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1．はじめに
水素と酸素から電気を生む燃料電池は、シス
テムとしてエネルギー変換効率が高いだけでな
く、出力密度の高さや充電が不要な事、可搬性
が高く再生可能エネルギー源を利用可能なこと
等が挙げられ、主に自動車や定置用発電装置と
しての開発の他に、携帯可能な小型発電装置と
して期待されている。化石エネルギー資源が遅
かれ早かれ枯渇することがわかっている今、全
てとは言わないまでも一部のエネルギー資源を
水素エネルギーのような再生可能エネルギーに
置き換えていくことは、人類の持続的な発展の
ための、不可避の課題である。
固体高分子形燃料電池において広く用いられ
ているプロトン交換膜は、Nafionと呼ばれる
デュポン社が開発したフッ素系の高分子膜であ
る [1]。この膜の分子構造は主鎖が疎水性のフッ
素系テフロン骨格であり、側鎖に柔軟な骨格に
親水性末端のスルホン酸基を有する構造から構
成されている。この厚さ 200 μm程度の Nafion

膜は、プロトン伝導率が 10-2 S cm-1 以上、活性
化エネルギーが 0.2 eVと良好なプロトン輸送
特性を示すことが良く知られている。燃料電池

の反応はこのプロトン交換膜と触媒および反応
ガスからなる三相界面と呼ばれる反応場におい
て生じるため、この界面におけるプロトン輸送
や反応メカニズムを調べることで、燃料電池の
高性能化が期待できる。

Nafion界面構造はバルク体の構造と異なる
ことが明らかにされ [2]、プロトン輸送もバル
ク体の高プロトン伝導性と比べて低いことが報
告されている [2, 3]。これは、触媒近傍の
Nafion界面では、プロトンが必ずしも円滑に
輸送されていない可能性を示唆するものであ
り、界面におけるプロトン輸送の理解が急務の
課題となっている。我々は、界面における高分
子構造とプロトン輸送の関係について研究を進
めており、界面においてプロトン伝導性が
Nafionのように低下するものと、反対に向上
するものがあることを明らかにしてきた [2, 4]。
現在の我々の課題は、界面でプロトン輸送特性
の向上が見いだされたものの、その界面構造の
議論を詳細に行うために必要な構造情報が不足
している点である。そこで本研究では、既に構
造に関する報告があるポリイミド [5]に着目し、
側鎖にスルホン酸基を導入することで高プロト
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ン伝導体化し、スルホン化ポリイミドにおける
構造とプロトン輸送の相関を議論することを目
指した。また、構造制御に関する試みを行い、
燃料電池発電の高効率化に必要な構造制御技術
の開発を目指した。

2．実験方法
スルホン化ポリイミド（SPI）の合成と同定
高分子の配向制御のために必要な分子設計の
知見を得るために、剛直な主鎖骨格を有する
SPI1 の他に、主鎖に柔軟性をもたせた SPI2
および SPI3を図 1に従ってそれぞれ合成した。
構造の同定は 1H NMRおよび IRスペクトルに
より評価した。両者のスペクトルから前駆体で
あるアミック酸は確認されず、イミド化が進行
したことがわかった。GPCにより分子量を同
定し、反応条件を変えると、分子量は数万から
数十万後半まで制御可能であることがわかっ
た。本研究では分子量 3-5 万程度のものを用い
た。

図 2に得られた SPI1 の粉末を圧縮したバル
ク体の ATR IRスペクトルを示す。バルク体を
キューブ状に加工し、直交する 3軸それぞれか
ら測定した IRスペクトルを検討した結果、同
形のスペクトルが得られたため、バルク体はラ
ンダム配向の状態にあることがわかった。
SPI2 および SPI3 に対しても同様の測定を行
い、いずれもランダム配向の状態であることを
明らかにした。

