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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固体高分子電解質と触媒物質を担持した炭素粒子からなる固体高分子電解質−触媒複合
電極であって、前記炭素微粒子に単層カーボンナノホーンが球状に集合してなる単層カー
ボンナノホーン集合体を用いることを特徴とした固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項２】
請求項１記載の固体高分子型燃料電池用電極において、前記単層カーボンナノホーンが
単層グラファイトナノホーンからなる単層グラファイトナノホーン集合体を用いることを
特徴とした固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項３】
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請求項１記載の固体高分子型燃料電池用電極において、前記単層カーボンナノホーン集
合体を炭素繊維またはカーボンナノファイバーなどに担持することによって固体高分子電
解質−触媒複合電極を構成してなることを特徴とする固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項４】
請求項３記載の固体高分子型燃料電池用電極において、前記単層カーボンナノホーン集
合体を炭素繊維またはカーボンナノファイバーなどに担持する際に、単層カーボンナノホ
ーンの先端を炭素繊維またはカーボンナノファイバーに融合させることによって担持した
ことを特徴とする固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項５】
請求項１記載の固体高分子型燃料電池用電極において、上記単層カーボンナノホーン集
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合体において、近接する単層カーボンナノホーンの円錐部により形成される空間に前記触
媒物質を担持したことを特徴とする固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項６】
請求項１記載の固体高分子型燃料電池用電極において、前記触媒物質を単層カーボンナ
ノホーンの円錐部により形成される空間に担持する際に、レーザー蒸発法等による炭素と
触媒物質の同時蒸発によって、触媒物質微粒子をナノホーンへ担持したことを特徴とする
固体高分子型燃料電池用電極。
【請求項７】
請求項１記載の固体高分子型燃料電池用電極において、上記触媒物質が、金及び白金族
金属の内の少なくとも一種又はその合金であることを特徴とする固体高分子型燃料電池用
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電極。
【請求項８】
固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体高分子型燃料電池において、前記電極の
うちの少なくとも一方の電極は、固体高分子電解質と触媒物質を担持した炭素粒子からな
る触媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であって、前記触媒層における炭素粒子に
単層カーボンナノホーンが球状に集合してなる単層カーボンナノホーン集合体を用いるこ
とを特徴とした固体高分子型燃料電池。
【請求項９】
請求項１乃至６の内のいずれか一つに記載の固体高分子型燃料電池用電極を用いた固体
高分子型燃料電池の製造方法であって、前記単層カーボンナノホーン集合体を用いた固体
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高分子電解質−触媒複合電極を固体高分子電解質膜に成形圧着して電極−電解質接合体を
作製することを特徴とした固体高分子型燃料電池の製造方法。
【請求項１０】
金及び白金族金属の内の少なくとも一種又はその合金の有機化合物溶液又は混合溶液に
単層カーボンナノホーン集合体を混合し、還元剤を添加して、金又は白金族金属又はその
合金の微粒子を生成し、前記単層カーボンナノホーン集合体に担持させた触媒担持炭素粒
子を生成し、高分子電解質のコロイド状分散液に添加して、前記炭素粒子の表面にコロイ
ドを吸着させ、当該コロイド溶液をペースト状とし、カーボンペーパー上に塗布して加熱
乾燥することを特徴とする固体高分子型燃料電池用電極の製造方法。
【請求項１１】
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金及び白金族金属の内の少なくとも一種又はその合金の有機化合物溶液又は混合溶液に
単層カーボンナノホーン集合体を混合し、還元剤を添加して、金又は白金族金属、又はそ
の合金の微粒子を生成し、前記単層カーボンナノホーン集合体に担持させた触媒担持炭素
粒子を生成し、高分子電解質のコロイド状分散液に添加して、前記炭素粒子の表面にコロ
イドを吸着させ、当該コロイド溶液をペースト状とし、カーボンペーパー上に塗布して加
熱乾燥し、固体高分子電解質シートの少なくとも一面に圧着して、単セルを製造すること
を特徴とする固体高分子型燃料電池の製造方法。
【請求項１２】
少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、炭素原子からなる六員環が回転体形状を構成し、該回転体形状の少なくとも一
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端が閉じた炭素分子が、少なくとも一種以上集合した集合体を含むことを特徴とする燃料
電池用電極。
【請求項１３】
少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、炭素原子からなる六員環から構成される回転体形状の炭素分子が、少なくとも
一種以上球状に集合した集合体を含むことを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１４】
請求項１２または１３に記載の燃料電池用電極において、前記炭素分子は、放射状に集
合していることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１５】
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請求項１３または１４に記載の燃料電池用電極において、前記炭素分子は、少なくとも
一端が閉じていることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１６】
請求項１２に記載の燃料電池用電極において、前記炭素分子は、球状に集合しているこ
とを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１７】
請求項１２から１６の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、少なくとも一端が円錐形状に閉じていることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１８】
請求項１２から１７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
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子は、円筒部を有することを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１９】
請求項１２または１７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素
分子は、円錐形状であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２０】
請求項１２から１９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、少なくとも
前記炭素分子が一種以上、前記円錐形状の頂点を有する部分が外側に向かって放射状に集
合していることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２１】
請求項１３から２０の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
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子の軸方向と、前記集合体の半径方向と、が平行に近い状態で集合していることを特徴と
する燃料電池用電極。
【請求項２２】
請求項１２から２１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、少なくとも一部に不完全部を有することを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２３】
請求項２２に記載の燃料電池用電極において、前記不完全部が微細孔であることを特徴
とする燃料電池用電極。
【請求項２４】
請求項２３に記載の燃料電池用電極において、前記微細孔の開口径が０．３〜５ｎｍで
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あることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２５】
請求項２２に記載の燃料電池用電極において、前記不完全部が欠落部であることを特徴
とする燃料電池用電極。
【請求項２６】
請求項１２から２５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、内部に異物質が混入されていることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２７】
請求項２６に記載の燃料電池用電極において、前記異物質は、金属、有機金属化合物、
及び無機固体化合物の内のいずれか一種または２種以上であることを特徴とする燃料電池
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用電極。
【請求項２８】
請求項１２から２７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、少なくとも一部に官能基を有することを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項２９】
請求項１２から２８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、その表面に親水性官能基を有することを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３０】
請求項１２から２９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、少なくとも一部に、複数の炭素分子が融合した部分を有することを特徴とする燃料電
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池用電極。
【請求項３１】
請求項１２から３０の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
の少なくとも表面に、少なくとも触媒物質を担持し、かつ該集合体が固体高分子電解質と
一体化していることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３２】
請求項１２から３１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、前記集合体が複数凝集してなる２次集合体を含むことを特徴とする燃料電池用
電極。
【請求項３３】
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請求項３２に記載の燃料電池用電極において、前記集合体が複数融合した部分を有する
ことを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３４】
請求項３２または３３に記載の燃料電池用電極において、前記２次集合体の内部に少な
くとも触媒物質が担持され、かつ該２次集合体が固体高分子電解質と一体化していること
を特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３５】
請求項１２から３４の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、過剰のエネルギーを与えられたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３６】
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請求項１２から３５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、酸化処理を施されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３７】
請求項１２から３６の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、超音波処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項３８】
請求項１２から３７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電池において、前記集合体
は、機械的な力を加えられたことを特徴とする燃料電池用電池。
【請求項３９】
請求項１２から３８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
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は、粉砕されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項４０】
請求項１２から３９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、酸処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項４１】
請求項１２から４０の内のいずれか一項に記載の燃料電池用電極において、前記集合体
は、真空中で熱処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項４２】
請求項１２から４１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、軸方向の長さが１０〜８０ｎｍであることを特徴とする燃料電池用電極。
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【請求項４３】
請求項１２から４２の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、軸方向に直交する外径が１〜１０ｎｍであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項４４】
請求項１２から４３の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、５０以下のアスペクト比であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項４５】
請求項１２から４４の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、その一端が円錐形状で閉じており、該円錐の母線と母線のなす角が１５〜４０°で
あることを特徴とする燃料電池用電極。
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【請求項４６】
請求項１２から４４の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素分
子は、その一端の円錐形状の頂点が丸まった形状で終端されていることを特徴とする燃料
電池用電極。
【請求項４７】
請求項４６に記載の燃料電池用電極において、前記集合体は、前記炭素分子の円錐形状
の頂点が丸まった部分を外側に向けて放射状に集合していることを特徴とする燃料電池用
電極。
【請求項４８】
請求項１２から４７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
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は、隣接する炭素分子の壁間距離が０．３ｎｍ〜１ｎｍであることを特徴とする燃料電池
用電極。
【請求項４９】
請求項１２から４８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記集合体
の外径が、１０〜２００ｎｍであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項５０】
請求項１２から４９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、カーボンナノチューブ、炭素微粉末、炭素繊維、フラーレン、及びナノカプセ
ルの内の少なくとも一種と、前記集合体との混合物を含むことを特徴とする燃料電池用電
極。
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【請求項５１】
請求項１２から５０の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、カーボンナノチューブ、炭素微粉末、炭素繊維、フラーレン、及びナノカプセ
ルの内の少なくとも一種と前記集合体とを有する凝集体を含むことを特徴とする燃料電池
用電極。
【請求項５２】
請求項１２から５１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極を用いたことを特徴と
する燃料電池。
【請求項５３】
請求項５２に記載の燃料電池において、白金族金属及びまたはその合金を触媒物質とし
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て用いたことを特徴とする燃料電池。
【請求項５４】
請求項１２から５１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、炭素物質と
固体高分子電解質とで複合体を形成していることを特徴とする固体高分子型燃料電池用電
極。
【請求項５５】
請求項５４に記載の固体高分子型燃料電池用電極を用いたことを特徴とする固体高分子
型燃料電池。
【請求項５６】
固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体高分子型燃料電池において、前記電極の
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うち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持した炭素物質と固体高分子電解質を含む触
媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であって、前記触媒層における炭素物質として
、炭素原子からなる六員環が回転体形状を構成し、該回転体形状の少なくとも一端が閉じ
た炭素分子が、少なくとも一種集合した集合体を用いることを特徴とした固体高分子型燃
料電池。
【請求項５７】
固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体高分子型燃料電池において、前記電極の
うち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持した炭素物質と固体高分子電解質を含む触
媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であって、前記触媒層における炭素物質として
、炭素原子からなる六員環から構成される回転体形状の炭素分子が、少なくとも一種球状
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に集合した集合体を用いることを特徴とした固体高分子型燃料電池。
【請求項５８】
請求項５５から５７の内のいずれか一つに記載の固体高分子型燃料電池において、白金
族金属及び、またはその合金を触媒物質として用いることを特徴とする固体高分子型燃料
電池。
【請求項５９】
少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、カーボンナノホーン集合体を含むことを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項６０】
請求項５９に記載の燃料電池用電極において、前記炭素物質が少なくとも触媒物質を担
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持し、該炭素物質が固体高分子電解質と一体化していることを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項６１】
請求項５９または６０に記載の燃料電池用電極において、前記カーボンナノホーン集合
体は、少なくともカーボンナノホーンが集合したものであることを特徴とする燃料電池用
電極。
【請求項６２】
請求項５９から６１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、少なくともカーボンナノホーンが球状に集合したものであること
を特徴とする燃料電池用電極。
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【請求項６３】
請求項５９から６２の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、少なくともカーボンナノホーンが放射状に集合していることを特
徴とする燃料電池用電極。
【請求項６４】
請求項５９から６３の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体として、カーボンナノチューブを含むことを特徴とする燃料電池用電
極。
【請求項６５】
請求項５９から６４の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
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ンナノホーン集合体の少なくとも表面に、少なくとも触媒物質を担持し、かつ、前記カー
ボンナノホーン集合体が固体高分子電解質と一体化していることを特徴とする燃料電池用
電極。
【請求項６６】
請求項５９から６５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、前記カーボンナノホーン集合体が複数凝集してなる２次集合体を含むことを特
徴とする燃料電池用電極。
【請求項６７】
請求項６６に記載の燃料電池用電極において、前記２次集合体の内部に少なくとも触媒
物質が担持され、かつ該２次集合体が固体高分子電解質と一体化していることを特徴とす
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る燃料電池用電極。
【請求項６８】
請求項５９から６７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、単層であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項６９】
請求項５９から６８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、複層であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項７０】
請求項５９から６９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、少なくとも一部に不完全部を有することを特徴とする燃料電池用電極。
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【請求項７１】
請求項７０に記載の燃料電池用電極において、前記不完全部が、微細孔であることを特
徴とする燃料電池用電極。
【請求項７２】
請求項７１に記載の燃料電池用電極において、前記微細孔の開口径が０．３〜５ｎｍで
あることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項７３】
請求項７０に記載の燃料電池用電極において、前記不完全部が、欠落部であることを特
徴とする燃料電池用電極。
【請求項７４】
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請求項５９から７３の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、内部に異物質が混入されていることを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項７５】
請求項７４に記載の燃料電池用電極において、前記異物質は、金属、有機金属化合物、
及び無機固体化合物の内のいずれか一種または２種以上であることを特徴とする燃料電池
用電極。
【請求項７６】
請求項５９から７５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、少なくとも一部に官能基を有することを特徴とする燃料電池用電
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極。
【請求項７７】
請求項５９から７６の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、少なくともその表面に親水性官能基を有することを特徴とする燃
料電池用電極。
【請求項７８】
請求項５９から７７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、少なくとも一部に、複数のカーボンナノホーンが融合した部分を
有することを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項７９】

