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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイドロタルサイトからなる層状粘土鉱物粉末と、該層状粘土鉱物粉末間を架橋する－
Ｏ－ＳＯ2－Ｏ－基からなる架橋構造とを有し、
　該層状粘土鉱物粉末の層間に強酸が挿入されていることを特徴とするプロトン伝導膜。
【請求項２】
　ハイドロタルサイトからなり表面に酸点をもつ層状粘土鉱物粉末に、硫酸及び硫酸の金
属塩からなる群から選択される１以上の化合物である改質剤を作用することで得られるプ
ロトン伝導膜であって、
　更に、該層状粘土鉱物粉末の層間に強酸が挿入されていることを特徴とするプロトン伝
導膜。
【請求項３】
前記層状粘土鉱物粉末の表面はスルホ基をもつ請求項１又は２に記載のプロトン伝導膜。
【請求項４】
前記強酸はケイタングステン酸である請求項１～３のいずれか１項に記載のプロトン伝導
膜。
【請求項５】
前記層状粘土鉱物粉末間を架橋するリン酸基含有化合物からなる架橋構造を有する請求項
１～４のいずれかに記載のプロトン伝導膜。
【請求項６】



(2) JP 4045918 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

　ハイドロタルサイトからなる層状粘度鉱物粉末を強酸溶液中に浸漬し、該層状粘土鉱物
粉末の層間に該強酸を挿入する挿入工程と、
　該層状粘度鉱物粉末と硫酸及び硫酸の金属塩からなる群から選択される１以上の化合物
である改質剤とを有する展開液を調製する調製工程と、
該展開液を基板上に展開する液膜を製する展開工程と、
該液膜から溶媒を乾燥除去する工程と、を有することを特徴とするプロトン伝導膜の製造
方法。
【請求項７】
前記調製工程は、前記層状粘土鉱物粉末を前記溶媒中に分散し所定ｐＨに調節する工程と
、前記改質剤を添加する工程とをもつ請求項６に記載のプロトン伝導膜の製造方法。
【請求項８】
前記強酸はケイタングステン酸である請求項６又は７に記載のプロトン伝導膜の製造方法
。
【請求項９】
前記強酸溶液は、前記強酸の非水溶媒溶液である請求項６～８のいずれか１項に記載のプ
ロトン伝導膜の製造方法。
【請求項１０】
前記改質剤は、リン酸基を有する化合物を含む請求項６～９のいずれか１項に記載のプロ
トン伝導膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プロトン伝導膜及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
固体高分子型燃料電池として実用に耐える電解質材料としては、ナフィオン（商標）を代
表とするパーフルオロカーボンスルホン酸系高分子材料が主流となっている。燃料電池の
膜電極複合体（ＭＥＡ）を構成する電解質には、プロトン伝導性の他に両極の反応ガスの
クロスオーバーを防ぐ能力、すなわち、ガスバリヤ性が必要である。
【０００３】
従来のナフィオンのようなパーフルオロカーボンスルホン酸系高分子材料はガス透過性が
高く、性能低下や耐久性が問題とされている。更に発電中の電解質は湿潤によって高分子
鎖間が広がり、ガスバリヤ性が低下する問題がある。
【０００４】
そこで、本発明者はガスバリヤ性の高い材料として粘土鉱物を用いた薄膜に着目した。従
来の粘土鉱物薄膜としては、アルミニウム骨格を備えた層状粘土鉱物及び燐酸基を有する
化合物を含有する展開液を調製し、該展開液を基板上に展開した後、前記基板上の液膜か
ら溶媒を除去する製造方法により製造された層状粘土鉱物薄膜がある（特許文献１及び非
特許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平５－２５４８２４号公報
【非特許文献１】
Ｍ．Ｉｓａｙａｍａ　Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．，１２８３（１９９３）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の層状粘土鉱物薄膜の製造方法で製造される層状粘土鉱物薄膜はイオ
