
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

スルホン酸基を含有する芳香
族炭化水素系化合物からなり、

８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬する前後で測定したメタノー
ル透過係数の差が２０％以下であるイオン交換膜。
【請求項２】
８０℃以上の溶媒に含浸する処理を施したことを特徴とする請求項１の範囲のイオン交換
膜。
【請求項３】
水およびアルコール水溶液に含浸する処理を施したことを特徴とする、請求項２の範囲の
イオン交換膜。
【請求項４】
下記一般式（１）とともに一般式（２）で示される構成成分を含むことを特徴とする、請
求項１乃至３のいずれかの範囲のイオン交換膜。
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ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリフェニレンスルフ
ィド、ポリフェニレンスルフィドスルホン、ポリエーテルケトン系ポリマーなどのポリア
リーレンエーテル系化合物の少なくとも１種が共重合された

アルコール水溶液に含浸する処理を施したことを特徴とす
る、



【化１】
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒは２価の芳香族基、Ｙはスルホン基またはケトン基、ＸはＨまたは１価のカ
チオン種を示す。
【化２】
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒ 'は２価の芳香族基を示す。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかの範囲のイオン交換膜の製造方法。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかの範囲のイオン交換膜を使用したイオン交換膜・電極接合体。
【請求項７】
請求項６の範囲のイオン交換膜・電極接合体を使用した燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はイオン交換膜に関係し、詳しくは、燃料電池に使用される、特に液体燃料透過
速度の経時変化が少ないイオン交換膜に関するものでる。
【背景技術】
【０００２】
　環境調和型のエネルギーデバイスとして、燃料電池が注目されている。燃料電池はイオ
ン交換膜を固体電解質として使用し、それに接合した電極上で、水の電気分解の逆反応を
起こすことにより発電するシステムである。これに用いられるイオン交換膜は、カチオン
交換膜としてプロトン伝導性を有するともに化学的、熱的、電気化学的および力学的に十
分安定なものでなくてはならない。このため、長期にわたり使用できるものとしては、主
に米デュポン社製の非パーフルオロカーボンスルホン酸系しかしながら、ナフィオン（商
品名）膜をメタノール等の液体有機燃料を燃料とする燃料電池において使用する場合、例
えばメタノールがイオン交換膜を透過して空気極側に流れ込んでしまうクロスオーバーと
いう問題が顕著である。このクロスオーバーが生じると、液体燃料と酸化剤がカソードで
直接反応してしまい、電力が低下してしまうという問題や、液体燃料がカソード側から外
部に漏れ出すといった問題が発生するため、クロスオーバーの小さなイオン交換膜の開発
が望まれている。また、パーフルオロカーボンスルホン酸膜の別な問題として、高コスト
が指摘されており、燃料電池の実用化には、これらの問題を解決しうるイオン交換膜が必
要である。
【０００３】
　このような欠点を克服するため、非フッ素系芳香族環含有ポリマーにスルホン酸基を導
入した高分子イオン交換膜が種々検討されている。ポリマー骨格としては、耐熱性や化学
的安定性を考慮すると、芳香族ポリアリーレンエーテルケトン類や芳香族ポリアリーレン
エーテルスルホン類などの、芳香族ポリアリーレンエーテル化合物を有望な構造としてと
らえることができ、ポリアリールエーテルスルホンをスルホン化したもの（例えば、非特
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許文献１参照。）、ポリエーテルエーテルケトンをスルホン化したもの（例えば、特許文
献１参照。）、スルホン化ポリスチレン等が報告されている。しかしながら、これらポリ
マーのスルホン化反応により芳香環上に導入されたスルホン酸基は一般に熱により脱離し
やすい傾向にあり、これを改善する方法として電子吸引性芳香環上にスルホン酸基を導入
したモノマーを用いて重合することで、熱的に安定性の高いスルホン化ポリアリールエー
テルスルホン系化合物が報告されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００４】
　このようなイオン交換膜を、液体燃料を使用するタイプの燃料電池であるダイレクトメ
タノール型燃料電池に応用した例として、比較的良好なイオン伝導性と、比較的良好な初
期発電特性を有する燃料電池を得たという報告がなされている（非特許文献２）。しかし
ながら運転を重ねると、イオン交換膜のモルフォロジーが変化し、メタノールの透過性が
増加するため、メタノールのクロスリークによる電圧低下を引き起こすので、電池の性能
が低下するという問題を有していた。また、発電性能の低下は、そのまま燃料電池を搭載
するデバイスの性能低下や不安定化につながるため避けなければならない。なお、イオン
交換膜のモルフォロジーがダイレクトメタノール型燃料電池の性能に影響するという報告
は、例えば非特許文献３で示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平６－９３１１４号公報（第１５－１７頁）
【特許文献２】米国特許出願公開第２００２／００９１２２５号明細書（第１－２頁）
【非特許文献１】ジャーナル・オブ・メンブラン・サイエンス（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｍｅｍｂｒａｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ）、（オランダ）１９９３年、８３巻、Ｐ．２１１－
