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(57)【要約】
【課題】白金触媒の代替触媒として有用な、新規な有機
化合物触媒体とその簡便な製造方法を提供することを目
的とする。
【解決手段】有機原料化合物として、炭素、水素および
酸素以外の異種元素を含み、少なくとも一部に環構造を
有する環式化合物を用意すること、導電性炭素材料を用
意すること、有機原料化合物を含む液中でプラズマを発
生させることにより炭素系触媒を合成すること、炭素系
触媒と導電性炭素材料とを接触させて有機化合物触媒体
を得ること、を含む、有機化合物触媒体の製造方法とす
る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機原料化合物として、炭素、水素および酸素以外の異種元素を含み、少なくとも一部
に環構造を有する環式化合物を用意すること、
導電性炭素材料を用意すること、
前記有機原料化合物を含む液中でプラズマを発生させることにより炭素系触媒を合成す
ること、
前記炭素系触媒と前記導電性炭素材料とを接触させて有機化合物触媒体を得ること、
を含む、有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項２】
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前記環式化合物は、前記環構造の骨格に前記異種元素を含む複素環式化合物である、請
求項１に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項３】
前記有機化合物触媒体は、前記炭素系触媒と前記導電性炭素材料とを混合することで得
る、請求項１または２に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項４】
前記環式化合物は、少なくとも一部に５員環と６員環とが縮合した化学構造を有する、
請求項１〜３のいずれか１項に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項５】
前記環式化合物は、少なくともインドールまたはその誘導体を含む、請求項４に記載の
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有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項６】
前記有機化合物触媒体は、前記有機原料化合物と前記導電性炭素材料とを含む液中でプ
ラズマを発生させることにより、前記導電性炭素材料の表面に前記炭素系触媒を付着させ
ることで得る、請求項１または２に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項７】
前記環式化合物は、６員環を１つ有する単環化合物である、請求項６に記載の有機化合
物触媒体の製造方法。
【請求項８】
前記環式化合物は、少なくともピリジンまたはその誘導体を含む、請求項７に記載の有
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機化合物触媒体の製造方法。
【請求項９】
前記有機原料化合物を含む前記液は、常温で液体の芳香族化合物である、請求項１〜８
のいずれか１項に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項１０】
前記導電性炭素材料は、カーボンナノチューブ、カーボンブラックおよびグラフェンか
らなる群から選択される少なくとも１種である、請求項１〜９のいずれか１項に記載の有
機化合物触媒体の製造方法。
【請求項１１】
前記有機化合物触媒体は、前記炭素系触媒と前記導電性炭素材料との合計を１００質量
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％としたとき、前記炭素系触媒を３０質量％以上１００質量％未満の割合で含む、請求項
１〜１０のいずれか１項に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項１２】
前記プラズマは、前記液中に一対の線状電極を配置し、前記電極間にパルス幅が０．１
μｓ〜５μｓで、周波数が１０３〜１０５Ｈｚの直流パルス電圧を印加することで発生さ
せる、請求項１〜１１のいずれか１項に記載の有機化合物触媒体の製造方法。
【請求項１３】
炭素系触媒と導電性炭素材料とを含み、
前記炭素系触媒は、
炭素、水素および酸素以外の異種元素を含み、少なくとも一部に環構造を有する環式
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化合物を有機原料化合物とし、
前記有機原料化合物を含む液中でプラズマを発生させることにより合成されている、有
機化合物触媒体。
【請求項１４】
前記環式化合物は、前記環構造の骨格に前記異種元素を含む複素環式化合物である、請
求項１３に記載の有機化合物触媒体。
【請求項１５】
前記炭素系触媒と前記導電性炭素材料とが混合されている、請求項１３または１４に記
載の有機化合物触媒体。
【請求項１６】
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前記環式化合物は、少なくとも一部に５員環と６員環とが縮合した化学構造を有する、
請求項１３〜１５のいずれか１項に記載の有機化合物触媒体。
【請求項１７】
前記環式化合物は、少なくともインドールまたはその誘導体を含む、請求項１６に記載
の有機化合物触媒体。
【請求項１８】
前記導電性炭素材料の表面に前記炭素系触媒が担持されている、請求項１３または１４
に記載の有機化合物触媒体。
【請求項１９】
前記環式化合物は、６員環を１つ有する単環化合物である、請求項１８に記載の有機化
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合物触媒体。
【請求項２０】
前記環式化合物は、少なくともピリジンまたはその誘導体を含む、請求項１９に記載の
有機化合物触媒体。
【請求項２１】
前記炭素系触媒と前記導電性炭素材料との合計を１００質量％としたとき、前記炭素系
触媒を３０質量％以上１００質量％未満の割合で含む、請求項１３〜２０のいずれか１項
に記載の有機化合物触媒体。
【請求項２２】
請求項１〜１２のいずれか１項に記載の製造方法により製造された有機化合物触媒体を
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備える、固体高分子形燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機化合物触媒体とその製造方法に関する。より詳細には、酸素還元反応（
ＯＲＲ）活性を示す有機化合物触媒体とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
燃料電池は、高いエネルギー変換効率に加えて、排ガスがクリーンであることから、環
境負荷の少ない新しい電源として注目を集めている。この燃料電池は、使われる電解質の
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種類によって様々な方式に分類され、なかでもプロトン導電性の固体高分子電解質膜を使
用する固体高分子形燃料電池（Polymer Electrolyte Fuel Cell：ＰＥＦＣ、以下、単に
「ＰＥＦＣ」と記す。）は、小型軽量化が可能で、１００℃以下という低い温度で動作す
ること等から、電気自動車や携帯機器等用の電源あるいは電気と熱を併給（コジェネレー
ション）する家庭用据え置き用電源等として実用化が進められている。
【０００３】
ＰＥＦＣは、一般的にアノードと、カソードと、アノードとカソードとの間に配される
