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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと、
　前記ポリセスキオキサン・マトリックス中に組み込まれた親水性成分と、
　プロトン伝導性成分とを含む、ポリセスキオキサン組成物であって、
　前記ポリセスキオキサン組成物が０．０１Ｓｃｍ－１より大きいプロトン伝導率を有し
、前記親水性成分がイミダゾール部分、ピラゾール部分、ベンズイミダゾール部分、シラ
ノール部分、シクロデキストリン、またはこれらの２種以上を含むポリセスキオキサン組
成物。。
【請求項２】
　前記金属元素が、ケイ素、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ゲルマニウム、また
はこれらの２種以上の混合物である請求項１に記載のポリセスキオキサン組成物。
【請求項３】
　前記ポリセスキオキサン・マトリックスが、少なくとも２５％のフッ素含有量を有する
請求項１に記載のポリセスキオキサン組成物。
【請求項４】
　前記プロトン伝導性成分が、無機ブレンステッド酸部分を含む請求項１に記載のポリセ
スキオキサン組成物。
【請求項５】
　陰極と、
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　陰極に燃料を供給できる燃料供給源と、
　金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと前記ポ
リセスキオキサン・マトリックス中に組み込まれた親水性成分とプロトン伝導性成分とを
含むポリセスキオキサン組成物を含むプロトン交換膜と、
　陽極と、
　陽極に酸化剤を供給できる酸化剤供給源とを含み、
　前記プロトン交換膜が０．０１Ｓｃｍ－１より大きいプロトン伝導率を有し、前記親水
性成分が、イミダゾール部分、ピラゾール部分、ベンズイミダゾール部分、シラノール部
分、シクロデキストリン、またはこれらの２種以上を含む
燃料電池。
【請求項６】
　金属元素を含むセスキオキサン前駆体を反応させてポリセスキオキサン・マトリックス
を形成させること、
　前記ポリセスキオキサン・マトリックス中に親水性成分を組み込むこと、および
　前記ポリセスキオキサン・マトリックス中にプロトン伝導性の成分を組み込んで０．０
１Ｓｃｍ－１より大きいプロトン伝導率を有するポリセスキオキサン組成物を生成させる
ことを含む、ポリセスキオキサン組成物を製造する方法。
【請求項７】
　金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと前記ポ
リセスキオキサン・マトリックス中に組み込まれた親水性成分とプロトン伝導性成分とを
含むポリセスキオキサン組成物を含む少なくとも１層のプロトン交換膜層と、
　少なくとも１層の触媒化された電極層とを含み、
　前記プロトン交換膜が、０．０１Ｓｃｍ－１より大きいプロトン伝導率を有し、前記親
水性成分が、イミダゾール部分、ピラゾール部分、ベンズイミダゾール部分、シラノール
部分、シクロデキストリン、またはこれらの２種以上を含み、
　少なくとも１層のプロトン交換膜層が２層の触媒化された電極層の間に配置されている
かまたは少なくとも１層の触媒化された電極層が２層のプロトン交換膜層の間に配置され
ているかのいずれかである膜電極組立体。
【請求項８】
　金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと前記ポ
リセスキオキサン・マトリックス中に組み込まれた親水性成分とプロトン伝導性成分とを
含むポリセスキオキサン組成物を含むセンサ組立体を含むセンサであって、
　前記ポリセスキオキサン組成物が、０．０１Ｓｃｍ－１より大きいプロトン伝導率を有
し、前記親水性成分が、イミダゾール部分、ピラゾール部分、ベンズイミダゾール部分、
シラノール部分、シクロデキストリン、またはこれらの２種以上を含むセンサ組立体を含
むセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にプロトン伝導体の分野に関する。より詳しくは、本発明は、ソリッ
ド・ステート・プロトン交換膜に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換する電気化学装置である。一
般に燃料電池は、陽極を備えており、そこで電子が触媒作用によって燃料から取り出され
て外部の回路へ送り込まれ、またプロトンが触媒作用によって燃料から取り出されてプロ
トン交換膜を横切って陰極へ送り込まれ、そこで電子、プロトン、および酸化剤が再結合
して回路が閉じる。
【０００３】
　燃料電池は水素を必要とするが、知られているように遊離の水素は反応性が高い。それ
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ゆえ、陽極において他の燃料から水素を取り出す燃料電池に関心が持たれてきた。関心を
持たれている燃料の１つはメタノール（ＣＨ３ＯＨ）であり、これは液体として輸送がし
やすく、また比較的高いエネルギー容量（たとえば、効率５０％と仮定して、２５０ｍｌ
のメタノールは約６００ワット・時の電気を供給することができる）を有する。エタノー
ル（ＣＨ３ＣＨ２ＯＨ）も使用できる。そのエネルギー容量はメタノールより幾分か低い
が、エタノールは、飲み込んだり他の方法で吸収した場合の毒性がはるかに低い。メタノ
ールやエタノールは、陽極で触媒の存在下において酸化剤、通常は空気中の酸素に触れる
と、酸化されてＣＯ２、Ｈ＋、およびｅ－を生成することができる。当業者は、この記述
が化学量論的でないことを了解するであろう。
【０００４】
　メタノールまたはエタノールを燃料とする燃料電池が直面する難題の１つは、プロトン
交換膜の諸特性の最適化である。回路を完結させるためには、この膜が、プロトンを陽極
から陰極へ効率よく伝導しなければならない。この膜はまた、陽極でのメタノールの酸化
の効率を高めかつ陰極でのメタノールの酸化による陰極電位の低下を最小限にするために
、メタノールの透過速度が低くなければならない。
【０００５】
　特に高い関心を持たれている分野は、中温燃料電池であり、これは約１００℃～約２５
０℃の温度で使用するのに適当なものを意味する。このような燃料電池の温度で運転する
ためには、プロトン交換膜が高い熱安定性を有していなければならない。しかし、熱安定
性は通常、プロトン伝導性と逆相関の関係にあり、たとえば熱安定性の高い材料は一般に
プロトン伝導性が低い。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態において、本発明は、（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリ
セスキオキサン・マトリックスと、（ｉｉ）親水性成分と、（ｉｉｉ）プロトン伝導性成
分とを含む、ポリセスキオキサン組成物に関する。
【０００７】
　もう１つの実施形態において、本発明は、陽極と燃料を陽極へ供給できる燃料供給源と
、（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックス、
（ｉｉ）親水性成分、および（ｉｉｉ）プロトン伝導性成分を含むポリセスキオキサン組
成物を含むプロトン交換膜と、陰極と、酸化剤を陰極へ供給できる酸化剤供給源とを含む
燃料電池に関する。
【０００８】
　さらに別の実施形態において、本発明は、ポリセスキオキサン組成物を得るために、金
属元素を含むセスキオキサン前駆体を反応させてポリセスキオキサン・マトリックスを形
成すること、ポリセスキオキサン・マトリックス中に親水性成分を組み込むこと、および
ポリセスキオキサン・マトリックス中にプロトン伝導性成分を組み込むことを含むポリセ
スキオキサン組成物の製造方法に関する。このポリセスキオキサン組成物は、固体状態で
高められたプロトン伝導性を示すことができる。
【０００９】
　本発明のポリセスキオキサン組成物は、プロトンを高効率で陽極から陰極へ伝導し、か
つ低いメタノール透過速度を有するプロトン交換膜として、燃料電池において使用するこ
とができる。これはまた、様々な用途の中でもとりわけ電位差測定用のセンサにおけるソ
リッド・ステート・プロトン伝導媒体として使用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　後掲の図面は本明細書の部分を成すものであり、本発明のいくつかの態様をさらに説明
するものである。これらの図面の１つまたは２つ以上を参照することにより、ここに提示
されている特定の実施形態の詳細な記述と組み合わせて本発明がよりよく理解されるであ
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ろう。
 １つの実施形態において本発明は、
（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックス、
（ｉｉ）親水性成分、および
（ｉｉｉ）プロトン伝導性成分
を含むポリセスキオキサン組成物に関する。
【００１１】
　ここで用いる「セスキオキサン部分」は、金属元素の第１の原子が１個の酸素原子に共
有結合し、この酸素原子はまた金属元素の第２の原子に共有結合し、金属元素の第１の原
子はまた炭素原子にも共有結合している原子の配列を指す。どの１個のセスキオキサン部
分においても、金属元素の第１の原子と金属元素の第２の原子は同じ金属元素であっても
異なる金属元素であってもよい。ポリセスキオキサン組成物の一実施形態においては、金
属元素はケイ素、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ゲルマニウム、またはこれらの
２種以上の混合物である。別の実施形態においては、金属元素は、ケイ素である。この別
の実施形態では、組成物およびマトリックスは「ポリシルセスキオキサン」と呼ばれるこ
ともある。
【００１２】
　セスキオキサン部分の炭素原子は、どんな炭化水素部分、置換炭化水素部分、芳香族部
分、または置換芳香族部分の構成炭素原子であってもよい。
　ここで用いる「セスキオキサン前駆体」は、金属元素の第１の原子、金属元素の第１の
原子に結合した少なくとも１個の酸素原子、および金属元素の第１の原子に結合した少な
くとも１個の炭素原子を含む化合物である。この酸素原子は、とりわけメトキシ、エトキ
シ、またはプロポキシなどのアルコキシ部分に存在することができる。ポリセスキオキサ
ン・マトリックスは、セスキオキサン前駆体が共有結合でポリマーを形成する反応の生成
物と考えることができる。
【００１３】
　セスキオキサン部分に加えて、ポリセスキオキサン・マトリックスは、さらに当業者に
知られたもののうちでもとりわけ金属－ＯＨ、金属－ハロゲン、金属－炭化水素、金属－
炭化水素－金属、または金属－アリール－金属など他の部分を含むことができ、ここで「
金属」は金属元素の原子をあらわし、「ハロゲン」は周期律表のＶＩＩＡ族の原子を表し
、「炭化水素」は１個または２個以上の炭素原子を有する部分を表し、「アリール」は１
個または２個以上の芳香族部分を有する部分を表す（したがって、「アリール」は「炭化
水素」の部分集合ということになる）。金属－炭化水素－金属部分または金属－アリール
－金属部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスでは、それぞれの金属は１つの炭素
原子（同じ炭素原子の場合または異なる炭素原子の場合がある）に結合しており、「ブリ
ッジのあるポリセスキオキサン」と呼ぶことができる。その代わりにまたはそれに加えて
、ポリセスキオキサン・マトリックスは、一般式（Ｒ金属Ｏ１．５）ｎで表される籠状構
造である多面体オリゴマー性セスキオキサン（ＰＯＳ）部分を含むことができ、ここでＲ
は環状Ｃ５Ｈ１０または環状Ｃ６Ｈ１２であり、ｎは６以上の偶数の整数である。多面体
オリゴマー性セスキオキサン（ＰＯＳ）部分の１つの具体例として、金属がケイ素（すな
わち多面体オリゴマー性シルセスキオキサン（ＰＯＳＳ）部分）でありｎ＝８のものは、
図２に示すようにＰＯＳＳ分子から誘導することができる。
【００１４】
　炭化水素部分のサイズによって単位セルのサイズが決まり、したがってポリセスキオキ
サン・マトリックスの細孔率が決まる。金属元素、ポリセスキオキサン・マトリックス中
に存在する各種部分の種類および割合、様々なパラメータのうちでもとりわけポリセスキ
オキサン・マトリックスの調製に使用される処理パラメータに応じて、このマトリックス
は約３０Å～約１００Åの範囲の細孔径を有することができる。特定の理論に拘泥するも
のではないが、この範囲の細孔径は、本発明のポリセスキオキサン・マトリックスのプロ
トン伝導性を高める可能性がある。
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【００１５】
　本明細書で用いる「または」という語は常に、包括的な意味を有する。
　一実施形態においては、ハロゲンはフッ素である。さらに別の実施形態においては、ポ
リセスキオキサン・マトリックスは高いフッ素含有量を有し、それはポリセスキオキサン
・マトリックス中の炭素原子に結合した原子の２５モル％超がフッ素であることを意味す
る。
【００１６】
　ポリセスキオキサン組成物はまた、親水性成分をも含む。「親水性成分」は、水と水素
結合を形成し得る部分または分子を指す。一実施形態においては、親水性成分は下記の構
造を有するイミダゾール部分、
【化１】