30

請求項５９から７８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体の少なくとも表面に、少なくとも触媒物質を担持し、かつ該集合体が
固体高分子電解質と一体化していることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項８０】
請求項５９から７９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、前記カーボンナノホーン集合体が複数凝集してなる２次集合体を含むことを特
徴とする燃料電池用電極。
【請求項８１】
請求項８０に記載の燃料電池用電極において、前記カーボンナノホーン集合体が複数融
合した部分を有することを特徴とする燃料電池用電極。
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【請求項８２】
請求項８０または８１に記載の燃料電池用電極において、前記２次集合体の内部に触媒
物質が担持され、かつ該２次集合体が固体高分子電解質と一体化していることを特徴とす
る燃料電池用電極。
【請求項８３】
請求項５９から８２のいずれか一項に記載の燃料電池用電極において、前記カーボンナ
ノホーン集合体は、過剰のエネルギーを与えられたものであることを特徴とする燃料電池
用電極。
【請求項８４】
請求項５９から８３の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
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ンナノホーン集合体は、酸化処理を施されたものであることを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項８５】
請求項５９から８４の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、超音波処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項８６】
請求項５９から８５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電池において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、機械的な力を加えられたことを特徴とする燃料電池用電池。
【請求項８７】
請求項５９から８６の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
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ンナノホーン集合体は、粉砕されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項８８】
請求項５９から８７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、酸処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項８９】
請求項５９から８８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、真空中で熱処理されたものであることを特徴とする燃料電池用電
極。
【請求項９０】
請求項５９から８９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
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ンナノホーンは、軸方向の長さが１０〜８０ｎｍであることを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項９１】
請求項５９から９０の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、軸方向に直交する外径が１〜１０ｎｍであることを特徴とする燃料電池
用電極。
【請求項９２】
請求項５９から９１の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、５０以下のアスペクト比であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項９３】
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請求項５９から９２の内いずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボン
ナノホーンは、その一端が円錐形状で閉じており、前記円錐の母線と母線のなす角が１５
〜４０°であることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項９４】
請求項５９から９２の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーンは、その一端の円錐形状の頂点が丸まった形状で終端されていることを特徴
とする燃料電池用電極。
【請求項９５】
請求項９４に記載の燃料電池用電極において、前記カーボンナノホーン集合体は、前記
カーボンナノホーンの円錐形状の頂点が丸まった部分を外側に向けて放射状に集合してい
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ることを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項９６】
請求項５９から９５の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体は、隣接する炭素分子の壁間距離が０．３ｎｍ〜１ｎｍであることを
特徴とする燃料電池用電極。
【請求項９７】
請求項５９から９６の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記カーボ
ンナノホーン集合体の外径が、１０〜２００ｎｍであることを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項９８】
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請求項５９から９７の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、カーボンナノチューブ、炭素微粉末、及び炭素繊維の内の少なくとも一種と、
前記カーボンナノホーン集合体との混合物を含むことを特徴とする燃料電池用電極。
【請求項９９】
請求項５９から９８の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記炭素物
質として、カーボンナノチューブ、炭素微粉末、及び炭素繊維の内の少なくとも一種と、
前記カーボンナノホーン集合体とを有する凝集体を含むことを特徴とする燃料電池用電極
。
【請求項１００】
請求項５９から９９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極において、前記燃料電
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池用電極は、炭素物質と固体高分子電解質とで複合体を形成していることを特徴とする固
体高分子型燃料電池用電極。
【請求項１０１】
請求項５９から９９の内のいずれか一つに記載の燃料電池用電極を用いたことを特徴と
する燃料電池。
【請求項１０２】
請求項１００に記載の固体高分子型燃料電池用電極を用いることを特徴とする固体高分
子型燃料電池。
【請求項１０３】
固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体高分子型燃料電池において、前記電極の

20

うち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持した炭素物質と固体高分子電解質を含む触
媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であって、前記触媒層における炭素物質として
、カーボンナノホーン集合体を用いたことを特徴とする固体高分子型燃料電池。
【請求項１０４】
請求項１０１に記載の燃料電池において、白金族金属及び、またはその合金を触媒物質
として用いたことを特徴とする燃料電池。
【請求項１０５】
請求項１０２または１０３に記載の固体高分子型燃料電池において、白金族金属及び、
またはその合金を触媒物質として用いたことを特徴とする固体高分子型燃料電池。
【請求項１０６】
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燃料電池の電極材料として用いることを特徴とするカーボンナノホーン集合体。
【請求項１０７】
固体高分子型燃料電池の電極材料として用いることを特徴とするカーボンナノホーン集
合体。
【請求項１０８】
請求項１００に記載の固体高分子型燃料電池用電極を用いた固体高分子型燃料電池の製
造方法であって、前記カーボンナノホーン集合体を用いた固体高分子電解質−触媒複合電
極を固体高分子電解質膜に成形圧着して電極−電解質接合体を作製することを特徴とした
固体高分子型燃料電池の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、燃料電池用電極およびそれを用いた燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
燃料電池は、主に正極および負極と、両者の間に有する電解質（電解液）から構成され
、正極に酸化剤としての酸素（または空気）を、負極に燃料としての水素を供給して電気
化学反応により発電する。
【０００３】
各電極で生じる電気化学反応は、負極では下記（１）式で示す反応が生じ、また、正極
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では下記（２）式で示す反応が生じる。
【０００４】
【化１】

【０００５】
【化２】

【０００６】

10

燃料電池は、電解質の違いによって多くの種類に分類されるが、一般的には、アルカリ
型、固体高分子電解質型、リン酸型、溶融炭酸塩型、固体電解質型に大別される。なかで
も、固体高分子型燃料電池は、常温・常圧で１Ａ／ｃｍ２以上の高出力を得ることができ
ることから現在注目されている。固体高分子型燃料電池は、パーフルオロスルフォン酸膜
等のイオン交換膜を電解質とし、このイオン交換膜の両面に負極と正極の各電極を接合し
て構成される。この両電極は、触媒物質が担持された炭素物質と高分子固体電解質との混
合体より構成されている。
【０００７】
この構成において負極に供給された水素ガスは、電極中の細孔を通過して触媒に達し、
触媒により電子を放出して水素イオンとなる。水素イオンは電極中の電解質及び両電極間

