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研究成果の概要（和文）：本研究では単分子厚さの高分子ナノシートを１層ずつ積層して得られるラメラ状組織
体において、ラメラ界面が形成する2次元ナノ空間を利用した高分子電解質の創成とナノ空間におけるプロトン
伝導機構について明らかにした。２次元ナノ空間を利用することで、弱酸をプロトンソースとして用いた場合に
でも、既存の超強酸を利用するナフィオンに匹敵する高いプロトン伝導を達成した。さらにプロトンソース間の
距離依存性よりこの高いプロトン伝導はプロトンソースが２次元ナノ空間においてオングストロームレベルの最
適距離で配置されているために達成されていることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：In this project we prepared high proton conductive polymer electrolytes 
using two-dimensional (2D) nanospace as a proton conduction channel. The interlayer in lamellar 
structured polymer films were utilized as the 2D nanospace and proton source such as carboxylic acid
 and phosphonic acid were incorporated to form the proton conduction channel. The proton 
conductivities of the films were comparable to the state-of-art Nafion membranes even their acid 
dissociation constant (pKa) are much smaller (~4 for carboxylic acid and ~2 for phosphonic acid) 
than Nafion (~-6). The dependency of proton source concentration to the proton conductivity revealed
 that the  high proton conductivity was achieved because the proton sources were arranged at the 
optimum distance in angstrom level at the two-dimensional nanospace. 

研究分野： 高分子機能材料

キーワード： ２次元空間　プロトン伝導　生体膜　ラメラ構造

  １版

平成

研究成果の学術的意義や社会的意義
プロトン伝導性高分子電解質は次世代のクリーンエネルギーである水素を利用した固体高分子形燃料電池に必須
の部材である。これまでは、高いプロトン伝導性を達成するためには超強酸が必須と考えられ、その結果触媒、
セルなどの周辺部材に大きな制限があった。本研究結果により２次元ナノ空間を利用することで、カルボン酸の
ような弱酸を用いても実用的に十分なプロトン伝導度を達成できることを証明した。これより、固体高分子形燃
料電池の普及に寄与できる。さらに、２次元ナノ空間と生体膜界面の構造が類似していることから、生体のエネ
ルギー生産機構解明についても貢献でた成果である。



