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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（１ａ）～（４ａ）

（式中、Ａｒ1～Ａｒ9は、互いに独立に、ハロゲノで置換されていても良い炭素数１～１
０のアルキル基、ハロゲノで置換されていても良い炭素数１～１０のアルコキシ基、フェ
ニル基、フェノキシ基、ベンゾイル基、ナフチル基、ナフチルオキシ基、ナフチルカルボ
ニル基、ハロゲノ基、ヒドロキシル基、シアノ基およびアミノ基から選ばれる１種以上の
基を置換基として有していても良い２価の芳香族炭素環を表し、直接および／または前記
置換基中の芳香族炭素環にイオン交換性基を有する。Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ

2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、Ｘ''は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ｙは単なる結
合若しくは置換基を有していても良いメチレン基を表す。ｐは０、１または２を表し、ｑ
、ｒは互いに独立に１、２または３を表す。）
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から選ばれるイオン交換性基を有する繰り返し単位１種以上と下記一般式（１ｂ）～（４
ｂ）

（式中、Ａｒ11～Ａｒ19は、互いに独立に、ハロゲノで置換されていても良い炭素数１～
１０のアルキル基、ハロゲノで置換されていても良い炭素数１～１０のアルコキシ基、フ
ェニル基、フェノキシ基、ベンゾイル基、ナフチル基、ナフチルオキシ基、ナフチルカル
ボニル基、ハロゲノ基、ヒドロキシル基、シアノ基およびアミノ基から選ばれる１種以上
の基を置換基として有していても良い２価の芳香族炭素環を表す。Ｚ、Ｚ’は互いに独立
にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、Ｘ''は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。
Ｙは単なる結合若しくは置換基を有していても良いメチレン基を表す。ｐ'は０、１また
は２を表し、ｑ'、ｒ'は互いに独立に１、２または３を表す。）
から選ばれるイオン交換性基を実質的に有さない繰り返し単位１種以上とを含む高分子電
解質であって、側鎖を含めた高分子電解質全体における総芳香族炭素環の数（芳香族単環
性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との和）に対する芳香族縮合多環性炭素環の
数の比Ｒが下式を満たすことを特徴とする高分子電解質または該高分子電解質を有効成分
とする高分子電解質組成物を用いてなる直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜。
　　　　　　　　　　　　１＞Ｒ≧０．１５
（Ｒは、高分解能ＮＭＲを用い、単環性炭素環上のプロトンに由来するピークと、縮合多
環性炭素環上のプロトンに由来するピークとを同定し、それらのプロトンピークの面積比
較から芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値を求めて、式：Ｒ
＝芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値／（芳香族単環性炭素環の数の相対値＋芳香族縮
合多環性炭素環の数の相対値）から算出した値である。）
（但し、一般式（１’）

（式中、ｎは５以上、１００以下の数値、Ｘ2はＨまたは１価のカチオン種を、Ａｒ21お
よびＡｒ22は下記一般式（２’）

から選ばれる１種以上の２価の芳香族基を示す。）
で示されるポリマー構成成分を含むことを特徴とするスルホン酸基含有芳香族ポリエーテ
ルケトン系化合物、
一般式（３’）

（式中、Ｘ3はＨまたは１価の陽イオンを表わす。Ｙ1はＯ原子またはＳ原子を表わす。Ａ
ｒ23は２価の芳香族基を表わす。）
で表される結合ユニットを含む、スルホン化ポリマーおよび
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　ゼロ価遷移金属錯体の共存下、下式（４’）、（５’）

（式中、Ａｒ31、Ａｒ32は独立に
１，４－フェニレン、１，３－フェニレン、１，２－フェニレン、２－フェニル－１，４
－フェニレン、２－フェノキシ－１，４－フェニレン、１，４－ナフチレン、２，３－ナ
フチレン、１，５－ナフチレン、２，６－ナフチレン、２，７－ナフチレン、ビフェニル
－４，４'－ジイル、ビフェニル－３，３'－ジイル、ビフェニル－３，４'－ジイル、３
，３'－ジフェニルビフェニル－４，４'－ジイル、３，３'－ジフェノキシビフェニル－
４，４'－ジイル、２，２－ジフェニルプロパン－４'，４''－ジイル、ジフェニルエーテ
ル－４，４'－ジイル、ジフェニルスルホン－４，４'－ジイル、ベンゾフェノン－４，４
'－ジイル、次に示すエーテル結合を有する２価の基から選ばれる２価の基を表す。

これらの芳香族の２価の基は、炭素数１～６のアルキル、炭素数１～６のアルコキシ、フ
ェニル、フェノキシから選ばれる置換基を有していても良い。ｍ、ｌは繰返し数を表し、
ｍ、ｌは独立に１０以上の数値を表す。複数のＡｒ31、Ａｒ32、ｍ、ｌはそれぞれ異なっ
ていても良い。Ｘ4は、縮合反応時に脱離する基を表し、複数のＸ4は異なる種類であって
も良い。）から選ばれる少なくとも１種の高分子を縮合反応により重合することによって
得られる、
　イオン交換容量が０．１ｍｅｑ／ｇ～４．０ｍｅｑ／ｇであって、ポリスチレン換算の
数平均分子量が１０００００～４０００００の芳香族ポリエーテル系超高分子に酸基が導
入された構造であって、該芳香族ポリエーテル系超高分子が下式（６’）、（７’）
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（式中、Ａｒ31、Ａｒ32、ｍ、ｌは前記と同じ意味を表す。）
から選ばれる少なくとも１種の構造単位を含有し、式（６’）の構造単位の数ｃと式（７
’）の構造単位の数ｄの和は２以上であることを特徴とする芳香族ポリエーテル系イオン
伝導性超高分子からなる群より選ばれる高分子電解質を用いてなるメタノール形燃料電池
用高分子電解質膜を除く。）
【請求項２】
　下記一般式（５）

（式中、Ａｒ1～Ａｒ5は、互いにハロゲノで置換されていても良い炭素数１～１０のアル
キル基、ハロゲノで置換されていても良い炭素数１～１０のアルコキシ基、フェニル基、
フェノキシ基、ベンゾイル基、ナフチル基、ナフチルオキシ基、ナフチルカルボニル基、
ハロゲノ基、ヒドロキシル基、シアノ基およびアミノ基から選ばれる１種以上の基を置換
基として有していても良い２価の芳香族炭素環を表し、Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、Ｓ
Ｏ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ａｒ1、Ａｒ2、Ａ
ｒ3、Ａｒ4、Ａｒ5のいずれも側鎖としての置換基中に芳香族炭素環を含まない場合はこ
れらの少なくともいずれか一つが、直接結合したイオン交換性基を有し、Ａｒ1～Ａｒ5の
いずれかが前記置換基を有し、該置換基中に芳香族炭素環を含む場合は、それらを含めた
全体の芳香族炭素環の少なくともいずれか一つが、直接結合したイオン交換性基を有し、
繰返し単位の数ａ、ｂはそれぞれ０以上の整数を表し、ａ＋ｂは２０以上である。）で示
される高分子電解質であって、側鎖を含めた高分子電解質全体における総芳香族炭素環の
数（芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との和）に対する芳香族縮合
多環性炭素環の数の比Ｒが下式を満たすことを特徴とする高分子電解質または該高分子電
解質を有効成分とする高分子電解質組成物を用いてなる直接メタノール形燃料電池用高分
子電解質膜。
　　　　　　　　　　　　１＞Ｒ≧０．１５
（Ｒは、高分解能ＮＭＲを用い、単環性炭素環上のプロトンに由来するピークと、縮合多
環性炭素環上のプロトンに由来するピークとを同定し、それらのプロトンピークの面積比
較から芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値を求めて、式：Ｒ
＝芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値／（芳香族単環性炭素環の数の相対値＋芳香族縮
合多環性炭素環の数の相対値）から算出した値である。）
（式中、一般式（３’）