下記の構造を有するピラゾール部分、
【化２】

下記の構造を有するベンズイミダゾール部分、
【化３】

－ＳｉＸ２ＯＨの構造を有するシラノール部分（式中、各Ｘは独立にＨ、ハロゲン、炭化
水素、またはシリルである）、下記の構造を有するシクロデキストリン、
【化４】
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おいて、満たされていない原子価は、Ｈ、ハロゲン、炭化水素、シリル（１個または２個
以上のケイ素原子を有する部分）、あるいは、金属元素の１個の原子または金属元素の１
個の原子に結合した酸素、炭化水素部分、アリール部分、シリル部分、またはその他の部
分の１個の原子など、ポリセスキオキサン・マトリックスの１個の原子への結合を表して
いる。
【００１７】
　親水性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックス中に固定化することが望ましいかも
しれない。一実施形態においては、親水性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックスに
共有結合される。この共有結合は、金属元素の１個の原子、または金属元素の１個の原子
に結合した酸素、炭化水素部分、アリール部分、シリル部分、もしくはその他の部分の１
個の原子への結合でよい。もう１つの実施形態においては、親水性成分は、ポリセスキオ
キサン・マトリックス中にガラス化された状態で固定化されている。すなわちこの組成物
をポリセスキオキサン・マトリックスのガラス転移温度よりも大幅に低い温度に保つこと
により、親水性成分とポリセスキオキサン・マトリックスは互いの相対的な位置が固定さ
れている。そのような温度では、この組成物はガラス様の感じがして粘度が高い。ポリセ
スキオキサン・マトリックスのガラス転移温度は、本発明の利益を享受する当業者には常
法により決定できる。
【００１８】
　本発明のポリセスキオキサン組成物はまた、プロトン伝導性成分をも含む。「プロトン
伝導性成分」は、プロトンと結合しかつ解離する能力のある部分、分子または複数の部分
もしくは分子である。このプロトン伝導性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックスに
共有結合した部分、親水性成分に共有結合した部分、分子、複数の分子からなるオリゴマ
ーまたはポリマー、あるいはこれらの２種以上を含むことができる。一実施形態において
は、プロトン伝導性成分は、無機ブレンステッド酸部分を含む。「無機ブレンステッド酸
部分」とは、プロトンと結合しかつ解離する能力を有する部分であって、プロトンがそれ
に結合しかつそれから解離し得る原子が炭素ではなくまた炭素原子に結合してもいないも
のである。
【００１９】
　一実施形態においては、プロトン伝導性成分は、モノドデシルリン酸（Ｈ２ＰＯ４（Ｃ
Ｈ２）１１ＣＨ３）、リン酸タングステン酸（ａＷＯ３．Ｈ３ＰＯ４．ｂＨ２Ｏ、ただし
ａは約１０～約１４の整数、ｂは約５～約７の整数）、リン酸（Ｈ３ＰＯ４）、ホウ酸（
ＢＨ３Ｏ３）、次式の構造のトリフルオロメタンスルホンイミド、
【化５】

またはこれらの２種以上である。
　プロトン伝導性成分は、複数の部分または分子を含んでいてもよい。一実施形態におい
ては、プロトン伝導性成分はさらに、無機ブレンステッド酸部分に加えて、ブレンステッ
ド塩基部分を含む。さらに別の実施形態においては、プロトン伝導性成分は、（ａ）イミ
ダゾール
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【化６】

およびトリフルオロメタンスルホンイミド、（ｂ）ジプロピルアミン

【化７】

およびトリフルオロメタンスルホンイミド、またはその両方を含む。
【００２０】
　プロトン伝導性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックス中に固定化することが望ま
しいかもしれない。一実施形態においては、プロトン伝導性成分は、ポリセスキオキサン
・マトリックスに共有結合されている。この共有結合は、金属元素の１個の原子、または
金属元素の１個の原子に結合した酸素、炭化水素部分、アリ－ル部分、シリル部分、もし
くはその他の部分の１個の原子への結合でよい。もう１つの実施形態においては、プロト
ン伝導性成分はポリセスキオキサン・マトリックス中にガラス化された状態で固定化され
ている。
【００２１】
　一実施形態においては、プロトン伝導性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックスに
共有結合されており、このプロトン伝導性成分は、次式の構造の懸垂したスルホン酸基

【化８】

またはその塩を含み、式中、Ｒは、１～約１０個の炭素原子を有するアルキル基、１～約
１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルキル基、１～約１０個の炭素原子を有するア
ルケニル基、１～約１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルケニル基、１～約１０個
の炭素原子を有するアルキニル基、１～約１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルキ
ニル基、６～約２０個の炭素原子を有するアリール含有基、６～約２０個の炭素原子を有
するハロゲン置換アリール含有基、芳香族複素環部分を含み６～約２０個の炭素原子を有
する基、または芳香族複素環部分を含み６～約２０個の炭素原子を有するハロゲン置換基
である。満たされていない原子価は、ポリセスキオキサン・マトリックスへの結合を表す
。さらに別の実施形態においては、この懸垂スルホン酸基は、フェニル部分または１－ブ
チル－３－メチルーイミダソリウムトリフルオロメタニル部分を含む。
【００２２】
　プロトン伝導性成分がポリセスキオキサン・マトリックスに共有結合されているもう１
つの実施形態においては、プロトン伝導性成分は、次式の構造の懸垂ホスホン酸基
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【化９】