20

の固体高分子電解質膜を通って正極に達し、正極に供給された酸素と外部回路より流れ込
む電子と反応して前記反応式のように水を生じる。
【０００８】
一方、水素より放出された電子は、電極中の触媒担体を通って外部回路へ導き出され、
外部回路より正極に流れ込む。この結果、外部回路では負極から正極へ向かって電子が流
れ電力が取り出される。
【０００９】
このような固体高分子型燃料電池の特性を向上させるためには、触媒活性の高い触媒物
質を用いることが重要であるが、その他に、電極の特性を向上させることも重要となる。
即ち、電極反応に利用される水素ガス、及び、酸素ガスの電極中での拡散性が高いことに
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加え、電極反応によって生じた水素イオン、及び、電子の伝導性が高いことが要求される
。このため、上記電極は触媒物質の担持された炭素物質と固体高分子電解質とが複合され
た多孔質構造となっており、内部に多くの細孔を有している。そして、炭素物質は電子の
伝導チャネルとなり、固体高分子電解質は水素イオンの伝導チャネルとなる。さらに、内
部の細孔は、酸素ガス、水素ガス、及び、精製された水の供給排出チャネルとしての役割
を担う。従って、電極の微細構造や製造方法の改善、電極中の固体高分子電解質量の調節
等が特性向上のための重要な要素となる。
【００１０】
前述した電極の微細構造については、炭素物質の性状や微細構造によって触媒物質の担
持量や分散状態が異なり、触媒活性が大きく異なってくる。また、細孔分布等炭素物質の
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構造によって、反応ガス、水素イオン、電子の伝導性が変化するため、燃料電池の特性は
大きく変化することになる。例えば、炭素物質の平均粒径が大きく電極中の比表面積が小
さい場合には、担持される触媒物質の量が減少するとともに分散状態が低下して、燃料電
池特性が低下する傾向がある。一方、炭素物質の平均粒径及び細孔のサイズが極端に小さ
い場合には、比表面積は非常に高くなり触媒物質の担持量は増えるが、反応ガス等の伝導
性が極端に低くなること、及び、微小細孔内部に固体高分子電解質が侵入できないため触
媒の利用効率が低下して、燃料電池特性を向上させることが難しくなる傾向がある。
【００１１】
従って、炭素物質の構造や形状を最適化しなければ燃料電池、固体高分子型燃料電池の
性能を十分に引き出すことはできない。
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【００１２】
しかしながら、これまでは固体高分子型燃料電池用電極の炭素物質の微細構造と燃料電
池の特性との相関についてはほとんど検討されてこなかった。このため、活性炭をはじめ
として各種の炭素物質を用いた固体高分子型燃料電池が製造されその特性が検討されてき
たが、いまだ最適な特性が得られていないのが現状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
そこで、本発明の一目的は、触媒物質が高度な分散状態で担持されて高い触媒活性を示
すとともに、電極を構成したときにガス拡散性に優れ、さらに水素イオン伝導性及び電子
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移動性が高い電極となるような燃料電池用電極を提供することにある。
【００１４】
また、本発明のもう一つの目的は、前記燃料電池用電極の製造方法を提供することにあ
る。
【００１５】
また、本発明のさらにもう一つの目的は、前記燃料電池用電極を用いた燃料電池を提供
することにある。
【００１６】
さらに、本発明の別の目的は、前記燃料電池用電極を用いた燃料電池の製造方法を提供
することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明の第１の態様によれば、固体高分子電解質と触媒物質を担持した炭素粒子からな
る固体高分子電解質−触媒複合電極であって、前記炭素微粒子に単層カーボンナノホーン
が球状に集合してなる単層カーボンナノホーン集合体を用いることを特徴とした固体高分
子型燃料電池用電極が得られる。
【００１８】
また、本発明の第２の態様によれば、固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体高
分子型燃料電池において、前記電極のうちの少なくとも一方の電極は、固体高分子電解質
と触媒物質を担持した炭素粒子からなる触媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であ
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って、前記触媒層における炭素粒子に単層カーボンナノホーンが球状に集合してなる単層
カーボンナノホーン集合体を用いることを特徴とした固体高分子型燃料電池が得られる。
【００１９】
また、本発明の第３の態様によれば、前記いずれか一つの固体高分子型燃料電池用電極
を用いた固体高分子型燃料電池の製造方法であって、前記単層カーボンナノホーン集合体
を用いた固体高分子電解質−触媒複合電極を固体高分子電解質膜に成形圧着して電極−電
解質接合体を作製することを特徴とした固体高分子型燃料電池の製造方法が得られる。
【００２０】
また、本発明の第４の態様によれば、金及び白金族金属の内の少なくとも一種又はその
合金の有機化合物溶液又は混合溶液に単層カーボンナノホーン集合体を混合し、還元剤を
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添加して、金又は白金族金属又はその合金の微粒子を生成し、前記単層カーボンナノホー
ン集合体に担持させた触媒担持炭素粒子を生成し、高分子電解質のコロイド状分散液に添
加して、前記炭素粒子の表面にコロイドを吸着させ、当該コロイド溶液をペースト状とし
、カーボンペーパー上に塗布して加熱乾燥することを特徴とする固体高分子型燃料電池用
電極の製造方法が得られる。
【００２１】
また、本発明の第５の態様によれば、金及び白金族金属の内の少なくとも一種又はその
合金の有機化合物溶液又は混合溶液に単層カーボンナノホーン集合体を混合し、還元剤を
添加して、金又は白金族金属、又はその合金の微粒子を生成し、前記単層カーボンナノホ
ーン集合体に担持させた触媒担持炭素粒子を生成し、高分子電解質のコロイド状分散液に
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添加して、前記炭素粒子の表面にコロイドを吸着させ、当該コロイド溶液をペースト状と
し、カーボンペーパー上に塗布して加熱乾燥し、固体高分子電解質シートの少なくとも一
面に圧着して、単セルを製造することを特徴とする固体高分子型燃料電池の製造方法が得
られる。
【００２２】
また、本発明の第６の態様によれば、少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する
燃料電池用電極において、前記炭素物質として、炭素原子からなる六員環が回転体形状を
構成し、該回転体形状の少なくとも一端が閉じた炭素分子が、少なくとも一種以上集合し
た集合体を含むことを特徴とする燃料電池用電極が得られる。
【００２３】
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また、本発明の第７の態様によれば、少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する
燃料電池用電極において、前記炭素物質として、炭素原子からなる六員環から構成される
回転体形状の炭素分子が、少なくとも一種以上球状に集合した集合体を含むことを特徴と
する燃料電池用電極が得られる。
【００２４】
また、本発明の第８の態様によれば、前記いずれか一つの燃料電池用電極を用いたこと
を特徴とする燃料電池が得られる。
【００２５】
また、本発明の第９の態様によれば、前記燃料電池用電極において、炭素物質と固体高
分子電解質とで複合体を形成していることを特徴とする固体高分子型燃料電池用電極が得
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られる。
【００２６】
また、本発明の第１０の態様によれば、前記固体高分子型燃料電池用電極を用いたこと
を特徴とする固体高分子型燃料電池が得られる。
【００２７】
また、本発明の第１１の態様によれば、固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体
高分子型燃料電池において、前記電極のうち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持し
た炭素物質と固体高分子電解質を含む触媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であっ
て、前記触媒層における炭素物質として、炭素原子からなる六員環が回転体形状を構成し
、該回転体形状の少なくとも一端が閉じた炭素分子が、少なくとも一種集合した集合体を
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用いることを特徴とした固体高分子型燃料電池が得られる。
【００２８】
また、本発明の第１２の態様によれば、固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体
高分子型燃料電池において、前記電極のうち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持し
た炭素物質と固体高分子電解質を含む触媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であっ
て、前記触媒層における炭素物質として、炭素原子からなる六員環から構成される回転体
形状の炭素分子が、少なくとも一種球状に集合した集合体を用いることを特徴とした固体
高分子型燃料電池が得られる。
【００２９】
また、本発明の第１３の態様によれば、少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有す
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る燃料電池用電極において、前記炭素物質として、カーボンナノホーン集合体を含むこと
を特徴とする燃料電池用電極が得られる。
【００３０】
また、本発明の第１４の態様によれば、前記いずれか一つの燃料電池用電極において、
前記燃料電池用電極は、炭素物質と固体高分子電解質とで複合体を形成していることを特
徴とする固体高分子型燃料電池用電極が得られる。
【００３１】
また、本発明の第１５の態様によれば、前記いずれかの燃料電池用電極を用いたことを
特徴とする燃料電池が得られる。
【００３２】
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また、本発明の第１６の態様によれば、前記固体高分子型燃料電池用電極を用いること
を特徴とする固体高分子型燃料電池が得られる。
【００３３】
また、本発明の第１７の態様によれば、固体高分子電解質膜の両面に電極を配した固体
高分子型燃料電池において、前記電極のうち少なくとも一方の電極は、触媒物質を担持し
た炭素物質と固体高分子電解質を含む触媒層を、ガス拡散層の片面に形成した電極であっ
て、前記触媒層における炭素物質として、カーボンナノホーン集合体を用いたことを特徴
とする固体高分子型燃料電池が得られる。
【００３４】
また、本発明の第１８の態様によれば、燃料電池の電極材料として用いることを特徴と
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するカーボンナノホーン集合体が得られる。
【００３５】
また、本発明の第１９の態様によれば、固体高分子型燃料電池の電極材料として用いる
ことを特徴とするカーボンナノホーン集合体が得られる。
【００３６】
また、本発明の第２０の態様によれば、前記固体高分子型燃料電池用電極を用いた固体
高分子型燃料電池の製造方法であって、前記カーボンナノホーン集合体を用いた固体高分
子電解質−触媒複合電極を固体高分子電解質膜に成形圧着して電極−電解質接合体を作製
することを特徴とした固体高分子型燃料電池の製造方法が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３７】
以下に本発明の燃料電池用電極及びそれを用いた燃料電池について図面を用いて詳細に
説明する。
【００３８】
本発明は、少なくとも触媒物質を担持した炭素物質を有する燃料電池用電極において、
前記炭素物質として、炭素原子からなる六員環が回転体形状を構成し、この回転体形状の
少なくとも一端が閉じた炭素分子が、少なくとも一種以上集合した集合体を含むことを特
徴としている。
【００３９】
ここで、本発明において、炭素原子からなる六員環が構成する回転体形状とは、回転体
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形状の表面に沿って炭素原子からなる六員環が並んだ構造である。即ち、回転体形状を構
成する面に、六員環平面が沿って並んだ状態である。ここでいう回転体形状とは、必ずし
も完全な円柱や円錐を意味するわけではなく、径が一定でなく不規則な形状や、折れ曲が
った形状やゆがんだ形状、または側面がまっすぐでなく凸凹を有するもの等がある。また
断面の形状は、必ずしも完全な円ではなく、楕円形状や、断面の場所によって異なる形状
の場合もある。また炭素原子からなる六員環は、必ずしも規則正しく並んでいるとは限ら
ず、不規則に並んでいる場合もある。さらに、六員環の配列が軸に対して必ずしも垂直、
あるいは決まった角度で配列しているとは限らず、不規則である場合もある。軸に対して
六員環が螺旋状に配列している場合もある。
【００４０】
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そして、炭素分子は、少なくともその一端が閉じている場合がある。どのような形状で
も閉じることも考えられるが、その形状が円錐形状で閉じている場合がある。少なくとも
その一端に、炭素の五員環、七員環等が存在し、閉じていることが考えられる。しかしな
がら、閉じていない場合もあれば他の形状で閉じている場合も含まれる。
【００４１】
そしてこの炭素分子が、少なくとも一種以上集合し集合体を形成する。同形状の炭素分
子だけが集合する場合も、異種形状、例えば異なる回転体形状を持つ炭素分子が集合する
場合もある。また、ここでいう炭素分子以外の異なる物質が含まれて集合する場合もある
。集合するとは、炭素分子が何らかの力でお互いに引きつけられて集まっている状態であ
る。何らかの力とは、例えばファンデルワールス力があるが、その他の分子同士に働きう

50

(14)

JP 4195299 B2 2008.12.10

る力のどんなものでもよい。さらに炭素分子は、球状に集合している場合がある。ここで
いう球状とは、必ずしも真球を意味するわけではなく、楕円形状、ドーナツ形状その他の
様々な形状に集合している場合が考えられる。例えば、球状に集合した場合の中心部分の
構造は明らかではなく、中空である場合も、中心付近まで炭素分子が詰まっている場合も
考えられる。さらには、中心付近には、炭素分子ではなく、カーボンナノチューブが蹴鞠
のように丸くなって中心部を形成していることも考えられる。
【００４２】
また、炭素分子が球状に集合している場合には、放射状に集合しているものが好ましい
。放射状とは、炭素分子の軸方向が球の半径を構成するように一端を外側に向けて集合し
ている等の状態である。一端が閉じている場合には、閉じている一端側を外側に向けて集
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合していることが考えられる。例えば、炭素分子の一端が円錐形状で閉じている場合には
、その円錐の頂点側を外側に向けて放射状に集合している場合が考えられる。
【００４３】
以上述べた特異な構造を有する集合体は、非常に大きい比表面積をもつ。そしてこの集
合体を燃料電池用電極の炭素物質として用いた際に、後述するように、燃料電池の特性を
大幅に向上させることができる。
【００４４】
一般に、燃料電池用の電極として炭素物質を用いる場合、触媒物質は炭素物質の表面に
吸着するので、例えば、炭素物質の平均粒径を小さくすることによって、比表面積を大き
くすると、触媒物質の吸着量が増えて燃料電池の性能向上に有利となることが期待される
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。
【００４５】
しかしながら、特に電解質として固体高分子電解質を用いる固体高分子電解質−触媒電
極においては、水素イオンの伝導を担う固体高分子電解質がサイズの小さすぎる細孔内に
侵入することができないという問題が発生する。
【００４６】
このため、非常に小さい細孔内ではたとえ電極反応によって水素イオンが生成されても
電極中の固体高分子電解質に伝達されず、その結果、水素イオンが正極に到達できないこ
とになり、燃料電池の性能を向上させることができない。
【００４７】
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すなわち、燃料電池の電極での反応は、電極（炭素物質）、触媒、電解質の三相共存し
た状態でなければうまく進行しない。しかしながら、この三相共存状態をつくることは非
常に困難であり、先に述べたように、従来では炭素粒子と燃料電池の特性の最適化はなさ
れておらず、単に炭素物質の粒径や表面積を制御するといっただけでは、燃料電池用の電
極として最適な構造を見いだすことができなかった。
【００４８】
すなわち、例えば単に極めて大きな比表面積を持つというだけでは電極、触媒、電解質
の三相共存状態を達成することは不可能であり、燃料電池の特性を向上させることは不可
能である。
【００４９】
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本発明の発明者は、鋭意検討の結果、先に述べた炭素分子が集合した集合体を燃料電池
用電極に用いた場合には、先に述べた三相共存状態を形成することができ、触媒の利用効
率が大幅に向上することができることを見いだした。すなわち、燃料電池用電極の炭素物
質として本発明の集合体を用いた場合、触媒物質が担持されるサイトの大きさや形状、担
持される触媒物質の量、分散性、また電解質が侵入するサイトの大きさや形状、侵入する
電解質の量、分散性すべてにおいて、先に述べた三相共存状態を形成するのに最適であり
、燃料電池用電極として好適な構造を形成することができることを見いだしたものである
。
【００５０】
また、本発明は、少なくとも触媒物質を担持した炭素粒子を有する燃料電池用電極にお
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いて、炭素粒子として、カーボンナノホーン集合体を含むことを特徴としている。
【００５１】
最近、本出願の発明者らによって、特開２００１−６４００４号公報にみられるように
、炭素原子のみからなる新しい炭素同位体である単層カーボンナノホーンが球状に集合し
てなる単層カーボンナノホーン構造体が発見された。同公報には、単層カーボンナノホー
ン構造体の用途として、活性炭、炭素繊維、活性炭素繊維、さらにフラーレン、カーボン
ナノチューブが使われている広範な分野にわたると記載されている。そして応用例として
触媒担体材料が挙げられている。しかしながら、前述のように、燃料電池の電極として使
用する場合、例えば単に極めて大きな比表面積を持つというだけでは電極、触媒、電解質
の三相共存状態を達成することは不可能であり、燃料電池の特性を向上させることは不可
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能である。
【００５２】
本発明の発明者は、鋭意検討の結果、カーボンナノホーン集合体を燃料電池用電極に用
いた場合には、先に述べた三相共存状態を形成することができ、触媒の利用効率が大幅に
向上することができることを見いだした。すなわち、燃料電池用電極の炭素粒子としてカ
ーボンナノホーン集合体を用いた場合、触媒物質が担持されるサイトの大きさや形状、担
持される触媒物質の量、分散性、また電解質が侵入するサイトの大きさや形状、侵入する
電解質の量、分散性すべてにおいて、先に述べた三相共存状態を形成するのに最適であり
、燃料電池用電極として好適な構造を形成することができることを見いだした。
【００５３】
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ここでいうカーボンナノホーン集合体とは、カーボンナノホーンが集合したものである
。ここでいう集合とは、カーボンナノホーンに働くあらゆる力、例えばファンデルワール
ス力により複数のカーボンナノホーンが集まっている状態である。また、カーボンナノホ
ーン集合体はカーボンナノホーンが球状に集合したものが考えられる。ここでいう球状と
は、必ずしも真球という意味ではなく、楕円形状、ドーナツ状等その他の様々な形状に集
合しているものも含まれる。ここでいうカーボンナノホーンは、カーボンナノチューブ状
の管状体を有しており、軸方向の長さが１０ｎｍ〜８０ｎｍ程度、または３０〜５０ｎｍ
程度のものである。
【００５４】
第１図を参照すると、これらカーボンナノホーン５は、それぞれファンデルワールス力
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によって放射状に集合している。カーボンナノホーン集合体１０が球状に近い場合には、
その半径方向と、カーボンナノホーン５の管状体の軸方向とが、ほぼ平行、平行に近い状
態に集合している。すなわち、カーボンナノホーン５の一端が、外側に突き出るように放
射状の構造となってカーボンナノホーン集合体１０を形成している。このような特異な構
造をとるため、非常に大きな比表面積を有するだけでなく、好適な量や種類、分散状態で
触媒物質と電解質を一体化させた構造を形成することができる。なお、第１図において、
触媒物質７、及び、固体高分子電解質９はカーボンナノホーン集合体１０の一部のみに設
けられているように図示されているが、実際にはカーボンナノホーン集合体１０全体に形
成されている。
【００５５】
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また、カーボンナノホーン集合体１０の構造、特に中心部の構造については定かでない
。中心部ではカーボンナノホーン５同士が化学的に結合している、またはカーボンナノチ
ューブが蹴鞠のように丸まっているような形状も考えられるが、これら中心部の構造によ
って制限されるものではない。または、中心部が中空となっているものも考えられる。
【００５６】
さらに上記した集合体やカーボンナノホーン集合体１０は、複数の集合体が凝集して２
次集合体を形成する場合がある。このような２次集合体が固体電解質に複数存在して電極
構造を構成する。しかし、これら２次集合体内部にも、触媒物質７をその内部にまで効率
良く担持させることができる。また固体高分子電解質９も、同様に２次集合体内部にまで
侵入することもでき、優れた触媒効率を得ることが可能である。この場合には、集合体が