（式中、Ｘ3はＨまたは１価の陽イオンを表わす。Ｙ1はＯ原子またはＳ原子を表わす。Ａ
ｒ１は２価の芳香族基を表わす。）
で表される結合ユニットを含む、スルホン化ポリマーからなる高分子電解質を用いてなる
メタノール形燃料電池用高分子電解質膜を除く。）
【請求項３】
　芳香族縮合多環性炭素環が２環性乃至４環性の芳香族縮合多環性炭素環であることを特
徴とする、請求項１または２記載の直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜。
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【請求項４】
　イオン交換性基がスルホン酸基、スルホンイミド基、ホスホン酸基、カルボン酸基の何
れかの酸基であることを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の直接メタノール形燃
料電池用高分子電解質膜。
【請求項５】
　イオン交換容量が、０．１～４ｍｅｑ／ｇであることを特徴とする請求項１乃至４の何
れかに記載の直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜。
【請求項６】
　イオン交換性基を有するブロック及びイオン交換性基を実質的に有さないブロックをそ
れぞれ一つ以上有することを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の直接メタノール
形燃料電池用高分子電解質膜。
【請求項７】
　イオン交換性基を実質的に有さないブロックが芳香族縮合多環性炭素環を有することを
特徴とする請求項６記載の直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜。
【請求項８】
　請求項１乃至７何れかに記載の直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜を用いてな
る固体高分子形燃料電池。
【請求項９】
　請求項１乃至７何れかに記載の直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜を用いてな
る直接メタノール形燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高分子電解質に関し、詳しくは高分子主鎖に、酸素元素及び／又は硫黄元素
と芳香族炭素環とを有し、イオン交換性基が、側鎖を含めた高分子電解質全体における芳
香族炭素環の一部又は全部に直接結合している高分子電解質に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一次電池、二次電池、あるいは固体高分子形燃料電池等の電気化学デバイスの隔膜とし
て、プロトン伝導性を有する高分子すなわち高分子電解質が用いられている。例えば、側
鎖に超強酸としてのパーフルオロアルキルスルホン酸を有し、主鎖がパーフルオロアルカ
ンである脂肪族系高分子を有効成分とする高分子電解質が、燃料電池用材料としての特性
に優れることから従来主に使用されてきている。しかしながらこの材料は非常に高価であ
ること、耐熱性が低いこと、膜強度が低く何らかの補強をしないと実用的でないなどの問
題が指摘されている。また、この材料は直接メタノール形燃料電池に代表される液体燃料
形燃料電池のプロトン伝導膜材料として用いた場合、液体燃料であるメタノール等の遮断
性が悪くすなわちメタノールバリア性が低く、カソードにおける過電圧が大きくなってし
まうという問題点等も指摘されている。
【０００３】
　こうした状況において、上記高分子電解質に替わり得る安価な高分子電解質の開発が近
年活発化してきている。なかでも耐熱性に優れフィルム強度の高い芳香族ポリエーテルに
スルホン酸基を導入した高分子すなわち高分子主鎖に、酸素元素及び／又は硫黄元素と芳
香族炭素環とを有し、イオン交換性基が、主鎖の一部又は全部に直接結合している高分子
電解質であって、側鎖を含めた高分子電解質全体における芳香族炭素環が芳香族単環性炭
素環のみからなる芳香族系高分子が知られており、例えば、スルホン化ポリエーテルケト
ン系(特許文献１)、スルホン化ポリエーテルエーテルケトン系（特許文献２）、スルホン
化ポリエーテルエーテルスルホン系（非特許文献１）、スルホン化ポリエーテルスルホン
系（特許文献３）等の芳香族系高分子電解質が提案されている。
【０００４】
　これらの高分子電解質の中では、スルホン化ポリエーテルスルホン系の芳香族系高分子
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電解質が、直接メタノール形燃料電池用プロトン伝導性高分子電解質として有用であるこ
とも知られている（特許文献３）。
　また高分子主鎖に、酸素元素及び／又は硫黄元素と芳香族炭素環とを有し、イオン交換
性基が、主鎖の一部又は全部にアルキレン基を介して結合している高分子電解質であって
、側鎖を含めた高分子電解質全体における芳香族炭素環が、芳香族単環性炭素環と芳香族
縮合多環性炭素環からなるスルホン化ポリエーテルエーテルスルホン系の芳香族系高分子
電解質も提案されている（特許文献４）。
【０００５】
【特許文献１】特表平１１－５０２２４９号公報
【特許文献２】特表２００２－５２４６３１号公報
【特許文献３】特開２００３－３２３９０４号公報
【特許文献４】特開２００３－１００３１７号公報
【非特許文献１】Journal of Membrane Science, 83,211 (1993)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記のような芳香族系高分子電解質を固体高分子形燃料電池用に用いた
場合、耐水性の点で十分満足できるレベルではなく、特に直接メタノール形燃料電池用に
用いた場合、メタノール等の遮断性が満足できるレベルではないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、固体高分子形燃料電池用の高分子電解質として、特に直接メタノール形
燃料電池に代表される液体燃料形燃料電池用の高分子電解質として、より優れた性能を示
す芳香族系高分子電解質を見出すべく鋭意検討を重ねた結果、芳香族炭素環として、芳香
族単環性炭素環のみならず芳香族縮合多環性炭素環を有する高分子電解質であって、総芳
香族炭素環の数（芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との和）に対す
る芳香族縮合多環性炭素環の数の比Ｒが、０．１５以上１未満の範囲であるという特定の
芳香族系高分子電解質が、固体高分子形燃料電池用、特に直接メタノール形燃料電池用に
用いた場合、メタノール等の遮断性に優れるのみならず、耐水性などにも優れることを見
出すとともに、更に種々の検討を加え、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち本発明は、［１］高分子主鎖が、酸素元素及び／又は硫黄元素と芳香族炭素環
とを有し、イオン交換性基が、側鎖を含めた高分子電解質全体における芳香族炭素環の一
部又は全部に直接結合している高分子電解質であって、側鎖を含めた高分子電解質全体に
おける総芳香族炭素環の数（芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との
和）に対する芳香族縮合多環性炭素環の数の比Ｒが下式を満たすことを特徴とする高分子
電解質を提供するものである。
　　　　　　　１＞Ｒ≧０．１５
【０００９】
　また本発明は、［２］　高分子電解質が下記一般式（１ａ）～（４ａ）

（式中、Ａｒ1～Ａｒ9は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の芳
香族炭素環を表し、直接および／または側鎖としての置換基中の芳香族炭素環にイオン交
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換性基を有する。Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、Ｘ''
は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ｙは単なる結合若しくは置換基を有していても良
いメチレン基を表す。ｐは０、１または２を表し、ｑ、ｒは互いに独立に１、２または３
を表す。）
から選ばれるイオン交換性基を有する繰り返し単位１種以上と下記一般式（１ｂ）～（４
ｂ）

（式中、Ａｒ11～Ａｒ19は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の
芳香族炭素環を表す。Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、
Ｘ''は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ｙは単なる結合若しくは置換基を有していて
も良いメチレン基を表す。ｐ'は０、１または２を表し、ｑ'、ｒ'は互いに独立に１、２
または３を表す。）
から選ばれるイオン交換性基を実質的に有さない繰り返し単位１種以上とを含むことを特
徴とする上記［１］の高分子電解質を提供するものである。
【００１０】
　また、本発明は、[３] 高分子電解質が下記一般式（５）

　（式中、Ａｒ1～Ａｒ5は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の
芳香族炭素環を表し、Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’は
互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ａｒ1～Ａｒ5のいずれも側鎖としての置換基中に芳
香族炭素環を含まない場合はこれらの少なくともいずれか一つが、直接結合したイオン交
換性基を有し、Ａｒ1～Ａｒ5のいずれかが側鎖としての置換基中に芳香族炭素環をむ場合
は、それらを含めた全体の芳香族炭素環の少なくともいずれか一つが、直接結合したイオ
ン交換性基を有し、繰返し単位の数ａ、ｂはそれぞれ０以上の整数を表し、ａ＋ｂは２０
以上である。）
で示されることを特徴とする上記［１］または［２］の高分子電解質を提供するものであ
る。
【００１１】
　さらに本発明は、[４] 芳香族縮合多環性炭素環が２環性乃至４環性の芳香族縮合多環
性炭素環であることを特徴とする上記[１]乃至[３]何れかの高分子電解質、
　[５]イオン交換性基がスルホン酸基、スルホンイミド基、ホスホン酸基、カルボン酸基
の何れかの酸基であることを特徴とする上記[１]乃至[４]の何れかの高分子電解質、
　[６]イオン交換容量が、０．１～４ｍｅｑ／ｇであることを特徴とする上記[１]乃至[
５]の何れかの高分子電解質、
　[７]イオン交換性基を有するブロック及びイオン交換性基を実質的に有さないブロック
をそれぞれ一つ以上有することを特徴とする上記［１］乃至［６］の何れかの高分子電解
質、
　［８］イオン交換性基を実質的に有さないブロックが芳香族縮合多環性炭素環を有する
ことを特徴とする上記［７］の高分子電解質、
　［９］上記［１］乃至［８］の何れかに記載の高分子電解質を有効成分とする高分子電
解質組成物。
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　［１０］上記［１］乃至［８］の何れかに記載の高分子電解質または［９］に記載の高
分子電解質組成物を用いてなる高分子電解質膜。
　［１１］上記［１］乃至［８］の何れかに記載の高分子電解質または［９］に記載の高
分子電解質組成物を用いてなる直接メタノール形燃料電池用高分子電解質膜。
　［１２］上記［１］乃至［８］の何れかに記載の高分子電解質、上記［９］に記載の高
分子電解質組成物、または、上記［１０］に記載の高分子電解質膜を用いてなる固体高分
子形燃料電池。
　［１３］上記［１］乃至［８］の何れかに記載の高分子電解質、上記［９］に記載の高
分子電解質組成物、または、［１１］に記載の高分子電解質膜を用いてなる直接メタノー
ル形燃料電池等を提供するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の高分子電解質は、芳香族炭素環として、芳香族縮合多環性炭素環を総芳香族炭
素環に対して特定の比率有することにより、固体高分子形燃料電池用、特に直接メタノー
ル形燃料電池用に用いた場合、メタノール等の遮断性に優れるのみならず、耐酸化性や耐
ラジカル性や耐加水分解性などの化学的安定性、膜の機械的強度、耐水性、及び、プロト
ン伝導度や発電特性などの諸特性、さらには膜－電極接合体作製工程の加工性などにも優
れるので、工業的に有利である。なかでも耐水性に優れる点は、燃料電池作動時と停止時
の吸湿・乾燥に伴う寸法変化の抑制すなわち燃料電池の安定的な作動につながり特に有利
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の高分子電解質は、高分子主鎖が、酸素元素及び／又は硫黄元素と芳香族炭素環
とを有し、イオン交換性基が、側鎖を含めた高分子電解質全体における芳香族炭素環の一
部又は全部に直接結合している高分子電解質であって、側鎖を含めた高分子電解質全体に
おける総芳香族炭素環の数（芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との
和）に対する芳香族縮合多環性炭素環の数の比Ｒが前記の式を満たすことを特徴とするも
のである。Ｒは、０．２以上であることが好ましい。
【００１４】
　ここで、高分子主鎖は、上記のように酸素元素又は硫黄元素の他に炭化水素基としての
芳香族炭素環を必須とする。主鎖は、さらに脂肪族基を有することもできるが、実質的に
芳香族炭素環と酸素元素及び／又は硫黄元素とからなることが好ましい。
　かかる主鎖を有する高分子の代表例としては、例えばポリ（オキシアリーレン）類、ポ
リ（チオアリーレン）類、ポリ（スルフィニルアリーレン）類、ポリ（スルホニルアリー
レン）類、ポリ（オキシアリーレンスルホニルアリーレン）類、ポリ（オキシアリーレン
オキシアリーレンスルホニルアリーレン）類、ポリ（オキシアリーレンカルボニルアリー
レン）類、ポリ（オキシアリーレンオキシアリーレンカルボニルアリーレン）類、これら
の群から選ばれる２種以上の共重合体、それらとポリアリーレン類、ポリ（アルキレンア
リーレン）類、ポリ（カルボニルアリーレン）類の群から選ばれる少なくとも１種との共
重合体などが挙げられる。
　主鎖が共重合体である場合、その結合様式は、交互共重合体、ランダム共重合体、ブロ
ック共重合体いずれであっても良い。また複数あるアリーレン基は同一であっても異なっ
ていても良い。アルキレン基を有する場合、これらは同一であっても異なっていても良い
。
　また、本発明の高分子電解質は、上記のような主鎖としての高分子に、それら高分子の
何れかをグラフトしたグラフト共重合体であっても良い。
【００１５】
　またイオン交換性基としては、酸基が通常使用される。かかる酸基としては、弱酸、強
酸、超強酸の何れであっても良く、例えばスルホン酸基、スルホンイミド基、ホスホン酸
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基、カルボン酸基が好ましく使用される。中でも、スルホン酸基、スルホンイミド基が、
より好ましい。
　これらのイオン交換性基は、部分的にあるいは全てが金属イオンなどで交換されて塩を
形成していても良いが、燃料電池用高分子電解質膜などとして使用する際には、実質的に
全てが遊離酸の状態であることが好ましい。
【００１６】
　本発明の高分子電解質は、上記のような高分子主鎖とイオン交換性基を有し、側鎖を含
めた高分子電解質全体における芳香族炭素環の一部又は全部に、イオン交換性基が、直接
結合しているものであって、側鎖を含めた高分子電解質全体における総芳香族炭素環の数
に対する芳香族縮合多環性炭素環の数の比Ｒが前記の式を満たすことを特徴とするもので
あるが、高分子電解質は、下記一般式（１ａ）～（４ａ）