様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通）	
１．研究開始当初の背景 
高分子イオニクス材料は、イオンの輸送やそれに基づく化学反応をつかさどる材料であり、電
池のセパレータやセンサーなど様々な分野に応用される電気化学材料である。近年のエネルギ
ー、環境問題の高まりから、燃料電池への応用に向けたプロトン伝導性高分子電解質膜の研究が
盛んに行われている。しかしながら、これまで高分子電解質材料に関する研究は、主に新規化合
物合成に関するものであり、残念ながら燃料電池の大幅な普及につながるブレークスルーとな
るような新規高分子材料は発表されていない。近年、このような閉塞感を打破するために、プロ
トンが実際に輸送される、空間、構造に着目し、それらを合目的的に制御することで高プロトン
伝導を達成する試みが行われている。そのような背景の中、我々は生物が燃料電池と同様にプロ
トンを利用してエネルギー(ATP)生産を行っていることに着目した。ATP は二分子膜内外でのプ
ロトン濃度勾配を利用して生産されており、その濃度勾配は、プロトンが脂質二分子膜界面やタ
ンパク質内を効率的に移動することで形成される。その効率的な輸送は 1 次元ナノチャネル(タ
ンパク質内)や２次元ナノチャネル(二分子膜界面)を利用することで達成されると考えられてい
る。 
２．研究の目的 
	 そこで、本研究では生体膜と類似の構造を示す高分子ナノシートを基盤とし、これを
Langmuir-Blodgett(LB)法を用いて積層したラメラ状高分子集積体による新概念の高分子電解
質創製を行った。具体的には、ラメラ状高分子集積体に形成される親水層を２次元プロトン伝導
ナノチャネルとして捉え、ここにプロトンソースを導入した層状高分子電解質を構築すること
で、プロトン伝導性高分子電解質におけるナノ空間の有用性を明らかにするとともに、その伝導
機構を明らかにすることを目的とした。 
３．研究の方法 
	 優れた高分子ナノシートを形成するドデシルアクリルアミド	 (DDA)を用いこれとアクリル酸
(AA)およびビニルホスホン酸(VPA)を共重合することでプロトンソースを有する両親媒性高分子
を合成した(Scheme	1)。LB 法
により単分子膜を基板上に積
層し、その積層膜構造につい
て X線回析、FTIR 測定により
構造解析を行った。また積層
膜のプロトン伝導度をインピ
ーダンス測定により明らかに
した。	
４．研究成果	
(1)	p(DDA/AA)を用いた弱酸系高分子電解質の創製	
種々の割合で AA
を有する両親媒性
高分子 p(DDA/AA)
はフリーラジカル
共重合により簡便
に合成することが
できた。これらの
共重合体の単分子
膜特性を π-A 等
温線により検討し
た と こ ろ 、
p(DDA/AA)は AA 含
有率が 0.49 まで
のものが安定な単
分子膜を形成する
ことができた(図
1a)。それぞれの π-A 等温線において最も立ち上がりが鋭い領域を 0 に補外して得られる平均
極限占有面積 Aav を AA 含有率に対してプロットすると直線関係が得られた(図 1b)。これは AA
が単分子膜中に均一に分散していることを示している。この直線を AA の含有率 100%へと補外し
た値(0.03	 nm2/molecule)は AA が水面上で占める面積であり、非常に小さいことから AA は水面
下に存在することが示唆された。続いてこれらの高分子ナノシートを LB 法により基板に積層し
その層構造について、X 線回折(XRD)測定により明らかにした。どの積層膜においても強い 1 次
のブラックピークおよびその高次ピークが観察され、均一なラメラ構造を形成していることが
明らかとなった。そこで、AA 含有率が 0.44 のものを用い積層膜のラメラ平面方向と垂直方向の
プロトン伝導度について検討を行った。p(DDA/AA)(n=0.44)30 層のプロトン伝導度を 60˚C,	
98%RH の条件で測定したところ、加湿時間が増加するとともに増加し最終的に 0.051	 S/cm の値
で飽和した。この値は既存の超強酸 Nafion に匹敵する値であり、２次元ナノ空間が高プロトン
伝導に有用であることを明らかにした。一方で同条件下におけるラメラ垂直方向の伝導度は 2.1
×10-13 と絶縁体であった。これより高分子ナノシート積層体を用いることで弱酸においても高
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Scheme	1	プロトンソースを有する両親媒性高分子の合成	

(Figure 2a). The average limiting surface area (Aav) of the
copolymer monolayers was determined by extrapolating the
linear section of the steep increase owing to the condensed
state in the π−A isotherm to zero surface pressure. The plots of
Aav as a function of n showed good linearity (Figure 2b). This
result suggest that the AA units were not aggregated and do not
form domains in the copolymer monolayers.37,38 Indeed, the
molecular area of the DDA monomer units determined by
interception of the linear plot at n = 0 was 0.29 nm2/molecule,
which is closed to the reported value (0.28 nm2/molecule).39 A
molecular area of AA in the copolymer of 0.03 nm2/molecule
was calculated by extrapolating the linear plot to n = 1. This
value is more than four times smaller than that calculated using
the Corey−Pauling−Koltun (CPK) space-filling model (0.14
nm2/molecule), indicating that the AA units were located
below the water surface.20

Structures of the p(DDA/AA) Multilayer Films. Thirty
copolymer monolayers were transferred onto Si substrates. The
transfer ratios for all copolymer monolayers were 1.0 for the
downward and upward strokes, resulting in Y-type LB films
which adopt a hydrophilic head-to-head and hydrophobic tail-
to-tail arrangement as shown in Figure 3b.40 The p(DDA/AA)
layer structures were studied by XRD measurements (Figure
3a). Second-(n ≥ 0.32) and third-order (n = 0.07 and 0.19)
Bragg diffraction peaks were clearly observed, indicating that
the p(DDA/AA) monolayers formed a highly ordered lamellar
film. The d value for the first diffraction peak was assigned to
the bilayer spacing of the multilayer film. Hydrophilic
comonomers in multilayer films have been located in the
hydrophilic head-to-head region, resulting in an increased
bilayer thickness.20,41 For low contents of AA (n = 0.07), the