２２０
【非特許文献２】ＡＩＣｈＥ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ｏｐｐｏｒ
ｔｕｎｉｔｉｅｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ，５５８（２００２）
【非特許文献３】Ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　２０３ｒ
ｄ　Ｍｅｅｔｉｎｇ－Ｐａｒｉｓ，Ａｂｓ　Ｎｏ．１１６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ダイレクトメタノール型燃料電池を始めとする液体燃料を使用するタイプの
燃料電池に使用するのに適した、液体燃料透過性が変化しにくいイオン交換膜であり、燃
料電池とした場合、長期間安定に運転できる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、イオン交換膜のモルフォロジーが変化しにくい、
安定性に優れるイオン交換膜を提供できることを見出した。
【０００８】
　すなわち本発明は、液体燃料を使用する燃料電池用のスルホン酸基を含有する芳香族炭
化水素系化合物、つまり非パーフルオロカーボンスルホン酸系芳香族炭化水素のイオン交
換膜であって、該イオン交換膜を８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬
した前後で測定したメタノール透過係数の差が２０％以下であることを特徴とする、メタ
ノール透過抑制性能の安定性に優れるイオン交換膜である。
【０００９】
　本発明における、スルホン酸基を含有する芳香族炭化水素系化合物，非パーフルオロカ
ーボンスルホン酸系芳香族炭化水素とは、「ナフィオン（登録商標）」に代表される主鎖
の水素が全てフッソに置換された材料を除く芳香族系材料であり、部分フッ化物であって
もかまわないものである。
【００１０】
　また、上記のイオン交換膜であって、８０℃以上の溶媒に含浸する処理を施したことを
特徴とするイオン交換膜である。
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【００１１】
　また、上記のイオン交換膜であって、水および／またはアルコールを含む液に含浸する
処理を施したことを特徴とするイオン交換膜である。
【００１２】
　また、下記一般式（１）とともに一般式（２）で示される構成成分を含むことを特徴と
するイオン交換膜である。
【化３】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒは２価の芳香族基、Ｙはスルホン基またはケトン基、ＸはＨまたは１価のカ
チオン種を示す。
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒ 'は２価の芳香族基を示す。
【００１３】
　また、上記のイオン交換膜の製造方法である。
【００１４】
　また、上記のイオン交換膜を使用したイオン交換膜・電極接合体である。
【００１５】
　また、上記のイオン交換膜・電極接合体を使用した燃料電池に関するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、液体燃料中でモルフォロジーの変化が少ないことを特徴とするイオン交換で
あり、本発明によるイオン交換膜は、液体燃料を使用する燃料電池の性能安定性を向上す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　液体燃料を使用するタイプの燃料電池である、例えばダイレクトメタノール型燃料電池
を連続間運転する場合、初期性能は良好であっても性能は経時的に変化し、特に発電開始
から数十時間の範囲で電池性能が変化しやすいという現象を観察した。このような性能変
化の発生は、燃料電池を組み込むデバイスでの制御をより複雑なものとするため好ましく
なく、改善が求められる。性能が変化する原因として、触媒被毒のような電極内に存在す
る材料の物性変化の影響も考えられるが、本発明者らはイオン交換膜に主眼を置いた検討
を行った結果、発電環境下にさらされたイオン交換膜は、膜のモルフォロジーがその発電
環境下で平衡となるよう変化することに一因があることを見出した。
【００１８】
　そのため本発明は、上記問題を解決するものであり、特に物性変化の少ないイオン交換
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膜を使用することを特徴としている。物性変化の有無を観察する手法として鋭意検討を行
った結果、８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬した前後でメタノール
透過係数を比較すれば良いことを見出した。メタノール透過係数の変化が少ないイオン交
換膜を使用した燃料電池程、連続発電下における電池性能の変化が小さい。またイオン交
換膜としては、膜のモルフォロジーの変化が少ないことを特徴としている。
【００１９】
　本発明者らは、８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬した前後でメタ
ノール透過係数を比較した場合、その差が２０％以下であるイオン交換膜を発明し、その
イオン交換膜を使用した燃料電池は発電時に優れた性能安定性を示した。また、より性能
安定性に優れるイオン交換膜として、メタノール透過係数の差が１０％以下であるイオン
交換膜を発明し、さらなる性能安定性を実現した。メタノール透過係数の差が２０％より
も大きいイオン交換膜によると、電池性能の変化が大きく、制御の難しい燃料電池となっ
てしまう。
【００２０】
　イオン交換膜において特にモルフォロジーが変化しやすい箇所が存在するため前述の問
題が発生することから、膜の欠点のみを安定化する手法により、イオン交換膜の安定性を
高める手法を発明した。具体的には、８０℃以上の溶媒に含浸する処理を施したことを特
徴とするイオン交換膜である。８０℃以上の溶媒中で予めイオン交換膜を浸漬処理するこ