高分子電解質膜とを含む、膜−電極接合体によって構成されている。そしてＰＥＦＣのア
ノードには、主として燃料として用いられる水素を酸化する水素酸化反応（Hydrogen Oxi
dation Reaction：ＨＯＲ）を促進させる触媒が備えられ、カソードには、酸化剤を還元
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する酸素還元反応（Oxygen Reduction Reaction：ＯＲＲ）を促進させる触媒が備えられ
ている。ここで、反応速度の遅いカソードには、高いＯＲＲ活性を示す白金触媒が広く一
般に使用されているが、白金触媒は価格が高いことや、ＰＥＦＣに使用した場合の耐久性
が低いこと等から、白金触媒に代わる新たな触媒が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４−１００６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
白金代替触媒の一つとして、異種元素含有カーボン触媒等に代表されるカーボン系触媒
が注目を集め、その開発が進められている。カーボン材料（炭素質材料）については、異
なる混成軌道を有する炭素は異なる成分系であるとみなした場合に、カーボン材料自体が
カーボン原子の集合体を主体とした多成分系からなると考えることができ、それらの構成
単位間に物理的・化学的な相互作用を見出すことができる。中でも、カーボン材料の結晶
格子点に異種原子を置換した異種元素含有カーボン材料については、ＯＲＲ活性が発現さ
れ得ることが知られており、異種元素含有カーボン触媒等と呼ばれている。
【０００６】
この異種元素含有カーボン触媒は、典型的には、ポリマーやカーボンナノチューブ等の
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炭素質材料に異種元素を含む化合物を導入して重合体または複合体等とした後、４００℃
〜１５００℃程度の加熱処理を施し炭化させることで製造されている。しかしながら、こ
のような製造方法では、導入した異種元素が熱処理により脱離してしまうなどの問題があ
った。したがって、潜在的に、異種元素含有カーボン触媒のより簡便な触媒の製造方法が
求められている。また、触媒の使用量をより低減して、高い触媒活性を得ることが求めら
れている。
【０００７】
本発明は上記課題に鑑みて創出されたものであり、白金触媒の代替触媒として有用な、
新規な有機化合物触媒体とその簡便な製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
この出願は、上記の課題を解決するものとして、有機化合物触媒体の製造方法を提供す
る。この製造方法は、有機原料化合物として、炭素、水素および酸素以外の異種元素を含
み、少なくとも一部に環構造を有する環式化合物を用意すること、導電性炭素材料を用意
すること、上記有機原料化合物を含む液中でプラズマを発生させることにより炭素系触媒
を合成すること、上記炭素系触媒と上記導電性炭素材料とを接触させて有機化合物触媒体
を得ること、を含むことを特徴としている。
【０００９】
本発明者らは、異種元素を含む有機原料化合物を原料とし、かかる有機原料化合物を含
む液中でプラズマを発生させることにより炭素系触媒を合成する手法を既に提案している
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（例えば、特許文献１参照）。かかる炭素系触媒の化学構造の詳細は明確ではないが、酸
化還元（ＯＲＲ）反応に対する触媒作用を示すことが確認されている。本発明者らがこの
炭素系触媒の実際的な応用について鋭意研究を重ねてきた結果、上記炭素系触媒を導電性
炭素材料と接触させるという簡便な手法により、これまでに知られていない特異な触媒活
性挙動が発現されることが見いだされた。ここに開示される技術は、かかる知見に基づき
完成されたものであり、炭素系触媒と導電性炭素材料との欠点を互いに補いつつ両者の利
点を協奏的に活かして、これまでにない新規な有機化合物触媒体を提供するものである。
またこれにより、炭素系触媒の触媒機能を十分に引き出し、その使用量の削減を可能とす
る。
【００１０】
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ここに開示される製造方法の好ましい一態様において、上記有機化合物触媒体は、上記
炭素系触媒と上記導電性炭素材料とを混合することで得ることを特徴としている。ここで
、上記環式化合物は、少なくとも一部に５員環と６員環とが縮合した化学構造を有するこ
とが好ましい。上記環式化合物は、例えば、少なくともインドールまたはその誘導体を含
むことが好ましい。
液中プラズマにより合成された炭素系触媒は、電子伝導性に優れた導電性炭素材料と接
触させることで、当該炭素系触媒が本来有していた触媒活性が如何なく発揮され得る。こ
のような構成により、例えばＰＥＦＣ等の電極用触媒として好適な有機化合物触媒体を簡
便に提供することができる。
【００１１】
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ここに開示される製造方法の好ましい一態様において、上記有機化合物触媒体は、上記
有機原料化合物と上記導電性炭素材料とを含む液中でプラズマ（単に、液中プラズマとい
う場合がある。）を発生させることにより、上記導電性炭素材料の表面に上記炭素系触媒
を付着させることで得ることを特徴としている。ここで上記環式化合物は、６員環を１つ
有する単環化合物であることが好ましい。上記環式化合物は、例えば、少なくともピリジ
ンまたはその誘導体を含むことが好ましい。
液中プラズマにより合成された炭素系触媒の中には、単独では触媒活性が十分に発現さ
れ難い構造のものも存在し得る。また、一次粒子が凝集し易く、その反応表面が有効に活
用されない場合もあり得る。このような炭素系触媒については、当該炭素系触媒の合成と
同時に、担体として機能し得る導電性炭素材料に好適な分散状態で担持させることが好ま
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しい。これにより、特別な手間をかけることなく、例えば単独の炭素系触媒よりも高活性
な有機化合物触媒体を実現することができる。
【００１２】
ここに開示される製造方法の好ましい一態様において、上記有機原料化合物を含む上記
液は、常温で液体の芳香族化合物であることを特徴としている。このような構成により、
例えば、原料化合物と芳香族化合物とからなるより触媒活性に優れた有機化合物触媒体を
製造することができる。
【００１３】
ここに開示される製造方法の好ましい一態様において、上記導電性炭素材料は、カーボ
ンナノチューブ、カーボンブラックおよびグラフェンからなる群から選択される少なくと
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も１種であることを特徴としている。このような構成により、炭素系触媒により変換され
た電気エネルギーをより低損失で取り出すことができる。
【００１４】
ここに開示される製造方法の好ましい一態様において、上記有機化合物触媒体は、上記
炭素系触媒と上記導電性炭素材料との合計を１００質量％としたとき、上記炭素系触媒を
３０質量％以上１００質量％未満の割合で含むことを特徴としている。かかる構成により
、例えば、炭素系触媒の単体よりも還元反応において高い電流密度が得られる有機化合物
触媒体を製造することができる。
【００１５】
ここに開示される有機化合物触媒体の製造方法の好ましい一態様において、上記プラズ
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マは、上記液中に一対の線状電極を配置し、上記電極間にパルス幅が０．１μｓ〜５μｓ