（式中、Ａｒ1～Ａｒ9は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の芳
香族炭素環を表し、直接および／または側鎖としての置換基中の芳香族炭素環にイオン交
換性基を有する。Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、Ｘ''
は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ｙは単なる結合若しくは置換基を有していても良
いメチレン基を表す。ｐは０、１または２を表し、ｑ、ｒは互いに独立に１、２または３
を表す。）
から選ばれるイオン交換性基を有する繰り返し単位１種以上と下記一般式（１ｂ）～（４
ｂ）

（式中、Ａｒ11～Ａｒ19は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の
芳香族炭素環を表す。Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’、
Ｘ''は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ｙは単なる結合若しくは置換基を有していて
も良いメチレン基を表す。ｐ'は０、１または２を表し、ｑ'、ｒ'は互いに独立に１、２
または３を表す。）
から選ばれるイオン交換性基を実質的に有さない繰り返し単位１種以上とを含むものが好
ましい。ここで、選ばれた繰り返し単位の少なくとも１種は、芳香族縮合多環性炭化水素
環を有する。これらの繰り返し単位はブロックとして存在することがより好ましい。
【００１７】
　本発明の高分子電解質は、上記のような繰り返し単位を含むことが好ましい。もちろん
上記以外の繰り返し単位を有することもできるが、その量は、高分子電解質分子中に総計
で通常50重量％未満である。
　ここで上記各式における芳香族炭素環としては、ベンゼン環等で代表される芳香族単環
性炭素環とナフタレン環、アズレン環などの２環性、アントラセン環、フェナントレン環
などの３環性、ピレン環などの４環性等で代表される芳香族縮合多環性炭素環が挙げられ
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る。芳香族縮合多環性炭素環の中ではナフタレン環が好ましい。
【００１８】
　また２価の芳香族炭素環としては、例えばベンゼン環を有する１，４－フェニレン、１
，３－フェニレン、１，２－フェニレン等が、ナフタレン環を有する１，４－ナフチレン
、１，５－ナフチレン、２，６－ナフチレン、２，７－ナフチレン、アズレン環を有する
アズレン－１，５－ジイル、アントラセン環を有するアントラセン－９，１０－ジイル、
アントラセン－２，６－ジイル、アントラセン－２，７－ジイル、フェナントレン環を有
するフェナントレン－９，１０－ジイル、ピレン環を有するピレン－１，６－ジイル、ピ
レン－４，９－ジイル等があげられる。
　置換基を有している２価の芳香族炭素環としては、例えばフルオロ，クロロ等のハロゲ
ノで置換されていても良い炭素数１～１０のアルキル基：フルオロ，クロロ等のハロゲノ
で置換されていても良い炭素数１～１０のアルコキシ基：フェニル基：フェノキシ基：ベ
ンゾイル基：ナフチル基：ナフチルオキシ基：ナフチルカルボニル基：フルオロ，クロロ
等のハロゲノ基：ヒドロキシル基：シアノ基：アミノ基等の置換基を少なくとも１つ有す
る前記例示の２価の芳香族炭素環が挙げられる。
【００１９】
　イオン交換性基としては、酸基が好ましく、中でもスルホン酸基、スルホンイミド基、
ホスホン酸基、カルボン酸基の群の何れかの酸基が好ましい。とりわけ、スルホン酸基と
スルホンイミド基が好ましい。
　またＺ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表すが、ＳＯ2であることが好まし
く、Ｘ、Ｘ’、Ｘ''は互いに独立にＯ、Ｓの何れかを表すがＯであることが好ましい。Ｙ
は単なる結合若しくは置換基を有していても良いメチレン基を表すが、単なる結合である
ことが好ましい。ｐ、ｐ'は独立に０、１または２を表すが、０または１であることが好
ましく、ｑ、ｒ、ｑ’、ｒ’は互いに独立に１、２または３を表すが、１または２である
ことが好ましい。
【００２０】
　繰り返し単位として、上記の一般式（１ａ）、（２ａ）、（３ａ）、（４ａ）の何れか
１種以上と、上記の一般式（１ｂ）、（２ｂ）、（３ｂ）、（４ｂ）の何れか１種以上と
を含む高分子電解質の重合の形式としてはブロック共重合体、交互共重合体、及びランダ
ム共重合体のいずれであってもよい。
　ここで、ブロック共重合体は、イオン交換性基を実質的に有さないブロックと、イオン
交換性基を有するブロックとをそれぞれ一つ以上有する高分子であることが好ましい。こ
の場合、それらブロック同士は直接結合していても、連結基を介して結合していてもよい
。イオン交換性基を実質的に有さないブロック、および、イオン交換性基を有するブロッ
クは、それぞれのブロックが数平均分子量で２０００以上、あるいは繰返し単位が概ね５
個以上繰り返されたブロックであることが好ましく、さらには、それぞれのブロックが数
平均分子量で３０００以上、あるいは繰返し単位が概ね８個以上繰り返されたブロックで
あることが好ましい。
　交互共重合体は、イオン交換性基を実質的に有さないモノマー単位とイオン交換性基が
導入されたモノマー単位とが交互に存在し繰り返し単位を形成している高分子であること
が好ましい。
　なお、「イオン交換性基を実質的に有さない」とは繰り返し単位あたり有しているイオ
ン交換性基が平均０．１個以下であることを意味し、「イオン交換性基を有する」とは繰
り返し単位あたり有しているイオン交換性基が平均１個以上であることを意味する。
【００２１】
　本発明において、好ましいブロック共重合体としては、上記一般式（１ａ）、（２ａ）
、（３ａ）、（４ａ）から選ばれるイオン交換性基を有する繰り返し単位からなるブロッ
ク１種以上と、上記一般式（１ｂ）、（２ｂ）、（３ｂ）、（４ｂ）から選ばれるイオン
交換性基を実質的に有さない繰り返し単位からなるブロック１種以上とを有するものが挙
げられるが、より好ましくは、下記のブロックを有する共重合体が挙げられる。
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【００２２】
＜ア＞．（１ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（１ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜イ＞．（１ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（２ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜ウ＞．（２ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（１ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜エ＞．（２ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（２ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
【００２３】
＜オ＞．（３ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（１ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜カ＞．（３ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（２ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜キ＞．（４ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（１ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロック、
＜ク＞．（４ａ）の繰り返し単位からなるブロックと、（２ｂ）の繰り返し単位からなる
ブロックなど
　最も好ましくは、上記の＜イ＞、＜ウ＞、＜エ＞などを有するものである。
【００２４】
　なお、ブロック共重合体である場合、前記の芳香族縮合多環性炭素環は、イオン交換性
基を実質的に有さないブロック、イオン交換性基を有するブロックのいずれかにのみ含有
されていても、両方に含有されていても良い。
　メタノール透過性の抑制、耐水性向上の点からは、芳香族縮合多環性炭素環は少なくと
もイオン交換性基を実質的に有さないブロックに含有されていることが好ましく、例えば
、イオン交換性基を実質的に有さないブロックが、（１ｂ）又は（２ｂ）の少なくとも１
種の繰返し構造からなり、少なくとも該（１ｂ）又は（２ｂ）が芳香族縮合多環性炭素環
を有する場合が挙げられる。とりわけ、イオン交換性基を実質的に有さないブロックが、
（２ｂ）の繰返し構造からなり、該（２ｂ）が芳香族縮合多環性炭素環を有する場合が好
ましい。
【００２５】
　また、本発明において、好ましいランダム共重合体としては、一般式（１ａ）、（２ａ
）、（３ａ）、（４ａ）から選ばれる一種以上のイオン交換性基を有する繰り返し単位と
、一般式（１ｂ）、（２ｂ）、（３ｂ）、（４ｂ）から選ばれる一種以上のイオン交換性
基を実質的に有さない繰り返し単位を有するものが挙げられるが、より好ましくは下記繰
り返し単位を有するランダム共重合体が挙げられる。
【００２６】
＜サ＞．（１ａ）の繰り返し単位と、（１ｂ）の繰り返し単位、
＜シ＞．（１ａ）の繰り返し単位と、（２ｂ）の繰り返し単位、
＜ス＞．（１ａ）の繰り返し単位と、（３ｂ）の繰り返し単位、
＜セ＞．（２ａ）の繰り返し単位と、（１ｂ）の繰り返し単位、
＜ソ＞．（２ａ）の繰り返し単位と、（２ｂ）の繰り返し単位、
＜タ＞．（２ａ）の繰り返し単位と、（３ｂ）の繰り返し単位、
＜チ＞．（３ａ）の繰り返し単位と、（１ｂ）の繰り返し単位、
【００２７】
＜ツ＞．（３ａ）の繰り返し単位と、（２ｂ）の繰り返し単位、
＜テ＞．（４ａ）の繰り返し単位と、（１ｂ）の繰り返し単位、
＜ト＞．（４ａ）の繰り返し単位と、（２ｂ）の繰り返し単位など。
　最も好ましくは、上記の＜サ＞、＜シ＞、＜セ＞、＜ソ＞などが挙げられる。
【００２８】
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　本発明の高分子電解質は、上記のようなイオン交換性基を有する繰り返し単位と上記の
ようなイオン交換性基を実質的に有さない繰り返し単位を含むことがこのましいが、より
好ましくは、下記一般式（５）