とによって膜の欠点を取り除くことが可能である。すなわち、イオン交換膜中で形態変化
が起こる箇所を燃料電池に組み込む前に除去することによって、燃料電池内部ではイオン
交換膜の形態変化が起こりにくいため、電池性能が初期状態から安定し、非常に制御しや
すい燃料電池となる。なお、より好ましくは９０℃以上の溶媒中での処理であり、処理時
間を短縮することができる。なお溶媒としては特に制限されるものではないが、極性を有
する溶媒中で処理を行うことが好ましく、例えば、水、アルコール、エチレングリコール
、グリセリン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミドなどを含む溶媒が良好な例の一部としてあげられる。溶媒中で処理
を行った後溶媒を除去する必要があるため、沸点が２００℃以上の成分を主成分とする溶
媒中で処理すると、後の工程が複雑になるためあまり好ましくない。また、液体燃料とし
ては、水やアルコールを含む溶液が主体（または発電時の化学反応で形成される）である
ことから、使用する溶媒としては、特に水および／またはアルコールを含む溶媒を使用す
ることが好ましい。
【００２１】
　このような処理を施すイオン交換膜は、塩型のイオン交換膜であっても、酸型のイオン
交換膜であっても良く特に限定されるものではない。ただし、酸型のイオン交換膜を使用
する場合、一部の溶媒を加水分解するといった可能性があるので注意する必要がある。
【００２２】
　なお最終的に燃料電池用のイオン交換膜とする場合は、酸型のものが好ましいので、塩
型のイオン交換膜として処理した場合には、硫酸水溶液や塩酸水溶液やリン酸水溶液とい
った酸性溶液に浸漬することで酸型のイオン交換膜へ変換した後、余分な酸成分を水洗除
去することが好ましい。酸型への変換に使用する酸性溶液の濃度や温度は、目的に応じて
決めることが可能である。より高濃度の酸や高温の溶液を使用する程、変換速度や変換効
率は高くなる傾向にある。また水洗に使用する水として、プロトン以外のカチオンを含む
ものは、酸型になったイオン交換膜を再び塩型に戻す可能性があるため、管理する必要が
あり、こちらも目的に応じて決めることが可能である。また保存形態として、溶媒を含ん
だ形で保存しても問題はないが、乾燥させた状態で保存することもできる。
【００２３】
　以下、本発明のイオン交換膜およびイオン交換膜を作製するためのポリマーについて説
明する。
【００２４】
　イオン交換膜に用いるポリマーの種類としては、ポリスチレンスルホン酸、ポリ（トリ
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フルオロスチレン）スルホン酸、ポリビニルホスホン酸、ポリビニルカルボン酸、ポリビ
ニルスルホン酸成分の少なくとも１種を含むアイオノマーが挙げられる。さらに、芳香族
系のポリマーとして、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンオキシド、
ポリフェニレンスルフィド、ポリフェニレンスルフィドスルホン、ポリパラフェニレン、
ポリアリーレン系ポリマー、ポリフェニルキノキサリン、ポリアリールケトン、ポリエー
テルケトン、ポリベンズオキサゾール、ポリベンズチアゾール、ポリイミド等の構成成分
の少なくとも１種を含むポリマーに、スルホン酸基、ホスホン酸基、カルボキシル基、お
よびそれらの誘導体の少なくとも１種が導入されているポリマーが挙げられる。なお、こ
こでいうポリスルホン、ポエーテルスルホン、ポリエーテルケトン等は、その分子鎖にス
ルホン結合、エーテル結合、ケトン結合を有しているポリマーの総称であり、ポリエーテ
ルケトンケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトンケトン、ポ
リエーテルケトンエーテルケトンケトン、ポリエーテルケトンスルホンなどを含むととも
に、特定のポリマー構造に限定するものではない。ただしナフィオン等に代表されるパー
フルオロカーボンスルホン酸ポリマーは、ポリマー自体が液体燃料をクロスリークしやす
いので好ましくない。
【００２５】
　上記酸性基を含有するポリマーのうち、芳香環上にスルホン酸基を持つポリマーは、上
記例のような骨格を持つポリマーに対して適当なスルホン化剤を反応させることにより得
ることができる。このようなスルホン化剤としては、例えば、芳香族環含有ポリマーにス
ルホン酸基を導入する例として報告されている、濃硫酸や発煙硫酸を使用するもの（例え
ば、Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｏｎｉｃｓ，１０６，Ｐ．２１９（１９９８））、クロ
ル硫酸を使用するもの（例えば、Ｊ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．，
２２，Ｐ．２９５（１９８４））、無水硫酸錯体を使用するもの（例えば、Ｊ．Ｐｏｌｙ
ｍ．Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．，２２，Ｐ．７２１（１９８４）、Ｊ．Ｐｏｌｙ
ｍ．Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍ．Ｃｈｅｍ．，２３，Ｐ．１２３１（１９８５））等が有効で
ある。これらの試薬を用い、それぞれのポリマーに応じた反応条件を選定することにより
実施することができる。また、特許第２８８４１８９号に記載のスルホン化剤等を用いる
ことも可能である。
【００２６】
　また、上記ポリマーは、重合に用いるモノマーの中の少なくとも１種にイオン交換性官
能基を含むモノマーを用いて合成することもできる。例えば、芳香族ジアミンと芳香族テ
トラカルボン酸二無水物から合成されるポリイミドにおいては、芳香族ジアミンの少なく
とも１種にスルホン酸基含有ジアミンを用いて酸性化含有ポリイミドとすることが出来る
。芳香族ジアミンジオールと芳香族ジカルボン酸から合成されるポリベンズオキサゾール
、芳香族ジアミンジチオールと芳香族ジカルボン酸から合成されるポリベンズチアゾール
の場合は、芳香族ジカルボン酸の少なくとも１種にスルホン酸基含有ジカルボン酸やホス