ン交換能（すなわちプロトン伝導性）が低く、燃料電池の電解質膜として利用するには充
分でなかった。
【０００７】
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本発明は、層状粘土鉱物薄膜からなり、ガスバリヤ性及びプロトン伝導性に優れたプロト
ン伝導膜を提供すること、並びにそのようなプロトン伝導膜を製造できるプロトン伝導膜
の製造方法を提供することを解決すべき課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段及び効果】
上記課題を解決する目的で鋭意研究を行った結果、層状粘土鉱物粉末に対して硫酸由来の
架橋構造を形成できることを見出し、以下の発明を行った。
【０００９】
　すなわち、本発明のプロトン伝導膜は、ハイドロタルサイトからなる層状粘土鉱物粉末
と、該層状粘土鉱物粉末間を架橋する－Ｏ－ＳＯ2－Ｏ－基からなる架橋構造とを有し、
該層状粘土鉱物粉末の層間に強酸が挿入されていることを特徴とする（請求項１）。また
、本発明のプロトン伝導膜は、ハイドロタルサイトからなり表面に酸点をもつ層状粘土鉱
物粉末に、硫酸及び硫酸の金属塩からなる群から選択される１以上の化合物である改質剤
を作用することで得られるプロトン伝導膜であって、更に、該層状粘土鉱物粉末の層間に
強酸が挿入されていることを特徴とする（請求項２）。
【００１０】
　つまり、層状粘土鉱物粉末間を架橋するリン酸由来の化合物をより強い酸である硫酸に
変更することで、プロトン伝導能を向上させることができる。また、本発明のプロトン伝
導膜は、より高いプロトン伝導性をもつ化合物で層状粘土鉱物粉末間を架橋することによ
り、プロトン伝導性を担保したまま、ガス透過性を低減することができる。そして、層間
に強酸を挿入することで、アニオン交換体である層状粘土鉱物粉末にプロトン伝導性を付
与することができる。
【００１１】
ここで、前記層状粘土鉱物粉末の表面はスルホ基をもつことで、プロトン伝導性が更に向
上する（請求項３）。
【００１２】
　強酸としてはケイタングステン酸を用いることが好ましい（請求項４）。更に、前記層
状粘土鉱物粉末間を架橋するリン酸基含有化合物からなる架橋構造を有することができる
（請求項５）。
【００１３】
　更に、上記課題を解決する本発明のプロトン伝導膜の製造方法は、ハイドロタルサイト
からなる層状粘度鉱物粉末を強酸溶液中に浸漬し、該層状粘土鉱物粉末の層間に該強酸を
挿入する挿入工程と、該層状粘度鉱物粉末と硫酸及び硫酸の金属塩からなる群から選択さ
れる１以上の化合物である改質剤とを有する展開液を調製する調製工程と、該展開液を基
板上に展開する液膜を製する展開工程と、該液膜から溶媒を乾燥除去する工程と、を有す
ることを特徴とする（請求項６）。
【００１４】
　つまり、層状粘土鉱物粉末に対して硫酸等で処理することで、プロトン伝導性に優れた
硫酸により層状粘土鉱物粉末間を架橋できる。改質剤としては硫酸の他に硫酸の金属塩が
使用できる。ここで、改質剤として、硫酸の金属塩、特に強アルカリ由来の金属塩（硫酸
ナトリウム、硫酸カリウム等）を用いると調製される展開液のｐＨが低下することを抑制
でき、層状粘土鉱物粉末の分解が抑制できる。そして、層状粘土鉱物粉末の層間に強酸を
挿入する挿入工程を有することで、アニオン交換体である層状粘土鉱物粉末にプロトン伝
導性を付与できる
【００１５】
そして、前記調製工程は、前記層状粘土鉱物粉末を前記溶媒中に分散し所定ｐＨに調節す
る工程と、前記改質剤を添加する工程とをもつことが好ましい（請求項７）。層状粘土鉱
物粉末は酸により一部分解される虞があるが予めｐＨを所定ｐＨに調節することで層状粘
土鉱物粉末の分解が抑制できる。
【００１６】
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　強酸としてはケイタングステン酸が採用できる（請求項８）。挿入工程における前記強
酸溶液は、前記強酸の非水溶媒溶液とすることで、強酸の酸性度を低減できるため層状粘
土鉱物粉末の分解が抑制できる（請求項９）。更に、前記改質剤として、リン酸基を有す
る化合物を含むことができる（請求項１０）。
【００１７】