またはその塩を含み、式中、Ｒは、１～約１０個の炭素原子を有するアルキル基、１～約
１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルキル基、１～約１０個の炭素原子を有するア
ルケニル基、１～約１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルケニル基、１～約１０個
の炭素原子を有するアルキニル基、１～約１０個の炭素原子を有するハロゲン置換アルキ
ニル基、６～約２０個の炭素原子を有するアリール含有基、６～約２０個の炭素原子を有
するハロゲン置換アリール含有基、芳香族複素環部分を含み６～約２０個の炭素原子を有
する基、または芳香族複素環部分を含み６～約２０個の炭素原子を有するハロゲン置換基
である。満たされていない原子価は、ポリセスキオキサン・マトリックスへの結合を表す
。さらに別の実施形態においては、Ｒは、フェニルである。
【００２３】
　本開示の利益を享受する当業者には明らかなはずであるが、本組成物の特定の成分は、
親水性成分としておよびプロトン伝導成分として両方の機能を果たすことができる。
　もう１つの実施形態において、本発明は、燃料電池に関する。図１を見ると、燃料電池
１００は、陽極１１０を備えている。陽極１１０は、本開示の利益を享受する当業者にと
っては常法により、どの適当な材料から形成することもできる。一実施形態においては、
陽極１１０は、白金で形成される。
【００２４】
　陽極１１０は、必要ならば、一実施形態においては、メタノールやエタノールなどの燃
料がそこで酸化されてプロトンと電子を発生する、あるいはそこで水素がプロトンと電子
にイオン化される場所である。図１においては、示されている燃料はメタノールであるが
、これは例示的なものにすぎず限定的なものではない。電子は、外部の回路（図示せず）
を通って供給され、電気的な仕事をする。
【００２５】
　そういうわけで、燃料電池１００は、陽極１１０に燃料を供給できる燃料供給源１２０
も備えている。供給は、消極的手段（拡散または重力の助けを借りた導管内の流れなど）
または積極的な手段（ポンプを使用して液体燃料を導管内に流す、あるいはブロワーを使
用してガス状燃料を導管内に流す）をどのような組合せででも含むことができる。燃料の
具体例にはメタノール、エタノール、水素、またはこれらの２種以上が含まれるが、それ
だけには限定されない。
【００２６】
　すでに述べたように、陽極１１０は、電子が燃料物質から取り出され外部の回路（図示
せず）を通して供給される場所である。炭化水素燃料の酸化または水素のイオン化によっ
て発生したプロトンは、電子が仕事を終わって回路が完成した後で、電子と結合すること
ができる。したがって、燃料電池１００はまた、（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部
分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと、（ｉｉ）親水性成分と、（ｉｉｉ）プロ
トン伝導性の成分とを含むポリセスキオキサン組成物を含むプロトン交換膜１３０をも備
えている。
【００２７】
　このポリセスキオキサン組成物は、前記したものと同様のものでよい。一実施形態にお
いては、金属元素はケイ素、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ゲルマニウム、また
はこれらの２種以上の混合物である。一実施形態においては、親水性成分は、イミダゾー
ル部分、ピラゾール部分、ベンズイミダゾール部分、シラノール部分、シクロデキストリ
ン、またはこれらの２種以上を含む。この親水性成分は、ポリセスキオキサン・マトリッ
クスへの共有結合によってあるいはポリセスキオキサン・マトリックス中へのガラス化固
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定化によってポリセスキオキサン・マトリックス中に固定化されていてもよい。一実施形
態においては、プロトン伝導性成分は、無機ブレンステッド酸部分を含み、もう１つの実
施形態においては、プロトン伝導性成分は、さらにブレンステッド塩基部分をも含む。
【００２８】
　プロトン交換膜１３０は、プロトンが陰極１１０から陽極１４０へ移動することを可能
にする。陽極１４０では、プロトンは、酸化剤の存在下で電子と再結合する。陽極１４０
は、本開示の利益を享受する当業者にとっては常法により、どの適当な材料から形成する
こともできる。一実施形態においては、陽極１４０は白金で形成される。
【００２９】
　陽極１４０においてプロトンと電子の再結合が起こるために、通常は酸化剤が存在する
。したがって、燃料電池１００は、さらに酸化剤を陰極１４０に供給できる酸化剤供給源
１５０をも備えている。供給は、先に論じた陽極への燃料の供給に準じて、消極的手段ま
たは積極的手段のどの組合せをも含むことができる。図１に示した酸化剤は酸素であるが
、これは例示的なものであり限定的なものではない。空気が、酸素供給源として好都合で
あるが、酸素濃度が空気より高いまたは空気より低い気体混合物、あるいは酸素濃度が空
気とは異なる様々な濃度のその他の気体からなる気体混合物も所望であれば使用できる。
【００３０】
　プロトン交換膜は、プロトンを容易に伝導するものでなければならない。一実施形態に
おいては、プロトン交換膜は、０．０１Ｓｃｍ－１より高いプロトン伝導度を有する。特
定の理論に拘泥するものではないが、本出願人は、ポリセスキオキサン・マトリックスが
、その中で水と親水性成分の間の水素結合によって水分子の滞留を助けるメソ細孔性構造
、およびプロトン伝導性成分が関与するプロトンの伝導を生み出すと提唱している。
【００３１】
　また、プロトン交換膜は、陽極におけるメタノールの酸化効率を高め、陰極にメタノー
ルが存在することから生じる非効率を減少させる、低いメタノール透過性を有するもので
なければならない。一実施形態において、プロトン交換膜は、メタノールの横断速度とし
て定義されるメタノール透過性係数が約０．２μモルｍｉｎ－１ｃｍ－２未満である。
【００３２】
　この燃料電池はさらに、ユーザがアクセス可能な制御器；ソフトウェア、ハードウェア
、またはファームウェアで実施された命令を実装できる制御装置；加熱装置；冷却装置；
または当業者には知られている燃料電池用のその他の要素など、他の構成要素を備えるこ
とができる。
【００３３】
　この燃料電池は、固定用途（比較的大きい電池、予備電源など）、移動用途（車両用の
動力など）、および携帯用途（現在ラップトップ・コンピュータおよび携帯電話用電池で
一般的に見られるものなど）に適する可能性がある。本発明の燃料電池は、中温（約１０
０℃～約２５０℃）での使用に適する可能性がある。少なくとも中温においては、本発明
の燃料電池のプロトン交換膜は、市販の従来型プロトン交換膜と比較して高い熱安定性を
有する。
【００３４】
　もう１つの実施形態において、本発明は、
（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと、
（ｉｉ）親水性成分と、（ｉｉｉ）プロトン伝導性成分とを含むポリセスキオキサン組成
物を含む少なくとも１層のプロトン交換膜層、ならびに少なくとも１層の触媒化された電
極層を含み、少なくとも１層のプロトン交換膜層が２層の触媒化された電極層の間に
配置されているか、または少なくとも１層の触媒化された電極層が２層のプロトン交換膜
層の間に配置されている膜電極組立体に関する。
【００３５】
　プロトン交換膜層は、前記のものと同じでよい。触媒化された電極層は、実質的に前記
の陰極または陽極と類似のものでよい。一実施形態においては、少なくとも１層の触媒化
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された電極層は、白金を含む。もう１つの実施形態においては、少なくとも１層の触媒化
された電極層は、非貴金属を含む。
【００３６】
　もう１つの実施形態において、本発明は、
　金属元素を含むセスキオキサン前駆体を反応させてポリセスキオキサン・マトリックス
を形成すること、
　親水性成分をポリセスキオキサン・マトリックスに組み込むこと、および
　プロトン伝導性成分をポリセスキオキサン・マトリックスに組み込んで、ポリセスキオ
キサン組成物を得ることを含む、ポリセスキオキサン組成物の製造方法に関する。
【００３７】
　本発明に利益を享受する当業者は、常用の実験によりセスキオキサン前駆体を選択する
ことができる。一般にセスキオキサン前駆体は、金属－ＯＨ、または金属－Ｏ－アルキル
部分（アルキルは、－ＣＨ３、－ＣＨ２ＣＨ３、－（ＣＨ２）２ＣＨ３、または類似のも
の）を含み、これらはゾル－ゲル条件下で反応して金属－Ｏ－金属結合および副生物とし
て水またはアルコールを生成することができる。金属がケイ素である場合、シルセスキオ
キサン前駆体の典型的な例には、とりわけベンジルトリエトキシシランまたはモノフェニ
ルトリエトキシシランが含まれるが、それだけには限定されない。この反応は、ゾル－ゲ