ホン酸基含有ジカルボン酸を使用することにより酸性基含有ポリベンズオキサゾール、ポ
リベンズチアゾールとすることが出来る。芳香族ジハライドと芳香族ジオールから合成さ
れるポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルケトンなどは、モノマーの少な
くとも１種にスルホン酸基含有芳香族ジハライドやスルホン酸基含有芳香族ジオールを用
いることで合成することが出来る。この際、スルホン酸基含有ジオールを用いるよりも、
スルホン酸基含有ジハライドを用いる方が、重合度が高くなりやすいとともに、得られた
ポリマーの熱安定性が高くなるので好ましいと言える。
【００２７】
　なお本発明におけるイオン交換膜を形成するためのポリマーは、スルホン酸基含有ポリ
スルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリフェニレンスルフィド
、ポリフェニレンスルフィドスルホン、ポリエーテルケトン系ポリマーなどのポリアリー
レンエーテル系化合物であることがより好ましい。
【００２８】
　さらに、これらのポリアリーレンエーテル系化合物のうち、下記一般式（１）とともに
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一般式（２）で示される構成成分を含むものが特に好ましく、本発明の処理と併用した場
合、特に優れている。
【００２９】
【化５】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒは２価の芳香族基、Ｙはスルホン基またはケトン基、ＸはＨまたは１価のカ
チオン種を示す。
【００３０】
【化６】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒ 'は２価の芳香族基を示す。
【００３１】
　上記一般式（２）で示される構成成分は、下記一般式（３）で示される構成成分である
ことが好ましい。
【００３２】
【化７】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ａｒ 'は２価の芳香族基を示す。
【００３３】
　また、本発明のスルホン酸基を含有するポリアリーレンエーテル系ポリマーにおいては
上記一般式（１）および一般式（２）で示される以外の構造単位が含まれていてもかまわ
ない。このとき、上記一般式（１）または一般式（２）で示される以外の構造単位は５０
重量％以下であることが好ましい。５０質量％以下とすることにより、本発明のイオン交
換膜を形成するためのポリマーの特性を活かした組成物とすることができる。
【００３４】
　本発明のイオン交換膜を形成するためのポリマーとしては、スルホン酸基含有量が０．
３～３．５ｍｅｑ／ｇの範囲にあることが好ましい。０．３ｍｅｑ／ｇよりも少ない場合
には、イオン交換膜として使用したときに十分なイオン伝導性を示さない傾向があり、３
．５ｍｅｑ／ｇよりも大きい場合にはイオン交換膜を高温高湿条件においた場合に膜膨潤
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が大きくなりすぎて使用に適さなくなる傾向がある。なお、スルホン酸基含有量はポリマ
ー組成より計算することができる。より好ましくは１．０～３．０ｍｅｑ／ｇである。
【００３５】
　さらに本発明のイオン交換膜を形成するためのポリマーとしては、下記一般式（４）と
ともに一般式（５）で示される構成成分を含むものが特に好ましい。ビフェニレン構造を
有していることにより高温高湿条件での寸法安定性に優れるとともに、強靱性も高いもの
となる。
【００３６】
【化８】
　
　
　
　
　
　
　
　
【化９】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、ＸはＨまたは１価のカチオン種を示す。
【００３７】
　本発明のスルホン酸基を含有するポリアリーレンエーテル系ポリマーは、下記一般式（
６）および一般式（７）で表される化合物をモノマーとして含む芳香族求核置換反応によ
り重合することができる。一般式（６）で表される化合物の具体例としては、３，３ '－
ジスルホ－４，４ '－ジクロロジフェニルスルホン、３，３ '－ジスルホ－４，４ '－ジフ
ルオロジフェニルスルホン、３，３ '－ジスルホ－４，４ '－ジクロロジフェニルケトン、
３，３ '－ジスルホ－４，４ '－ジフルオロジフェニルスルホン、およびそれらのスルホン
酸基が１価カチオン種との塩になったもの等が挙げられる。１価カチオン種としては、ナ
トリウム、カリウムや他の金属種や各種アミン類等でも良く、これらに制限される訳では
ない。一般式（７）で表される化合物としては、２，６－ジクロロベンゾニトリル、２，
６－ジフルオロベンゾニトリル、２，４－ジクロロベンゾニトリル、２，４－ジフルオロ
ベンゾニトリル、等を挙げることができる。
【００３８】
【化１０】
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【化１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
ただし、Ｙはスルホン基またはケトン基、Ｘは１価のカチオン種、Ｚは塩素またはフッ素
を示す。本発明において、上記２，６－ジクロロベンゾニトリルおよび２，４－ジクロロ
ベンゾニトリルは、異性体の関係にあり、いずれを用いたとしても良好なイオン伝導性、
耐熱性、加工性および寸法安定性を達成することができる。その理由としては両モノマー
とも反応性に優れるとともに、小さな繰り返し単位を構成することで分子全体の構造をよ
り硬いものとしていると考えられている。
【００３９】
　上述の芳香族求核置換反応において、上記一般式（６）、（７）で表される化合物とと
もに各種活性化ジフルオロ芳香族化合物やジクロロ芳香族化合物をモノマーとして併用す
ることもできる。これらの化合物例としては、４，４ '－ジクロロジフェニルスルホン、
４，４ '－ジフルオロジフェニルスルホン、４，４ '－ジフルオロベンゾフェノン、４，４
'－ジクロロベンゾフェノン、デカフルオロビフェニル等が挙げられるがこれらに制限さ