Bragg peak is an overlap between the d values of the DDA
bilayer (dDDA) and the DDA+AA bilayer (dAA′) regions (Figure
3b; left). Therefore, the observed d values should represent an
average of these periodicities. On the other hand, for high
contents of AA (n = 0.49), the diffraction arises predominantly
from the periodicity of the AA region (Figure 3b; right).
Therefore, the monolayer thickness gradually increases with
increasing content of AA (Table 2). Indeed, the full width at

half-maximum (fwhm) of the first-order Bragg peak for the
p(DDA/AA) multilayer film with an AA content of n = 0.49
(fwhm = 0.213 nm−1) is lower than that of n = 0.07 (fwhm =
0.341 nm−1), which indicates that the layer periodicity of the
former exhibits higher uniformity than the latter (Figure 3b).
We have reported that polymer nanosheet assemblies

consisting of p(DDA/AA) (n = 0.44) multilayers show a high
proton conductivity in parallel direction to the layers, which is
comparable to that in Nafion.20 Furthermore, it is necessary to
anneal the polymer nanosheet assemblies under humid
conditions in order to obtain high proton conductivity levels.
The annealing induces multilayer rearrangement to form highly

Figure 2. (a) π−A isotherms for the p(DDA/AA) copolymers at 20 °C. (b) Average limiting surface area (Aav) as a function of the mole fraction of
AA (n).

Figure 3. (a) XRD patterns for multilayer films of p(DDA/AA) (30 layers) deposited onto hydrophilic Si substrates. (b) Schematic representation of
the lamellar structures for low (n = 0.07; left) and high (n = 0.49; right) contents of AA.

Table 2. Properties of the p(DDA/AA) Nanosheet
Multilayer Films

n d (nm) before annealing d (nm) after annealing Ea (eV) lAA (Å)

0.07 3.49 3.11 0.47 22
0.19 3.63 3.14 13
0.32 3.75 3.15 0.30 8.9
0.40 3.80 3.24 0.31 7.4
0.49 3.88 3.39 0.30 6.4
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図 1 (a) p(DDA/AA)共重合体のπ-A 等温線 (20 ˚C) (b)AA 含有率と平均
極限占有面積(Aav)の関係。許可を得て掲載。Langmuir 2017, 33, 12897. 
Copyright 2019 American Chemical Society 