ル条件以外の条件下においても起こり得る。他の部分もゾル－ゲル条件下または他の反応
条件下で反応して、ポリセスキオキサン・マトリックス中に金属－炭化水素－金属結合ま
たは金属－アリール－金属結合などの他の結合を作り出すことがある。これらの反応は、
通常は比較的低い温度（たとえば約１５℃～約１００℃）で行うことができる。この反応
ステップの結果、ポリセスキオキサン・マトリックスが得られる。
【００３８】
　先に記載した親水性成分は、いくつかの技法の１つまたは２つ以上によってポリセスキ
オキサン・マトリックス中に組み込むことができる。１つの技法においては、親水性成分
を、親水性成分部分と－ＯＨまたは－ハロゲンなどの離脱基とを含む分子として準備し、
この分子をセスキオキサン前駆体と混合して、反応ステップに存在させる。この技法にお
いては、いくつかの金属－Ｏ－親水性成分部分の結合、金属－炭化水素－親水性成分部分
の結合、または金属－アリール－親水性成分部分の結合が形成され、その結果親水性成分
がポリセスキオキサン・マトリックスに共有結合することができる。
【００３９】
　もう１つの技法においては、親水性成分を、セスキオキサン前駆体の反応条件下では比
較的非反応性の親水性成分分子として準備し、セスキオキサン前駆体と混合する。この技
法においては、親水性成分は、ポリセスキオキサン・マトリックスが形成されるにしたが
って非共有結合によってこのマトリックスに会合することができる。
【００４０】
　さらに別の手法においては、親水性成分を、ポリセスキオキサン・マトリックスへ浸透
することのできる組成物中の親水性成分分子として準備することができる。そのような組
成物は、マトリックスの細孔に入り込み親水性成分分子をそこまで運ぶことのできる溶液
でよい。この技法では、あらかじめ形成されたポリセスキオキサン・マトリックスをこの
組成物と接触させ、続いてポリセスキオキサン・マトリックスに熱を加えまたは真空下に
置いて溶媒をマトリックスから引き出すなどによって親水性成分分子以外の組成物成分を
マトリックスから取り除くことによって、親水性成分分子をマトリックス中に組み込むこ
とができる。
【００４１】
　前記の技法の２つ以上を実行することができる。
　前記の考察から明らかなように、親水性成分を組み込むステップは、反応ステップと同
時にまたは反応ステップに続いて実行することができる。
　プロトン伝導性成分は、先に述べたように、いくつかの技法の１つまたは２つ以上によ
ってポリセスキオキサン・マトリックスに組み込むことができる。１つの技法においては
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、プロトン伝導性成分を、プロトン伝導性成分部分と－ＯＨまたは－ハロゲンなどの離脱
基とを含む１つまたは複数の分子として準備し、この分子をセスキオキサン前駆体と混合
し、反応ステップに存在させる。この技法においては、いくつかの金属－Ｏ－プロトン伝
導体部分の結合、金属－炭化水素－プロトン伝導体部分の結合、または金属－アリール－
プロトン伝導体部分の結合が形成され、その結果プロトン伝導性成分がポリセスキオキサ
ン・マトリックスに共有結合することがある。
【００４２】
　もう１つの手法においては、プロトン伝導性成分を、セスキオキサン前駆体の反応条件
下において比較的非反応性のプロトン伝導体分子として準備し、セスキオキサン前駆体と
混合する。この技法においては、ポリセスキオキサン・マトリックスが形成されるにした
がって、プロトン伝導性成分が非共有結合によってマトリックスと会合する。
【００４３】
　さらに別の手法においては、プロトン伝導性成分は、ポリセスキオキサン・マトリック
スに浸透できる組成物中のプロトン伝導体分子として準備することができる。そのような
組成物は、マトリックスの細孔に入り込みプロトン伝導体分子をそこまで運ぶことのでき
る溶液でよい。この技法では、あらかじめ形成されたポリセスキオキサン・マトリックス
をこの組成物と接触させ、続いてポリセスキオキサン・マトリックスに熱を加えまたは真
空下に置いて溶媒をマトリックスから引き出すなどによってプロトン伝導性成分分子以外
の組成物成分をマトリックスから取り除くことによって、プロトン伝導体分子をマトリッ
クス中に組み込むことができる。
【００４４】
　セスキオキサン前駆体が金属－ベンジル部分または金属－モノフェニル部分を含む場合
は、クロロスルホン酸、クロロホスホン酸、または類似のものを用いて金属－ベンジル部
分または金属－モノフェニル部分をスルホン化またはホスホン化することによってプロト
ン伝導性成分を組み込むことができる。
【００４５】
　前記の技法の２つ以上を実行することができる。
　前記の考察から明らかなように、プロトン伝導性成分を組み込むステップは、反応ステ
ップと同時にまたは反応ステップに続いて実行することができ、また別途、親水性成分を
組み込むステップと同時にまたはそれに続いて実行することもできる。
【００４６】
　反応工程と同時にまたはそれに続いてポリセスキオキサン組成物を、所望の形状に加工
することができる。一実施形態においては、セスキオキサン前駆体を、同型の形状をもた
らす型の中で反応させることによってポリセスキオキサン組成物を形成する。もう１つの
実施形態においては、ポリセスキオキサン・マトリックスの溶媒キャスティングによって
ポリセスキオキサン組成物を形成する。さらに別の実施形態においては、マトリックス形
成反応中に、ポリセスキオキサン組成物を所望の形に型抜きし圧縮成形することによって
、ポリセスキオキサン組成物を形成してからポリセスキオキサン・マトリックスの形成を
進行させる。本発明のポリセスキオキサン組成物は、一般に縮合が完了し架橋結合した網
目構造が完全に形成される前なら容易に加工可能である。
【００４７】
　さらに別の実施形態において、本発明は、
（ｉ）金属元素を含むセスキオキサン部分を含むポリセスキオキサン・マトリックスと、
（ｉｉ）親水性成分と、（ｉｉｉ）プロトン伝導性成分とを含むポリセスキオキサン組成
物を含むセンサ組立体を含むセンサに関する。
【００４８】
　このポリセスキオキサン組成物およびその成分は、前記したものと同じでよい。この組
成物は、プロトン伝導能力があり、気相中の化学種を性格づけまたは定量化するために、
またその情報をプロトン伝導によって送信するために使用することができる。
【００４９】
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　このセンサはさらに、ユーザがアクセス可能な制御器；ソフトウェア、ハードウェアま
たはファームウェアでコード化された命令を実装できる制御装置；１種または２種以上の
化学種がガス相に存在することまたはその量をユーザに警告する通報手段、あるいは当業
者には知られているセンサ用のその他の要素など、他の構成要素を備えることができる。
【００５０】
　以下の実施例は、本発明の有利な実施形態を明らかにするために含めたものである。以
下の実施例において開示する技法は、本発明の実施においてうまく機能することを本発明
者が見出した技法を表すものであり、したがって本発明を実施するための有利な形態とな
るものと考えられることは当業者に理解されるはずである。しかし、当業者は、本開示に
照らして、開示されている特定の実施形態に多くの変更を加えることが可能であり、それ
でもなお本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく同じまたは類似の結果が得られる
ことを理解するはずである。
【実施例１】
【００５１】
　有機－無機混成ポリセスキオキサン・マトリックス系のメソ細孔性
　ここでは、ポリセスキオキサン・マトリックス内部へのいわゆる「巨大籠型」環状置換
基および大環状骨格置換基の制御された組込みに基づく、有機－無機混成ポリセスキオキ
サン・マトリックス系における材料細孔性を化学的に誘発するための一般化された手法を
記す。このようなナノ構造を有するテンプレートの体系的な組込みは、メソ細孔（空隙包
含体直径約４ｎｍ～４０ｎｍ）をもたらすことが実証されている。特定の理論に拘泥する
ものではないが、メソ細孔形成に関して２つの機序が仮定されている（ａ）骨格籠構造内
部に包含された空隙部分から生じる分子内自由体積の増加、（ｂ）導入された籠型置換基
がかさ高いことよる分子鎖充填効率の低下（すなわちミクロ構造網目のより高密度の摂動
）から生じる分子内自由体積の増加。ＰＯＳＳ（多面体オリゴマー状セスキオキサン）の
化学反応から誘導された籠長さ約１５Åのもの、およびβ－シクロデキストリンの化学反
応から誘導された籠長さ約７Åのものという２種類の全く異なる「巨大籠型」モデル系を
有するさまざまな多成分ポリマー構成からの結果は、この手法が一般性のあるものであり
、無機－有機混成材料系の細孔性を制御するルートとして直ちに有効であることを実証し
ている。
【００５２】
　ＰＯＳＳ－スチレンなどのモデル系を用いた試験によってメソ細孔性に関する２つの機
序が実証されている。ここでＰＯＳＳは次式で表され、
【化１０】