れることなく、芳香族求核置換反応に活性のある他の芳香族ジハロゲン化合物、芳香族ジ
ニトロ化合物、芳香族ジシアノ化合物なども使用することができる。
【００４０】
　また、上述の一般式（１）で表される構成成分中のＡｒおよび上述の一般式（２）で表
される構成成分中のＡｒ 'は、一般には芳香族求核置換重合において上述の一般式（６）
、（７）で表される化合物とともに使用される芳香族ジオール成分モノマーより導入され
る構造である。このような芳香族ジオールモノマーの例としては、４，４ '－ビフェノー
ル、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル
）エタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ビス（４－ヒドロキシフ
ェニル）メタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）ブタン、３，３－ビス（４－
ヒドロキシフェニル）ペンタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェ
ニル）プロパン、ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジメチルフェニル）メタン、ビス（４
－ヒドロキシ－２，５－ジメチルフェニル）メタン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）フ
ェニルメタン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）ジフェニルメタン、９，９－ビス（４－
ヒドロキシフェニル）フルオレン、９，９－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル
）フルオレン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）ヘキサフルオロプロパン、ハイ
ドロキノン、レゾルシン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）ケトン等があげられるが、こ
の他にも芳香族求核置換反応によるポリアリーレンエーテル系化合物の重合に用いること
ができる各種芳香族ジオールを使用することもできる。これら芳香族ジオールは、単独で
使用することができるが、複数の芳香族ジオールを併用することも可能である。
【００４１】
　本発明のスルホン酸基を含有するポリアリーレンエーテル系ポリマーを芳香族求核置換
反応により重合する場合、上記一般式（６）および一般式（７）で表せる化合物を含む活
性化ジフルオロ芳香族化合物及び／またはジクロロ芳香族化合物と芳香族ジオール類を塩
基性化合物の存在下で反応させることで重合体を得ることができる。重合は、０～３５０
℃の温度範囲で行うことができるが、５０～２５０℃の温度であることが好ましい。０℃
より低い場合には、十分に反応が進まない傾向にあり、３５０℃より高い場合には、ポリ
マーの分解も起こり始める傾向がある。反応は、無溶媒下で行うこともできるが、溶媒中
で行うことが好ましい。使用できる溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ
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－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジフ
ェニルスルホン、スルホランなどを挙げることができるが、これらに限定されることはな
く、芳香族求核置換反応において安定な溶媒として使用できるものであればよい。これら
の有機溶媒は、単独でも２種以上の混合物として使用されても良い。塩基性化合物として
は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナト
リウム、炭酸水素カリウム等があげられるが、芳香族ジオール類を活性なフェノキシド構
造にしうるものであれば、これらに限定されず使用することができる。芳香族求核置換反
応においては、副生物として水が生成する場合がある。この際は、重合溶媒とは関係なく
、トルエンなどを反応系に共存させて共沸物として水を系外に除去することもできる。水
を系外に除去する方法としては、モレキュラーシーブなどの吸水材を使用することもでき
る。芳香族求核置換反応を溶媒中で行う場合、得られるポリマー濃度として５～５０重量
％となるようにモノマーを仕込むことが好ましい。５重量％よりも少ない場合は、重合度
が上がりにくい傾向がある。一方、５０重量％よりも多い場合には、反応系の粘性が高く
なりすぎ、反応物の後処理が困難になる傾向がある。重合反応終了後は、反応溶液より蒸
発によって溶媒を除去し、必要に応じて残留物を洗浄することによって、所望のポリマー
が得られる。また、反応溶液を、ポリマーの溶解度が低い溶媒中に加えることによって、
ポリマーを固体として沈殿させ、沈殿物の濾取によりポリマーを得ることもできる。
【００４２】
　また、本発明のスルホン酸基を含有するポリアリーレンエーテル系ポリマーは、ポリマ
ー対数粘度が０．１以上であることが好ましい。対数粘度が０．１よりも小さいと、イオ
ン交換膜として成形したときに、膜が脆くなりやすくなる。還元比粘度は、０．３以上で
あることがさらに好ましい。一方、還元比粘度が５を超えると、ポリマーの溶解が困難に
なるなど、加工性での問題が出てくるので好ましくない。なお、対数粘度を測定する溶媒
としては、一般にＮ－メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどの極性有機
溶媒を使用することができるが、これらに溶解性が低い場合には濃硫酸を用いて測定する
こともできる。
【００４３】
　なお、必要に応じて、本発明のイオン交換膜を形成するためのポリマーは、例えば酸化
防止剤、熱安定剤、滑剤、粘着付与剤、可塑剤、架橋剤、粘度調整剤、静電気防止剤、抗
菌剤、消泡剤、分散剤、重合禁止剤、ラジカル防止剤などの各種添加剤や、イオン交換膜
の特性をコントロールするための貴金属、無機化合物や無機―有機のハイブリッド化合物