プロトン伝導を達成するだけでなく、1011 以上の異
方伝導性を示す高分子電解質を創製することに成
功した(図 2)。そこで、２次元ナノ空間における高
プロトン伝導の起源を明らかにするため、プロトン
伝導度の AA 含有率依存性について検討した。プロ
トン伝導度は AA 含有率に応じて増加する一般的な
挙動を示した。一方で伝導度の温度依存性から算出
される活性化エネルギー(Ea)に関しては３種類の
領域が存在した。すなわち AA 含有率が 0.07 では
Ea=0.47	 eV と比較的高く Vehicle 機構での伝導を
示唆したのに対し 0.32 以上では含有率にかかわら
ず 0.30eV と Grotthuss 機構での伝導を示唆した。
また 0.19 ものにおいては 50	 ˚C において伝導度が
極大を示す、ベル型の温度依存性を示した(図 3)。
近年界面におけるプロトン伝導について計算化学
を利用した検討がなされており、それらの報告では
界面における２次元水素結合ネットワークの形成
により高いプロトン伝導を実現できることが示唆
されている 1-5。さらに高効率な２次元水素結合ネッ
トワーク形成には最適なプロトンソース間距離があ
ることが示されている。そこで、π-A 等温線の結果
を元に AA 間距離(lAA)と Ea の関係を見積もったとこ
ろ、lAA	 が 8.9	 Å 以下になると Grotthuss 機構で伝
導しており、最も高い伝導度を示した際の距離は
6.4Å と計算化学の結果から報告された値(6.8Å)と
非常によい一致を示した。これより、プロトン伝導
チャネルを２次元に閉じ込めかつプロトンソース間
を近接させることで高効率な２次元水素結合ネット
ワークが形成されたことが弱酸においても高プロト
ン伝導を達成した理由と考えられる。またこのよう
に考えると n=0.19 においてある温度で極大を示す
ことは以下のように説明することができる。19%の場
合、lAA=12Å であるため低温領域においては弱いなが
らも水素結合ネットワークを形成しており、その結
果 Grotthuss 機構により伝導する。さらに高温にな
ると分子運動が激しくなるためこの水素結合ネット
ワークが開裂してしまうため Vehicle 機構へと転移
し、伝導度が減少したと考えられる。	
(2)	p(DDA/VPA)を用いた生体膜模倣高分子電解質の創製	
生体膜は 50%以上がリン脂質により構成されている。そこで生体膜模倣高分子電解質としてホ
スホン酸を導入した高分子ナノシートを構築しそのプロトン伝導特性について検討を行った。
DDA と VPA をフリーラジカル共重合することで p(DDA/VPA)を合成し、FT-IR によって共重合体に
VPA が導入されていること、また元素分析により VPA の含有率は 0.19〜0.52 と決定した。π-A
等温線測定によってすべての共重合体が安定な単分子膜を形成することを確認するとともに、
得られた Aavを用いて AVPAを算出することで、VPA は
水面下に存在することが明らかになった。そこで、
LB 法によって p(DDA/VPA)の凝縮膜を数十層累積し、
UV-vis 分光法測定を行ったところ、VPA の含有率が
45%までのものは積層数の増加と伴に DDA のアミド
由来の吸収ピークが直線的に増加したため固体基板
へ均一に積層されていることが示された。一方で VPA
が 52%含有したものは親水性が強いために基板へ積
層することはできなかった。そこで積層可能なコポ
リマーを基板に累積し XRD 測定を行ったところ、複
数のピークが観測された。これらの q 値のピーク比
が 1:2 もしくは 1:2:3 で得られたため、均一なラメ
ラ構造であることが示された。また q 値から算出さ
れるラメラ層間隔 d は n の増加に伴って増大したた
め、VPA は親水層間に挟み込まれた構造をとることが
分かった。そこで、疎水処理を行ったガラス基板に
Au くし形電極を蒸着し、作製したポリマーを LB 法
によって累積し、60	˚C、98%	RH 下で膜平面方向の伝
導度を交流インピーダンス法によって測定した。プ
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ABSTRACT: High proton conductivity was achieved in a polymer
multilayer film with a well-defined two-dimensional lamella structure. The
multilayer film was prepared by deposition of poly(N-dodecylacryamide-co-
acrylic acid) (p(DDA/AA)) monolayers onto a solid substrate using the
Langmuir−Blodgett technique. Grazing-angle incidence X-ray diffraction
measurement of a 30-layer film of p(DDA/AA) showed strong diffraction
peaks in the out-of-plane direction at 2θ = 2.26° and 4.50°, revealing that the
multilayer film had a highly uniform layered structure with a monolayer
thickness of 2.0 nm. The proton conductivity of the p(DDA/AA) multilayer
film parallel to the layer plane direction was 0.051 S/cm at 60 °C and 98%
relative humidity with a low activation energy of 0.35 eV, which is comparable
to perfluorosulfonic acid membranes. The high conductivity and low
activation energy resulted from the formation of uniform two-dimensional
proton-conductive nanochannels in the hydrophilic regions of the multilayer film. The proton conductivity of the multilayer film
perpendicular to the layer plane was determined to be 2.1 × 10−13 S/cm. Therefore, the multilayer film showed large anisotropic
conductivity with an anisotropic ratio of 2.4 × 1011.