で、周波数が１０３〜１０５Ｈｚの直流パルス電圧を印加することで発生させることを特
徴としている。かかる構成によると、線状電極間に生じるジュール熱によって液中に発生
する気泡の大部分を水面に向かって浮上させることなく、液中に安定した状態で維持する
ことができ、この気泡中に安定した状態でプラズマを発生させることが可能となる。これ
により、より効率よく安定した状態で炭素系触媒を合成することができる。
【００１６】
以上のここに開示される技術によると、炭素系触媒と導電性炭素材料とを含む有機化合
物触媒体が提供される。この有機化合物触媒体は、例えば原料有機化合物を含む液中での
プラズマ発生により合成された炭素系触媒と、導電性炭素材料とを、炭素系触媒の製造後
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に導電性炭素材料と混合したり、炭素系触媒の製造と同時に導電性炭素材料に担持させた
りして、互いが接触するように調製されている。かかる構成により、この有機化合物触媒
体は、炭素系触媒が単独では十分に具備し得なかった電子伝導性が導電性炭素材料により
付与されるとともに、かかる良好な電子伝導性を備える材料の接触により炭素系触媒が単
独ではこれまで発現し得なかった触媒活性が如何なく発揮されると考えられる。これによ
り、少ない炭素系触媒の使用で、より高い触媒活性を示し得る有機化合物触媒体が実現さ
れる。
【００１７】
この有機化合物触媒体は、ＯＲＲ反応に対する活性を示し得る。したがって、かかる有
機化合物触媒体は、例えば、固体高分子形燃料電池用のカソード用触媒として好適に用い
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ることができる。かかる観点において、ここに開示される技術は、例えば、上記の有機化
合物触媒体を電極の触媒材料として用いたＰＥＦＣを提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】炭素系触媒の製造に用いる液中プラズマ発生装置の構成の一例を示す模式図であ
る。
【図２】一実施形態に係る有機化合物触媒体のサイクリックボルタモグラムを例示した図
である。
【図３】図２における還元ピークのピーク電流密度と炭素系触媒の配合割合との関係を例
示したグラフである。
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【図４】参考例に係る炭素系触媒のサイクリックボルタモグラムを例示した図である。
【図５】参考例に係る炭素系触媒のサイクリックボルタモグラムを例示した図である。
【図６】他の実施形態に係る有機化合物触媒体のサイクリックボルタモグラムを例示した
図である。
【図７】図６における還元ピークのピーク電流密度と導電性炭素材料の配合量との関係を
例示したグラフである。
【図８】一実施形態に係る有機化合物触媒体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像である。
【図９】他の実施形態に係る有機化合物触媒体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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以下、本発明の有機化合物触媒体の製造方法について説明する。なお、本明細書におい
て特に言及している事項以外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野にお
ける従来技術に基づく当業者の設計事項として把握され得る。本発明は、本明細書および
図面に開示されている内容と当該分野における技術常識とに基づいて実施することができ
る。また、本明細書において、範囲を示す「Ｘ〜Ｙ」との表現は、「Ｘ以上Ｙ以下」を意
味する。
【００２０】
ここに開示される有機化合物触媒体の製造方法は、下記の工程Ｓ１〜Ｓ４を含むことを
特徴としている。
（Ｓ１）有機原料化合物として、炭素、水素および酸素以外の異種元素を含み、少なくと
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も一部に環構造を有する環式化合物を用意すること。
（Ｓ２）導電性炭素材料を用意すること。
（Ｓ３）上記の有機原料化合物を含む液中でプラズマを発生させることにより炭素系触媒
を合成すること。
（Ｓ４）炭素系触媒と導電性炭素材料とを接触させて有機化合物触媒体を得ること。
【００２１】
なお、上記工程Ｓ１とＳ２とは、特に順不同に実施することができる。また、工程Ｓ３
は、工程Ｓ１の後の任意のタイミングで実施することができる。工程Ｓ４は、工程Ｓ２の
後で実施することができる。そして工程Ｓ３とＳ４とは、Ｓ３の後にＳ４を実施しても良
いし、Ｓ３とＳ４とを同時にまたは平行して実施しても良い。以下、各工程について詳し
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く説明するとともに、ここに開示される有機化合物触媒体についても併せて説明を行う。
【００２２】
［Ｓ１：有機原料化合物の用意］
工程Ｓ１において有機原料化合物を用意する。
代表的なカーボン材料であるグラファイトは、炭素原子がｓｐ２結合してなる六員環構
造を有するグラフェンシートが多数積層された構造を有している。そしてこのようなカー
ボン材料は、その結晶構造に特殊な「乱れ」が生じることで、酸化還元（ＯＲＲ）反応に
対する触媒作用を示す炭素系触媒となり得ることが知られている。かかる結晶構造の乱れ
は、例えば、カーボン材料を製造する際に鉄（Ｆｅ）やコバルト（Ｃｏ）等の異種金属を
添加してナノシェル化することや、グラフェン構造における炭素（Ｃ）サイトに窒素（Ｎ
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）やホウ素（Ｂ）等の異種原子を置換してドープカーボンとすること等で、導入すること
ができる。すなわち、カーボン材料に異種元素を適切に導入し、電子軌道および結晶空間
等を制御することで、酸化還元（ＯＲＲ）触媒としての機能を発現させることができる。
そこで、本発明では、有機原料化合物として、上記のグラフェン構造を形成するととも
に、このグラフェン構造に特殊な「乱れ」を誘起し得るよう、化学構造に異種元素と環構
造とを備える有機質の原料化合物を用いるようにしている。
【００２３】
異種元素としては、炭素（Ｃ）、水素（Ｈ）および酸素（Ｏ）以外の異種元素を含み、
少なくとも一部に環構造を有する環式化合物を特に制限なく考慮することができる。例え
ば、グラフェン構造をナノシェル化したり、グラフェン構造にドープ可能で、その結晶構
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造に乱れを生じさせ得るものを特に制限なく採用することができる。かかる異種元素とし
ては、例えば、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）等に代表される遷移金属、ホウ素（Ｂ）や
ケイ素（Ｓｉ）、リン（Ｐ）に代表される半金属、窒素（Ｎ）や硫黄（Ｓ）に代表される
非金属等を考慮することができる。
なお、炭素は原子番号６の元素であり、例えばグラフェンシートにおける炭素サイトに
は、元素周期律表で炭素の両隣りに位置するホウ素（原子番号５）または窒素（原子番号
７）が比較的安定して存在できるとともに、グラフェンの活性化に効果的に寄与し得る。
したがって、より高い触媒活性を示す炭素系触媒を製造するためには、異種元素として、
ホウ素または窒素の何れか、あるいはその両方を含む環式化合物を用いることが好ましい
30