、イオン性液体、などを含んでいても良い。また、可能な範囲で複数のものが混在してい
ても良い。
【００４４】
　以上に示したポリマーを、押し出し、圧延またはキャストなど任意の方法でイオン交換
膜とすることができる。中でも適当な溶媒に溶解した溶液から成形することが好ましい。
この溶媒としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジ
メチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ヘキサメチルホスホンアミドなどの
非プロトン性極性溶媒や、メタノール、エタノール等のアルコール類から適切なものを選
ぶことができるがこれらに限定されるものではない。これらの溶媒は、可能な範囲で複数
を混合して使用してもよい。溶液中の化合物濃度は０．１～５０重量％の範囲であること
が好ましい。溶液中の化合物濃度が０．１重量％未満であると良好な成形物を得るのが困
難となる傾向にあり、５０重量％を超えると加工性が悪化する傾向にある。溶液から成形
体を得る方法は従来から公知の方法を用いて行うことができる。イオン交換膜を成形する
手法として最も好ましいのは、溶液からのキャストであり、キャストした溶液から上記の
ように溶媒を除去してイオン交換膜を得ることができる。溶媒の除去は、乾燥によること
がイオン交換膜の均一性の観点からは好ましい。また、化合物や溶媒の分解や変質を避け
るため、減圧下でできるだけ低い温度で乾燥することもできる。また、溶液の粘度が高い
場合には、基板や溶液を加熱して高温でキャストすると溶液の粘度が低下して容易にキャ
ストすることができる。キャストする際の溶液の厚みは特に制限されないが、１０～２５
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００μｍであることが好ましい。より好ましくは５０～１５００μｍである。溶液の厚み
が１０μｍよりも薄いとイオン交換膜としての形態を保てなくなる傾向にあり、２５００
μｍよりも厚いと不均一なイオン交換膜ができやすくなる傾向にある。溶液のキャスト厚
を制御する方法は公知の方法を用いることができる。例えば、アプリケーター、ドクター
ブレードなどを用いて一定の厚みにしたり、ガラスシャーレなどを用いてキャスト面積を
一定にして溶液の量や濃度で厚みを制御することができる。キャストした溶液は、溶媒の
除去速度を調整することでより均一な膜を得ることができる。例えば、加熱する場合には
最初の段階では低温にして蒸発速度を下げたりすることができる。また、水などの非溶媒
に浸漬する場合には、溶液を空気中や不活性ガス中に適当な時間放置しておくなどして化
合物の凝固速度を調整することができる。本発明のイオン交換膜は目的に応じて任意の膜
厚にすることができるが、イオン伝導性の面からはできるだけ薄いことが好ましい。具体
的には５～３００μｍであることが好ましく、２５～２５０μｍであることがさらに好ま
しい。イオン交換膜の厚みが５μｍより薄いとイオン交換膜の取扱が困難となり燃料電池
を作製した場合に短絡等が起こる傾向にあり、３００μｍよりも厚いとイオン交換膜の電
気抵抗値が高くなり燃料電池の発電性能が低下する傾向にある。また本発明においては、
イオン交換膜として記載したが、中空糸状に加工することも好ましい形であり、加工に際
しては公知の処方を利用できる。
【００４５】
　以上のようにして得たイオン交換膜に対して、前述した溶媒中での処理を施すことによ
って、膜の特性を改良し、より優れたイオン交換膜を提供することが可能となる。
【００４６】
　最終的に得られたイオン交換膜を使用する場合、膜中のイオン性官能基は金属塩になっ
ているものを含んでいても良いが、適当な酸処理により酸型のものに変換した形が好まし
い。この際、イオン交換膜のイオン伝導率は１．０ｘ１０－３Ｓ／ｃｍ以上であることが
好ましい。イオン伝導率が１．０ｘ１０－３Ｓ／ｃｍ以上である場合には、そのイオン交
換膜を用いた燃料電池において良好な出力が得られる傾向にあり、１．０ｘ１０－３Ｓ／
ｃｍ未満である場合には燃料電池の出力低下が起こる傾向にある。
【００４７】
　本発明の効果として、液体燃料透過性が変化しにくくなる。すなわち、本発明のイオン
交換膜においては、８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬した前後でメ
タノール透過係数を比較した場合、その差が２０％以下であるイオン交換膜となり、１０
％以下にすることも可能である。
【００４８】
　なお、液体燃料のクロスリークを防ぐ意味では、メタノール透過速度として、０．１～
４．０ｍｍｏｌ／ｍ２／ｓの範囲にあることが好ましく、より好適には、２．０ｍｍｏｌ
／ｍ２／ｓよりも小さいことが望ましい。
【００４９】
　また、上述した本発明のイオン交換膜に電極を設置することによって、本発明のイオン
交換膜と電極との接合体を得ることができる。触媒の種類や電極の構成や電極に使用され
るガス拡散層の種類や接合方法などは特に限定されるものではなく、公知のものが使用で
き、また公知の技術を組み合わせたものも使用できる。電極に使用する触媒としては耐酸
性と触媒活性の観点から適宜選出できるが、白金族系金属およびこれらの合金や酸化物が
特に好ましい。例えばカソードに白金または白金系合金，アノードに白金または白金系合
金や白金とルテニウムの合金を使用すると高効率発電に適している。複数の種類の触媒を
使用していても良く、分布があっても良い。電極中の空孔率や、電極中に触媒と一緒に混
在させるイオン伝導性樹脂の種類・量なども特に制限されるものではない。また疎水性化
合物の含浸などに代表されるガス拡散性をコントロールするための手法なども好適に利用
できる。電極を膜に接合する技術としては、膜―電極間に大きな抵抗が生じないようにす
ることが重要であり、また膜の膨潤収縮や、ガス発生の機械的な力によって剥離や電極触
媒の剥落が生じないようにすることも重要である。この接合体の作製方法としては、従来
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から燃料電池または、水電解における電極－膜接合方法の公知技術として知られている手