50

(16)

JP 4195299 B2 2008.12.10

ばらばらに分散した形で固体高分子電解質９と一体化している場合と同様、高い触媒効率
を得ることができる。
【００５７】
なお、ここでいう集合体とは、先に述べた炭素分子が集合した集合体を意味するが、カ
ーボンナノホーン集合体１０も含んでいる。
【００５８】
また、本発明の炭素分子やカーボンナノホーン５の一部が複数凝集し融合する場合があ
る。ここでいう融合とは、炭素分子の一部、またはカーボンナノホーン５の一部が何らか
のエネルギーが加えられたために化学的に結合する、またはただ単に凝集した状態よりも
強い力でくっついているような状態である。この場合には、ひとつひとつがばらばらに分
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散した形で固体高分子電解質と一体化されている場合と同様に、融合した部分の内部まで
も触媒物質がちょうど良く担持されたり、固体高分子電解質が侵入することができ、高い
触媒効率を示すことができる。
【００５９】
また、固体高分子電解質９と一体化するとは、固体高分子電解質９中に適度な分散性を
有して混合している状態である。
【００６０】
カーボンナノホーン５における、カーボンナノチューブ状の管状体とは、一般的なカー
ボンナノチューブのように必ずしも径が一定の円筒部を有するとは限らない。チューブ径
が一定ではなく、不規則に折れ曲がっている場合もあるし、径が一定の円筒部分と径が一
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定でない部分の両方が混在するものも含まれる。
【００６１】
カーボンナノチューブ部、すなわち、系が一定である円筒部を有するカーボンナノホー
ン５では、径が一定でなく折れ曲がっている場合と同じ間隔で集合している場合で比べる
と、壁間のスペースが大きくなるので、例えば粘性の高い電解質を用いる場合にでも容易
にカーボンナノホーン５間に侵入させることができる等の利点がある。また径が不規則ま
たは折れ曲がっているカーボンナノホーン５が集合してなるカーボンナノホーン集合体１
０の場合には、カーボンナノホーン５同士が折れ曲がった部分で引っかかってくっつきや
すい点があるため、結着性のよい電極構造１１を得ることができる等の利点がある。
【００６２】
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さらに、カーボンナノホーン５は、その管状体が単層構造、または複層構造の場合があ
る。ここでいう単層、複層構造とは、カーボンナノチューブでの単層、複層と同じ意味を
有し、カーボンナノチューブ状の管状体が一層のものが単層、二層以上が複層である。単
層構造では、管状体の厚みは炭素原子一個の大きさに相当する厚みであり、複層構造では
、炭素原子一個の大きさに相当する厚みの管状体が複数同心円状に並んだ構造等となり厚
みも増してくる。
【００６３】
単層構造の場合には、それぞれのカーボンナノホーン５の径が細い構造となるため、よ
り表面積を大きくすることができる。細かい触媒物質７を多く、そして高い分散性で吸着
させることが可能である等の利点がある。複層の場合には、カーボンナノホーン５の管状
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体が密度の高い構造となるため、単層に比べて強固な構造となる。これは、製造条件、例
えば雰囲気や温度を調整することにより、単層、複層構造を形成することができる。
【００６４】
さらに、本発明の炭素分子やカーボンナノホーンはその一端が円錐形状で閉じられてい
るものを用いることもできる。この場合、円錐の母線と母線とのなす角が、１５〜４０°
が好ましいが、特に制限はない。この場合、第１図に示すように、カーボンナノホーン集
合体１０は、各々の円錐部間に働くファンデルワールス力によって複数のものがチューブ
を中心にし、円錐部が角（ホーン）のように表面に突き出るような構成となる。
【００６５】
本発明の炭素分子が集合した集合体も同様の構成となる。その際、触媒物質７はカーボ
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ンナノホーン集合体１０には、各カーボンナノホーン５の円錐部に担持される。炭素分子
からなる集合体である場合には、同様に各炭素分子に担持される。そして、球状で三次元
的な構造を有するこのような構造により、触媒物質の量を非常に多く担持することができ
る。また、例えば、第１図の構成では、固体高分子電解質９は単層カーボンナノホーン集
合体の外部から内部に向かって侵入していくが、各単層カーボンナノホーン５が円錐状に
なって先端が細くなっている、逆にいえば、先端ほど空間が広がっているので、外部から
容易に侵入することができる。このため、触媒物質７が担持されている部分には固体高分
子電解質９がほぼ完全に存在した構造になっている。これによって触媒物質７と固体高分
子電解質９との接触面積、すなわち反応面積が大きくなり、電極反応によって発生した水
素イオンが有効に固体電解質に伝達されて触媒利用効率を向上させることが可能となる。
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【００６６】
さらに、本発明の炭素分子やカーボンナノホーン５は、その一端の円錐形状の頂角が大
きくなった形状、もしくは、円錐形状の頂角が丸まった形状で終端されている場合がある
。これは、先に述べた円錐形状で閉じているものと異なり、頂角を形成する頂点とれて丸
まっているものである。あるいは、集合体、カーボンナノホーン集合体１０の表面に角状
の突起は見られず、かなりなめらかな表面を有しているものである。この種類の集合体を
電極に用いた場合には、円錐形状で閉じられた構造と同様の触媒吸着特性が得られること
に加えて、表面がなめらかであるため、集合体、あるいは、カーボンナノホーン集合体１
０の流動体、相溶性は向上する等の利点がある。
【００６７】
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また、これらの先端部の形状での違いは、不活性ガスの雰囲気と圧力、温度の条件を変
化させることにより制御することができる。
【００６８】
本発明の炭素分子、あるいは、カーボンナノホーン５の軸方向の長さは、１０〜８０ｎ
ｍの場合がある。さらには３０〜５０ｎｍの場合もある。これは通常のカーボンナノチュ
ーブよりも短く、その形状によるファンデルワールス力のために集合体を形成しやすいと
いうことも考えられるが定かではない。また、炭素分子、カーボンナノホーンの軸方向に
直交する外径は、１〜１０ｎｍである。ここでいう外径とは、本発明の炭素分子を構成す
る回転体形状の外径、またはカーボンナノホーン５の管状体の最外側での直径を意味する
。しかしながら、必ずしも完全な円ではなく楕円やその他の形状も考えられ、その場合に
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は、中心または中心付近を通る長い径を言うが、これらの径の数値に限定されるものでは
ない。
【００６９】
また、隣接する炭素分子、または隣接するカーボンナノホーン５同士の壁間距離は、０
．３〜１ｎｍである場合がある。ここでいう壁間距離とは、集合体を形成する炭素分子、
あるいは、カーボンナノホーン集合体１０を形成するカーボンナノホーン５の壁の外側と
外側の間隔のことである。隣接するとは、集合体を形成した炭素分子が隣りあった炭素分
子、あるいは、カーボンナノホーン５と隣りあうカーボンナノホーン５を意味する。これ
は、炭素分子、あるいは、カーボンナノホーン５の形状によっては、その壁間距離が変化
することが考えられる。例えば、カーボンナノホーン５の管状体がほとんど径が一定では
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なく円錐形状であり、頂点を外側に向けて集合している場合には、カーボンナノホーン集
合体１０の真ん中に近い部分では、カーボンナノホーン５同士の隣接する壁間距離は小さ
く、外側に向かうに従って壁間距離は大きくなる。しかし、ここでは、炭素分子や、カー
ボンナノホーン５の付け根部分での距離を隣接するカーボンナノホーン５の壁間距離とい
う。従って多くのカーボンナノホーン５が集合して、表面に密に突き出ているような場合
には、壁間距離は非常に小さくなるが、カーボンナノホーン５が疎に集合しているような
場合には、壁間距離は大きくなる。壁間距離は、少なくとも炭素と炭素の結合距離１．５
４Å以上となる。
【００７０】
しかしながら、これらの緒物性は、用いる燃料電池の種類や目的に応じて様々な範囲の
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ものを用いることができ、これらの大きさによって制限されるものではない。
【００７１】
炭素分子からなる集合体、あるいは、カーボンナノホーン集合体１０の外径は、１０〜
２００ｎｍである。しかしながら、前述したように、これら集合体は、必ずしも球状に集
合しているわけではなく、その形状により、異なる大きさが考えられる。そしてその外径
も上記した数値に限定されない。
【００７２】
また、本発明の炭素分子、カーボンナノホーン１０のアスペクト比は５０以下となる場
合がある。ここでいうアスペクト比とは、軸に直交する径に対する軸方向の長さの比であ
る。すなわち、軸方向の長さ／外径である。
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【００７３】
これら以上述べたあらゆる種類の炭素分子、あらゆる種類のカーボンナノホーン５が、
同種類、同形状、異種、異なる形状どのような組み合わせで用いても良く、それらがどの
ような割合、どのような量で集合した集合体であっても、用途によって好適な触媒物質や
固体電解質を選択することによって燃料電池電極として優れた特性を得ることができる。
【００７４】
これら集合体を炭素物質として用い、固体高分子電解質−触媒複合電極を構成すると、
集合体が凝集した２次集合体となる場合がある。この２次集合体同士の間には数ｎｍから
数十ｎｍ程度の細孔が存在するため、複合電極は多孔質構造となる。そして、細孔部分が
酸素や水素などの反応ガスのチャネルとして有効に寄与する。このように２次集合体を形
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成した場合には、触媒物質が２次集合体の内部にまで担持され、さらに固体高分子電解質
も２次集合体内部にまで侵入することができるため、優れた触媒効率を得ることができる
。
【００７５】
このように、本発明では特異な構造を有する単層カーボンナノホーン集合体、炭素分子
からなる集合体、カーボンナノホーン集合体を固体高分子電解質−触媒複合電極の炭素物
質に用いることにより、触媒利用効率を高めることができるとともに、反応ガスの供給能
が高くなるような細孔分布が自然に形成できるために、固体高分子型燃料電池用電極とし
て非常に望ましい構成となる。
【００７６】
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また、本発明における炭素分子、あるいは、カーボンナノホーン集合体は、通常、室温
、７６０Ｔｏｒｒの不活性ガス雰囲気中で、グラファイト等の固体状炭素単体物質をター
ゲットとするレーザー蒸発法（レーザーアブレーション法）によって製造することができ
る。また、各炭素分子、あるいは、カーボンナノホーンの形状、径の大きさ、長さ、先端
部の形状、炭素分子やカーボンナノホーン間の間隔、及び、炭素分子やカーボンナノホー
ン集合体間の細孔の大きさはレーザー蒸発法による製造条件や製造後の酸化処理等によっ
て様々に制御することが可能である。また、このカーボンナノホーン集合体の各カーボン
ナノホーンをグラファイトナノホーンにすることもできるが、この場合には電気伝導性が
向上して電極の性能をさらに向上させることができる。さらに、上記単層カーボンナノホ