（式中、Ａｒ1～Ａｒ5は、互いに独立に側鎖としての置換基を有していても良い２価の芳
香族炭素環を表し、Ｚ、Ｚ’は互いに独立にＣＯ、ＳＯ2の何れかを表し、Ｘ、Ｘ’は互
いに独立にＯ、Ｓの何れかを表す。Ａｒ1、Ａｒ2、Ａｒ3、Ａｒ4、Ａｒ5のいずれも側鎖
としての置換基中に芳香族炭素環を含まない場合はこれらの少なくともいずれか一つが、
直接結合したイオン交換性基を有し、Ａｒ1～Ａｒ5のいずれかが側鎖としての置換基中に
芳香族炭素環を含む場合は、それらを含めた全体の芳香族炭素環の少なくともいずれか一
つが、直接結合したイオン交換性基を有し、繰返し単位の数ａ、ｂはそれぞれ０以上の整
数を表し、ａ＋ｂは２０以上である。）
で示され、側鎖を含めた高分子電解質全体における総芳香族炭素環の数に対する芳香族縮
合多環性炭素環の数の比Ｒが前記の式を満たす高分子電解質が示される。
【００２９】
　ここで芳香族炭素環、２価の芳香族炭素環、置換基を有している２価の芳香族炭素環と
しては、前記と同様のものが挙げられる。またＺ、Ｚ’、Ｘ、Ｘ’も前記と同様である。
　ａ、ｂはそれぞれ０以上の整数を表しａ＋ｂは２０以上であるが、ＺがＳＯ2、ＸがＯ
、ｂが０である場合、Ｚ’がＳＯ2、Ｘ’がＯ、ａが０である場合、ＺがＳＯ2、ＸがＯ、
Ｚ’がＳＯ2、Ｘ’がＯである場合、ＺがＣＯ、ＸがＯ、Ｚ’がＳＯ2、Ｘ’がＯである場
合、ＺがＳＯ2、ＸがＯ、Ｚ’がＣＯ、Ｘ’がＯである場合などが好ましい。
【００３０】
　また一般式（５）で表される高分子電解質の重合の形式としてはブロック共重合体、交
互共重合体、及びランダム共重合体のいずれであってもよい。
　ブロック共重合体である場合は、繰り返し単位－Ａｒ1－Ｚ－Ａｒ2－Ｘ－、及び、－Ａ
ｒ3－Ｚ’－Ａｒ4－Ｘ’－Ａｒ5－Ｘ’－、から選ばれる少なくとも１種のイオン交換性
基を有するブロックと、繰り返し単位－Ａｒ1－Ｚ－Ａｒ2－Ｘ－、及び、－Ａｒ3－Ｚ’
－Ａｒ4－Ｘ’－Ａｒ5－Ｘ’－、から選ばれる少なくとも１種のイオン交換性基を実質的
に有さないブロックとから構成される場合が好ましい、また繰返し単位の数ａ、ｂは、該
当する繰返し単位で構成されるブロックの繰返し数の総和であり、それぞれ５以上が好ま
しく、８以上がさらに好ましい。
　交互共重合体である場合は、繰り返し単位－Ａｒ1－Ｚ－Ａｒ2－Ｘ－、及び、－Ａｒ3

－Ｚ’－Ａｒ4－Ｘ’－Ａｒ5－Ｘ’－、から選ばれる少なくとも１種からなる交互共重合
体であって、Ａｒ1～Ａｒ5のいずれかに直接及び／または置換基にイオン交換性基が導入
された高分子電解質が好ましい。例えば、ａ＝０で、Ａｒ5に直接イオン交換性基が導入
された高分子電解質が例示される。
　またランダム共重合体である場合は、－Ａｒ1－Ｚ－Ａｒ2－Ｘ－、及び、－Ａｒ3－Ｚ
’－Ａｒ4－Ｘ’－Ａｒ5－Ｘ’－、から選ばれる少なくとも１種のイオン交換性基を有す
る繰り返し単位と、－Ａｒ1－Ｚ－Ａｒ2－Ｘ－、及び、－Ａｒ3－Ｚ’－Ａｒ4－Ｘ’－Ａ
ｒ5－Ｘ’－、から選ばれる少なくとも１種のイオン交換性基を実質的に有さない繰り返
し単位からなるランダム共重合体が好ましい。
【００３１】
　本願発明における高分子電解質の具体代表例としては、例えば下記の高分子電解質等が
挙げられる。
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【００３３】
　また好ましい高分子電解質としては、例えば上記の（１１）、（１２）、（１６）、（
１７）、（１９）、（２１）～（２５）等が挙げられ、より好ましい高分子電解質として
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は、例えば上記の（１１）、（１７）、（２２）、（２３）等が挙げられる。
【００３４】
　本発明においては、高分子電解質が、側鎖を含めた高分子電解質全体における総芳香族
炭素環の数（芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数との和）に対する芳
香族縮合多環性炭素環の数の比Ｒが下記の式を満たすことが必要である。
　　　　　　　１＞Ｒ≧０．１５
　Ｒは、その下限が好ましくは０．２以上、より好ましくは０．２５以上、より一層好ま
しくは０．３３以上であり、その上限が好ましくは０．９以下、より好ましくは０．８以
下である。Ｒが過少であると、メタノール透過性が十分に抑制されなかったり、耐水性が
十分ではないといった問題が生じる場合があり、Ｒが過大であると、高分子電解質の溶解
性が下がる等の加工性が悪化するという問題が生じる場合があり、いずれの場合も好まし
くない。
　かかるＲとしては、高分解能ＮＭＲを用い、単環性炭素環上のプロトンに由来するピー
クと、縮合多環性炭素環上のプロトンに由来するピークとを同定し、それらのプロトンピ
ークの面積比較から芳香族単環性炭素環の数と芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値を求
めて、式：Ｒ＝芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値／（芳香族単環性炭素環の数の相対
値＋芳香族縮合多環性炭素環の数の相対値）から算出した値が、採用される。