■ INTRODUCTION
Recently, proton-conductive polymers have attracted consid-
erable attention as important materials in polymer electrolyte
fuel cells.1,2 Perfluorosulfonated polymers are used as polymer
electrolyte membranes because of their high proton con-
ductivity.3 For example, Nafion is well-known to be a highly
proton-conductive polymer because of the formation of self-
assembled nanosized ion channels by hydrophilic side chains,
and protons smoothly pass through the hydrophilic channels in
Nafion membranes.4,5 Therefore, construction of a uniform and
continuous hydrophilic ion-conductive nanochannels in the
polymer film is important to realize high proton conductivity.
Several groups have reported the enhancement of proton-
conductive properties by the structural control of the
conductive channel. Elabd et al. and Kawakami and Tamura
showed that the one-dimensional (1D) proton-conductive
channels in polyelectrolyte nanofibers enhanced proton
conductivity compared with the bulk values.6,7 In other cases,
nanopores formed in coordination polymers act as highly
conductive ion channels.8−15 At the inside wall of the nanopore,
condensation of proton carriers8 and/or formation of an
effective hydrogen-bonding network between proton carriers9

results in high conductivity with low activation energy. Two-
dimensional (2D) proton nanochannels formed by layer-by-

layer (LbL) and Langmuir−Blodgett (LB) techniques have a
large influence on proton conductivity.16−19 Matsuda et al.
showed that the mobility of protons was enhanced in the 2D
conduction channels in LbL films of Nafion and poly-
(allylamine hydrochloride).17 Matsumoto et al. reported a
large difference in the in-plane direction of the proton
conductivity between a graphene oxide LB film and drop-cast
films.19 Thus, the formation of highly oriented ion nanochannel
is requisite to obtain high ion-conductive performance.
Our recent work has shown that a highly oriented 2D lamella

structure constructed by a polymer nanosheet multilayer film
greatly enhanced proton conductivity compared to that of spin-
coated films.20,21 The multilayer film was constructed by
deposition of polymer monolayers formed at the air−water
interface by the LB technique. Therefore, the multilayer film
formed a well-defined and uniform lamellar structure composed
of hydrophobic alkyl side chains and hydrophilic amide regions.
For example, the polymer nanosheet multilayer film prepared
with poly(N-dodecylacrylamide-co-2-acrylamido-2-methylpro-
panesulfonic acid) showed a conductivity 10 times higher
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図 2 高分子ナノシート積層体による高
異方性、高プロトン伝導膜。許可を得て
掲 載 。 Langmuir 2015, 31, 5174. 
Copyright 2019 American Chemical 
Society 
 

proton-conducive 2D nanochannels through the hydrophilic
interlayer region. Therefore, we studied the effects of annealing
p(DDA/AA) multilayer films on their film structure. Thirty
layers of p(DDA/AA) with varying contents of AA were
deposited onto Si substrates, and the thus obtained multilayer
films were annealed at 60 °C (98% RH) for 10 days. Figure 4

shows the XRD spectra of the p(DDA/AA) multilayer films
after annealing. All multilayer films exhibited strong Bragg and
higher-order peaks, indicating that uniform lamellar structures
were maintained in the p(DDA/AA) multilayer films after
annealing and the conformation of the main chains was
retained. On the other hand, the d values decreased (Table 2),
which has previously been attributed to a tilting of dodecyl side
chains by changing their conformation from all-trans zigzag to
disordered conformation.20

Proton Conductivity of the p(DDA/AA) Multilayer
Films. The proton conductivity of the p(DDA/AA) multilayer
films in parallel to the direction of the layer planes was studied
using IDA electrodes. Ten layers of p(DDA/AA) nanosheets
were deposited onto IDA electrodes and annealed at 60 °C
(98% RH) for several tens of hours in order to obtain saturated
conductivity (Figure S1). Figure 5 shows the saturated
conductivity values for nanosheets of p(DDA/AA) multilayer
films with varying contents of AA at 60 °C (98% RH). The
conductivity increases with increasing content of AA, as the
number of proton carriers increases with the AA concentration.