【発明の実施の形態】
〔プロトン伝導膜〕
本実施形態のプロトン伝導膜は、層状粘土鉱物粉末を有し、その層状粘土鉱物粉末間を架
橋した構造をもつ。層状粘土鉱物粉末は緻密な構造をもつと共に、湿潤によりほとんど膨
潤しないのでガスバリヤ性に優れる。層状粘土鉱物粉末間を密に架橋することで架橋部分
のガスバリヤ性も向上できる。
【００１８】
本プロトン伝導膜の形態は膜状であること以外は特に限定されない。膜の大きさとしては
、燃料電池のＭＥＡの大きさによって適正値がある。膜の厚みとしては必要な強度、ガス
バリヤ性が発揮できる限度で薄い方が好ましい。例えば１０～１００μｍ程度である。
【００１９】
　層状粘土鉱物粉末を構成する層状粘土鉱物としてはアニオン交換体である。アニオン交
換体は、ハイドロタルサイトである。層状粘土鉱物粉末の形態・大きさとしては特に限定
しないが充分なプロトン伝導性を発揮できるように直径が５０ｎｍ～２μｍ程度の円盤状
乃至は鱗片状の粉末とすることが好ましい。
【００２０】
層状粘土鉱物粉末間を架橋する架橋構造としては－Ｏ－ＳＯ2－Ｏ－基がある。－Ｏ－Ｓ
Ｏ2－Ｏ－基は下式（１）に示すように層状粘土鉱物粉末を硫酸で処理することで形成可
能である。
【００２１】
【化１】

【００２２】
例えば、硫酸及び硫酸の金属塩からなる群から選択される１以上の化合物である改質剤を
層状粘土鉱物粉末に作用することで得られる。この場合に層状粘土鉱物粉末の表面は硫酸
イオンが反応できる酸点をもつ。具体的には後述するプロトン伝導膜の製造方法で詳述す
る。
【００２３】
そして、層状粘土鉱物粉末の表面はプロトン伝導性向上の目的で、スルホ基をもつことが
好ましい。
【００２４】
　アニオン交換体はそのままではプロトン伝導性を発揮することは困難であり、高いプロ
トン伝導性を付与するには何らかのアニオン性基を導入する必要がある。アニオン交換体
に導入するアニオン性基としては強酸を採用する。例えば、ケイタングステン酸、硫酸、
リン酸、ヘテロポリ酸等である。これらの強酸は層状粘土鉱物粉末の層間に挿入できる。
層間への強酸の挿入方法は後述するプロトン伝導膜の製造方法で説明する。
【００２５】
　更に層状粘土鉱物粉末間の架橋にリン酸及び／又はリン酸基含有化合物（亜リン酸、ピ
ロリン酸、ポリリン酸、リン酸基含有有機物（Ｒ3-nＰＯ（ＯＨ）n；ｎ＝１又は２）等）
を用いることができる。
【００２６】
　〔プロトン伝導膜の製造方法〕
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　本実施形態のプロトン伝導膜の製造方法は挿入工程と調製工程と展開工程と乾燥除去工
程と必要に応じて付加されるその他の工程とを有する。本製造方法によって上述のプロト
ン伝導膜を製造することができる。
【００２７】
（調製工程）
調製工程は展開液を調製する工程である。展開液は後述する展開工程で液膜に展開される
。展開液は層状粘度鉱物粉末と硫酸及び硫酸の金属塩からなる群から選択される１以上の
化合物である改質剤とを有する。改質剤は層状粘土鉱物粉末間を架橋したり、層状粘土鉱
物粉末の表面にプロトン伝導性を付与するイオン交換基を導入したりする作用をもつ化合
物である。
【００２８】
層状粘土鉱物粉末としては前述したものと同様である。改質剤としては硫酸そのものより
も硫酸の金属塩を採用することが好ましく、特に強塩基の金属塩である硫酸ナトリウム、
硫酸カリウム等を用いることが好ましい。強酸－強塩基の塩とすることで展開液のｐＨの
低下を抑制でき、展開液中での層状粘土鉱物粉末の分解を防止できる。特に硫酸ナトリウ
ムがコスト及び反応性の点で好ましい。展開液の溶媒としては特に限定されない。例えば
水を用いたり、アルコール等の非水溶媒を用いたりできる。
【００２９】
層状粘土鉱物粉末を溶媒中に分散させる量としては特に限定されないが１０～１００ｇ／
Ｌ程度が採用できる。改質剤の添加量についても特に限定しないが、アスペクト比が３０
０の層状粘土鉱物粉末では粉末１ｇに対して１～１００ミリモル程度とすることが好まし
い。アスペクト比が小さくなると改質剤の添加量は相対的に多くなり、反対にアスペクト
比が大きくなると改質剤の添加量は相対的に少なくなる。層状粘土鉱物の形状は円盤状で