ーン集合体を炭素繊維またはカーボンナノファイバーなどに担持することによって固体高
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分子電解質−触媒複合電極の微細構造を調整することもできる。この場合の担持方法とし
ては、真空中雰囲気等の熱処理によって単層カーボンナノホーンの先端を炭素繊維または
カーボンナノファイバーに融合させる等の方法がある。また、炭素分子、あるいは、カー
ボンナノホーン集合体１０は少なくとも一部に不完全部、を有することを特徴としている
。ここでいう不完全部とは、炭素分子、あるいはカーボンナノホーン５を構成する炭素原
子の六員環構造の炭素―炭素結合が一部切断されたり、炭素原子が、例えば一個なくなっ
てしまっている等、構造上乱れたものである。空位を形成したり、他の分子種との結合を
形成する場合もある。また、上記の不完全部が炭素六員環配列構造中で孔と呼べるほど大
きく拡大した状態も意味する。それらをまとめてここでは、微細孔としている。微細孔の
開口径は０．３〜５ｎｍ程度のものが考えられるが径の直径は特に限定されない。またこ
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の微細孔の形状も特に制限はなく、あらゆる形状のものが含まれる。ここでの微細孔は、
前述したカーボンナノホーン集合体１０による電極を形成時に見られるカーボンナノホー
ン集合体間の細孔、カーボンナノホーン集合体間のマクロな意味での孔とは異なる。
【００７７】
このように、微細孔を有する集合体を電極に用いた場合には、白金等の触媒物質が微細
孔に優先的に吸着されやすいため、より多くの触媒物質を吸着させることが可能となる。
また、このような触媒物質を微細孔から内部に取り込み吸着させることもでき、吸着容量
を極めて大きくすることが可能となる。また微細孔の径や異なる形状の微細孔を有する集
合体を組み合わせ用いることもできる。
【００７８】
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さらに、これらの微細孔により、各炭素分子、あるいは、カーボンナノホーン５のファ
ンデルワールス力を弱めることも考えられる。また、さらにこれらの微細孔の少なくとも
一部に有機物分子や官能基等が結合した構造もありえる。
【００７９】
このような微細孔を有するカーボンナノホーン集合体１０は、以下のような製法で生成
することができる。例えば、炭素分子、あるいは、カーボンナノホーン５を酸化処理する
ことで得ることができる。酸化処理としては、例えば、雰囲気、処理温度、処理時間等の
処理条件を制御して加熱処理すること等が例示できる。雰囲気圧力は、使用するガス種に
よっても異なるが、例えば酸素分圧を０〜７６０Ｔｏｒｒ程度の範囲で調節すること等が
例示できる。処理温度については、２５０〜７００℃程度の範囲で、さらには２５６〜６
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００℃以下といった比較的低温の温度範囲で処理温度を制御することができる。このよう
な酸化処理条件における処理時間は、０〜１２０分程度の範囲で調整することができる。
以上の酸化処理の条件を様々に制御することによって、炭素分子、あるいは、カーボンナ
ノホーン５の壁部および先端部に、任意の大きさの微細孔を開口することができる。なお
、酸化処理は、上記温度範囲内の一定の温度で保持する一段階処理であってもよいし、上
記温度範囲内の複数の温度で保持する多段階処理や、上記温度範囲内で処理温度を随時変
化させる処理方法等も考慮することができる。さらには、上記方法以外にも、硝酸や過酸
化水素等の酸化作用を有する酸溶液中でカーボンナノホーン集合体１０を加熱することで
酸化処理を施すなどしても良い。
【００８０】
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または、酸化処理以外にも集合体を液溶媒に分散させて超音波を照射することによって
も、微細孔を形成することができる。分散溶媒としては、無機溶媒、炭化水素、有機溶媒
等を用いることができる。照射する超音波のエネルギーは、対象とする集合体および液溶
媒の種類やその量、さらには超音波の照射時間等と関連するため一概には言えない。
【００８１】
また、本発明の集合体は、各炭素分子、またはカーボンナノホーン５に異物質が混入さ
れたものでもよい。ここで言う異物質とは、炭素分子、カーボンナノホーン５以外の物質
という意味であって、炭素原子ではないという意味ではない。
【００８２】
異物質としては、例えば、水素等の気体、金属、有機金属化合物、有機物、錯体、無機
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固体化合物等がある。これは、例えば上記酸化処理等の方法によりカーボンナノホーンを
開口させ、異物質が蒸気となる温度に保持する等の方法により、異物質を開口部から容易
に炭素分子、あるいはカーボンナノホーン内部に取り込ませることができる。例えば、カ
ーボンナノホーン集合体の内部に、燃料となる水素を吸蔵させておくことにより、効率良
く燃料を供給することも可能となる。
【００８３】
また、本発明の集合体は少なくとも一部に官能基が付加されたものを用いることもでき
る。官能基は、親水性を有する官能基であり、例えば、カルボニル基、カルボキシル基、
水酸基、エーテル基、イミノ基、ニトロ基およびスルホン基から選択されるすくなくとも
一つが考えられる。このような官能基が付加されることにより、本来疎水性である集合体
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、カーボンナノホーンを親水性にすることが可能となる。従って、水性溶媒中で分散可能
となり、粒子径の小さな集合体、カーボンナノホーン集合体の場合には、水溶性となるこ
ともあり得る。このことにより、水溶液等に容易に分散されるので、電極の作製上、特に
触媒担持の段階において大きな利点となる。また燃料としてメタノール等を用いる場合に
は、電極への燃料の浸透性が非常に高くなる等の利点もある。
【００８４】
このような官能基が付加された集合体は、例えば以下のような製法で生成される。例え
ば、硫酸、硝酸、過酸化水素酸、硫酸―硝酸混合溶液、塩素酸などの酸化性のある酸で処
理をすることによって、官能基を導入することができる。これらの酸による酸処理は、液
相中で行われ、水溶液系であれば０〜１８０℃程度（水溶液が液体として存在する温度で
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あればよい）、有機溶媒であれば使用する溶媒が液体として存在する温度中において行わ
れる。
【００８５】
本発明に用いられる集合体は、各炭素分子、各カーボンナノホーンが融合しているもの
を用いることもできる。融合しているとは、例えば、複数の炭素分子やカーボンナノホー
ン５で化学的に結合しており、表面での接触抵抗が低減されている等の状態である。また
は、炭素分子、カーボンナノホーン５、カーボンナノホーン集合体１０同士の接触面積が
大きい状態である。すなわち、例えば、単にカーボンナノホーン集合体１０が混ざり合っ
ているのではなく、カーボンナノホーン５表面で互いに強固に結びついている状態である
といえる。また、凝集して２次構造を構成しているともいえる。これは、本発明の集合体
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を真空中で熱処理することにより得ることができる。例えば、カーボンナノホーン集合体
１０同士の接触面積が小さい場合には、カーボンナノホーン集合体１０同士間での抵抗が
あり導電性が悪くなる。しかしながら、このように、カーボンナノホーン５が融合した状
態であれば、カーボンナノホーン集合体１０同士の接触面積が大きくなり、粒子接触が良
くなり、接触抵抗を低減させることができる。この結果、電極での抵抗を低下させること
ができる。真空中での熱処理の処理温度は、特に限定されないが、４００〜２０００℃程
度であれば良い。
【００８６】
本発明の集合体、カーボンナノホーン集合体１０は、少なくとも一部に欠落部を有する
ものを用いることができる。欠落部とは、例えば、カーボンナノホーン５の一部の構造が
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削除、除去されたものであり、物理的な力を加えられてできたものである。例えば、カー
ボンナノホーン５の先端部が完全な円錐形状ではなく、先が欠けているもの等が考えられ
る。先端である場合だけでなく、隣接するカーボンナノホーン５との付け根部分で切断さ
れてしまっている場合も考えられる。または、例えばカーボンナノホーン集合体１０が、
球状に近い構造である場合に、球の半分が削除されて半球状の構造になっている等の場合
である。
【００８７】
これらは、例えば、物理的、機械的な力が加えられて形成されることが考えられる。物
理的、機械的な力とは、例えば、超音波粉砕等が考えられる。
【００８８】
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欠落部を有する炭素分子、カーボンナノホーン５、これら集合体は、その先端同士が歯
車のように複雑に絡み合うことで、両者間の隙間がなく触媒物質７が吸着しにくい状態と
なることを抑制することができる。すなわち、欠落部を有することによって、触媒物質７
の好適な吸着サイトを設けることができる。また不完全部すなわち、欠落部の形状、大き
さや数、頻度を制御することにより、使用する触媒物質７の組み合わせ等によって好まし
い構造を作製することができる。
【００８９】
本発明の燃料電池用の電極は、炭素物質として、本発明の集合体と、カーボンナノチュ
ーブの混合物を含むことを特徴としている。混合するカーボンナノチューブの量は特に制
限がなく、炭素分子カーボンナノホーン集合体に対して、どのような割合で混合させても
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良い。また混合するカーボンナノチューブの形状も従来知られているカーボンナノチュー
ブのどのような種類であっても構わない。例えば単層、複層、長さや直径の大きさはどん
な形状のものでも目的に応じて適当に使用することができる。このように本発明の集合体
にカーボンナノチューブを混合させることにより、集合体の周りにカーボンナノチューブ
が絡み合った状態となる。これら集合体は、カーボンナノホーン集合体１０同士の電気的
な接触抵抗が比較的高いため抵抗損失が問題となるが、カーボンナノチューブが高い導電
性を持ち、かつカーボンナノホーン集合体１０の周りに存在することによって、カーボン
ナノホーン集合体同士の電気の橋渡しを行う等の利点がある。従って、カーボンナノチュ
ーブを混合させることによって、より一層電気抵抗を低減することができる。
【００９０】
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さらに、本発明の燃料電池用電極に用いる炭素物質として、本発明の集合体と炭素微粉
末の混合物を用いることを特徴としている。カーボンナノホーン集合体１０は先に述べた
ように、カーボンナノホーン集合体１０同士の電気的な接触抵抗が比較的高いため抵抗損
失が問題となる。しかし、ケッチェンブラックやアセチレンブラック、アモルファスカー
ボン等の従来型炭素微粉末、フラーレン、ナノカプセル等現在知られているあらゆる炭素
粉末と混合させることによって、より一層電気抵抗を低くすることができる。カーボンナ
ノホーン集合体１０のカーボンナノホーン５が単層等でカーボンナノホーン集合体１０同
士の隙間が非常に小さい場合には、外径の大きい炭素繊維だと入り込めないことが考えら
れるため、このような場合には、外径の小さい炭素繊維を用いることが好ましい。また上
記のように、カーボンナノホーン集合体１０とカーボンナノチューブの混合物にさらに炭