The highest conductivity in the polymer multilayer nanosheets
(0.059 S cm−1) was obtained for n = 0.49. This value is one of
the highest values hitherto reported for polymer electrolytes
that use weak acids as a proton source, and it is even
comparable to that of Nafion film.20

Subsequently, we examined the temperature dependence for
the proton conductivity of p(DDA/AA) multilayer nanosheets
in order to discuss the proton conductivity mechanism at the
polymer nanosheet interlayer. Figure 6 shows an Arrhenius-

type plot for the proton conductivity of p(DDA/AA). The
proton conductivity of p(DDA/AA) follows the Arrhenius
equation except for n = 0.19; the conductivity for n = 0.19
increased up to 50 °C, but decreased at 60 °C. It should be
mentioned that in all cases the proton conductivity exhibited a
negligible temperature hysteresis (Figure S2). The Ea values for
proton conduction were calculated from the least-squares fit of
the slopes except for n = 0.19 (Table 2). The thus obtained
values were similar for n ≥ 0.32 (∼0.30 eV), whereas they
increased for n = 0.07 (0.47 eV). Several groups have reported
an optimal acidic group distance for high proton conduction in
2D nanospaces. For example, the ideal center-to-center distance
(lcc) of sulfonic acid groups in 2D interfaces has been calculated
by Spohr and Ilhan (lcc = 6.0- 8.5 Å) and Eikerling and co-
workers (lcc = 6.5−6.8 Å).42−46 Oliveira et al. have used stearic
acid Langmuir films to study the relationship between the lcc of
the stearic acid and the proton conduction, and they observed
the highest proton conductivity for lcc = 7.0 Å.34 These groups
concluded that the high proton conductivity at lcc is a result of
the formation of an advanced 2D hydrogen-bonding network
between the acid groups and water (Figure 7). In these
hydrogen-bonding networks, the Grotthuss mechanism facili-
tates the transport of protons. We have calculated the
corresponding center-to-center distance for the AA groups
(lAA) in our polymer nanosheets in order to discuss the
dependence of the proton conductivity in the 2D nanospace on
the AA concentration. Based on the linear dependence of Aav to
n (vide supra), it was concluded that the AA groups are not
aggregated but uniformly distributed in the monolayer.
Accordingly, the lAA should be calculated from Aav using the
following equation (see the Supporting Information for
details):

Figure 4. XRD patterns for p(DDA/AA) multilayer films after
annealing at 60 °C (98% RH) for 10 days.

Figure 5. Proton conductivity of p(DDA/AA) multilayer nanosheets
in parallel to the lamellar layer planes. Conductivities were measured at
60 °C (98% RH).

Figure 6. Arrhenius-type plots for the proton conductivity of ten layers
of p(DDA/AA) nanosheets with different AA content. Black lines
represent the least-squares fits with r2 = 0.99147 (n = 0.07), 0.99246
(n = 0.32), 0.99346 (n = 0.40), and 0.99161 (n = 0.49).

Langmuir Article

DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b03160
Langmuir 2017, 33, 12897−12902

12900

図 3 高分子ナノシート積層体のラメラ
平面方向の伝導度の Arrhenius 型プロ
ット。許可を得て掲載。Langmuir 2017, 
33, 12897. Copyright 2019 American 
Chemical Society 
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続いて、導入率に対するプロトン伝導度の対数プロットを示す（Figure 3.8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8 Proton conductivity through the interlayer of the p(DDA/VPA) nanosheet multilayer films 

as a function of varying n. The conductivity was measured at 60 ºC and 98% RH. 

 

 プロトン伝導度は導入率の増大に伴って増大し、n = 0.41のとき最大で 3.2×10-2 S cm-1を示
した。これは Nafionの伝導度に匹敵する。Nafionの pKaは~6である 6一方で、ホスホン酸基
の pKaは~2である 7。つまり、H+の濃度が Nafionと比較して~ 104も少ないのにも関わらず、
このように高いプロトン伝導度を達成した。したがって 2D ナノ空間は高プロトン伝導を達
成するためには非常に重要であることが分かった。また、興味深いことに n = 0.45ではプロ
トン伝導度は n = 0.41より減少した。先行研究での p(DDA/AA)では、プロトン伝導度は導入
率の増大に伴って増加した。したがって、p(DDA/VPA)の結果は大変興味深く、この原因を考
えるために活性化エネルギ̶(Ea)の測定を行った。n = 0.36、0.41、0.45における伝導度のアレ
ニウス型のプロットを示す(Figure 3.9a)。 
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図 4 種々の VPA 含有率における
p(DDA/VPA)のプロトン伝導度。許可を
得て掲載。Langmuir 2019, 35, 3302. 
Copyright 2019 American Chemical 
Society 