あり、円盤の外周部で改質剤と反応・架橋するからである。改質剤の添加量をこの範囲内
とすることで層状粘土鉱物粉末間を充分に架橋できると共に、改質剤による層状粘土鉱物
粉末への悪影響を最小限に止めることができる。なお、層状粘土鉱物におけるアスペクト
比は層状粘土鉱物粉末の形状を円盤としたときに（アスペクト比）＝（円盤の直径）÷（
円盤の厚み）である。
【００３０】
そして、層状粘土鉱物のアスペクト比が３００の層状粘土鉱物粉末１ｇに対して改質剤の
添加量を１～１００ミリモル程度の添加量とすると、層状粘土鉱物粉末表面に存する酸点
よりも改質剤の量が僅かに過剰となり、層状粘土鉱物粉末表面にスルホ基を導入できる。
【００３１】
更に調製工程は、ｐＨ調節工程と改質剤添加工程とをもつことができる。ｐＨ調節工程は
溶媒中に層状粘土鉱物粉末を分散させた後にｐＨを所定ｐＨに調節する工程である。所定
ｐＨとはアルカリ性、好ましくは８～１２程度、より好ましくは１０程度である。
【００３２】
所定ｐＨに調節することで層状粘土鉱物粉末中の不純物（シリカガラス等）を除去したり
、後に添加する改質剤による層状粘土鉱物粉末への悪影響を抑制できる。ｐＨの調節方法
は特に限定しない。例えば水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等のアルカリ性物質を溶解
した溶液（例えば水溶液）を添加することで達成できる。
【００３３】
改質剤添加工程によって、溶液のｐＨを所定ｐＨに調節した後に改質剤を添加することで
改質剤の添加によるｐＨの低下が抑制できる。
【００３４】
（展開工程）
本工程では展開液を基板上に展開することで液膜を形成する。形成する液膜の厚さは、展
開液中に含まれる層状粘土鉱物粉末の濃度を考慮して、最終的に必要なプロトン伝導膜の
厚みが得られるように決定される。展開液を展開する基板の材質は特に限定しない。例え
ば、ガラス、石英、プラスチック（ポリスチレン、ＰＴＦＥ、ポリエチレン等）、グラフ
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ァイト、セラミックス、ステンレスが採用できる。
【００３５】
（乾燥除去工程）
本工程では液膜を形成した展開液中の溶媒を乾燥除去することで層状粘土鉱物粉末間を架
橋させる反応を進行させる工程である。
【００３６】
層状粘土鉱物粉末が改質剤により架橋される反応は、上式（１）で示されるように、層状
粘土鉱物粉末の粒子表面に存する酸点（式（１）ではＡｌの部分であり、特に具体的構造
は示さない）に硫酸イオンとして作用して両者の間を架橋する。従って、式（１）の硫酸
は他の硫酸塩に置き換え可能である。また、架橋される部位として式（１）ではＡｌの部
分を示したがその他の部位でも反応しうる。
【００３７】
プロトン伝導膜を安定に形成するために、溶媒を乾燥除去する速度は遅いことが好ましい
。例えば、展開液の溶媒として水を用いる場合には室温～６０℃程度で２４～７２時間程
度乾燥させることで性状の安定したプロトン伝導膜を製造できる。その後、層状粘土鉱物
粉末間の架橋反応をより確実に進行させ、確実な薄膜を得るために２５℃、相対湿度５０
％の雰囲気下で３日間程度乾燥した後に、６０℃で３～１２時間乾燥させることが好まし
い。
【００３８】
（挿入工程）
　前述の調製工程前に、層状粘土鉱物粉末を強酸溶液中に浸漬する工程をもつ。層状粘土
鉱物粉末を強酸中に浸漬することにより層間に強酸を挿入できる。挿入された強酸により
アニオン交換体である層状粘土鉱物粉末であっても充分なプロトン伝導性を発揮させるこ
とができる。
【００３９】
好ましい強酸としては、ケイタングステン酸、硫酸、リン酸が例示できる。これらの強酸
を層状粘土鉱物粉末の層間に挿入する際に酸による層状粘土鉱物粉末への悪影響を抑制す
るために、強酸溶液に用いる溶媒を非水溶媒として強酸の酸性度を低下させることが好ま
しい。例えば、好ましい非水溶媒としてはエタノール、メタノール等のアルコールが例示
できる。層状粘土鉱物粉末を強酸溶液中に浸漬した後は適正な溶媒にて洗浄することで可
溶物（強酸の残り等）を除去できる。
【００４０】
　更に、改質剤としてリン酸及び／又はリン酸基含有化合物を採用できる。