【００３５】
　また本発明の高分子電解質は、そのイオン交換容量が、通常０．１～４ｍｅｑ／ｇであ
り、その下限が好ましくは０．５ｍｅｑ／ｇ以上、より好ましく、０．８ｍｅｑ／ｇ以上
であり、その上限が好ましくは３．０ｍｅｑ／ｇ以下、より好ましくは２．５ｍｅｑ／ｇ
以下である。
　イオン交換容量が、過少であるとプロトン伝導性が低くなり燃料電池用の高分子電解質
としての機能が不十分になることがあり、一方過大であると耐水性が不良となることがあ
るので好ましくない。
　なお、イオン交換容量は、高分子電解質における酸基の数を制御すること、即ち高分子
電解質における芳香族環の構成（種類、組成比）、スルホ化剤の選択、温度や時間や濃度
などのスルホ化条件を調整すること等により任意に制御できる。
【００３６】
　本発明の高分子電解質は、その分子量が、ＧＰＣ法で測定したポリスチレン換算の数平
均分子量で表して５０００～１００００００が好ましく、１５０００以上である場合、及
び３０００００以下である場合が、より好ましい。
　分子量が過少であると、成膜性や膜強度が不十分であったり、耐久性が不十分であった
りするなどの問題が生じやすくなり、また過大であると、高分子電解質の溶解性が下がる
などして加工性が悪くなったりするという問題が生じやすくなり、いずれの場合も好まし
くない。
【００３７】
　次に本発明の高分子電解質の製造方法について記述する。
　本発明の高分子電解質は、公知の方法に準じて製造できる。即ち、ハロゲノ基、ニトロ
基、メルカプト基、ヒドロキシ基、アルキルスルホニルオキシ基、などの反応性置換基を
有してる芳香族化合物を、縮合重合、酸化重合などの重合方法を用いて重合し、重合前ま
たは重合後、または重合前後に、例えばスルホン化剤等を作用させることによりスルホン
酸基等のイオン交換基を導入するなどして製造できる。
【００３８】
　本発明の高分子電解質を製造するための酸基、例えばスルホン酸基等の導入方法として
は、重合後にこれを行う場合で説明すると、酸基が導入されていない、あるいは部分的に
導入された高分子を濃硫酸に溶解あるいはサスペンドすることにより、あるいは有機溶媒
に少なくとも部分的に溶解させた後、濃硫酸、クロロ硫酸、発煙硫酸、三酸化硫黄などを
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作用させることにより、スルホン酸基を導入する方法。あるいは予め導入しておいたメル
カプト基、メチル基、ヒドロキシ基、ブロモ基などを、酸化、置換反応、縮合反応などに
より、スルホン酸基、スルホニルイミド基、カルボン酸基、ホスホン酸基などに変換する
方法等が挙げられる。　より具体的には、例えば、ジヒドロキシナフタレンとジフルオロ
ジフェニルスルホンの混合溶液を塩基存在下に加熱して縮合重合させることで、ポリ（オ
キシナフチレンオキシフェニレンスルホニルフェニレン）を製造し、続いて公知の方法に
準じて濃硫酸を作用させてスルホ化することで本発明の高分子電解質を製造できる。
【００３９】
　ここで、ランダム共重合体である場合の製造法としては、例えば以下の方法が挙げられ
る。
　Ｉ．酸基を有するジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物であるか
または酸基を有するモノヒドロキシモノハロゲノ芳香族化合物と、酸基を有さないジヒド
ロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物であるかまたは酸基を有さないモノ
ヒドロキシモノハロゲノ芳香族化合物とを組み合わせて反応させることによる方法。
　II．酸基を有さないジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物である
かまたは酸基を有さないモノヒドロキシモノハロゲノ芳香族化合物と、酸基を有さないジ
ヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物であるかまたは酸基を有さない
モノヒドロキシモノハロゲノ芳香族化合物とを組み合わせて反応させることにより得られ
るポリマーを公知の方法でスルホ化する方法等。
【００４０】
　また交互共重合体である場合の製造法としては、例えば以下の方法が挙げられる。
　Ｉ．酸基を有するジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物と酸基を
有さないジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物を各等モル量用いて
反応させる方法。
　II．酸基を有さないジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物と酸基
を有さないジヒドロキシ芳香族化合物もしくはジハロゲノ芳香族化合物を各等モル量用い
て反応させることにより得られるポリマーを公知の方法でスルホ化する方法等。
【００４１】
　ブロック共重合体である場合の好ましい製造法としては、例えば以下の方法が挙げられ
る。
　I．繰り返し単位の異なった２種類のブロックからなるブロック共重合体を製造した後
、１種類のブロックにのみ選択的に酸基を導入する方法。
　II．酸基が導入されたブロックの前駆体であるポリマーあるいはオリゴマーを製造した
後、酸基を実質的に有さないブロックの前駆体であるポリマーあるいはオリゴマーと結合
させてブロック共重合体を得る方法。
　III．上記のＩとIIを組み合わせる方法など。
【００４２】
　なお、ブロック共重合体を製造する際、製造方法Ｉにおいては、両末端がヒドロキシ基
もしくはハロゲノ基であるかまたは末端の一方がヒドロキシ基もう一方がハロゲノ基であ
る前駆体ポリマーあるいはオリゴマーと、両末端がヒドロキシ基もしくはハロゲノ基であ
るかまたは末端の一方がヒドロキシ基もう一方がハロゲノ基であるポリマーあるいはオリ
ゴマーとを組み合わせて反応させることにより製造し得る。
　例えば、ａ．両末端にヒドロキシ基を有するポリマーと両末端にハロゲノ基を有するポ
リマーとを塩基の作用下に求核置換的に縮合させる方法、ｂ．両末端にヒドロキシ基とハ
ロゲノ基を一つずつ有するポリマーと両末端にヒドロキシ基とハロゲノ基を一つずつ有す
る別のポリマーとを塩基の作用下に求核置換的に縮合させる方法、ｃ．両末端にヒドロキ
シ基を有するポリマーと両末端にヒドロキシ基を有する別のポリマーとを例えば４，４’
－ジフルオロベンゾフェノン、デカフルオロビフェニル、ヘキサフルオロベンゼン、４，
４’－ジフルオロジフェニルスルホンなど連結基として働く化合物を用いて結合させる方
法、ｄ．両末端にハロゲノ基を有するポリマーと両末端にハロゲノ基を有する別のポリマ
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ーとを例えば４、４’－ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールＡ、４，４’－ジヒド
ロキシベンゾフェノン、４、４’－ジヒドロキシジフェニルスルホンなど連結基として働
く化合物を用いるか、脱ハロゲン縮合反応により結合させる方法などが例示される。また
、上記反応と同様の素反応が起こりうる反応性基を有するポリマーおよびモノマーを重合
反応させる方法によってブロック共重合体を製造し得る。
【００４３】
　ここで、上記ｃのように連結基を使用してブロック共重合体を製造する際、デカフルオ
ロビフェニル、ヘキサフルオロベンゼン等の多官能性の連結基を用いた場合、反応条件を
制御することで分岐構造を有するブロック共重合体を製造することもできる。　この時、
酸基を有するブロックの前駆体であるポリマーあるいはオリゴマーと、酸機を実質的に有
さないブロックの前駆体であるポリマーあるいはオリゴマーの仕込み組成及び反応条件を
変えることによって、直鎖構造のブロック共重合体と分岐構造を有するブロック共重合体
とを作り分けることもできる。
【００４４】
　また２種類の酸基を実質的に有さないブロックから構成されるブロック共重合体の一方
のブロックに、酸基を導入する方法としては、例えば、Ｉ－１．ブロック共重合体を濃硫
酸あるいは発煙硫酸に溶解あるいはサスペンドすることにより、もしくはブロック共重合
体を有機溶媒に少なくとも部分的に溶解させた後、濃硫酸、クロロ硫酸、発煙硫酸、三酸
化硫黄などを作用させることにより、スルホン酸基を導入する方法が挙げられる。この手
法により式（１８）、（２１）になどに例示される高分子電解質が製造可能である。
【００４５】
　また、ブロック共重合体を製造する場合、前記IIの方法においては、例えば酸基を有す
るブロックの前駆体であるポリマーあるいはオリゴマーは、上記Ｉ－１の酸基導入方法に
準拠して製造し得るし（II－１）、あらかじめ酸基を有するモノマーを重合することによ
り製造し得る（II－２）。またブロック共重合体は、例えばＩの場合と同様な方法により
製造し得る。IIの方法で製造したブロック共重合体にＩの方法でさらに酸基を導入するこ
ともできる。
　なお、酸基を有するブロックに一定量のスルホン酸基が厳密に制御して導入され、酸基
を実質的に有さないブロックの芳香族炭素環がほとんどスルホ化されていないようなブロ
ック共重合体を得るためには、Ｉの方法よりもIIの方法を用いる方が良好な結果を得やす
い。またこれらのブロック共重合体における酸基を実質的に有さないブロックと酸基を有
するブロックの延べ数は２以上であればよく、一般的には延べ数が大きくなるほどイオン
交換容量の分布を小さくすることができる。
【００４６】
　次に、本発明の高分子電解質を燃料電池等の電気化学デバイスの隔膜として使用する場
合について説明する。
　この場合は、本発明の高分子電解質は、通常フィルムの形態で使用されるが、フィルム
へ転化する方法に特に制限はなく、例えば溶液状態より製膜する方法（溶液キャスト法）
が好ましく使用される。
　具体的には、本発明の高分子電解質を適当な溶媒に溶解し、その溶液をガラス板上に流
延塗布し、溶媒を除去することにより製膜される。製膜に用いる溶媒は、本発明の高分子
電解質を溶解可能であり、その後に除去し得るものであるならば特に制限はなく、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、Ｎ－メチル－２
－ピロリドン、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）等の非プロトン性極性溶媒、あるいは
ジクロロメタン、クロロホルム、１，２－ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベ
ンゼン等の塩素系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類、エチ
レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレ
ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等のアルキ
レングリコールモノアルキルエーテルが好適に用いられる。これらは単独で用いることも
できるが、必要に応じて２種以上の溶媒を混合して用いることもできる。中でも、ジメチ
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ルスルホキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－
メチルピロリドン等が高分子電解質の溶解性が高く好ましい。
【００４７】
　フィルムの厚みは、特に制限はないが１０～３００μｍが好ましい。１０μｍより薄い
フィルムでは実用的な強度が十分でない場合があり、３００μｍより厚いフィルムでは膜
抵抗が大きくなり電気化学デバイスの特性が低下する傾向にある。膜厚は溶液の濃度およ
び基板上への塗布厚により制御できる。
【００４８】
　またフィルムの各種物性改良を目的として、通常の高分子に使用される可塑剤、安定剤
、離型剤等を本発明の高分子電解質に添加し高分子電解質組成物とすることができる。ま
た、同一溶剤に混合共キャストするなどの方法により、他の高分子を本発明の高分子電解
質と複合アロイ化することも可能である。
　燃料電池用途では他に水管理を容易にするために、無機あるいは有機の微粒子を保水剤
として添加し高分子電解質組成物とする事も知られている。これらの公知の方法はいずれ
も本発明の目的に反しない限り使用できる。
【００４９】
　また、フィルムの機械的強度の向上などを目的として、電子線・放射線などを照射して
架橋することもできる。さらには、多孔性のフィルムやシートに含浸複合化したり、ファ
イバーやパルプを混合してフィルムを補強する方法などが知られており、これらの公知の
方法はいずれも本発明の目的に反しない限り使用できる。また本発明の高分子電解質は、
燃料電池の触媒層の構成要素の一つである高分子イオン交換成分としても使用可能である
。
【００５０】
　次に本発明の燃料電池について説明する。
　本発明の燃料電池は、高分子電解質フィルムの両面に、触媒および集電体としての導電
性物質を接合することにより製造することができる。
　ここで触媒としては、水素または酸素との酸化還元反応を活性化できるものであれば特
に制限はなく、公知のものを用いることができるが、白金または白金系合金の微粒子を用
いることが好ましい。白金または白金系合金の微粒子はしばしば活性炭や黒鉛などの粒子
状または繊維状のカーボンに担持されて用いられ、好ましく用いられる。また、カーボン
に担持された白金を、高分子電解質としてのパーフルオロアルキルスルホン酸樹脂のアル
コール溶液と共に混合してペースト化したものを、ガス拡散層および／または高分子電解
質膜および／または高分子電解質複合膜に塗布・乾燥することにより触媒層が得られる。
具体的な方法としては例えば、Ｊ．　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．　Ｓｏｃ．：　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　１９８８
，　１３５（９），　２２０９　に記載されている方法等の公知の方法を用いることがで
きる。
　ここで、高分子電解質としてのパーフルオロアルキルスルホン酸樹脂の代わりに、本発
明の高分子電解質を用い、触媒組成物として用いることもできる。
　集電体としての導電性物質に関しても公知の材料を用いることができるが、多孔質性の
カーボン織布、カーボン不織布またはカーボンペーパーが、原料ガスを触媒へ効率的に輸
送するために好ましい。
　このようにして製造された本発明の燃料電池は、燃料として水素ガス、改質水素ガス、
メタノールを用いる各種の形式で使用可能である。
【実施例】
【００５１】
　以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定さ
れるものではない。
分子量の測定：
　ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により、下記条件でポリスチレン
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換算の数平均分子量（Ｍｎ）を測定した。
　ＧＰＣ測定装置　ＴＯＳＯＨ社製　　ＨＬＣ－８２２０
　カラム　　　　　Ｓｈｏｄｅｘ社製　ＫＤ－８０ＭとＫＤ－８０３を直列に接続又はＳ
ｈｏｄｅｘ社製　ＡＴ－８０Ｍを２本直列に接続して用いた。
　カラム温度　　　４０℃
　移動相溶媒　　　ＤＭＡｃ（ＬｉＢｒを１０ｍｍｏｌ／ｄｍ3になるように添加）
　溶媒流量　　　　０．５ｍＬ／ｍｉｎ
プロトン伝導度の測定：
　温度８０℃、相対湿度９０％の条件で交流法で測定した。
イオン交換容量の測定：
　滴定法により求めた。
吸水率の測定：
　乾燥したフィルムを秤量し、１００℃の脱イオン水に２時間浸漬した後のフィルム重量
増加量から吸水量を算出し、乾燥フィルムに対する比率を求めた。
【００５２】
メタノール透過係数の測定：
　セルＡとセルＢからなるＨ字型隔膜セルの中央に、測定する高分子電解質膜を挟持させ
、セルＡに10wt％濃度のメタノール水溶液を、セルＢに純水を入れ、２３℃において、一
定時間後のセルＡ、Ｂ中のメタノール濃度を分析し、メタノール透過係数Ｄ（ｃｍ2／ｓ
ｅｃ）を下式により求めた。
　　　　Ｄ＝｛（Ｖ×ｌ）／（Ａ×ｔ）｝×ｌｎ｛（Ｃ1－Ｃm）／（Ｃ2－Ｃn）｝
　ここで、
　　Ｖ：セルＢ中の液の容量（ｃｍ3）、
　　ｌ：電解質膜の膜厚（ｃｍ）、
　　Ａ：電解質膜の断面積（ｃｍ2）、
　　ｔ：時間（ｓｅｃ）
　　Ｃ1：ｔ＝１におけるセルＢ中の溶質濃度（ｍｏｌ／ｃｍ3）、
　　Ｃ2：ｔ＝２におけるセルＢ中の溶質濃度（ｍｏｌ／ｃｍ3）、
　　Ｃm：ｔ＝１におけるセルＡ中の溶質濃度（ｍｏｌ／ｃｍ3）、
　　Ｃn：ｔ＝２におけるセルＡ中の溶質濃度（ｍｏｌ／ｃｍ3）、
　なお、メタノール透過量は十分に小さいので、Ｖは初期の純水容量で一定値とし、また
、Ｃm＝Ｃnで初期濃度（10wt％）として求めた。
【００５３】
実施例１