20

素繊維を混合させた３種以上、またはこれら１種以上のどの組み合わせの混合物を用いて
も良い。
【００９１】
また、本発明は、カーボンナノホーン集合体１０と、カーボンナノチューブ、炭素繊維
のいずれか一種以上との凝集体を用いることもできる。カーボンナノホーン集合体１０と
カーボンナノチューブの凝集体、カーボンナノホーン集合体１０と炭素繊維との凝集体、
または３種を有する凝集体は、カーボンナノホーン集合体１０、カーボンナノチューブ、
炭素繊維の混合物とは異なり、混合物をさらに真空中で熱処理したものである。従ってそ
れぞれの物質が融合された状態となっており、物質間での電気的な接触抵抗が小さい。
【００９２】
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また、カーボンナノチューブが数十本ファンデルワールス力によって集合し、バンドル
（束）を形成することがあるが、カーボンナノホーン集合体、または炭素繊維との凝集体
では、バンドルを形成せずに、カーボンナノチューブを分散させることができる場合があ
る。これは例えば、カーボンナノチューブを液溶媒に入れて超音波照射し、カーボンナノ
チューブを液溶媒に分散させる工程と、この液溶媒にカーボンナノホーン集合体を加え、
液溶媒を除去する工程等により製造することができる。
【００９３】
以上述べたこれらあらゆる種類の集合体を同種類または数種類用いても、カーボンナノ
チューブ、炭素繊維等の他の物質と組み合わせても良く、使用する燃料電池の種類や触媒
物質によって、用いるカーボンナノホーン、カーボンナノホーン集合体１０の形状や混合
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割合等、最適な形状、電極構造を選択することが可能である。
【００９４】
また、以上述べたあらゆる種類の炭素分子、カーボンナノホーン５、またはあらゆる種
類の集合体のどのような組み合わせ、混合比でも、燃料電池用の電極材料として使用する
目的に応じて、どのような構成でも適用することができる。
【００９５】
なお、本発明では、触媒物質７としては、白金、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、
パラジウム、オスミューム、金（Ａｕ）などの金及び白金族金属及びその合金を用いるこ
とができる。これらの触媒物質７の担持方法は、一般的に用いられている含浸法によって
行うこともできるが、その他に、レーザー蒸発法等によってカーボンナノホーン集合体１
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０を作成する際に、炭素と触媒物質を同時に蒸発させることによって、触媒物質微粒子を
ナノホーン５へ担持させることもできる。この方法を用いれば、レーザー蒸発法による製
造時の作製条件を変化させることによって、触媒物質７の平均結晶粒径等を精度よく制御
することが可能となる。なお、このレーザー蒸発法によって炭素と触媒物質を同時に蒸発
させる際には、炭素と触媒物質の複合されたターゲットにレーザーを照射する方法や炭素
と触媒物質の各ターゲットに別々にレーザーを照射して同時に蒸発させる方法などがある
。
【００９６】
次に、第１図に示された電極構造を備えた燃料電池用電極について説明する。
10

【００９７】
第２図に示すように、固体高分子電解質膜１９の両端の電極に、単層カーボンナノホー
ン集合体を用いた固体高分子電解質−触媒複合電極１５，１７を形成することによって電
極−電解質接合体１３が形成される。この電極−電解質接合体１３は上記単層カーボンナ
ノホーン集合体を用いた固体高分子電解質−触媒複合電極を固体高分子電解質膜１９にホ
ットプレスなどで成形圧着することによって形成される。このようにして作製した電極−
電解質接合体１３を用いて固体高分子型燃料電池を形成すると、触媒利用効率が高められ
、かつ、反応ガスの供給能を高くできるので、固体高分子型燃料電池の電池効率を高める
ことができる。
【００９８】
さらに、本発明は、上記した燃料電池を用途とするカーボンナノホーン集合体を提供す
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る。
【実施例】
【００９９】
次に、本発明の固体高分子型燃料電池用電極及びそれを用いた燃料電池についての具体
例について説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１００】
（実施例１）
固体高分子電解質は、アルコール溶液としてアルドリッチ・ケミカル社製の５％ナフィ
オン溶液を固体高分子電解質量が０．１〜０．４ｍｇ／ｃｍ２となるようにｎ−酢酸ブチ
30

ルと混合攪拌して高分子電解質のコロイド状分散液を生成した。
【０１０１】
次に、触媒となる白金を３％含有するジニトロジアミン白金硝酸溶液５００ｇに単層カ
ーボンナノホーン集合体１０ｇを混合させて攪拌後、還元剤として９８％エタノール６０
ｍｌを添加した。この溶液を沸点の約９５℃で８時間攪拌混合し、触媒物質となる白金微
粒子を単層カーボンナノホーン集合体に担持させた。そして、この溶液をろ過、乾燥して
触媒担持炭素微粒子を得た。白金の担持量は単層カーボンナノホーン集合体の重量に対し
５０％程度であった。また、比較のために炭素微粒子としてＤｅｎｋａ

Ｂｌａｃｋを用

い、上記と同様に触媒物質を担持させたものも作製した。
【０１０２】
次に、この触媒担持した単層カーボンナノホーン集合体の粉末、及び、比較用のＤｅｎ
ｋａ
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Ｂｌａｃｋの粉末をそれぞれ上記の高分子電解質のコロイド状分散液に添加するこ

とにより、これらの炭素微粒子の表面にコロイドを吸着させた。
【０１０３】
これらの分散液を超音波分散器を用いてペースト状とした。このペーストをガス拡散層
となるカーボンペーパー上にスクリーン印刷法で塗布した後、加熱乾燥して固体高分子型
燃料電池用電極を作製した。
【０１０４】
このようにして作製した二種類の電極の細孔分布をガス吸着法によって測定したところ
、主に数ｎｍ〜数十ｎｍ範囲に細孔が分布していた。また、電極の比表面積は、Ｄｅｎｋ
ａ

Ｂｌａｃｋを用いた場合には７０ｍ２／ｇ程度であったが、単層カーボンナノホーン
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集合体を用いた場合には１００〜１５００ｍ２／ｇ程度の大きな値が得られた。この結果
より、本発明による単層カーボンナノホーン集合体を用いた固体高分子型燃料電池用電極
は、比表面積が大きいため触媒物質がより多く担持することができるとともに、主に球状
粒子間に存在する数ｎｍ〜数十ｎｍ範囲の細孔が水素及び酸素の反応ガスのチャネルとし
て有効に機能するため、固体高分子型燃料電池用電極としての性能が非常に高いものであ
ることがわかった。
【０１０５】
（実施例２）
固体高分子電解質は、上記実施例１と同様にして、アルコール溶液としてアルドリッチ
・ケミカル社製の５％ナフィオン溶液を固体高分子電解質量が０．１〜０．４ｍｇ／ｃｍ
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２

となるようにｎ−酢酸ブチルと混合攪拌して高分子電解質のコロイド状分散液を生成し

た。次に、触媒となる白金とグラファイトの二種類のターゲットを有するレーザーアブレ
ーション装置を用いて、単層カーボンナノホーン集合体を作製した。作製に際しては、炭
酸ガスレーザーを白金ターゲットとグラファイトターゲットに、室温、７６０Ｔｏｒｒの
不活性ガス雰囲気中で同時に照射して作製した。作製した単層カーボンナノホーン集合体
の粉末を透過型電子顕微鏡によって観察すると１０ｎｍ程度の白金微粒子が各単層カーボ
ンナノホーンの表面に形成されているのが確認され、触媒担持炭素微粒子を得ることがで
きた。また、各単層カーボンナノホーンはグラファイト構造を有していることが確認され
た。このような方法を用いることによって、上記実施例１のような単層カーボンナノホー
ン集合体への触媒物質の担持プロセスを省略することができる。この単層カーボンナノホ
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ーン集合体の粉末を上記の高分子電解質のコロイド状分散液に添加することにより、これ
らの炭素微粒子の表面にコロイドを吸着させた。これらの分散液を超音波分散器を用いて
ペースト状とした。このペーストをガス拡散層となるカーボンペーパー上にスクリーン印
刷法で塗布した後、加熱乾燥して固体高分子型燃料電池用電極を作製した。
【０１０６】
（実施例３）
固体高分子電解質は、実施例１と同様にして、アルコール溶液としてアルドリッチ・ケ
ミカル社製の５％ナフィオン溶液を固体高分子電解質量が０．１〜０．４ｍｇ／ｃｍ２と
なるようにｎ−酢酸ブチルと混合攪拌して高分子電解質のコロイド状分散液を生成した。
次に、触媒となる白金をグラファイトと混合した単一ターゲットに炭酸ガスレーザーを室
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温、７６０Ｔｏｒｒの不活性ガス雰囲気中で照射して単層カーボンナノホーン集合体の粉
末を作製した。作製した単層カーボンナノホーン集合体の粉末を透過型電子顕微鏡によっ
て観察すると上記実施例２の場合と同様に、１０ｎｍ程度の白金微粒子が各単層カーボン
ナノホーンの表面に形成されているのが確認され、触媒担持炭素微粒子を得ることができ
た。
【０１０７】
次に、この単層カーボンナノホーン集合体を炭素繊維またはカーボンナノファイバーと
混合して真空中で熱処理した。熱処理後の粉末を透過型電子顕微鏡で観察したところ、一
部の単層カーボンナノホーンの先端が炭素繊維またはカーボンナノファイバーに融合させ
ることによって、単層カーボンナノホーン集合体と炭素繊維またはカーボンナノファイバ
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ーが担持された構造となっていた。この単層カーボンナノホーン集合体を炭素繊維または
カーボンナノファイバーに担持した粉末を上記の高分子電解質のコロイド状分散液に添加
することにより、これらの炭素微粒子の表面にコロイドを吸着させた。これらの分散液を
超音波分散器を用いてペースト状とした。このペーストをガス拡散層となるカーボンペー
パー上にスクリーン印刷法で塗布した後、加熱乾燥して固体高分子型燃料電池用電極を作
製した。
【０１０８】
（実施例４）
上記実施例１と同様の方法で単層カーボンナノホーン集合体及びＤｅｎｋａ

Ｂｌａｃ

ｋを炭素微粒子に用いた固体高分子型燃料電池用電極を作製した。この電極をデュポン社
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製固体高分子電解質膜ナフィオン１１５の両面に温度１００〜２００℃、圧力１０〜１０
０ｋｇ／ｃｍ２でホットプレスして電極−電解質接合体を作製した。さらに、これを燃料
電池の単セル測定用装置にセットして単セルを作製した。
【０１０９】
このセルの供給ガスに酸素、水素（２気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
定した。その結果、Ｄｅｎｋａ