ｘおよび１００－ｘは、ポリマー中のそれぞれのタイプのユニットのパーセンテージであ
る。
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【化１１】

　図３に示したようなアルコキシ末端のあるＰＯＳＳ化合物は、アルコキシシランと同様
に、ポリシルセスキオキサン・マトリックスのゾル－ゲル合成において使用することがで
きる。
　α－、β－、γ－の３種のシクロデキストリン（ＣＤ）も試験した。これら３種の化合
物の性質は以下のようなものである。

【表１】

　アルコキシ末端のあるシクロデキストリンは、シクロデキストリンをＯＣＮ（ＣＨ２）

３Ｓｉ（ＯＥｔ）３とＤＭＦ中７０℃において１６～２４時間反応させることによって生
成させた。アルコキシ末端のあるシクロデキストリンは、ゾル－ゲル化学反応において図
５に一部を示すような無機－有機ネットワークを生成させるために使用した。
【００５３】
　図６は、シクロデキストリンのアルコキシ末端反応を実証するＮＭＲデータを示す。数
比は、アルコキシ末端反応におけるイソシアナート：シクロデキストリンのモル比、した
がってシクロデキストリン環上の末端部位の数に対応する。
【００５４】
　図７～９は、種々の多孔性の尺度（平均細孔径、細孔率％、かさ密度、および（比）表
面積）をシクロデキストリンまたはＰＯＳＳの含有率の関数として表したグラフである。
図７は、シクロデキストリンを含むポリセスキオキサン・マトリックスの平均細孔径を、
ポリセスキオキサン・マトリックス中のシクロデキストリン含有量の関数として表したグ
ラフである。図８は、ＰＯＳＳを含むポリシルセスキオキサン・マトリックスのかさ密度
（黒丸）および細孔率（白四角）を、ポリシルセスキオキサン・マトリックスのＰＯＳＳ
含有量の関数として表したグラフである。図９は、シクロデキストリンを含むポリシルセ
スキオキサン・マトリックスのＢＥＴ表面積（黒丸、対数目盛；黒三角、普通目盛）を、
ポリシルセスキオキサン・マトリックスのシクロデキストリン含有量の関数として表した
グラフである。
【００５５】
　アルコキシ末端のあるＰＯＳＳおよびアルコキシ末端のあるシクロデキストリンもまた
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、他の知られているセスキオキサン／シルセスキオキサン前駆体（たとえばモノフェニル
－トリエトキシシラン）と組み合わせ、続いてゾル－ゲル条件下で反応させて、多成分ポ
リセスキオキサン／ポリシルセスキオキサンを形成させた。
【実施例２】
【００５６】
　調製手順
　これらの多成分組成物系の分子構造は、熱安定性、プロトン伝導性および他の材料諸特
性を制御するために体系的に設計し加工することができる。
　置換アルコキシシランおよびこれらの系の他の前駆体分子の、類似のゾル－ゲル重合化
学反応を用いた加水分解および縮合反応から、頑丈なガラス状材料が形成された。得られ
た材料構造は、ナノ相の無機領域および有機領域が化学的に架橋結合したメソ細孔性相互
結合網目構造であった。こうして生成した材料は、酸部分を移動性および／または固定化
された酸ドープ剤として、あるいは逆に化学的に結合した酸基として、巨大分子網目構造
の内部に導入することよってプロトン伝導性をもつように加工した。
【００５７】
　ゾル－ゲルモノマー前駆体の調製手順
　（ａ）ジ－トリエトキシシリルでブリッジされた化合物２、２、３、３、４、４、５、
５－オクタフルオロ－１、６－ヘキサンジオール－ビス（３－トリエトキシシリル）プロ
ピルカルバメートの調製
　２、２、３、３、４、４、５、５－オクタフルオロ－１、６－ヘキサンジオールおよび
（３－イソシアナートプロピル）トリエトキシシランの各数ｇを、多段真空蒸留によって
９９重量％より高い純度まで入念に精製した。２、２、３、３、４、４、５、５－オクタ
フルオロ－１、６－ヘキサンジオール約１ｇすなわち３．８ミリモル（ｍｍｏｌ）を、ト
ルエンを溶媒として丸底フラスコに入れた。（３－イソシアナートプロピル）トリエトキ
シシラン約１．９ｇすなわち４．３ｍｍｏｌをフラスコに滴下して加えた。反応は、全く
触媒なしで約２５℃において７日間進行させた。生成物２、２、３、３、４、４、５、５
－オクタフルオロ－１、６－ヘキサンジオール－ビス（３－トリエトキシシリル）プロピ
ルカルバメートを分析したところ純度９８．６％であることが分かり、次いで冷蔵した。
【００５８】
　（ｂ）ブリッジのあるポリシルセスキオキサン前駆体分子の重合
　先に論じた前駆体分子からのポリシルセスキオキサン・マトリックス系は、２、２、３
、３、４、４、５、５－オクタフルオロ－１、６－ヘキサンジオール－ビス（３－トリエ
トキシシリル）プロピルカルバメートの、選択したシクロデキストリン末端のあるアルコ
キシ化合物およびかさ高いＰＯＳＳ末端のあるアルコキシ化合物（２：１のモル比で）の
存在下においてカルバメートとの共縮合を促進した縮合反応によって作成した。ＴＨＦは
、乾燥剤としてカリウムを用いて数日間攪拌すると共に、蒸留によって入念に乾燥した。
次に、カルバメート・モノマーを、約０．４モル濃度で、モル等量の５％のシクロデキス
トリン／ＰＯＳＳアルコキシ分子（モル比２：１）のアルコール溶液を添加しながら、Ｔ
ＨＦ中に混入した。縮合は、化学量論上約６倍の過剰の水と共に、塩酸または水酸化ナト
リウムによって触媒させた。得られたゾルを、次に溶媒キャストして薄膜を形成させ、次