法、例えば触媒担持カーボンとイオン交換樹脂およびポリテトラフルオロエチレン等の撥
水性を有する材料を混合してあらかじめ電極を作製し、これを膜に熱圧着する手法や、前
記混合物を膜にスプレーやインクジェット等で直接析出させる方法などが好適に用いられ
る。また、化学めっきによる、例えば白金族のアンミン錯イオンのように金属イオンをカ
チオン型にした溶液に膜を浸漬してイオン交換（吸着）させてから、膜を還元剤溶液に接
触させて、膜表面近傍の金属イオンを還元させると同時に膜内部の金属イオンを表面に拡
散させ、強固な金属析出層を膜表面に形成させる方法などが上げられる。後者については
、さらに化学めっき浴を用いて活性な金属析出層の上に所定の金属種および量をめっき成
長させる方法もある。
【００５０】
　また上記のイオン交換膜・電極接合体を燃料電池に組み込むことによって良好な性能を
有する燃料電池を提供できる。燃料電池に使用されるセパレータの種類や、燃料や酸化ガ
スの流速・供給方法・流路の構造などや、運転方法、運転条件、温度分布、燃料電池の制
御方法などは特に限定されるものではない。
【００５１】
　本発明のイオン交換膜は、液体燃料透過抑止能やその安定性に優れる。その特性を生か
して、液体燃料を使用する、例えばダイレクトメタノール型燃料電池の高分子固体イオン
交換膜として利用することができ、そうして作製した燃料電池は優れた性能を示す。
【実施例】
【００５２】
　以下に本発明の実施例を示すが本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
【００５３】
　評価法・測定法
【００５４】
　＜イオン交換膜の膜厚＞
　イオン交換膜の厚みは、マイクロメーター（Ｍｉｔｕｔｏｙｏ　標準マイクロメーター
　０－２５ｍｍ　０．０１ｍｍ）を用いて測定することにより求めた。測定は５×５ｃｍ
の大きさのサンプルに対して２０箇所測定し、その平均値を膜厚とした。なお測定は、室
温が２０℃で湿度が３０±５ＲＨ％にコントロールされた測定室内で評価を行った。サン
プルは、２４時間以上、測定室内で静置したものを使用した。
【００５５】
　＜イオン交換容量（酸型）＞
　イオン交換容量（ＩＥＣ）としては、イオン交換膜に存在する酸型の官能基量を測定し
た。まずサンプル調整として、サンプル片（５×５ｃｍ）を８０℃のオーブンで窒素気流
下２時間乾燥し、さらにシリカゲルを充填したデシケータ中で３０分間放置冷却した後、
乾燥重量を測定した（Ｗｓ）。次いで、２００ｍｌの密閉型のガラス瓶に、２００ｍｌの
１ｍｏｌ／ｌ塩化ナトリウム -超純水溶液と秤量済みの前記サンプルを入れ、密閉状態で
、室温で２４時間攪拌した。次いで、その溶液３０ｍｌを取り出し、１０ｍＭの水酸化ナ
トリウム水溶液（市販の標準溶液）で中和滴定し、滴定量（Ｔ）より下記式を用いて、Ｉ
ＥＣ（酸型）を求めた。
　　ＩＥＣ（ｍｅｑ／ｇ）＝１０Ｔ／（３０Ｗｓ）×０．２
　　　（Ｔの単位：ｍｌ　　　Ｗｓの単位：ｇ）
【００５６】
　＜膨潤率＞
　膨潤率は、サンプル（５×５ｃｍ）の正確な乾燥重量（Ｗｓ）と、サンプルを７０℃の
超純水に２時間浸漬した後取り出し、サンプル表面に存在する余分な水滴をキムワイプ（
商品名）を用いてふき取り、直ぐに測定した重量（Ｗｌ）から、下記式を用いて求めた。
　　膨潤率（％）＝（Ｗｌ－Ｗｓ）／Ｗｓ×１００（％）
【００５７】
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　＜イオン伝導率＞
　イオン伝導率σは次のようにして測定した。自作測定用プローブ（ポリテトラフルロエ
チレン製）上で幅１０ｍｍの短冊状膜試料の表面に白金線（直径：０．２ｍｍ）を押しあ
て、８０℃、相対湿度９５％の恒温恒湿槽中に試料を保持し、白金線間の１０ｋＨｚにお
ける交流インピーダンスをＳＯＬＡＲＴＲＯＮ社１２５０ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＲＥＳＰ
ＯＮＳＥ　ＡＮＡＬＹＳＥＲにより測定した。極間距離を１０ｍｍから４０ｍｍまで１０
ｍｍ間隔で変化させて測定し、極間距離と抵抗測定値をプロットした直線の勾配Ｄｒ［Ω
／ｃｍ］から下記の式により膜と白金線間の接触抵抗をキャンセルして算出した。
σ［Ｓ／ｃｍ］＝１／（膜幅×膜厚［ｃｍ］×Ｄｒ）
【００５８】
　＜メタノール透過速度およびメタノール透過係数＞
　イオン交換膜の液体燃料透過速度はメタノール透過速度およびメタノール透過係数とし
て、以下の方法で測定した。２５℃に調整した５モル／リットルのメタノール水溶液（メ
タノール水溶液の調整には、市販の試薬特級グレードのメタノールと超純水（１８ＭΩ・
ｃｍ）を使用。）に２４時間浸漬したイオン交換膜をＨ型セルに挟み込み、セルの片側に
１００ｍｌの５モル／リットルのメタノール水溶液を、他方のセルに１００ｍｌの超純水
を注入し、２５℃で両側のセルを撹拌しながら、イオン交換膜を通って超純水中に拡散し
てくるメタノール量をガスクロマトグラフを用いて測定することで算出した（イオン交換
膜の面積は、２．０ｃｍ２）。なお具体的には、超純水を入れたセルのメタノール濃度変
化速度［ Cｔ］（ｍｍｏｌ／Ｌ／ｓ）より以下の式を用いて算出した。
メタノール透過速度［ｍｍｏｌ／ｍ２／ｓ］＝（ Cｔ［ｍｍｏｌ／Ｌ／ｓ］×　０．１［ L
］）／２×１０－４［ｍ２］
メタノール透過係数［ｍｍｏｌ／ｍ／ｓ］＝メタノール透過速度［ｍｍｏｌ／ｍ２／ｓ］
×膜厚 [ｍ ]
【００５９】
　＜メタノール透過係数の安定性＞
　８０℃の５ｍｏｌ／ｌメタノール水溶液にサンプルを２０時間浸漬し、浸漬の前後でメ
タノール透過係数を測定して、下記式によりメタノール透過係数を比較することで求めた
。サンプルとしては厚み約１５０μｍのものを使用した（サンプルの厚みは限定されない
。適宜変更評価することが可能である。）。数値としては、低い方が性能変化の少なく優
れたイオン交換膜であると言える。
　メタノール透過係数の安定性［％］＝（浸漬後のメタノール透過係数―浸漬前のメタノ
ール透過係数）／浸漬前のメタノール透過係数×１００（％）
【００６０】
　＜発電特性＞
　デュポン社製２０％ナフィオン（商品名）溶液に、市販の５４％白金／ルテニウム触媒
