を有する２つ
以上の層において細長い多孔性ウエブに提供され、それにより、最も外側の層に異なる組
成を有する膜が得られる。
【００７７】
　図１は、一体化された透過性流路もまたドープで満たされる、事前に定められた連続領
域の外側における含浸のためのドープ含浸システムをより詳しく概略的に示す。ｖは３Ｄ
スペーサー織物の輸送速度であり、［１］および［１’］は３Ｄスペーサー織物の第１お
よび第２の部分であり、［２］は、モノフィラメントのスペーサー糸［３］とともに維持
される３Ｄスペーサー織物の第１の部分と、第２の部分との間の空間である。［６］およ
び［６’］は含浸ヘッドであり、［７］はドープであり、ｋは、スロット開口部と、スロ
ットにつながれるマニホールドとの間の距離であり、ｈは織物の輸送方向に対して直角な
スロット面の面間の平均距離である。「ｇ」は下部スロット面間の隙間である。
【００７８】
　ドープの全要求量が、損失を伴うことなく置かれるならば、供給物によって供給される
量Ｑ（ｍ３／ｓ）が、下記の式（１）によって与えられるように、織物によって完全に吸
収される：
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　　　Ｑ＝ｖ×ｄ×ｗ　（１）
　式中、ｄは湿潤層厚さ（ｍ）であり、ｍは含浸（注ぎ）幅（ｍ）であり、ｖは輸送速度
（ｍ／ｓ）である。言い換えれば、湿潤層厚さｄが流速Ｑ（体積／ｓ）に直接に依存し、
閉じたメニスカスが形成される塗布隙間（＝（ｇ－ｄｗ）／２）、すなわち、液体架橋に
は依存しない。
【００７９】
　スロットのリップ部と、細長い多孔性ウエブとの間の距離が好ましくは、０～１ｍｍの
範囲にある。スロットのリップ部の長さＬ１およびＬ２が好ましくは、０．２５ｍｍ～２
５ｍｍの範囲にある。スロット開口部高さが好ましくは、０．２ｍｍ～２ｍｍの範囲にあ
る。スロット高さが好ましくは、１０ｍｍ～１００ｍｍの範囲にある。
【００８０】
　本発明によるプロセスの第９の実施形態によれば、本プロセスは、手動介入を全く必要
としないプロセスであり、すなわち完全に自動化された連続プロセスである。
【００８１】
　本発明によるプロセスの第１０の実施形態によれば、本プロセスの輸送速度／プロセス
速度は少なくとも０．５ｍ／分であり、０．５ｍ／分～５ｍ／分の範囲における輸送速度
が好ましい。
【００８２】
　本発明によるプロセスの第１１の実施形態によれば、液体ドープは、スロット面を細長
い多孔性ウエブに対して置くことから生じる液体プール空間に蓄積しない。
【００８３】
　ドープ
　本発明によるプロセスの第１２の実施形態によれば、ドープは、少なくとも１つの膜ポ
リマーと、そのための少なくとも１つの有機溶媒とを含み、必要な場合には、少なくとも
１つの細孔形成促進物質をさらに含有する。
【００８４】
　本発明によるプロセスの第１３の実施形態によれば、ドープは、少なくとも１つの膜ポ
リマーと、少なくとも１つの細孔形成促進物質と、少なくとも１つの極性有機溶媒とを含
み、必要な場合には、少なくとも１つの細孔形成促進物質をさらに含有する。
【００８５】
　本発明によるプロセスの第１４の実施形態によれば、ドープは、少なくとも１つの膜ポ
リマーと、少なくとも１つの極性溶媒と、少なくとも１つのグリセロールなどの安定化剤
とを含み、必要な場合には、少なくとも１つの細孔形成促進物質をさらに含有する。
【００８６】
　親水化および安定化のための薬剤、たとえば、ポリプロピレングリコール、エチレング
リコール、トリプロピレングリコール、ＰＥＧ８０００およびＰＥＧ２００００などのポ
リエチレングリコール、グリセロール、グリセリンなどの多価アルコール、フタル酸ジブ
チル（ＤＢＰ）、フタル酸ジエチル（ＤＥＰ）、フタル酸ジウンデシル（ＤＵＰ）、イソ
ノナン酸およびネオデカン酸などもまた、相反転プロセスが完了後だが、乾燥の前に取り
込むことができる。
【００８７】
　多くの場合、溶媒混合物における変化は異なるフィルム形態を生じさせ、したがって膜
性能における変化を生じさせる。
【００８８】
　好適な膜ポリマーには、ポリスルホン（ＰＳＵ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）