いで約３５℃で放置してゲル化させた。ゲル化の後、ブリッジされたポリシルセスキオキ
サン多成分系は、まず乾燥し、次に窒素中において２週間で約１２５℃に達するように順
次温度を上げながらアニールした。
【００５９】
　（ｃ）ジ－トリエトキシシリル前駆体モノマー分子の調製
　典型的な有機部分を含み－Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）３基が末端にあるモノマーは、対応する
ポリセスキオキサン・マトリックス系の合成に用いることができる。例として、たとえば
シクロデキストリン、またはＰＯＳＳもしくはフッ素化されたブリッジのある系を含む、
そのようなモノマーを調製するために、類似のアルコキシシラン末端のある前駆体分子を
必要な前駆体から生成させた。たとえば、適当にブリッジされたポリシルセスキオキサン
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前駆体分子を得るためには、α、α、α’、α’－テトラキス（トリフルオロメチル）－
１，３－ベンゼン－ジメタノールおよび（３－イソシアナートプロピル）トリエトキシシ
ランを組み込んだ、次のような典型的な手順を用いた。前者の化合物は、市販されており
Ｌａｎｃａｓｔｅｒ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ社から入手でき、後者の化合物も市販されてお
りＳｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ社から入手できる。これらの反応剤は、前記（ａ）と同じ
方法で精製した。α、α、α’、α’－テトラキス（トリフルオロメチル）－１，３－ベ
ンゼン－ジメタノール約１ｇすなわち２．４３ｍｍｏｌを丸底フラスコに入れた。次に、
（３－イソシアナートプロピル）トリエトキシシラン約２．１ｇすなわち４．８６ｍｍｏ
ｌをフラスコに滴下して加えた。２成分の混合を促進するためにトルエンを加えた。この
反応によって所望のジ－トリエトキシシリル化合物が得られた。この反応は高発熱性であ
り、触媒なしで室温または約２５℃で進行させた。この反応は遅く、長い反応時間、たと
えば７日間が完了までに必要であった。生成物は、エトキシシリル基の時期尚早の加水分
解およびその結果の重合を防ぐために冷蔵した。
【００６０】
　図１６は、この機能性多成分材料を生成させるために利用した材料調製手順を示す。
　１つの特定の実施例においては、酸ドープ剤（１２－リンタングステン酸）をＴＨＦに
溶解（１ｇ／ｃｃ）してセスキオキサン前駆体分子（ビス（トリエトキシシリル）ヘキサ
ン）のＴＨＦ溶液と滴下により混合した。完全に混合し終わったら、次にアルコキシシラ
ン末端のある親水性化合物（シクロデキストリン）のイソプロパノール溶液を、前記の溶
液に勢いよく攪拌しながら滴下して加えた。得られた混合物を、攪拌しながら７０℃まで
加熱し、触媒量のＨＣｌ溶液（１モルのアルコキシ基がＨ２Ｏ１モル中の０．０２モルの
ＨＣｌによって触媒される量）を加えた。アルコキシ基の加水分解－縮合反応を、粘度が
大幅に上昇するまで進行させてから、テフロン（登録商標）板の上に膜を溶媒キャストし
、残っている溶媒をゆっくり蒸発させた。キャストされた膜は、さらに不活性雰囲気（窒
素）中でアニールして、さらにポリマー反応および網目構造を形成させた。得られた自立
性均一材料膜は、最終的にキャラクタリゼーション分析、評価および試験のために取り出
した。
【実施例３】
【００６１】
　ポリシルセスキオキサン・マトリックス／シクロデキストリン／１２－リンタングステ
ン酸プロトン交換膜を備えた燃料電池の性能
　燃料電池の性能評価試験において使用するプロトン交換膜を得るために、先に論じた化
学反応および手順を利用して材料系を生成させ加工した。この実施例のプロトン交換膜は
、以下に述べるポリシルセスキオキサン・マトリックスと、シクロデキストリンと、プロ
トン伝導成分としての１２－リンタングステン酸とを含んでいた。このプロトン交換膜は
次のように設計された：
　１－ＣＤ－ブリッジ：シクロデキストリンを、ヘキシルでブリッジされたシルセスキオ
キサン前駆体モノマーから誘導されたフッ素化されていない有機ブリッジのあるポリシル
セスキオキサンと共に組み入れた複合材料を意味する。
　１－ＣＤ－Ｆ－ブリッジ：シクロデキストリンを、カルバメートでブリッジされた前駆
体モノマーから誘導されたフッ素化された有機ブリッジのあるポリシルセスキオキサンと
共に組み入れた複合材料を意味する。
　２－ＣＤ－Ｆ－ブリッジ：シクロデキストリンを、カルバメートでブリッジされた前駆
体モノマーから誘導されたフッ素化された有機ブリッジのあるポリシルセスキオキサンと
共に組み入れた複合材料で、シクロデキストリンの含有量が１－ＣＤ－Ｆ－ブリッジ材料
の２倍(モル基準)のものを意味する。
【００６２】
　プロトン交換膜を含む燃料電池は、従来技術によって組み立てた。
　様々なシステムの電気的な性能を以下に示す。フッ素化された材料は、非フッ素化材料
と比較して優れた伝導特性を示した（図１０）。高い運転温度における長期性能に関して
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は、２００時間運転後にわずかな低下が見られた（図１１）。メタノールの横断は、下記
の表にしたデータで示されているように、在来のナフィオン－シリカ複合対照材料のそれ
よりも大幅に多かった。
【表２】