SPI 薄膜の作成
得られたそれぞれの SPIを Siウエハや SiO2

基板上にスピンコートすることで、SPI薄膜を
得た。薄膜の厚さは溶液濃度に依存し、厚さは
30 – 1000 nm以上まで制御可能であることが
わかった。本研究では主に 500 nm程度の厚さ
の薄膜について各種測定を行った。
構造およびプロトン輸送の評価
薄膜の組織構造の評価は、温湿度が制御され
た微小角入射小角 X線散乱（GI-SAXS）によ
り行った。薄膜の配向性は、薄膜における面内
（IP）と面外（OP）振動モードをそれぞれ同一
基板上で同時に調べることが可能な偏光赤外多
角入射分解分光法（p-MAIRS）[6]による検討
も行った。赤外モードの帰属および構造の最適
化は DFT計算により行った。プロトン伝導度
の評価は、インピーダンス法を用いた。バルク
体はペレットの表面に電極を付け、薄膜は膜両
端に金ペーストで多孔質電極を作成し、電極間
の抵抗をコールコールプロットから得た。測定

図 1　スルホン化ポリイミド（SPI）の合成
スキーム

図 2　バルク SPI1 の IRスペクトル
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は湿度（RH）と温度が制御された恒温恒湿器
内で行った。

3．実験結果
自発的に面内配向する組織構造の発見
図3にバルク体SPI1の高RH下のSAXSデー

タを示す。回折ピークは得られたものの、構造
に異方性は確認されず、IRからの結果と同様
にバルク体の SPI1 はランダム配向の状態であ
ることが明らかとなった。一方で、図 4 の
SPI1 薄膜のMAIRスペクトルの結果は、IPと
OPスペクトルが同形ではないことから、バル
ク体と異なり薄膜が配向状態にあることがわ
かった。より詳しい解析をMAIRSと DFT計
算から得た構造モデルから行うと、SPI1 の主
鎖は基板と平行方向の IP方向に対して配向性
を有することが明らかとなった。

図5に薄膜SPI1のRH in situ GI-SAXSデー
タを示す。バルク体でのSAXSデータと異なり、

基板垂直（Out-of-plane）方向と平行（in-plane）
方向で異方的な回折パターンが得られた。これ
を詳細に解析するために、図 6および図 7にそ
れぞれ in-planeおよび out-of-planeの 1次元
回折パターンを示す。2θ = 10-12 degに見られ
るピークは in-situ測定用のポリイミド窓由来
であり、サンプル由来ではない。3.5 degに観
測されたピークは RH変化が見られず、主鎖に
相当するものに帰属された。この距離は DFT

計算による構造最適化後の鎖長距離に一致して
いる。

一方で、図 7の out-of-planeにおける回折パ
ターンは in-planeの回折パターンと異なり、
RH=0%で観測された 5 degのピークは RHの
増加とともに低角度へシフトすることがわかっ
た。この異方的な RH依存は out-of-planeの
回折ピークを面間としたラメラ構造に帰属可能
である。RHの増加とともに水分子が含有され、
面間が広がったと解釈することができる。その
水分子の層は幅 1.2 – 2.1 nmであると解析され

図 3　バルク体 SPI1 の高 RH下における SAXS
データ

図 4　薄膜 SPI1 の IR MAIRスペクトル

図 5　薄膜 SPI1 の RH in situ GI-SAXSデータ

図 6　SPI1 薄膜の in-plane回折データの RH
依存性
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た。また、RHの増加とともに回折ピークの強
度が増加しており、水分子の含有とともに構造
の周期性が増加することがわかった。この特徴
は濃度依存型のライオトロピック液晶性由来で
あると考えられ、側鎖のスルホン酸基がこの特
性を担っていると推定された。この実験結果か
ら SPI1 薄膜は Nafionのようなアモルファス
構造ではなく、明確な組織構造を有した高分子
膜であることが明らかとなった。

界面構造制御の検討
SPI1 がライオトロピック液晶性を有するな
らば、濃度依存型の相転移が生じるはずで、水
分子の含有状態に応じてラメラ相とヘキサゴナ
ル相への構造相転移が期待される。まず、界面
構造を水分子数によって制御することが可能で
あるかどうかを調べるため、バルク体 SPI1 お
よび薄膜 SPI1 において、長時間高湿度下にさ
らし、in situで SAXSおよび GI-SAXSによ
る構造の時間変化を調べた。バルク体 SPI1 で
は吸湿時間とともにピークの連続的な低角側へ
のシフトが観測されたのに対して、薄膜 SPI1
においては RHに応じたラメラ間隔が得られ、
100 時間以上高湿度下にさらしても、GI-SAXS