、ポリ（アクリロニトリル）（ＰＡＮ）、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリメチル
メタクリラートまたはその共重合体が含まれる。ＰＶＤＦ、ＶＤＦ共重合体、および、主
にＰＶＤＦから構成される有機ポリマー化合物が、耐酸化性／耐還元性およびフィルム形
成特性の観点から特に好ましい。これらの中で、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）、ヘキサフ
ルオロプロピレン（ＨＦＰ）およびクロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦＥ）のターポリ
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マーが、それらの優れた膨潤特性、耐熱性および電極への接着のために好ましい。
【００８９】
　好適な細孔形成促進物質には、ポリマーが含まれる。好適な親水性ポリマーには、ポリ
（ビニルピロリドン）（ＰＶＰ）、架橋ポリビニルピロリドン（ＰＶＰＰ）、ポリ（ビニ
ルアルコール）、ポリ（酢酸ビニル）、メチルセルロースおよびポリエチレンオキシドが
含まれる。
【００９０】
　好適な無機物には、ＴｉＯ２、ＨｆＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｚｒ３（ＰＯ４）４

、Ｙ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ペロブスカイト型酸化物物質、ＳｉＣおよびＣ（Ｐｔ／Ｒｈ／Ｒ
ｕ）が含まれ、ジルコニウム酸化物またはチタン酸化物などの金属酸化物および金属水酸
化物が好ましい。無機の酸化物および水酸化物は、イオン透過性ウエブ強化セパレータの
イオン伝導率を増大させるさらなる利点を有する。
【００９１】
　好適な極性有機溶媒には、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、Ｎ－エチルピロリドン（
ＮＥＰ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ホルムアミド、ジメチルスルホキ
シド（ＤＭＳＯ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡＣ）、アセトニトリル、およ
び、それらの混合物が含まれる。水におけるポリスルホン－ＮＭＰ溶液への浸漬によって
形成されるフィルムは多孔性である。しかし、異なる膜構造を、水におけるポリスルホン
－ＮＭＰ－ＴＨＦ溶液への浸漬のときに得ることができる。
【００９２】
　イオン透過性ウエブ強化セパレータの上反り（起伏）は主に、イオン透過性ウエブ強化
セパレータが完全に対称的でないこと、および、特に細長い多孔性ウエブがイオン透過性
ウエブ強化セパレータの中心に置かれていないためであることが見出されている。含浸ヘ
ッドの下部リップ部の面間の距離を上部リップ部の面間の距離よりも大きく設定すること
はまた、より薄い細長い多孔性ウエブの場合には特に、細長い多孔性ウエブを中心に置く
ことを助けることができる。下部リップ部の面と、上部リップ部の面との間における片寄
りを１００μｍ以上にすることができる。ドープの粘度を増大させることは、また細長い
多孔性ウエブをイオン透過性ウエブ強化セパレータにおいて中心に置くことを改善するが
、ある臨界粘度を越えた場合には、このことはドープによる細長い多孔性ウエブへの浸透
に対する悪影響を及ぼす。しかし、ずり減粘性ドープの使用は、イオン透過性ウエブ強化
セパレータの上反り（起伏）が、細長い多孔性ウエブへのドープ浸透に悪影響を及ぼす粘
度を使用しなければならないことを伴うことなく、軽減されることを可能にすることもま
た見出されている。
【００９３】
　本発明によるプロセスの第１５の実施形態によれば、ドープは好ましくは、１ｓ－１の
剪断での粘度の、１００ｓ－１の剪断での粘度に対する含浸温度における比率が少なくと
も２．０であり、より好ましくは少なくとも２．５であり、最も好ましくは少なくとも５
である。そのうえ、この粘度比が大きいほど、使用できないほどの起伏を伴うことなく許
容され得る多孔性ウエブの厚さに対する全体的セパレータ厚さの比率が大きくなる。低下