。
【００２４】
また、環構造を有する環式化合物とは、化学構造において構成原子が環状に結合した化
合物の一群を意味する。すなわち、炭素骨格を基本とした環状構造を有する有機化合物を
総称するものである。したがって、この環式化合物には、一つの分子中に一つの環が存在
する単環化合物や、２以上の環が存在する多環化合物であってよく、また、１種類の元素
により環が構成される単素環式化合物や、２種以上の元素により環が構成される複素環式
化合物等の多様な環式化合物であってよい。好ましくは、炭素と異種元素とから環が構成
される複素環式化合物である。かかる炭素骨格を有する有機化合物が炭化されることで、
上記グラフェン構造が構築されると考えられる。
【００２５】
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また、環式化合物は、さらには、共役不飽和環構造を有する芳香族環状化合物（典型的
には、芳香族炭化水素）や、芳香族性を有しない飽和または不飽和の炭素環を１以上含む
脂環式化合物であってよい。好ましくは、不飽和結合を少なくとも一つ有する環状化合物
である。かかる環構造を構成する原子の数には制限はなく、例えば、小員環、中員環また
は大員環を有する化合物であってよい。典型的には、３員環〜１０員環程度の環式化合物
を考慮することができる。
【００２６】
以上の環式化合物は置換基を有していても良い。かかる置換基としては、任意の有機官
能基であってよく、例えば、一例として、炭化水素基、ヒドロキシ基、アルデヒド基、カ
ルボキシル基、カルボニル基、ハロゲノ基、ケイ素含有官能基、硫黄含有官能基、窒素含
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有官能基、リン含有官能基が挙げられる。より好ましくは、例えば、炭素数１〜１０の直
鎖，分岐又は環状のアルキル基，ビニル基，アリール基等に代表される炭化水素基、ヒド
ロキシ基、アルデヒド基、カルボキシル基、カルボニル基、フルオロ基，クロロ基，ブロ
モ基等のハロゲノ基、アルキルシリル基等に代表されるケイ素含有官能基、チオール基、
スルホ基等に代表される硫黄含有官能基、アルデヒド基、ニトロ基等に代表される窒素含
有官能基、ホスホン酸基等に代表されるリン含有官能基が挙げられる。
以上のことからも明らかなように、本発明における有機原料化合物には、異種元素とし
てでなければ、水素および酸素が当然のものとして含まれ得る。
【００２７】
なお、グラフェンシートに類似の化学構造を有する炭素系触媒を好適に製造するために