Ｂｌａｃｋを炭素粒子に用いた場合には、電流密度７０

２

０ｍＡ／ｃｍ

における電池電圧は６２０ｍＶ程度であったが、単層カーボンナノホーン

集合体を炭素粒子に用いることにより７００ｍＶを超える高い出力電圧が得られた。この
ように高い電流密度領域でも高い出力電力が得られたのは、反応ガスの供給が十分に得ら
れているためであり、単層カーボンナノホーン集合体を用いた電極がガスチャネルとして

10

機能する細孔を十分に有していることを示している。
【０１１０】
なお、本発明の実施例では固体高分子電解質としてアルドリッチ・ケミカル社製のナフ
ィオン溶液を用いたが、水素イオン交換基を持つ固体高分子電解質であれば上記実施例に
限定されるものではなく、分子構造の異なる高分子、例えばパーフルオロビニルエーテル
類及び側鎖分子長の異なる高分子やスチレンとビニルベンゼンとの共重合体からなる高分
子等を用いても同様の効果が得られた。
【０１１１】
また、本実施例では電解質に固体高分子型電解質膜を用いた水素−酸素燃料電池を取り
上げたが、メタノール、天然ガス、ナフサなどを燃料とする改質水素を用いた燃料電池や
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メタノールなどを直接用いた燃料電池、又は、酸化剤として空気を用いた燃料電池に適用
することも可能である。
【０１１２】
（実施例５）
固体高分子電解質は、上記実施例１と同様にして、アルコール溶液としてアルドリッチ
・ケミカル社製の５％ナフィオン溶液を固体高分子電解質量が０．１〜０．４ｍｇ／ｃｍ
２

となるようにｎ−酢酸ブチルと混合攪拌して高分子電解質のコロイド状分散液を生成し

た。次に、触媒となる白金をグラファイトと混合した単一ターゲットに炭酸ガスレーザー
を室温、７６０Ｔｏｒｒの不活性ガス雰囲気中で照射したところ、複層のカーボンナノホ
ーンが集合したカーボンナノホーン集合体が形成された。そのカーボンナノホーン集合体
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を上記実施例１と同様に固体高分子型燃料電池用電極を作製した。さらに、これを燃料電
池の単セル測定用装置にセットして単セルを作製した。
【０１１３】
このセルの供給ガスに酸素、水素（２気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
定した。その結果、７００ｍＶを超える高い出力電圧が得られた。このように高い電流密
度領域でも高い出力電力が得られたのは、反応ガスの供給が十分に得られているためであ
り、本実施例のカーボンナノホーン集合体を用いた電極がガスチャネルとして機能する細
孔を十分に有していることを示している。
【０１１４】
（実施例６）
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カーボンナノホーン集合体は、室温、７６０Ｔｏｒｒの不活性ガス雰囲気中で、グラフ
ァイトのターゲットにＣＯ２レーザーを照射するレーザーアブレーション法によって作製
した。また、カーボンナノチューブはレーザーアブレーション法によって触媒を用いて１
０００℃以上の高温で作製した。透過型電子顕微鏡によってカーボンナノチューブの構造
を観察したところ、カーボンナノチューブの各チューブの外径は３０ｎｍ以下で、これら
が２０本程度以下の束になっており、また、チューブの長さは１〜１０ｕｍ程度であった
。カーボンナノホーン集合体にカーボンナノチューブを重量比で１、１０、５０％加え、
ボールミルで十分に混合することによって、カーボンナノホーン集合体とカーボンナノチ
ューブの混合物を作製した。また、カーボンナノホーン集合体のみ、および、カーボンナ
ノチューブのみからなる炭素粉末も作製した。次に、触媒となる白金を３％含有するジニ

50

(25)

JP 4195299 B2 2008.12.10

トロジアミン白金硝酸溶液５００ｇにこれら５種類の炭素粉末１０ｇを混合させて攪拌後
、還元剤として９８％エタノール６０ｍｌを添加した。この溶液を沸点の約９５℃で８時
間攪拌混合し、触媒物質となる白金微粒子を炭素粒子表面に担持させた。そして、この溶
液をろ過、乾燥して触媒担持炭素粒子を得た。白金の担持量は炭素微粒子の重量に対し５
０％程度であった。
【０１１５】
固体高分子電解質は、アルコール溶液としてアルドリッチ・ケミカル社製の５％ナフィ
オン溶液を固体高分子電解質量が０．１〜０．４ｍｇ／ｃｍ２となるようにｎ−酢酸ブチ
ルと混合攪拌して高分子電解質のコロイド状分散液を生成した。次に、この触媒担持した
５種類の炭素微粒子をそれぞれ上記の高分子電解質のコロイド状分散液に添加することに
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より、これらの炭素微粒子の表面にコロイドを吸着させた。これらの分散液を超音波分散
器によってペースト状にした。このペーストをガス拡散層となるカーボンペーパー上にス
クリーン印刷法で塗布した後、加熱乾燥して固体高分子型燃料電池用電極を作製した。
【０１１６】
このようにして作製した５種類の電極の細孔分布をガス吸着法によって測定したところ
、主に数ｎｍ〜数十ｎｍ範囲に細孔が分布しており、サンプル間で大きな相違は見られな
かった。また、透過型電子顕微鏡によって触媒担持炭素粉末の構造を観察したところ、カ
ーボンナノホーン集合体のみの場合、および、カーボンナノホーン集合体にカーボンナノ
チューブを重量比で１、１０、５０％加えた混合物の場合には、直径２ｎｍ程度の非常に
小さな白金触媒がカーボンナノホーン集合体の表面に均質に分散していた。しかし、カー
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ボンナノチューブのみからなる炭素粉末の場合には、白金触媒の分散性が悪く、不均一に
担持されていた。
【０１１７】
なお、第３図に示すような固体高分子電解質複合電極２１の場合においては、カーボン
ナノホーン集合体２３にカーボンナノチューブ２５を混合させた３種類の粉末ではカーボ
ンナノチューブ２５がカーボンナノホーンの周りに絡み付いた複雑な構造になっているの
が観察された。なお、上記５種類の炭素粒子の集合体の電気抵抗を測定すると、カーボン
ナノホーン集合体２３のみからなる場合は、電気抵抗率が数Ωｃｍ程度なのに対して、カ
ーボンナノチューブを１、１０、５０％混合した粉末、及び、カーボンナノチューブ２５
のみからなる粉末の場合は０．５Ωｃｍ以下と低い値が得られた。このように、カーボン
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ナノチューブ２５を混合させて固体高分子型燃料電池用電極を形成することにより、電極
の抵抗損失も低減させることができた。
【０１１８】
（実施例７）
上記実施例６と同様の方法でカーボンナノホーン集合体のみの粉末、カーボンナノホー
ン集合体にカーボンナノチューブを１、１０、５０％混合させた粉末、及び、カーボンナ
ノチューブのみの粉末の５種類を炭素粒子に用いた固体高分子型燃料電池用電極を作製し
た。この電極をデュポン社製固体高分子電解質膜ナフィオン１１２の両面に温度１００〜
１８０℃、圧力１０〜１００ｋｇ／ｃｍ２でホットプレスして電極−電解質接合体を作製
した。さらに、これを燃料電池の単セル測定用装置にセットして単セルを作製した。
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【０１１９】
このセルの供給ガスに酸素、水素（１気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
定した。その結果、カーボンナノホーン集合体のみを用いた場合には、電流密度６００ｍ
Ａ／ｃｍ２における電池電圧は６００ｍＶ程度であった。カーボンナノホーン集合体にカ
ーボンナノチューブを１、１０、５０％混合させることによって、上記の値は６２０ｍＶ
、６５０ｍＶ、６５０ｍＶとカーボンナノホーン集合体のみの場合よりも高い出力電圧が
得られた。しかし、カーボンナノチューブのみの場合は５００ｍＶと出力電圧が低下した
。このようにカーボンナノホーン集合体にカーボンナノチューブを混合させることによっ
て高い出力電力が得られたのは、本発明の構成をとることにより、カーボンナノホーン集
合体表面に均質に白金触媒を担持させながら、かつ、触媒電極の電気抵抗を低減させて燃
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料電池セルの抵抗損失を小さくすることができたためである。一方、カーボンナノチュー
ブのみを触媒電極に用いた場合には、白金触媒の分散性が低下したために、出力電圧は低
下した。
【０１２０】
（実施例８）
カーボンナノホーン１ｇと電気化学株式会社製アセチレンブラック粒状品１ｇをボール
ミルで混合しカーボン紛体とした。塩化白金酸１ｇを１００ｍｌの水に溶解し、液温を５
０℃に保持したまま亜硫酸水素ナトリウム２ｇを加え還元した後、１規定水酸化ナトリウ
ム溶液でｐｈを５に調整した。得られた溶液を３５０ｍｌの水で希釈し、カーボン粉体を
加え、ホモジナイザを用いて３０分間撹拌した。３０％の過酸化水素水１００ｍｌを１０
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ｍｌ／ｍｉｎで加え、液中の白金化合物を酸化白金コロイドへ変化させ、同時にカーボン
粉体へ吸着させた。液温を７５℃に保持しつつ、溶液のｐＨを５調整し、１２時間撹拌を
行った。溶液を１０分間沸騰させ、自然冷却後、遠心分離と水洗で不要塩類を除去し、７
０℃で１２間保持、乾燥させ、酸化白金の吸着したカーボン粉体を得た。常温水素を用い
て酸化白金を還元し、カーボン粉末上に白金粒子を析出させた。触媒担持カーボン粉末１
ｇとデュポン社製ナフィオン５％溶液１８ｍｌを混合して作製したペーストをＰＴＦＥで
撥水処理を行った１ｃｍ２東レ製カーボンシート上に塗布し、１２０℃で乾燥後、デュポ
ン社製ナフィオン１１７の両面に１５０℃、２０ｋｇ／ｃｍ２の条件で熱圧着し、燃料電
池セルとした。得られた燃料電池セルの特性を水素ガスおよび酸素ガスを燃料として５５
℃で測定したところ、電流密度６００ｍＡ／ｃｍ２時の電池電圧は６５０ｍＶであった。
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アセチレンブラック単体およびカーボンナノホーン単体で同様に燃料電池セルを構成した
場合は、それぞれ５６０ｍＶと６００ｍＶであり、カーボンナノホーンとアセチレンブラ
ックを混合し触媒を担持した場合に電池特性が向上する事が確認された。
【０１２１】
また、アセチレンブラックのかわりに炭素繊維を用いた場合にも同様の結果が得られた
。
【０１２２】
（実施例９）
上記実施例８と同様の方法で白金触媒を担持したカーボンナノホーン８００ｍｇと同様
に白金を担持したケッチェンブラック２００ｍｇをボールミルで混合し、５％ナフィオン
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溶液１８ｍｌで混錬しペーストとした。カーボンシート上に塗布乾燥後、ナフィオン１１
７に熱圧着して燃料電池セルとした。このセルを５５℃で電流密度６００ｍＡ／ｃｍ２時
の電池電圧は６３０ｍＶであり、ケッチェンブラックのみで燃料電池を構成した場合の電
池電圧は５３０ｍＶであった。予め触媒を担持したカーボンナノホーンとケッチェンブラ
ックを混合することで、電池特性が向上する事が確認された。
【０１２３】
上記実施例１で作製したカーボンナノホーン集合体と各カーボン粉末を５０％の割合で
混合後に白金を担持したカーボン粉体を用いて作製した燃料電池セルの水素ガスと酸素ガ
スを燃料とした２５℃での電流密度６００ｍＡ／ｃｍ２時の電池電圧の測定結果を表１に
示す。
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【０１２４】
【表１】

【０１２５】
白金触媒を担持したカーボンナノホーンと各カーボン粉末を混合し、燃料電池を作製し
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た燃料電池セルの水素ガスと酸素ガスを燃料とした５５℃での電流密度６００ｍＡ／ｃｍ
２