した上反りは、よりコンパクトな電解セルが実現されることを可能にする。この粘度比は
、無機顔料またはポリマーを増粘剤として使用することによって増大させることができる
。
【００９４】
　イオン透過性ウエブ強化セパレータの平滑度がドープの粘度によって決定されず、原理
的には、含浸ヘッドの下部リップ部の平滑度によって決定されることもまた見出されてい
る。平滑度は、セパレータ特性における均一性、およびセパレータを介するガス漏れの回
避をもたらす。
【００９５】
　イオン透過性ウエブ強化セパレータ
　本発明の様々な態様も、本発明のプロセスによって得ることができるイオン透過性ウエ
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【００９６】
　本発明によるイオン透過性ウエブ強化セパレータの第１の実施形態によれば、イオン透
過性ウエブ強化セパレータは１００Ｎ／ｍ未満の引張り力において巨視的に平坦である。
このことは、電解セルにおける密な積重ねを可能にする。
【００９７】
　本発明によるイオン透過性ウエブ強化セパレータの第２の実施形態によれば、イオン透
過性ウエブ強化セパレータにおいては、１００℃、１２０分後のけん縮が１０％未満であ
り、好ましくは５％未満である。
【００９８】
　本発明によるイオン透過性ウエブ強化セパレータの第３の実施形態によれば、イオン透
過性ウエブ強化セパレータは、細長い多孔性ウエブの厚さに対する全体的厚さの比率が２
．１未満である。
【００９９】
　イオン透過性ウエブ強化セパレータの上反りの振幅は好ましくは、最大でも細長い多孔
性ウエブの厚さの１０倍である。
【０１００】
　産業上の応用
　本発明によるイオン透過性ウエブ強化セパレータは電池において、たとえば正極として
のリチウム含有遷移金属酸化物、負極としてのリチウムドープ可能／脱ドープ可能な炭素
系材料、および電解質溶液としての非水性電解質溶液を用いる、非水性二次電池（リチウ
ムイオン二次電池）において、さらに燃料電池において、電解セルまたは電気化学セルに
おいて、たとえば水素が水の電気分解によって製造される現地での水素発生器において使
用することができる。
【０１０１】
　本発明を、比較実施例および発明の実施例によって、それらに限定されることはないが
、以降例示する。これらの実施例において示される百分率および比率は、別途示されない
限り重量比である。
　成分：
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【０１０２】
　ドープ
　ドープ１～ドープ７を下記の表１に示される組成により調製した：

【０１０３】
　ポリスルホン（Ｐ－１８００ＮＴ１１）を最初に、３０分間にわたる撹拌とともに、グ
リセロールおよびＮ－エチルピロリドンの混合物に溶解し、その後無機酸化物を加え、撹
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が得られた。
【０１０４】
　１ｓ－１および１００ｓ－１の剪断速度におけるドープ１～ドープ６の粘度が、２５℃
で振動回転粘度計（Ａｎｔｏｎ　Ｐａａｒ　Ｐｈｙｓｉｃａ　ＭＣＲ５０１）を２５０Ｐ
ａの剪断応力においてＴＥＺ１５０Ｐ－Ｃ温度制御システムとともにＣＣ２７同心円筒形
態により使用して、求められた。結果が下記の表２にまとめられる：

【０１０５】
　実施例１：モデル実験：
　ドープ２およびドープ７のそれぞれの層を、図２に概略的に示される装置を使用して、
１００μｍ、５００μｍ～６００μｍ、および７００μｍ～８００μｍの湿潤層厚さによ
り非多孔性担体に別々に塗布した。塗布速度、すなわち担体の輸送速度が１ｍ／分であり
、それぞれの含浸ヘッドにより、４００ｍＬ／ｍ．ｍｉｎのドープが８０℃の温度で担体
のそれぞれの面に施された。相反転が、溶媒（Ｎ－エチルピロリドンおよびグリセロール
）を除くための６０℃の温度での水浴［５］における浸漬による反転、凝析および洗浄に
よって実現され、その後すすぎ洗浄が行われた。５０ｎｍ～１００ｎｍの範囲における細
孔サイズがそれによって実現された。
【０１０６】
　最後に、得られた多孔層を４０℃で６０分間乾燥し、得られた補強されていない多孔層