ロトン伝導度は導入率の増大に伴って増大し、VPA 含有
率が 0.41 のときに最大値(3.2×10-2	 S	 cm-1)を示し
p(DDA/AA)と同様に2次元ナノ空間を利用することでプ
ロトンソースとしてホスホン酸を用いてもNafionに匹
敵するプロトン伝導を達成できた。一方で興味深いこ
とにVPA含有率を0.45まで増加させると伝導度は0.41
ものの 70%程度となった(図 4)。そこで、これらのプロ
トン伝導のEaを求めたところ、伝導度と同様に0.41の
ものが最小となった(図 5)。計算された Ea の値よりす
べての含有率において p(DDA/AA)と同様に２次元水素
結合ネットワークを利用した Grotthuss 機構でプロト
ン伝導されていることを示している。そのため、0.45 に
おけるプロトン伝導度の減少と活性化エネルギーの増
加は分子の再配向エネルギーの増加によるものと提唱
した。Grotthuss 機構においては水素結合ネットワーク
を用いてプロトンがホッピングされた後に、水素結合ネットワークを再構築するために、分子が
再配向する必要がある。山口らはスルホ基を数 nm の層に閉じ込めたモデルを用いスルホ基と水
間の距離(ROO)が Ea に及ぼす影響について AIMD 計算により検討している 6。その結果プロトンホ
ッピングの Ea は ROOが 2.6	Å 以下になると最小の値を示すのに対し、再配向の Ea は 2.6	Å	以上
で増加するという結果となった。そこで p(DDA/VPA)の π-A 等温線の結果より ROOを計算したと
ころ、0.41 では 2.8Å,0.45 では 2.5	 Å と求められ、計算により求められた結果と良い一致を示
した。以上より２次元ナノチャネルにプロトンソースを最適距離に配置することで弱酸におい
ても高いプロトン伝導性を示す高分子電解質を構築することが可能であることを実験的に示し
た。	
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Figure 3.9 (a) Arrhenius-type plots for the proton conductivity of p(DDA/VPA) nanosheet multilayer 

films as a function of varying n. Dotted lines represent the least-squares fits. (b) Ea of p(DDA/VPA) 

when n = 0.36-0.45. 

 

これより eq1.2を用いて Eaを算出した(Figure 3.9b)。n = 0.36において 0.23 eVを示し、n = 0.41

において 0.21 eVと最も低い Eaが得られた。一方で、n = 0.45では 0.25 eVまで上昇したこと
が確認された。これらは活性化エネルギーが非常に小さいため、全て Grotthuss機構であると
考えられる(1.2参照)。この時 n = 0.45における Eaの増加は、分子の運動性が関連していると
考えられたため、プロトン伝導における、イオン性基間の距離について検討した。 

 

3.3.2 イオン性基間距離と伝導度の関係 

 イオン性基間距離と伝導度の関係については複数のグループからの報告がある。例えば、
M. Eikerlingらは、スルホン酸基を含有したポリマーにおける 2D平面モデルを組み、スルホ
ン酸基同士の距離が 6.5 Å の時最も効率的にプロトン伝導が起こると報告している(Figure 

3.10a)8,9。また、Osvaldo N. Oliveira, Jr.らは、脂肪酸を用いた Langmuir膜における高プロトン
伝導度の達成には、カルボキシ基間の距離が重要であると報告している。カルボキシ間の距
離が 7 Å、すなわち、カルボキシ基の C=Oと H2Oの OO間距離(Roo)が 2.5 Åのときプロトン
伝導が効率的に起こることを実験的に報告している(Figure 3.10b)10。このように効率的にプロ
トン伝導が起こる距離があると考えられる。このような背景の中で山口らは、AIMD シミュ
レーションによって、プロトン伝導における Eaから最適な Rooを計算している。彼らは、ス
ルホン酸基を含んだ厚さが数 nm の層に挟み込まれたモデルを構築し、スルホン酸基と H2O

の Roo と Eaの関係について計算した (Figure 3.11a)。Grotthuss機構は、1.2でも述べたように
プロトンが水素結合ネットワークを介してホッピングをしていく機構であり、繰り返しの発
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体のプロトン伝導の活性化エネル
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