時の電池電圧の測定結果を表２に示す。

【０１２６】
【表２】

10
【０１２７】
以上の説明のようにカーボンナノホーンと各種カーボン粉末を混合し、燃料電池セルを
構成するとカーボン粉末単体やカーボンナノホーン単体で燃料電池を構成する場合よりも
電池特性が向上する事が確認された。
【０１２８】
（実施例１０）
燃料電池電極に用いるカーボンナノホーンを酸素中で４２０℃１０分間処理すると表の
ようにＢＥＴ比表面積が増大することが確認された。電子顕微鏡観察では、このカーボン
ナノホーンの粒子表面上にはアセチレンブラックなどの通常のカーボンと比較して効率よ
く触媒金属が担持されていることが確認された。実際に水素−酸素を燃料（１気圧、８０
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２

℃）とするセルで電池特性を測定した結果、電流密度６００ｍＡ／ｃｍ

での電池電圧が

向上していることが確認された。
【０１２９】
（実施例１１）
下記表３に示すように、上記実施例１０と同様にカーボンナノホーンを酸素中で５００
℃１０分間処理するとＢＥＴ比表面積が増大し、電流密度６００ｍＡ／ｃｍ２での電池電
圧が向上することが確認された。
【０１３０】
【表３】
30

【０１３１】
（実施例１２）
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燃料電池電極に用いるカーボンナノホーンを濃度７０％の硝酸溶液中に入れて室温で攪
拌し、その後１３０℃で５時間還流し、水酸化ナトリウム水溶液を用いて中和した。数回
の洗浄により親水性のカーボンナノホーンが得られる。このカーボンナノホーンは触媒と
なる白金−ルテニウム塩を含んだ溶液中で均一に良く分散し、担持触媒を還元した電極構
造においても触媒微粒子が細かく均一に分散していることが電子顕微鏡観察により確認さ
れた。またこの酸処理カーボンナノホーン電極を用いた直接メタノール型燃料電池の出力
は従来材料であるアセチレンブラックと比較すると電流密度２００ｍＡ／ｃｍ２での電池
電圧が向上することが確認された。
【０１３２】
（実施例１３）
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上記実施例１２と同様にカーボンナノホーンを濃度７０％の硫酸溶液中に入れて処理す
ることでも親水性のカーボンナノホーンが得られる。この親水性カーボンナノホーンに白
金−ルテニウム触媒を担持した電極を作り直接メタノール型燃料電池の出力を測定した結
果、下記表４に示すように、やはり従来材料であるアセチレンブラックによる電極の燃料
電池の電流密度２００ｍＡ／ｃｍ２での電池電圧が向上することが確認された。
【０１３３】
【表４】
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【０１３４】
（実施例１４）
燃料電池電極に用いるカーボンナノホーンを真空中で１２００℃１時間熱処理を行なう
と、カーボンナノホーンの微粒子が凝集して２次構造を作ることが電子顕微鏡で確認され
た。この熱処理されたカーボンナノホーンはカーボンナノホーン間の粒子接触が良くなり
、電気抵抗が小さくなっていることも確認された。この熱処理したカーボンナノホーンを
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用いて、通常の溶液法により触媒金属を担持して燃料電池用の電極をつくると、下記表５
に示すように、電極での抵抗が小さく、直接メタノール型燃料電池の電流密度２００ｍＡ
／ｃｍ２での電池電圧が向上することが確認された。
【０１３５】
【表５】
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【０１３６】
（実施例１５）
カーボンナノホーン１ｇを水２００ｍｌに加え、超音波ホモジナイザ（ＢＲＡＮＳＯＮ
社製ＳＯＮＩＦＩＥＲ４５０）を用いて４００Ｗの出力で１時間超音波処理を行い、カー
ボンナノホーンを水に分散させた。カーボンナノホーン分散液に塩化白金酸１ｇと亜硫酸
水素ナトリウム２ｇを加え、液温を５０℃に保持したまま、１時間撹拌した。得られた溶
液に１規定の水酸化ナトリウム水溶液を加え、ｐＨ５に調整した後、水３００ｍｌを加え
希釈した。この溶液に３０％過酸化水素水５０ｍｌを加え、溶液内の白金化合物を酸化白
金にし、１規定の水酸化ナトリウム水溶液でｐＨを５に調整しカーボンナノホーンに吸着
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させた。得られた溶液を濾過し、水で洗浄し不要な塩化ナトリウムや硫化ナトリウム成分
を取り除いた。７０℃で乾燥後、酸化白金の付着したカーボンナノホーン粉体を水素で還
元し、カーボンナノホーン上に白金粒子を担持させた。得られた粉体１ｇにデュポン社製
５％ナフィオン溶液１８ｍｌを加え混練した後、カーボンシート上に塗布後、１２０℃で
１０分間乾燥し、乾燥後重量２ｍｇ／ｃｍ２を付着させた。これを高分子電解質膜ナフィ
オン１１７の両面に熱圧着し、燃料電池セルとした。この燃料電池セルを水素ガスと酸素
ガスを燃料として、５５℃の温度下で電池特性を測定したところ、電流密度６００ｍＡ／
ｃｍ２時の電池電圧が６００ｍＶであり、超音波処理をしない場合の電池電圧５７０ｍＶ
よりも高い電池特性を得た。
【０１３７】
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（実施例１６）
アセチレンブラック１ｇを水２００ｍｌに加え、超音波ホモジナイザ（ＢＲＡＮＳＯＮ
社製ＳＯＮＩＦＩＥＲ４５０）を用いて４００Ｗの出力で１時間超音波処理を行い、アセ
チレンブラックを水に分散させた。アセチレンブラック分散液に塩化白金酸１ｇと亜硫酸
水素ナトリウム２ｇを加え、液温を５０℃に保持したまま、１時間撹拌した。得られた溶
液に１規定の水酸化ナトリウム水溶液を加え、ｐＨ５に調整した後、水３００ｍｌを加え
希釈した。この溶液に３０％過酸化水素水５０ｍｌを加え、溶液内の白金化合物を酸化白
金にし、１規定の水酸化ナトリウム水溶液でｐＨを５に調整しアセチレンブラックに吸着
させた。得られた溶液を濾過し、水で洗浄し不要な塩化ナトリウムや硫化ナトリウム成分
を取り除いた。７０℃で乾燥後、酸化白金の付着したアセチレンブラック粉体を常温の水
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素で還元し、アセチレンブラック上に白金粒子を担持させた。得られた粉体１ｇにデュポ
ン社製５％ナフィオン溶液１８ｍｌを加え混練した後、カーボンシート上に塗布後、１２
０℃で１０分間乾燥し、乾燥後重量２ｍｇ／ｃｍ２を付着させた。これを高分子電解質膜
ナフィオン１１７の両面に熱圧着し、燃料電池セルとした。この燃料電池セルを水素ガス
と酸素ガスを燃料として、５５℃の温度下で電池特性を測定したところ、電流密度６００
ｍＡ／ｃｍ２時の電池電圧が５００ｍＶであり、超音波処理をしない場合の電池電圧５７
０ｍＶよりも高い電池特性を得た。
【０１３８】
このように、本発明の特徴である、触媒担持前に超音波ホモジナイザ等を用いてカーボ
ン粉体を粉砕することにより、カーボン表面に欠陥、または欠落部が生じる事と凝集して
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いるカーボン粉体が分散する。カーボン表面の欠陥、または欠落部は、触媒を欠陥部また
は欠落部に引っかけ触媒が大きく成長しないため、触媒の比表面積を大きくする事が可能
である。凝集しているカーボンを分散する利点は、触媒の原料となる溶液が、カーボンが
凝集している場合には、入り込めない部位にも浸透し、触媒を担持する事が可能であるた
め、触媒の担持量を増やせることと、均一に触媒を担持できることである。この触媒の量
を増やせることと、触媒の比表面積を上げる事により、電池特性を向上させる事ができる
。
【０１３９】
（実施例１７）
カーボンナノホーン集合体は、室温で、Ｈｅ３００Ｔｏｒｒ以上、Ｎ２３００Ｔｏｒｒ
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以上の雰囲気で、グラファイトのターゲットにＣＯ２レーザーを照射するレーザーアブレ
ーション法によって作製した。生成されたカーボンナノホーン集合体を電子顕微鏡で観察
したところ、カーボンナノホーンの先端が円錐形状ではなく、円錐の頂点が丸まった形状
をしていることが観察された。
【０１４０】
このカーボンナノホーン集合体を上記実施例２と同様の方法で固体高分子型燃料電池用
電極を作製した。さらに、これを燃料電池の単セル測定用装置にセットして単セルを作製
した。
【０１４１】
このセルの供給ガスに酸素、水素（２気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
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定したところ、７００ｍＶを超える高い出力電圧が得られた。
【０１４２】
（実施例１８）
カーボンナノホーン集合体は、室温で、Ａｒ１５０Ｔｏｒｒ〜７００Ｔｏｒｒの雰囲気
で、グラファイトのターゲットにＣＯ２レーザーを照射するレーザーアブレーション法に
よって作製した。生成されたカーボンナノホーン集合体を電子顕微鏡で観察したところ、
カーボンナノホーンの先端が円錐形状ではなく、円錐の頂点が丸まった形状をしているこ
とが観察された。このカーボンナノホーン集合体を上記実施例１７と同様の方法で固体高
分子型燃料電池用電極を作製した。
【０１４３】
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さらに、これを燃料電池の単セル測定用装置にセットして単セルを作製した。
【０１４４】
このセルの供給ガスに酸素、水素（２気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
定したところ、７００ｍＶを超える高い出力電圧が得られた。
【０１４５】
（実施例１９）
触媒となる白金をグラファイトと混合した単一ターゲットに炭酸ガスレーザーを室温、
７６０Ｔｏｒｒの不活性ガス雰囲気中で照射してカーボンナノホーン集合体の粉末を作製
した。このカーボンナノホーン集合体を酸素中で４２０℃１０分間処理すると、比表面積
が増大し、細孔を有していることが確認された。このカーボンナノホーン集合体と、フェ
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ロセンをガラスアンプルに入れ、真空減圧下、１５０〜２５０℃で約３０時間保持した。
その後透過型電子顕微鏡で観察したところ、カーボンナノホーンにフェロセンが混入され
ていることが観察できた。
【０１４６】
このカーボンナノホーン集合体を上記実施例１８と同様の方法で固体高分子型燃料電池
用電極を作製した。さらに、これを燃料電池の単セル測定用装置にセットして単セルを作
製した。
【０１４７】
このセルの供給ガスに酸素、水素（２気圧、８０℃）を用いてセルの電流電圧特性を測
定したところ、７００ｍＶを超える高い出力電圧が得られた。
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【０１４８】
なお、本発明は上記各実施例に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実
施例は適宜変更され得ることは明らかである。
【０１４９】
以上説明したように、本発明によれば、特異な構造を有するカーボンナノホーン集合体
を燃料電池用電極の炭素物質に用いることにより、触媒利用効率が高く、かつ、反応ガス
の供給能の高い電極を有する燃料電池用電極及びそれを用いた燃料電池を提供することが
できる。
【０１５０】
また、本発明によれば、特異な構造を持つ炭素分子が集合した集合体を燃料電池用電極
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の炭素物質に用いることにより、優れた燃料電池特性を得ることができる。
【０１５１】
【産業上の利用可能性】
以上の説明の通り、本発明による燃料電池用電極及びそれを用いた燃料電池は、電気自
動車等の電力供給源もしくはエネルギー源として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１５２】
【図１】

第１図は本発明の単層カーボンナノホーン集合体を固体高分子電解質−触媒複

合電極に用いた状態の一例を示す概念図である。
【図２】

第２図は本発明の単層カーボンナノホーン集合体を固体高分子電解質−触媒複

合電極に用いた固体高分子型燃料電池の電極−電解質接合体の基本構造の一例を示す図で
ある。
【図３】

第３図は本発明のカーボンナノホーン集合体を燃料電池用電極に用いた状態の

一例を示す概念図である。
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【図１】

【図３】

【図２】
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