　Ａｒ雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、２，７－ジヒドロキシナフタレン　３．２
ｇ（２０ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム　２．９ｇ（２１ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキシド
　５０ｍＬ、トルエン　２５ｍＬを加えて攪拌した。次いで、１３０℃まで昇温し同温度
にて４時間保温することにより、系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、
４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン－３，３’－ジスルホン酸ジカリウム　２．４
５ｇ（５ｍｍｏｌ）、４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン　３．８１ｇ（１５ｍｍ
ｏｌ）、トルエン　１０ｍＬを加え、トルエンを留去しながら１７０℃まで昇温し、同温
度で８時間反応させた。放冷後、大量の塩酸水に滴下し、生成した沈殿物を濾過回収した
。次いで、洗液が中性になるまで水で洗浄濾過を繰返した後、減圧乾燥することにより７
．８２ｇの高分子電解質を得た。このものの高分解能ＮＭＲ解析の結果、上記の構造を有
することを確認した。尚、スルホン酸基の添え字は、スルホン酸基の平均置換数を示す。
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【００５４】
　またこのものの各種測定結果は、下記のとおりであった。メタノール透過係数は表1に
示した。
　　数平均分子量：　Ｍｎ＝３．０×１０4

　　イオン交換容量：　１．０ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　１．２×１０-2Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　３４μｍ
　　吸水率：　２３％
　　Ｒ＝０．３１
【００５５】
　なお、Ｒは、1Ｈ-ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）解析により求めた。具体的
には、１９．６ｍｇの高分子電解質を０．６ｍｌのＤＭＳＯ－ｄ６に溶解して２次元ＮＭ
Ｒスペクトルを測定し、これを以下のようにして解析した。
　まず、この高分子電解質が実質的に、ベンゼン環２種類（（ア）スルホ化体と（イ）非
スルホ化体）と、（ウ）非対称型ナフタレン環、（エ）対称型ナフタレン環の合計４種類
の芳香族炭素環で構成されていることを確認した。ここでナフタレン環としては、隣接す
る２個のベンゼン環が両方とも非スルホ化体（イ）であるか、一方が非スルホ化体（イ）
でもう一方がスルホ化体（ア）であるかの違いによって、非対称型ナフタレン環（ウ）と
対称型ナフタレン環（エ）の２種類のナフタレン環が存在することになる。なお、スルホ
化ベンゼン環（ア）は、非スルホ化ベンゼン環（イ）よりも組成比がかなり小さいので、
ナフタレン環に隣接する２個のベンゼン環が両方ともスルホ化体（ア）である場合は、非
常に少ないと見られる。

【００５６】
　解析同定結果を以下に示す。左から順に、各プロトンの化学シフト、同定されたプロト
ン種（上記（ア）～（エ）の構造式を参照）、各プロトンピークの面積（積分）値である
。
　化学シフト　　プロトン　　面積値
　６．９９　　　　Ｂ３　　　１１２