10

は、５員環または６員環あるいはその両方を化学構造に有する環式化合物を用いるのが好
ましい。ここで開示される炭素系触媒は、有機原料化合物である環式化合物の構造を基本
として、これがいくつか重合された化学構造を有していると考えられる。例えば、環式化
合物をモノマー成分とし、これを重合および炭素化することで炭素系触媒が構成されると
考えることができる。ここで、窒素等の異種元素は、例えば、一例として、グラフェンシ
ートの端部において、６員環のピリジン型の構造や、５員環のピロール型の構造を形成し
つつ存在することができる。したがって、有機原料化合物においても、５員環または６員
環の環構造を有するものであると、異種元素を好適に構造内に導入することができるため
に好ましい。
【００２８】
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より具体的には、例えば、製造される炭素系触媒の化学構造をより詳細に制御するため
に、環式化合物として、例えば、化学構造内に５員環または６員環の環構造を１つ有する
単環化合物を用いるのが好ましい。より好ましくは６員環の環構造を１つ有する化合物で
ある。かかる環式化合物としては、例えば、アニリン、ピリジン、ピラジン、トリアジン
、ピリダジン、ピリミジン、ピコリンまたはこれらの誘導体が例示される。これらの６員
環の単環化合物については良好な炭素系触媒および有機化合物触媒体が得られることを確
認している。また、環構造が炭素のみで構成された環式化合物であるよりは、環構造に炭
素以外の元素を含む複素環式化合物を用いるのが好ましい。この場合の異種元素としては
、窒素，硫黄，ホウ素のいずれかであることが好ましい。かかる複素環式化合物としては
、例えば、ピリジン、トリアジンおよびその誘導体等が例示される。特に、有機原料化合
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物は、少なくともピリジンおよびその誘導体を含んでいることが好適な例として示される
。
【００２９】
また、例えば、５員環と６員環とが縮合した化学構造を有する環式化合物を用いること
も好ましい。かかる環式化合物としては、例えば、インドール、イソインドール、インド
リン、イソインドリン、インドリジン、ベンゾイミダゾール、ベンゾチオフェン、ベンゾ
チアゾールまたはこれらの誘導体が例示される。また、環構造が炭素のみで構成された環
式化合物であるよりは、環構造に炭素以外の元素を含む複素環式化合物を用いるのが好ま
しい。この場合の異種元素としては、窒素，硫黄，ホウ素のいずれかであることが好まし
い。かかる複素環式化合物としては、例えば、インドール、ベンゾチアゾールおよびその
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誘導体等が例示される。特に、有機原料化合物は、少なくともトリアジンおよびその誘導
体を含んでいることが好適な例として示される。
以上の有機原料化合物は、いずれか１種の環式化合物の単体であっても良いし、あるい
は２種以上の環式化合物が組み合わされた混合物等であっても良い。
【００３０】
以上の有機原料化合物は、例えば、常温常圧（典型的には、２５℃、１ａｔｍ。以下同
じ。）において固体であっても良いし液体であっても良い。後述のプラズマの発生に際し
、有機原料化合物を含む液（以下、有機原料化合物含有液という場合がある。）を調製し
得る形態のものであることが好ましい。かかる観点において、有機原料化合物は好ましく
は常温常圧で液体であり得る。また、有機原料化合物含有液としては、有機原料化合物１
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００％からなる液体を好ましく用いることができる。また、かかる有機原料化合物が適切
な液（溶媒）で希釈された溶液であっても良い。この場合の溶媒は特に制限されず、水、
アルコールやベンゼン等の有機溶媒、あるいはこれらの混合溶媒等であってよい。好まし
くは、炭素６員環構造を有するベンゼンであり得る。なお、有機原料化合物が常温常圧に
おいて固体である場合には、有機原料化合物含有液としては、有機原料化合物を適切な液
（溶媒）に溶解した溶液や、有機原料化合物を適切な液（分散媒）に分散させた分散液の
形態であってよい。
【００３１】
液中に含まれる有機原料化合物の量は、特に制限されない。例えば、有機原料化合物含
有液が溶液の場合は、溶液の場合は、溶解度限界の濃度で有機原料化合物が含まれていて
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もよい。有機原料化合物および液の種類や組み合わせにもよるため一概には言えないが、
例えば、有機原料化合物含有液中に有機原料化合物は１質量％〜１００質量％の間で含ま
れていてよく、好ましくは１０質量％〜１００質量％、より好ましくは２０質量％〜１０
０質量％、例えば３０質量％〜１００質量％とすることができる。また有機原料化合物は
、溶解度限界を超える量で含まれていてもよい。あるいは、液中に有機原料化合物が固体
状態で含まれていてもよい。かかる場合は、固体状態の有機原料化合物が適切に分散され
るように有機原料化合物含有液は撹拌されていると良い。
【００３２】
［Ｓ２：導電性炭素材料の用意］
工程Ｓ２では、導電性炭素材料を用意する。導電性炭素材料としては、電子伝導性を有
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する炭素質材料を特に制限なく使用することができる。例えば、グラフェン、フラーレン
、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、カーボンナノコイル、カーボンナノファ
イバー等のカーボンナノ材料や、アセチレンブラック、ケッチェンブラックア、チャンネ
ルブラック、ファーネスブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラ
ックが挙げられる。かかる導電性炭素材料の形態は特に制限されず、製造後の炭素系触媒
を好適に担持して、目的の性状の有機化合物触媒体を実現しるものを好ましく用いること
ができる。
【００３３】
［Ｓ３：炭素系触媒の合成］
工程Ｓ３では、上記の有機原料化合物を含む液中でプラズマ（以下、単に液中プラズマ
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ともいう。）を発生させることにより炭素系触媒を合成する。特許文献１に開示されてい
るように、かかる手法を採用することで、有機原料化合物を重合させたカーボン材料を、
異種元素を導入しつつ、生成することができる。ここで、有機原料化合物の重合および炭
素化（グラフェン化）において炭素系触媒に異種元素が導入されることにより、結晶構造
に特殊な「乱れ」が生じ得、合成された炭素系触媒酸素還元反応に対する活性を備えたも
のとなる。
【００３４】
ここで、上記の反応場となる液中プラズマは、液体中に発生された気体（気相）にマイ
クロ波や高周波を印加して当該気体を構成する分子を部分的ないしは完全に電離させるこ
とで、形成することができる。液中プラズマの発生のための条件については、当業者であ
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れば特許文献１を参照することで把握することができるため、ここでは詳細な説明は省略
する。典型的には、例えば図１に示すような液中プラズマ発生装置１０を用いて好適に発
生させることができる。図１において、有機原料化合物含有液２は、ガラス製のビーカー
５などの容器に入れられている。また、プラズマを発生させるための一対の電極６は所定
の間隔を以て有機原料化合物含有液２中に配置され、絶縁部材９を介してビーカー５に保
持されている。電極６は外部電源８に接続されており、この外部電源８から所定の条件の
パルス電圧が印加される。これによって、一対の電極６間に、定常的に液中プラズマ４を
発生させることができる。なお、プラズマ４は電極６間に局所的に発生されるため、有機
原料化合物とプラズマ４との接触効率を高めるために、マグネチックスターラー７等の撹
拌装置を用いて有機原料化合物含有液２を撹拌するようにしても良い。
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【００３５】
液中プラズマ発生装置１０において、液中プラズマを発生させるためのパルス電圧の印
加条件は、液２中に含まれる有機原料化合物の種類やその濃度等の条件、さらには装置１
０の構成条件等にもよるため厳密には制限されない。液中で非平衡の低温プラズマを安定
して発生させるためには、例えば、電圧（二次電圧）：約１〜２ｋＶ、周波数：約１０〜
２００ｋＨｚ、パルス幅：約０．５〜３μｓの範囲とすることが例示される。かかるプラ
ズマ発生条件で発生される液中プラズマを、特にソリューションプラズマということがあ
る。
【００３６】
液中プラズマ発生装置１０により発生されるプラズマ反応場は、例えば、有機原料化合