の回折パターンに期待した大きな構造変化は観
測されなかった。一般的な電解質膜では、高加
湿下では膜が膨潤し続け、水に対して安定性が
低くなる高分子膜が報告されているが、本研究
で開発された薄膜 SPIはそのような連続的な
膨潤を抑制できる特性があることが明らかと

なった。この水に対する高い構造安定性と
SPI1 の剛直な主鎖の相関を調べるために、主
鎖がより柔軟な SPI2 および SPI3 で同様の実
験を行った。薄膜 SPI1 に比べて薄膜 SPI2 や
薄膜 SPI3 は加湿雰囲気を変化させた際のラメ
ラ間隔変化に要する時間が短いことがわかっ
た。また、SPIでは構造変化が GI-SAXSの時
間依存性から観測された。これについては、再
現性を含め継続的に検討中である。これらの実
験結果からわかったことは、界面構造の制御の
ためには、どんな SPIでもよいわけではなく、
主鎖の剛直性を重要なパラメータとした、構造
制御しやすい適切な骨格を分子設計する必要が
あることである。つまり、SPI1 は主鎖が剛直
すぎて分子間の ch-π相互作用 [5]が強固で構造
が強く安定化されてしまうため、構造制御が容
易でないことが明らかとなった。SPI2、SPI3
およびその誘導体における界面構造の制御の可
否については現在も添加剤の効果を含め検討中
である。
組織構造とプロトン輸送の相関
図 8に SPI1 におけるプロトン伝導率の RH

依存性を示す。薄膜 SPI1 とバルク体 SPI1 の
プロトン伝導率は異なる依存性を示し、薄膜
SPI1 の方が高いプロトン伝導率を示すことが
明らかとなった。薄膜 SPI1 は RH=95%で 10-1 

S cm-1 以上の高いプロトン伝導性を示した。こ
れに対してバルク体 SPI1 は高湿度下でプロト
ン伝導率が低下する現象が見られた。

図 9に SPI1 におけるプロトン伝導率の温度

図 7　SPI1 薄膜の out-of-plane回折データの
RH依存性

図 8　SPI1 におけるプロトン伝導率の RH依
存性（298K）
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依存性を示す。プロットの傾きから活性化エネ
ルギーを求めると、両者とも 0.1 eV程度の低
い値が得られた。この両者の伝導メカニズムの
違いを明らかにするためには水分子に関する知
見が重要であり、in situの IRや QCMによる
実験を検討中である。また、SPI2 では両者の
活性化エネルギーが倍近く変化することがわ
かっており、主鎖骨格が違うと剛直性だけでな
く、プロトン伝導特性が異なることが明らかに
なった。

以上の結果から得られたバルク体 SPI1 と薄
膜 SPI1 の構造の違いを図 10 に模式的に示す。
バルク体も薄膜もミクロスケールでは組織構造
を有しているが、この組織構造はバルクではそ
れがランダムに配向し、薄膜では基板の影響で
二次元的な面内配向を有する。偏光顕微鏡観察
からドメインが観察されたことから、本研究で
はドメイン間の接続性もプロトン伝導に関与す
る可能性が示唆された。

4．まとめ
本研究ではスルホン化ポリイミドが水分子の
濃度に依存するライオトロピック的な液晶性を
有することを明らかにし、水分子によって構造
周期性が増加する新しいタイプのプロトン伝導
性組織構造体を開発することに成功した。これ
までの多くのプロトン伝導性高分子は構造がア
モルファスであったことから、この物質を用い
て構造とプロトン輸送の関係について議論する
ことが可能となる。この知見は、燃料電池の反
応場である三相界面におけるプロトン輸送の高
性能化に寄与が可能であるため、構造制御に関
する研究をさらに推進していく必要がある。
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