　７．１７　　　　Ｂ５
　７．２２　　　　Ｎ４　
　７．２４　　　　Ｎ３　　１２４８（Ｂ５、Ｎ４、Ｎ３、Ｎ８の合計）
　７．２８　　　　Ｎ８

　７．５１　　　　Ｎ２　　　
　７．５８　　　　Ｎ７　　　４７９（Ｎ２、Ｎ７、Ｎ１の合計）
　７．６４　　　　Ｎ１

　７．８３　　　　Ｂ２　　　１３１
　７．９３　　　　Ｂ４　　　７９６
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　７．９９　　　　Ｎ５
　７．９９　　　　Ｎ６　　　４５６（Ｎ５、Ｎ６、Ｎ９の合計）
　８．０３　　　　Ｎ９

　８．３４　　　　Ｂ１　　　１００（基準）
【００５７】
　次に、各ベンゼン環、ナフタレン環の数の相対値を求め、これらの値からＲを算出した
。
（ア）スルホ化ベンゼン環の数の相対値
　スルホ化ベンゼン環上に各１個ずつ存在する３種のプロトン（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３）の面
積の平均値を求めた。
　　　（１００＋１３１＋１１２）／３＝１１４
（イ）非スルホ化ベンゼン環の数の相対値
　非スルホ化ベンゼン環上に２個存在するＢ４のプロトンの面積を２で割った。
　　　７９６／２＝３９８
（ウ、エ）ナフタレン環の数の相対値
　ナフタレン環上に存在する３種のプロトン（Ｎ２、Ｎ７、Ｎ１）の面積合計と、同じく
ナフタレン環上に存在する３種のプロトン（Ｎ５、Ｎ６、Ｎ９）の面積合計の平均値を、
２で割った。
　　　（４７９＋４５６）／２／２＝２３４
　　Ｒ＝２３４／（１１４＋３９８＋２３４）
　　　＝０．３１
　なお、Ｒは、原料仕込み比率からの予想値０．３３と略一致した。
【００５８】
実施例２
　Ａｒ雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、２，６－ジヒドロキシナフタレン５．６１
ｇ（３５ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム５．０８ｇ（３６．８ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキ
シド８８ｍＬ、トルエン４５ｍＬを加えて攪拌した。次いで、１３０℃まで昇温し同温度
にて３時間保温することにより、系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、
４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン　７．５２ｇ（２９．６ｍｍｏｌ）を加え、１
３５℃まで昇温し、同温度で３時間反応させた。
　Ａｒ雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、ヒドロキノンスルホン酸カリウム２．９７
ｇ（１３ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム１．８１ｇ（１３．７ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキ
シド４０ｍＬ、トルエン２０ｍＬを加えて攪拌した。次いで、１３０℃まで昇温し同温度
にて３時間保温することにより、系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、
４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン－３，３’－ジスルホン酸ジカリウム９．５１
ｇ（１９．４ｍｍｏｌ）を加え、１３８℃まで昇温し、同温度で３時間反応させた。
【００５９】
　上記の２つの反応マスをDMSO３０ｍｌで希釈しながら合わせ１３０℃で７時間、さらに
１４０℃で７時間反応させた。放冷後、反応混合物を大量のメタノール中へ滴下し、生成
した沈殿物を濾過回収した。次いで、大量の４規定塩酸水で洗浄した後、洗液が中性にな
るまで水で洗浄濾過を繰返した。次いで大過剰の熱水で２時間処理することを２回繰り返
した後、減圧乾燥することにより１６．３ｇの高分子電解質を得た
　このものの高分解能ＮＭＲ解析の結果、下記の構造を有することを確認した（ブロック
共重合体の各繰返し単位の添え字、０．７４、０．２６はｍｏｌ組成比を表す）。

【００６０】
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　イオン交換容量、プロトン伝導度、吸水率は表１に、メタノール透過係数は表２に示し
た。
　　数平均分子量（ＧＰＣ条件Ｂ）：　Ｍｎ＝５．２×１０4

　　イオン交換容量：　１．８６ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　１．４×１０-1Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　２１μｍ
　　吸水率：　１１９％
　　Ｒ＝０．２４
【００６１】
　なお、Ｒは、1Ｈ-ＮＭＲ（６００ＭＨｚ、ＤＭＳＯ－ｄ６）解析により求めた。具体的
には、２０ｍｇの高分子電解質を０．６ｍｌのＤＭＳＯ－ｄ６に溶解して２次元ＮＭＲス
ペクトルを測定し、これを以下のようにして解析した。
　まず、この高分子電解質が実質的に、ベンゼン環３種類[（カ）フェニルスルホン型ス
ルホ化体と（キ）フェニルスルホン型非スルホ化体と（ク）ヒドロキノン型スルホ化体]
と、（ケ）非対称型ナフタレン環、（コ）対称型ナフタレン環の合計５種類の芳香族炭素
環で構成されていることを確認した。ここでナフタレン環としては、隣接する２個のベン
ゼン環が両方ともフェニルスルホン型非スルホ化体（キ）であるか、一方がフェニルスル
ホン型非スルホ化体（キ）でもう一方がフェニルスルホン型スルホ化体（カ）であるかの
違いによって、非対称型ナフタレン環（ケ）と対称型ナフタレン環（コ）の２種類のナフ
タレン環が存在することになる。非対称型ナフタレン環（ケ）は酸基を実質的に有さない
ブロックと酸基を有するブロックが接合した部分に存在することになる。

【００６２】
解析同定結果を以下に示す。左から順に、各プロトンの化学シフト、同定されたプロトン
種（上記（カ）～（コ）の構造式を参照）、各プロトンピークの面積（積分）値である。

　化学シフト　　プロトン　　面積値
　７．０２　　　　Ｂ７　　　３５８（Ｂ７、Ｂ８の合計）
　　　　　　　　　Ｂ８

　７．０７　　　　Ｂ３　　　２８２
　７．２０　　　　Ｂ５　　１６２９

　７．３２　　　　Ｎ３　　　８９９（Ｎ３、Ｎ４、Ｎ８の合計）
　　　　　　　　　Ｎ４
　　　　　　　　　Ｎ８

７．４６　　　　Ｂ６　　　１４２

７．５７　　　　Ｎ１　　　１００（Ｎ１、Ｎ６の合計）
　　　　　　　　Ｎ６



(23) JP 4876392 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

７．６５　　　　Ｎ７　　　７６５
７．８３　　　　Ｂ１　　　４２４

７．９４　　　　Ｂ４　　２４５４（Ｂ４、Ｎ２、Ｎ５、Ｎ９の合計）
　　　　　　　　　Ｎ２
　　　　　　　　　Ｎ５
　　　　　　　　　Ｎ９

　８．３６　　　　Ｂ２　　　３３４
【００６３】
　次に、各ベンゼン環、ナフタレン環の数の相対値を求め、これらの値からＲを算出した
。
（カ）フェニルスルホン型スルホ化ベンゼン環の数の相対値
　フェニルスルホン型スルホ化ベンゼン環上に各１個ずつ存在する３種のプロトン（Ｂ１
、Ｂ２、Ｂ３）の面積の平均値を求めた。
（４２４＋３３４＋２８２）／３＝３４７
（キ）フェニルスルホン型非スルホ化ベンゼン環の数の相対値
　非スルホ化ベンゼン環上に２個存在するＢ５のプロトンの面積を２で割った。
１６２９／２＝８１５
（ク）ヒドロキノン型スルホ化ベンゼン環の数の相対値
　ヒドロキノン型スルホ化ベンゼン環上に存在するＢ６，Ｂ７、Ｂ８のプロトンの面積合
計を３で割った。
（１４２＋３５８）／３＝１６７
（ケ、コ）ナフタレン環の数の相対値
　ナフタレン環上に存在する３種のプロトン（Ｎ２、Ｎ５、Ｎ９）の面積合計[（Ｂ４、
Ｎ２、Ｎ５、Ｎ９）の面積合計からＢ５の面積を引いたもの]と、同じくナフタレン環上
に存在する３種のプロトン（Ｎ１、Ｎ６、Ｎ７）の面積合計の平均値を、２で割った。
　　　（８２５＋８６５）／２／２＝４２３
　　Ｒ＝４２３／（３４７＋８１５＋１６７＋４２３）
　　　＝０．２４
　なお、Ｒは、イオン交換容量からの予想値０．２５、原料仕込み比率からの予想値
０．２４と略一致した。
【００６４】
比較例１

　上記ポリエーテルスルホン共重合体（特開平１０－２１９４３号公報の実施例３に記載
の方法に準拠して製造した。Ｍｎ＝５．５×１０4、ランダム共重合体の各繰返し単位の
添え字、０．３、０．７はｍｏｌ組成比を表す）５ｇを濃硫酸１０ｇに溶解させ室温にて
４８時間スルホ化を行い、常法で精製し、５．１５ｇの下記構造の共重合体を得た（スル
ホン酸基の添え字、０．９は、スルホン酸基の平均置換数を示す。尚、このものは、芳香
族縮合多環性炭素環を有していない）。

　またこのものの各種測定結果は、下記のとおりであった。メタノール透過係数は表1に
示した。
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　数平均分子量：　Ｍｎ＝４．６×１０4