【００４１】
【実施例】
〔合成例１～３：参考〕
超純水２５ｍＬ中に層状粘土鉱物粉末としてのスメクタイトを０．２５ｇ添加し、超音波
ホモジナイザにより分散させ均一な懸濁液を得た。この懸濁液を撹拌しながら、３％水酸
化ナトリウム水溶液により所定ｐＨ（ｐＨ１０）に調節した（ｐＨ調節工程）。所定ｐＨ
で１時間撹拌し層状粘土鉱物粉末の不純物を除去した。その後、改質剤としての硫酸ナト
リウムの水溶液｛０．０１Ｍ（合成例１）、０．０３Ｍ（合成例２）、０．０５Ｍ（合成
例３）｝を２５ｍＬ添加し（改質剤添加工程）、展開液とした（調製工程）。
【００４２】
この展開液を親水性メンブランフィルタ（ＰＴＦＥ製、径４７ｍｍ）上に展開した後に（
展開工程）、４８時間、室温で乾燥した。その後、６０℃で３時間加熱処理を行い反応を
完全に進行させた（乾燥除去工程）。これを純水にて充分に洗浄した後、乾燥することで
直径４７ｍｍ、厚み５０μｍのプロトン伝導膜が得られた。
【００４３】
〔合成例４～６〕
７０℃で２４時間乾燥処理を行ったケイタングステン酸１ｇを無水エタノール１．６ｇに
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溶解させた溶液中に、ハイドロタルサイト０．２ｇを超音波ホモジナイザにより分散させ
て均一な懸濁液を得た。この懸濁液を７日間常温で静置した（挿入工程）。
【００４４】
その後、沈殿物を多量の無水エタノールで洗浄し、余分なケイタングステン酸を除去した
後、７０℃で２４時間乾燥した。得られた粉末を、改質剤としてのオルトリン酸の水溶液
｛０．０１Ｍ（合成例４）、０．０３Ｍ（合成例５）、０．０５Ｍ（合成例６）｝を２５
ｍＬ中に添加し、超音波ホモジナイザにより分散して均一な懸濁液とし展開液とした（調
製工程）。
【００４５】
この展開液を親水性メンブランフィルタ（ＰＴＦＥ製、径４７ｍｍ）上に展開した後に（
展開工程）、７日間、常温で乾燥した（乾燥除去工程）。これを純水にて充分に洗浄した
後、乾燥することで直径４７ｍｍ、厚み５０μｍのプロトン伝導膜が得られた。２５℃、
相対湿度５０％の雰囲気下で３日間乾燥した。その後、６０℃で３～１２時間乾燥させて
膜を形成した。
【００４６】
〔水素透過係数の測定〕
ＪＩＳ　Ｋ７１２６に基づいて、等圧法にて水素透過係数を算出した。セル透過面積はφ
２０ｍｍとし、測定温度は室温とした。具体的にはセル温度８０℃、ガス流量３００ｍＬ
／分、一方極に水素、他方極にアルゴンを圧力２気圧で供給した。供給ガスの湿度は相対
湿度９０％及び０％の間で切り替えた。それぞれの相対湿度においてアルゴンを流した側
の極に透過した水素の量をガスクロマトグラフ法により測定した。結果を表１に示す。
【００４７】
〔プロトン伝導度の測定〕
プロトン伝導度は交流インピーダンス法にて測定した。具体的には恒温恒湿（温度８０℃
、相対湿度は表中に記載）に調節した槽内において白金電極にて膜厚方向に狭持して、４
端子法にて測定した。交流の周波数は範囲は１０ｋＨｚ～５０ＭＨｚとした。結果を表１
に示す。
【００４８】
【表１】
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【００４９】
表１から明らかなように、水素透過係数は硫酸ナトリウム及びオルトリン酸の添加量に関
わらず乾燥条件と湿潤条件とで大きな変化は認められなかった（多くても１０倍以下の変
化）。それに対してナフィオンは乾燥条件から湿潤条件になると４００倍以上、水素透過
性が増加した。本実施例のプロトン伝導膜は水分による膨潤が小さいことが推測でき、湿
潤によって分子間の距離が広がらないので水素の透過係数も増加しないものと考えられる
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【００５０】
なお、合成例１～３において硫酸ナトリウム溶液の濃度が０．０３Ｍである合成例２が最
も水素透過係数が低い結果となった。これは硫酸ナトリウムの添加量が層状粘土鉱物粉末
に存する酸点の数との関係で架橋が生起しやすい量であったと考えられる。
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