担持カーボン（田中貴金属工業株式会社　燃料電池用触媒）と、少量の超純水およびイソ
プロパノールを、均一になるまで撹拌し、触媒ペーストを調製した。この触媒ペーストを
、東レ製カーボンペーパーＴＧＰＨ－０６０（疎水化処理品）に白金の付着量が１．８ｍ
ｇ／ｃｍ２になるように均一に塗布・乾燥して、アノード用の電極触媒層付きガス拡散層
を作製した。また、同様の手法で、白金／ルテニウム触媒担持カーボンに替えて市販の４
０％白金触媒担持カーボンを用いて、疎水化したカーボンペーパー上に電極触媒層を形成
することで、カソード用の電極触媒層付きガス拡散層を作製した（０．９ｍｇ－白金／ｃ
ｍ２）。上記２種類の電極触媒層付きガス拡散層の間に、イオン交換膜を、電極触媒層が
膜に接するように挟み、ホットプレス法により１３５℃、２ＭＰａにて３分間加圧、加熱
することにより、イオン交換膜・電極接合体を作製した。この接合体をＥｌｅｃｔｒｏｃ
ｈｅｍ社製の評価用燃料電池セルＦＣ２５－０２ＳＰに組み込んでセル温度６０℃で、ア
ノードおよびカソードにそれぞれ６０℃の５ｍｏｌ／ｌのメタノール水溶液と空気を供給
しながら、電流密度０．１Ａ／ｃｍ２で放電試験を行った際の電圧を調べた。測定は、運
転開始後、３時間後および５０時間後に測定した。
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【００６１】
　実施例１
　モル比で１．００：２．０１：３．０１：３．３７となるように、３，３ '－ジスルホ
－４，４ '－ジクロロジフェニルスルホン２ナトリウム塩、２，６－ジクロロベンゾニト
リル、４，４ '－ビフェノール、炭酸カリウムの混合物を調整し、その混合物１５ｇを
モリキュラーシーブ３．５０ｇと共に１００ｍｌ四つ口フラスコに計り取り、窒素を流し
た。溶媒としてはＮＭＰを使用した。１５０℃で一時間撹拌した後、反応温度を１９０－
１９５℃に上昇させて系の粘性が十分上がるのを目安に反応を続けた（約６時間）。放冷
の後、沈降しているモレキュラーシーブを除いて水中にストランド状に沈殿させた。得ら
れたポリマーは、沸騰させた超純水中で１時間洗浄した後、乾燥した。ポリマーの２６％
ＮＭＰ溶液を調整した。流延法によってポリマー溶液を薄く引き延ばし、９０℃次いで１
５０℃で５時間乾燥することフィルムを作製した。次いで、２ｍｏｌ／ｌの硫酸水溶液中
に２時間浸漬し、水洗５回後、枠に固定した状態で室温で乾燥し、グリーンフィルムを得
た。このグリーンフィルムを９０℃の１５％メタノール水溶液（密閉系）で１０時間処理
した後、水洗・乾燥することで実施例１のイオン交換膜を作製した。
【００６２】
　実施例２
　実施例１のグリーンフィルムを８０℃の水中で１０時間処理したことを除いて実施例１
の手法により実施例２のイオン交換膜を作製した。
【００６３】
　
　実施例１のグリーンフィルムを８０℃の水中で１０時間処理したことを除いて実施例１
の手法により実施例２のイオン交換膜を作製した。
【００６４】
　
　実施例１のグリーンフィルムを１０５℃の水中（加圧系）で１時間処理したことを除い
て実施例１の手法により実施例３のイオン交換膜を作製した。
【００６５】
　
　実施例１において、２，６－ジクロロベンゾニトリルの変わりに４，４ '－ジクロロジ
フェニルスルホンを用いたことを除いて、実施例１の手法により実施例４のイオン交換膜
を作製した。
【００６６】
　
実施例１において、３，３ '－ジスルホ－４，４ '－ジクロロジフェニルスルホン２ナトリ
ウム塩、２，６－ジクロロベンゾニトリル、４，４ '－ビフェノール、炭酸カリウムのモ
ル比を１．００： 1：５０：２．５０：３．０２となるように仕込んだこと、およびグリ
ーンフィルムをメタノール水溶液で処理しなかったことを除いて、実施例１の手法で比較
例１のイオン交換膜を得た。
【００６７】
　
　グリーンフィルムをメタノール水溶液で処理しなかったことを除いて実施例４の手法で
比較例２のイオン交換膜を作製した。
【００６８】
　実施例１、２、３、比較例１、２、３、の物性評価結果を表１に示す。
【００６９】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　実施例１、２のイオン交換膜と比較例１のイオン交換膜はイオン伝導率・膨潤率・メタ
ノール透過速度というイオン交換膜として重要な物性の点で、ほぼ同様の特性を有してお
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り、燃料電池に組込み発電性能を評価した場合、初期性能としても類似した性能を示した
。しかしながら、連続運転を行うと実施例の膜を使用した電池の性能はほとんど変化しな
いのに対して、 のイオン交換膜を用いた電池の性能は著しく低下した。燃料電池
を分解して調査したが、特に電極剥離といった接合体由来の欠点は観察されなかった。イ
オン交換膜の安定性の指標となるメタノール透過係数の安定性の点で の膜は劣っ
ており、そのためメタノールのクロスオーバー量が経時的に増加していくことに起因して
性能が低下したものと考えられる。同様にメタノール透過係数の安定性が低い の
イオン交換膜でも著しい性能低下が認められたのに比べて、メタノール透過系数の安定性
に優れる実施例のイオン交換膜は優れた性能の安定性を示し、本発明のイオン交換膜は、
燃料電池とした際に、より制御しやすく良好な燃料電池となることを見出した。なお、イ
オン交換膜の基礎的物性との関係に由来すると推定されるが、実施例１、２で示したポリ
マーの方が、 のポリマーに比べて良好な特性を示した。
【要約】
【課題】メタノール等の高濃度の燃料を使用時に劣化が少なく、信頼性に優れたイオン交
換膜、及びそれを使用した高性能な燃料電池を供給する。
【解決手段】スルホン酸基を含有する芳香族炭化水素系化合物からなり、８０℃の５ｍｏ
ｌ／ｌメタノール水溶液に２０時間浸漬する前後で測定したメタノール透過係数の差が２
０％以下であることを特徴とするイオン交換膜であり、８０℃以上の溶媒に含浸する処理
を施すことにより、メタノール透過係数を安定化させ達成した。
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