10

物含有液（液相）２中に気相が形成され、この気相中にソリューションプラズマ（プラズ
マ相）４が形成されている。このプラズマ反応場は、電極６間に定常的に維持されている
。かかるプラズマ反応場では、プラズマ相４から液相２に向かって、高いエネルギーを有
した電子、イオン、ラジカル等の活性種が供給される。一方、液相２から気相およびプラ
ズマ相４に向けては、液相２に含まれる有機原料化合物が供給される。そして有機原料化
合物と活性種とは、主として液相２と気相の界面において接触（衝突）する。これにより
、有機原料化合物が重合されて炭素化され、炭素系触媒が形成される。この炭素系触媒は
、例えばごく微細な微粒子として液中に分散された状態で生成される。かかる微粒子は、
典型的には、直径が数ｎｍ〜数十ｎｍ程度（例えば、２０ｎｍ〜５０ｎｍ程度）の一次粒
子が集合した、粒径が数μｍ程度の二次粒子の形態であり得る。したがって、例えば、ろ
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過や乾燥等の手段により溶媒を除去することで回収することができる。
【００３７】
［Ｓ４：有機化合物触媒体の製造］
工程Ｓ４では、合成された炭素系触媒と、用意した導電性炭素材料とを接触させること
で、有機化合物触媒体を得ることができる。ここで、有機化合物触媒体における炭素系触
媒と導電性炭素材料との割合は特に制限されない。炭素系触媒に極少量でも導電性炭素材
料が添加されることで、炭素系触媒の電子伝導性を高めることができ、炭素系触媒の電気
化学反応を促進させることができる。かかる観点から、有機化合物触媒体（炭素系触媒と
導電性炭素材料との合計）に占める炭素系触媒の割合は、１００質量％未満であればよく
、９０質量％以下が好ましく、８０質量％以下がより好ましく、７０質量％以下が特に好
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ましく、例えば、６０質量％以下とすることができる。しかしながら、炭素系触媒の割合
が少なすぎると有機化合物触媒体の触媒活性が十分に得られないために好ましくない。か
かる観点から、有機化合物触媒体（炭素系触媒と導電性炭素材料との合計）に占める炭素
系触媒の割合は、１０質量％以上が好ましく、２０質量％以上がより好ましく、３０質量
％以上が特に好ましく、例えば、４０質量％以上とすることができる。
【００３８】
また、炭素系触媒と導電性炭素材料との接触は、上述のとおり任意のタイミングで実施
することができる。例えば、（Ａ）有機原料化合物含有液中で炭素系触媒が形成された後
、液中から炭素系触媒を回収することなしに導電性炭素材料と接触させても良い。あるい
は、（Ｂ）有機原料化合物含有液中に形成された炭素系触媒を当該液から回収したのち、
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任意のタイミングで導電性炭素材料と接触させても良い。
【００３９】
上記（Ａ）の場合は、（ａ１）上記工程３において、炭素系触媒を合成した後の有機原
料化合物含有液に導電性炭素材料を投入し、有機原料化合物含有液を撹拌する等して、該
有機原料化合物含有液中で炭素系触媒と導電性炭素材料とを接触させるようにしても良い
。このとき、炭素系触媒は、撹拌状態にある有機原料化合物含有液中で導電性炭素材料と
接触し、導電性炭素材料の表面に吸着され得る。炭素系触媒は、合成された後に回収され
ずに導電性炭素材料の表面に吸着されるため、一次粒子の凝集および粗大化が抑制される
。これにより、炭素系触媒の汚染や凝集を抑制して、有機化合物触媒体を得ることができ
る。
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【００４０】
あるいは、（ａ２）上記工程３において、予め導電性炭素材料を含む有機原料化合物含
有液を調製し、導電性炭素材料を液中に分散させた状態で有機原料化合物含有液中にプラ
ズマを発生させるようにしてもよい。このとき、液中プラズマにより合成された炭素系触
媒は、撹拌状態にある有機原料化合物含有液中で導電性炭素材料と接触し、導電性炭素材
料の表面に吸着され得る。炭素系触媒が合成された後、より短時間で導電性炭素材料の表
面に吸着されることにより、炭素系触媒の凝集および粗大化がより一層抑制される。なお
、必ずしも限定されるものではないが、炭素系触媒が導電性炭素材料に吸着された（接触
した）状態でプラズマ活性種の作用を受けることで、炭素系触媒と導電性炭素材料とは化
学的に結合されていてもよい。これにより、炭素系触媒の汚染や凝集を抑制して、ここに

10

開示される有機化合物触媒体を得ることができる。また、液中プラズマの活性種の作用に
より、新たな構成の有機化合物触媒体を得ることができる。
以上の接触手法（Ａ）は、炭素系触媒の合成（工程Ｓ３）と、炭素系触媒および導電性
炭素材料の接触（工程Ｓ４）とを、煩雑な操作を伴わずに簡便に行える点において好まし
い。なお、このようにして得られた有機化合物触媒体は、濾過、洗浄等の操作により、有
機原料化合物含有液から適宜回収することができる。
【００４１】
上記（Ｂ）の場合は、上記工程３で合成された炭素系触媒を有機原料化合物含有液から
回収し、その後、回収された炭素系触媒と導電性炭素材料とを任意の手法で混合すればよ
い。かかる混合の手法は特に制限されず、乾式混合であっても良いし、湿式混合であって
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も良い。例えば、超音波撹拌機、回転式ミキサー、ボールミル、ロールミル、ディスパー
、ニーダ等の従来公知の種々の攪拌・混合装置を適宜採用して実施することができる。以
上の接触手法（Ｂ）によると、炭素系触媒と導電性炭素材料との配合量を確実に把握し得
る点で好ましい。
【００４２】
なお、本発明者らの検討によると、上記（ａ１），（ａ２）および（Ｂ）の接触の手法
で、得られる有機化合物触媒体の触媒性能に差異がもたらされる場合があることが判明し
ている。このような差異が生じる原因については明らかではないが、より触媒活性の高い
有機化合物触媒体を得るには、炭素系触媒ごとに接触の手法を適切に選択することが好ま
しい。
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例えば、有機原料化合物として、６員環を１つ有する単環化合物からなる環式化合物を
用いた場合は、上記（ａ２）の接触の手法を採用して導電性炭素材料の表面に炭素系触媒
を付着させることで、より触媒性能の高い有機化合物触媒体が得られる傾向にある。
また、有機原料化合物として、少なくとも一部に５員環と６員環とが縮合した化学構造
を有する環式化合物を用いた場合は、上記（Ｂ）の接触の手法により導電性炭素材料の表
面に前記炭素系触媒を付着させることで、より触媒性能の高い有機化合物触媒体が得られ
る傾向にある。
【００４３】
以上、好適な実施形態に基づき有機化合物触媒体の製造方法について説明したが、かか
る製造方法はこの例に限定されず、適宜に態様を変化して行うことができる。例えば、有
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機原料化合物を含む液には、本願発明の目的を損ねない範囲において、有機原料化合物以
外の化合物が含まれていても良い。また、ソリューションプラズマの発生に際しては、必
ずしもタングステンからなる針状電極を用いる必要はなく、例えば、他の導電性材料から
なる任意の形状の電極を用いるようにしても良い。さらには、電極を用いることなく、低
インダクタンスの誘導コイルによりソリューションプラズマを発生するようにしても良い
。また、液中プラズマは、ソリューションプラズマ（グロー放電プラズマ）によるものに
限定されず、例えば、液中でのアーク放電プラズマ等を利用して実施しても良い。
有機化合物触媒体は、例えば、粉末の状態で提供されても良いし、任意の媒体に分散さ
れた状態で提供されてもよい。炭素系触媒と導電性炭素材料が任意の分散媒に分散された
形態の有機化合物触媒体においては、炭素系触媒および導電性炭素材料の他に、例えば、
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これら炭素系触媒および導電性炭素材料を任意の基材（典型的には電極板）に付着させる
ためのバインダが含まれていても良い。このとき、特に限定されるものではないが、バイ
ンダは、例えば導電性バインダとすることができる。
【００４４】
以上詳しく説明したとおり、本発明は、液中プラズマにより合成された炭素系触媒のよ
り高度な利用を実現するものであって、炭素系触媒の使用量を抑えつつも、高いＯＲＲ活
性を備える新規な有機化合物触媒体を提供する。かかる触媒活性の発現の機構は明らかで
はないが、新規な特性を有する触媒物質の創製あるいは触媒設計の可能性を含むものであ
る。
【００４５】