のけん縮を、１０分後の熱水中でのけん縮が最大けん縮を表したかどうかを調べるための
１１０℃を越えるコントロール実験とともに、１分～１０分の期間にわたって水中におい
て６０℃および１００℃の温度で評価した。結果が下記の表２にまとめられる。
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　３つの網目物を含浸実験において使用した：ＰＰ０４４５／５１ＰＷ、ＦＣ０６４５／
５８ＰＷおよびＦＣ０３６０／５０。これらの網目物のけん縮を１００℃における時間の
関数として熱水中で評価した。最大けん縮が約６０分後にそれぞれの場合において達成さ
れ、下記の表３に示されるように、ＥＦＴＥ網目物については２％であり、ポリプロピレ
ン網目物については１％であった。

【０１０８】
　図２に概略的に示される装置を使用して、ドープ４を含浸システム［１０］によりＰＰ
０４４５／５１ＰＷ網目物の両面に同時に適用した。含浸速度、すなわち、３Ｄスペーサ
ー織物の輸送速度が１ｍ／分であり、それぞれの含浸ヘッドにより、４００ｍＬ／ｍ．分
のドープが８０℃の温度でＦＣ０３６０／５０ＰＷ網目物のそれぞれの面に施された。相
反転が、溶媒（Ｎ－エチルピロリドンおよびグリセロール）を除くための６０℃の温度で
の水浴［５］における浸漬による反転、凝析および洗浄によって実現され、その後すすぎ
洗浄および４０℃での６０分間の乾燥が行われた。５０ｎｍ～１００ｎｍの範囲における
細孔サイズがそれによって実現された。
【０１０９】
　乾燥された膜のけん縮挙動を０分～１２０分の範囲での期間にわたって１００℃の熱水
中で評価した。結果が下記の表４にまとめられた。
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【０１１０】
　実施例２～実施例５
　実施例２～実施例５のセパレータを、３ｍの長さおよび４９ｃｍの幅の細長い多孔性ウ
エブＰＰ０４４５／５１ＰＷ（さらなる情報については上記を参照のこと）により、図２
に示される装置を使用して製造した。この場合、相反転ステーションが両面含浸装置のす
ぐ近くにあり、５５℃での水浴の表面からの両面含浸装置の隔たりがそれぞれ、０ｃｍ、
１ｃｍ、４ｃｍおよび６．５ｃｍであった。１ｃｍ、４ｃｍおよび６．５ｃｍの隔たりの
場合には、相反転プロセスが、浴と一晩平衡化させられ、かつ１００％の相対湿度および
４７℃～４８℃の温度を有する囲まれた区域の内部において水浴の表面の上方の気相中で
行われた。細長い多孔性ウエブを、両面含浸装置に下向きに通って、相反転ステーション
を介して、凝析および洗浄が行われる水浴の中に入る１ｍ／分の速度で輸送した。使用さ
れたドープは、６０℃の温度および８００μｍのスロット高さおよび２６０ｍＬ／分の流
速でのドープ２（上記参照）であった。実施例２～実施例５のセパレータの特徴が下記の
表５にまとめられる。

【０１１１】
　セパレータの密度を求め、セパレータを一連の試験に供した。多孔性を、セパレータの
完全乾燥試験片の重量を水で一晩飽和させた同じセパレータ試験片の重量と比較すること
によって求めた。多孔性が、１００×（湿重量－乾燥重量）／（湿重量）として定義され
る。透水性を、減圧下のろ過について類似する円筒装置で加圧下で試験した。
【０１１２】
　ＣＡＰＷＩＮソフトウエアを備えるＰｏｒｏｕｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．（Ｐ
ＭＩ）　Ｃａｐｉｌｌａｒｙ　Ｆｌｏｗ　Ｐｏｒｏｍｅｔｅｒを一般的なＦ３１６－８９
方法およびＡＳＴＭ　Ｅ１２９４－８９方法に従って使用した。これにより、泡立ち点、
細孔サイズ分布、平均流動細孔サイズ（ｍｅａｎ　ｆｌｏｗ　ｐｏｒｅ　ｓｉｚｅ）など
を含む完全に自動化された貫通孔分析がもたらされる。
【０１１３】
　液滴試験を、液滴がどのくらい迅速にセパレータによって吸収されたかを明らかにする
ためにセパレータの両側の面に対して、水および６ＭのＫＯＨ溶液により行った。最後に
、６ＭのＫＯＨ溶液の存在下における抵抗を求めた。これらの結果がすべて、下記の表６
にまとめられる。
【０１１４】
　これらの結果は、液相での相反転ではなく、むしろ気相での相反転の使用により、７０