　イオン交換容量：　１．１ｍｅｑ／ｇ
　プロトン伝導度：　１．７×１０-2Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　３９μｍ
　吸水率：　４９％
【００６５】
比較例２
　窒素雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、４，４’－ジヒドロキシジフェニルスルホ
ン２．６０ｇ（１０．４ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム１．５１ｇ（１０．９ｍｍｏｌ）、ジ
メチルスルホキシド３０ｍＬ、トルエン１５ｍＬを加えて攪拌した。次いで、１３５℃ま
で昇温し同温度にて３時間保温することにより、系中の水分をトルエンとともに共沸除去
した。放冷後、４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン２．２４ｇ（８．８ｍｍｏｌ）
を加え、１３５℃まで昇温し、同温度で７時間反応させた。
　窒素雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、ヒドロキノンスルホン酸カリウム１．０６
ｇ（４．６ｍｍｏｌ）、炭酸カリウム０．６７ｇ（４．９ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキ
シド２０ｍＬ、トルエン１０ｍＬを加えて攪拌した。次いで、１３０℃まで昇温し同温度
にて３時間保温することにより、系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、
４，４’－ジフルオロジフェニルスルホン－３，３’－ジスルホン酸ジカリウム３．２１
ｇ（６．６ｍｍｏｌ）を加え、１３５℃まで昇温し、同温度で７時間反応させた。
　上記の２つの反応マスをDMSO２０ｍｌで希釈しながら合わせ１３０℃で１時間、１４０
℃で８時間反応させた。
　放冷後、反応混合物を大量のメタノール中へ滴下し、生成した沈殿物を濾過回収した。
次いで、大量の４規定塩酸水で洗浄した後、洗液が中性になるまで水で洗浄濾過を繰返し
た。
　大過剰の熱水で２時間処理することを２回繰り返した後、減圧乾燥することにより４．
６ｇの高分子電解質を得た（ブロック共重合体の各繰返し単位の添え字、０．８２、０．
１８はｍｏｌ組成比を表す）。

【００６６】
　イオン交換容量、プロトン伝導度、吸水率は表１にも示した。
　　数平均分子量：　Ｍｎ＝５．８×１０4

　　イオン交換容量：　１．７９ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　１．１×１０-1Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　５０μｍ　　
　　吸水率：　４４０％
【００６７】
実施例３
　実施例２記載の高分子電解質をＮ－メチル－２－ピロリドンに溶解させ１５ｗｔ％の濃
度に調製した。この高分子電解質溶液をポリエチレン製多孔質膜（厚み：１１μｍ、空隙
率：５５～６０％）の上下面に０．２ｍｍクリアランスのバーコーターを用いて均一に塗
り広げ、８０℃で常圧乾燥した。その後１ｍｏｌ／Ｌの塩酸に浸漬し、さらにイオン交換
水で洗浄することによって高分子電解質複合膜を得た。
【００６８】
　各種測定結果は下記の通りであった。
　　イオン交換容量：　１．６４ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　１．２×１０-1Ｓ／ｃｍ
　　メタノール透過係数：　４．８×１０-7ｃｍ2／ｓｅｃ
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　　膜厚：　８１μｍ　　
　　吸水率：　１００％
【００６９】
比較例３
　比較例２記載の高分子電解質を用いた以外は、実施例３と同様の方法で高分子電解質複
合膜を調製した。
　各種測定結果は下記の通りであった。
【００７０】
　　イオン交換容量：　１．５３ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　９．７×１０-2Ｓ／ｃｍ
　　メタノール透過係数：　５．８×１０-7ｃｍ2／ｓｅｃ
　　膜厚：　７８μｍ　　
　　吸水率：　ポリエチレン層が剥がれたため測定不能
【００７１】
実施例４
　Ａｒ雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、２，７－ジヒドロキシナフタレン１．６０
ｇ（１０．０ｍｍｏｌ）、ビスフェノールＡ２．２８ｇ（１０．０ｍｍｏｌ）、炭酸カリ
ウム２．９０ｇ（２１．０ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキシド５０ｍＬ、トルエン５０ｍ
Ｌを加えて攪拌した。次いで、１２８℃まで昇温し同温度にて４時間保温することにより
、系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、４，４’－ジフルオロジフェニ
ルスルホン－３，３’－ジスルホン酸ジカリウム２．４５ｇ（５．０ｍｍｏｌ）、４，４
’－ジフルオロジフェニルスルホン３．８１ｇ（１５．０ｍｍｏｌ）を加え、トルエンを
留去しながら１５０℃まで昇温し、同温度で９時間反応させた。放冷後、大量の塩酸水に
滴下し、生成した沈殿物を濾過回収した。次いで、洗液が中性になるまで水で洗浄濾過を
繰返した後、減圧乾燥することにより８．６０ｇの高分子電解質を得た（ランダム共重合
体の各繰返し単位の添え字、０．３８、０．２６、０．１２、０．２４はｍｏｌ組成比を
表す）。

【００７２】
　またこのものの各種測定結果は、下記のとおりであった。メタノール透過係数は表1に
示した。
　　数平均分子量：　Ｍｎ＝９．５×１０4

　　イオン交換容量：　１．０４ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　１．２×１０-2Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　２５μｍ
　　吸水率：　２５％
　　Ｒ＝０．１５
【００７３】
比較例４
　Ａｒ雰囲気下、蒸留管を付けたフラスコに、２，７－ジヒドロキシナフタレン０．６１
ｇ（３．８ｍｍｏｌ）、ビスフェノールＡ３．６９ｇ（１６．２ｍｍｏｌ）、炭酸カリウ
ム２．９０ｇ（２１．０ｍｍｏｌ）、ジメチルスルホキシド５０ｍＬ、トルエン５０ｍＬ
を加えて攪拌した。次いで、１２５℃まで昇温し同温度にて３時間保温することにより、
系中の水分をトルエンとともに共沸除去した。放冷後、４，４’－ジフルオロジフェニル
スルホン－３，３’－ジスルホン酸ジカリウム２．６９ｇ（５．５ｍｍｏｌ）、４，４’
－ジフルオロジフェニルスルホン３．６８ｇ（１４．５ｍｍｏｌ）を加え、トルエンを留
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去しながら１４０℃まで昇温し同温度で３時間、１５０℃まで昇温し同温度で３時間反応
させた。放冷後、大量の塩酸水に滴下し、生成した沈殿物を濾過回収した。次いで、洗液
が中性になるまで水で洗浄濾過を繰返した後、減圧乾燥することにより８．６ｇの高分子
電解質を得た（ランダム共重合体の各繰返し単位の添え字、０．３６、０．１０、０．１
４、０．４０はｍｏｌ組成比を表す）。

【００７４】
　またこのものの各種測定結果は、下記のとおりであった。メタノール透過係数は表1に
示した。
　　数平均分子量：　Ｍｎ＝５．１×１０4

　　イオン交換容量：　１．１３ｍｅｑ／ｇ
　　プロトン伝導度：　３．６×１０-2Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　５４μｍ
　　吸水率：　４２％
　　Ｒ＝０．０５
【００７５】
　表１
　　　　　　　Ｒ　　イオン交換容量（meq/g）プロトン伝導度（S/m）　吸水率（％）
　実施例１　０．３１　　１．０　　　　　　１．２×１０-2　　　　２３
　実施例４　０．１５　　１．０　　　　　　１．２×１０-2　　　　２５
　比較例４　０．０５　　１．１　　　　　　３．６×１０-2　　　　４２
　比較例１　０　　　　　１．１　　　　　　１．７×１０-2　　　　４９

　実施例２　０．２４　　１．９　　　　　　１．４×１０-1　　　　１２０
　比較例２　０　　　　　１．８　　　　　　１．１×１０-1　　　　４４０　
【００７６】
　以上の結果より、本発明の高分子電解質はイオン交換容量及びプロトン伝導度がほぼ同
じである多環性縮合環を有しない高分子電解質に比べて格段に吸水率が低く、固体高分子
型燃料電池用の高分子電解質として優れていることが理解される。またＲ値としては０．
１５以上で特に吸水率が低くなっていることが理解される。
【００７７】
比較例５
　Ｎａｆｉｏｎ１１５膜（市販品、主鎖は脂肪族炭素鎖であり、芳香族環を有さない。）
を用いてメタノール透過係数を求め、結果を表２に示した。
　イオン交換容量：　０．９ｍｅｑ／ｇ
　プロトン伝導度：　１．０×１０-1Ｓ／ｃｍ
　　膜厚：　１３０μｍ
【００７８】
　表２
　　　　　　　　　Ｒ　　　透過係数（cm2/sec）　　　膜厚（μｍ）　
　　実施例１　　０．３１　　６．９×１０-8　　　　３４
　　実施例４　　０．１５　　８．５×１０-8　　　　２６
　　比較例４　　０．０５　　２．５×１０-7　　　　５９
　　比較例１　　０　　　　　１．５×１０-7　　　　３９

　　実施例２　　０．２４　　５．３×１０-7　　　　２４
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　　比較例２　　０　　　　　１．３×１０-6　　　　６２
　　比較例５　　　　　　　　１．２×１０-6　　　　１３０　　　
【００７９】
　以上の結果より、本発明の高分子電解質は、イオン交換容量、プロトン伝導度、吸水率
などの特性がほぼ同じである公知の高分子電解質に比べて、格段にメタノール透過性が低
く、固体高分子型燃料電池、とりわけ直接メタノール型燃料電池用の高分子電解質として
優れていることが理解される。



(28) JP 4876392 B2 2012.2.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  野殿　光紀
            茨城県つくば市北原６　住友化学株式会社内

    審査官  阪野　誠司

(56)参考文献  特開平１０－０２１９４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３１５３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０１５６０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４２７４００３（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００２－２９３８８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５２８１８８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　　６５／００　　　
              Ｈ０１Ｍ　　　８／００　　　　
              Ｈ０１Ｂ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