10

次に、本発明に関するいくつかの実施例を説明するが、本発明をかかる実施例に示すも
のに限定することを意図したものではない。
【００４６】
＜実施形態１＞
（例１〜９）
有機原料化合物としてインドール（和光純薬工業（株）製、和光特級）を用い、このイ
ンドールをベンゼン（和光純薬工業（株）製、和光特級）に溶解して、濃度が３Ｍのイン
ドールのベンゼン溶液（有機原料化合物含有液）を２００ｍＬ調製した。
次いで、図１に示した液中プラズマ発生装置１０を用い、有機原料化合物含有液中でソ
リューションプラズマを発生させた。なお、本実施形態において、有機原料化合物含有液
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２であるインドール含有液はガラス製のビーカー５に入れ、マグネチックスターラー７に
より撹拌を行っている。また、プラズマを発生させるための一対の電極６は、電極間距離
１．０ｍｍで有機原料化合物含有液２中に配置されるように、絶縁部材９を介してビーカ
ー５に固定されている。電極６は、電界を局所的に集中できるように、フッ素樹脂でコー
ティングされた直径１．０ｍｍのタングステンワイヤー（ニラコ社製）を用い、先端部（
例えば、数ｍｍ程度）のみワイヤを露出させるようにした。電極６は外部電源（株式会社
栗田製作所製、バイポーラパルス電源：ＭＰＳ−Ｒ０６Ｋ０２Ｃ−ＷＰ１Ｆ）８に接続さ
れており、この外部電源８から電極６に、電圧：２ｋＶ，繰り返し周波数：２０ｋＨｚ，
電圧パルス幅：２．０μｓのパルスを印加することで、各有機原料化合物含有液２中にソ
リューションプラズマを２０分間発生させた。
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【００４７】
有機原料化合物含有液は無色透明であったが、ソリューションプラズマの発生直後から
黄色みを帯び、約５分後には褐色に変色し、約１０分後には黒色で不透明に変化した。こ
のプラズマ処理後の溶液をろ過、洗浄し、室温で乾燥させることで黒色粉末状の炭素系触
媒を得た。
そしてこの炭素系触媒とカーボンナノチューブ（ＣＮＴ、昭和電工（株）製，ＶＧＣＦ
−Ｈ）とを、所定の割合で混合することで、例１〜９の混合物を用意した。各例の混合物
における炭素系触媒とＣＮＴとの配合比は、質量％基準で炭素系触媒：ＣＮとして、（例
１）０：１００（すなわちＣＮＴのみ），（例２）２０：８０，（例３）３０：７０，（
例４）４０：６０，（例５）５０：５０，（例６）６０：４０，（例７）７０：３０，（
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例８）８０：２０，（例９）１００：０（すなわち炭素系触媒のみ）とした。
【００４８】
＜ＣＶ測定＞
例１〜９の混合物について、三電極電気化学セルを用いたＣＶ測定を行うことにより、
電気化学的特性の評価を行った。このＣＶ測定では、酸性溶液中の溶存酸素の還元反応に
ついての触媒作用を評価した。まず、上記で用意した例１〜５の混合物２０ｍｇと、バイ
ンダとしての５％ナフィオン（登録商標）溶液１５０μＬと、分散媒としてのエタノール
２．０ｍＬとを混合し、超音波にて３０分間ほど撹拌して触媒ペーストを調製した。次い
で、この触媒ペーストをグラッシーカーボン電極の表面に２０μＬ滴下して乾燥させるこ
とで触媒層を形成し、例１〜９の測定用触媒電極（作用極）とした。
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【００４９】
三電極電気化学セルの構成は以下のとおりとした。
作用極