ｎｍから１０４ｎｍへの平均細孔サイズにおける増大がもたらされたことを示す。これに
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は、透水性におけるわずかな低下、ならびに水滴および６Ｍ　ＫＯＨ液滴の吸収速度にお
ける増大が伴った。

【０１１５】
　本発明を詳細に開示してきたが、これで当業者には数多くの変更が、添付の請求の範囲
に規定される本発明の範囲から逸脱することなく、本発明において行われ得ることが明ら
かであろう。
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【図１】
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【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月3日(2010.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）２つの最も外側の表面を含む細長い多孔性ウエブを提供する工程；
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　（ｉｉ）前記細長い多孔性ウエブを、前記細長い多孔性ウエブに対して平行である、上
部スロット面および下部スロット面（ただし、前記面は垂直方向または垂直からのずれが
１０°以下である方向を持つ）をそれぞれが有する２つのスロットを含む２つの含浸ヘッ
ド［６］および［６’］の間において下側に輸送し、これにより、少なくとも１つの膜ポ
リマーと、そのための少なくとも１つの溶媒とを含むドープの計量された量を前記細長い
多孔性ウエブの両側の表面に同時に提供する工程（ただし、両側の表面上の前記量は同一
であるかまたは同一からのずれが５％以下である）；
　（ｉｉｉ）それにより、前記細長い多孔性ウエブに前記ドープを完全に含浸し、等しい
厚さまたは等しい厚さからのずれが５％以下である厚さで、前記下部スロット面の１つと
、それに最も近い前記細長い多孔性ウエブの表面との間の隙間に依存しない厚さのドープ
層を、前記細長い多孔性ウエブの前記最も外側の表面のそれぞれの表面に提供する工程；
　（ｉｖ）前記細長い多孔性ウエブに関連する前記ドープを、ドープ含浸後直ちに、少な
くとも１つの非溶媒とともに相反転（ただし、前記ドープ層の前記相反転は前記ウエブの
それぞれの表面において対称的である）に供し、それにより膜を形成する工程；および、
　（ｖ）前記少なくとも１つの膜ポリマーのための前記少なくとも１つの溶媒の残渣を前
記膜から除き、それによりイオン透過性ウエブ強化セパレータを製造する工程
を含むプロセスにおいて、前記ドープは、少なくとも２．５の含浸温度での１００ｓ－１

の剪断での粘度に対する１ｓ－１の剪断での粘度の比率を有することを特徴とするプロセ
ス。
【請求項２】
　前記工程（ｉｖ）および工程（ｖ）が同時に行われる、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記ドープは、少なくとも５の含浸温度での１００ｓ－１の剪断での粘度に対する１ｓ
－１の剪断での粘度の比率を有する、請求項１または２に記載のプロセス。
【請求項４】
　細長い多孔性ウエブの厚さに対する全体的厚さの比率は２．１未満である、請求項１～
３のいずれかに記載のプロセス。
【請求項５】
　前記ドープは無機物をさらに含有する、請求項１～４のいずれかに記載のプロセス。
【請求項６】
　前記無機物は金属水酸化物または金属酸化物である、請求項５に記載のプロセス。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの非溶媒は有機溶媒である、請求項１～６のいずれかに記載のプロ
セス。
【請求項８】
　前記含浸は押出し塗布技術を使用して行われる、請求項１～７のいずれかに記載のプロ
セス。
【請求項９】
　前記含浸はスロット塗布技術を使用して行われる、請求項１～７のいずれかに記載のプ
ロセス。
【請求項１０】
　前記含浸は断続的に行われる、請求項１～９のいずれかに記載のプロセス。
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