【実施例４】
【００６３】
　スルホン化ポリシルセスキオキサン・マトリックス／親水性成分プロトン交換膜を備え
た燃料電池の性能
　材料系は、先に述べた化学反応および手順を利用して生成させ加工した。
　下記の術語は、プロトン伝導成分が、ポリポリセスキオキサン網目構造に共有結合した
フェニル環におけるスルホン化によって導入された材料系に関連するものである。
【００６４】
　この場合の複合系は、モノフェニルトリエトキシシラン（ブリッジされていない前駆体
モノマー）、ＰＯＳＳ－エトキシシラン末端のある前駆体、およびシクロデキストリン－
エトキシシラン末端のある前駆体を、モル組成比が３：２：１の均質な溶液として反応さ
せて誘導した。ゾル－ゲル網目構造が形成された後に、よく知られた手法を用いて芳香環
のスルホン化（フェニル置換）を様々な程度まで行った。
【００６５】
　種々の系の熱的および電気的性能を後掲の通り評価した（図１２～１５）。図１２は、
分解が始まる温度をフェニルスルホン化（のレベル）の関数として表したグラフである。
図１３は、伝導度を温度の関数として表したグラフである。図１４は、セル電圧を電流密
度の関数として表したグラフである。図１５は、電力密度を燃料電池温度の関数として表
したグラフである。
【００６６】
　本出願において開示し特許請求するすべての組成物、方法、および装置は、本開示に照
らせば過度の実践なしで作成し実施することができる。本発明の組成物、方法、および装
置を有利な実施形態に関して記載したが、ここに記載した組成物、方法、および装置に対
して方法のステップまたは一連のステップにおいて、本発明の概念、趣旨および範囲から
逸脱することなく種々の変更を加えることができることは当業者には明らかであろう。よ
り具体的には、本出願に記載した試薬の代わりに化学的に関連のあるある種の試薬を使用
してもよく、その場合も同じまたは類似の結果が達成されることは明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の１つの実施形態による燃料電池の略図である。
【図２】シクロデキストリンおよび多面体オリゴマー状シルセスキオキサン（ＰＯＳＳ）
両方の分子の構造式を示す図である。
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【図３】トリエトキシシリル末端のあるＰＯＳＳの構造式を示す図である。
【図４】トリエトキシシリル末端のあるＰＯＳＳから出発するポリシルセスキオキサンの
合成を表す化学式を示す図である。
【図５】トリエトキシシリル末端のあるシクロデキストリンから出発するポリシルセスキ
オキサン・マトリックスの合成を表す化学式を示す図である。
【図６】図５で用いたシクロデキストリンのアルコキシ末端反応を証明するＮＭＲデータ
を示す図である。
【図７】シクロデキストリンを含むポリシルセスキオキサン・マトリックスの平均細孔径
を、実施例１によるポリシルセスキオキサン・マトリックスのシクロデキストリン含有量
の関数として表したグラフである。
【図８】ＰＯＳＳを含むポリシルセスキオキサン・マトリックスのかさ密度（黒丸）およ
び細孔率（白四角）を、実施例１によるポリシルセスキオキサン・マトリックスのＰＯＳ
Ｓ含有量の関数として表したグラフである。
【図９】シクロデキストリンを含むポリシルセスキオキサン・マトリックスのＢＥＴ表面
積（黒丸、対数目盛；黒三角、普通目盛）を、実施例１によるポリシルセスキオキサン・
マトリックスのシクロデキストリン含有量の関数として表したグラフである。
【図１０】実施例３による３種の異なるポリシルセスキオキサン・マトリックスの１種か
ら形成されたプロトン交換膜を備えた燃料電池について、１８０℃におけるセル電圧を電
流密度の関数として表したグラフである。
【図１１】実施例３によるポリシルセスキオキサン・マトリックスから形成されたプロト
ン交換膜を備えた燃料電池について、０時間および２００時間使用後のセル電圧を電流密
度の関数として表したグラフである。
【図１２】実施例４によるポリシルセスキオキサン・マトリックスから形成したプロトン
交換膜について、分解開始温度をフェニルスルホン化のレベルの関数として表したグラフ
である。
【図１３】実施例４によるフェニルスルホン化ポリシルセスキオキサン・マトリックスか
ら形成したプロトン交換膜について、伝導度を温度の関数として表したグラフである。
【図１４】実施例４によるフェニルスルホン化ポリシルセスキオキサン・マトリックスか
ら形成したプロトン交換膜を備えた燃料電池について、セル電圧を電流密度の関数として
表したグラフである。
【図１５】実施例４によるフェニルスルホン化ポリシルセスキオキサン・マトリックスか
ら形成したプロトン交換膜を備えた燃料電池について、電力密度を燃料電池温度の関数と
して表したグラフである。
【図１６】機能性多成分材料の生成のために利用した材料調製手順を示す図である。
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