：例１〜５の測定用触媒電極

参照極

：Ａｇ／ＡｇＣｌ（飽和ＫＣｌ）

対極

：Ｐｔ

電解液：０．５Ｍ硫酸水溶液（１Ｎ，Ｈ２ＳＯ４・ａｑ）
【００５０】
具体的には、２５℃に保持された０．５Ｍ硫酸水溶液中に上記作用電極を浸漬し、対極
として白金電極、参照極として飽和ＫＣｌ溶液に浸漬させた銀塩化銀電極を用いて、三電
極式電気化学セルを構築した。そしてこの電気化学セルをポテンショスタットに接続して
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、サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）測定を行った。測定は、電解質溶液中に酸素ガ
スを３０分間以上バブリングさせて酸素を飽和させた後、掃引速度１００ｍＶ／ｓｅｃ、
掃引範囲−０．２〜１．２（または１．３）Ｖで掃引行い、５０サイクル目の掃引を行っ
たときの電流と電位とを１００ｍｓごとに記録した。その結果をサイクリックボルタモグ
ラムとして図２に示した。
【００５１】
図２に示されるように、例１のＣＮＴ１００質量％の場合は電流密度が殆ど得られなか
ったのに対し、例２〜８の混合物および例９の炭素系触媒１００質量％については電位２
５０ｍＶ付近に還元ピークが明瞭に観測され、ＯＲＲ活性を示すことが確認された。これ
により、液中プラズマにより合成された炭素系触媒は、そのもの単体としてのみではなく
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、ＣＮＴ等の導電性炭素材料との混合物（有機化合物触媒体）としても、触媒として利用
できることが確認できた。このことは、触媒自体の使用量を低減できるとの効果が得られ
ることから実際の応用に際して有益である。
【００５２】
図３に、掃引曲線における還元ピークのピーク（最大）電流密度と炭素系触媒の割合と
の関係を示した。本実施形態では、図３から明らかなように、例４〜８の炭素系触媒の割
合が４０質量％から８０質量％の有機化合物触媒体について、例９の炭素系触媒１００質
量％の場合よりも高い電流密度が得られることがわかった。また、例５〜７の炭素系触媒
の割合が５０質量％から７０質量％の有機化合物触媒体については、安定して高い電流密
度が得られ、具体的には示していないが、白金触媒を２０質量％の割合で担体（カーボン
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ブラック）に担持させた２０％ＰｔＣ触媒よりも電流密度が高くなることがわかった。こ
のことから、炭素系触媒の電子伝導性を導電性炭素材料により補い、炭素系触媒による触
媒作用と導電性炭素材料による電子伝導性とのバランスを良好に整えることで、触媒の使
用量を低減させながら、実際の触媒としての性能がより一層高められた有機化合物触媒体
が実現されることがわかった。
【００５３】
なお、有機原料化合物としてインドールを用いる場合、後述の実施形態３で示すように
、有機原料化合物含有液中にＣＮＴを分散させた状態でプラズマを発生させて有機化合物
触媒体を得ることもできる。具体的なデータは示さないが、このようにして得た有機化合
物触媒体は、本例で示したように合成されたインドール由来の炭素系触媒と導電性炭素材
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料とを混合して得た有機化合物触媒体と比較して、触媒活性が低下することがあり得る。
【００５４】
（参考例１〜５）
なお、参考のために、インドールのベンゼン溶液を用いて液中プラズマにより炭素系触
媒を合成する場合、インドールの濃度が触媒性能に与える影響を確認した。すなわち、有
機原料化合物として上記と同じインドールを用い、このインドールをベンゼンに溶解させ
て、（参考例１）０Ｍ，（参考例２）０．０５Ｍ（３．３３質量％），（参考例３）１．
００Ｍ（１５．５質量％），（参考例４）３．００Ｍ（４０．５質量％），（参考例５）
６．００Ｍ（６９．３質量％）の濃度のインドールのベンゼン溶液（有機原料化合物含有
液）を２００ｍＬずつ調製した。参考例５の６Ｍのインドール溶液は、溶解度限界に近い
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ものである。また参考例４は、上記例９に相当する。そして、上記例１〜９と同様の条件
で、この有機原料化合物含有液中にソリューションプラズマを発生させることで、参考例
１〜５の黒色粉末状の炭素系触媒を得た。
【００５５】
参考例１〜５の炭素系触媒について、上記と同様の条件でＣＶ測定を行い、その結果を
サイクリックボルタモグラムとして図４に示した。
図４に示されるように、有機原料化合物含有液中の有機原料化合物の濃度により、得ら
れた炭素系触媒の触媒活性が影響を受けることがわかった。なお、インドールは水にも溶
解するが、その溶解度はベンゼンに対する溶解度よりも低く、液中プラズマによる炭素系
触媒の生成効率は低い。このことから、液中プラズマにより有機原料化合物であるインド

10

ールと溶媒として用いたベンゼンとがいくらか反応して有機化合物を合成し、触媒活性に
影響を与え得ることが考えられた。
【００５６】
そして溶媒としてベンゼンを用いる場合、インドールの濃度が３Ｍ程度のときに電流密
度に極大値がみられ、かかる有機原料化合物濃度で活性の高い炭素系触媒が得られること
がわかった。この３Ｍとのインドール濃度は、例えば、溶解度限界の半分程度の濃度に相
当する。インドールの濃度が（参考例４）３Ｍの場合、還元ピークにおける電流密度は−
１．４６ｍＡ／ｃｍ２，還元電位は２７０ｍＶであり、電流密度および還元電位ともにベ
ンゼン１００質量％（参考例１：−１．３７ｍＡ／ｃｍ２，２１０ｍＶ）の場合よりも高
く、白金触媒（−２．９ｍＡ／ｃｍ２，３９５ｍＶ）により近い値であった。このことか

20

ら、有機原料化合物含有液の濃度を適切に調整して炭素系触媒を合成することで、より触
媒活性の高い有機化合物触媒体を作製できることがわかる。
【００５７】
（参考例６〜８）
また、参考のために、有機原料化合物として複数の化合物を用いて液中プラズマにより
炭素系触媒を合成したときの、炭素系触媒の触媒性能に及ぼす影響を確認した。すなわち
、有機原料化合物として、インドール（和光純薬工業（株）製、和光特級）と、ベンゾチ
アゾール（和光純薬工業（株）製、和光一級）とを用意し、これらを適宜配合してベンゼ
ン（和光純薬工業（株）製、和光特級）に溶解させることで、（参考例６）３Ｍインドー
ル溶液，（参考例７）０．５Ｍベンゾチアゾール溶液，（参考例８）３Ｍインドール＋０
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．５Ｍベンゾチアゾール溶液、をそれぞれ２００ｍＬずつ調製した。なお、ベンゾチアゾ
ールの０．５Ｍ溶液とは、上記参考例１〜５と同様にして、ベンゾチアゾールのベンゼン
溶液について様々な濃度で炭素系触媒を合成し、最も良好な触媒活性を示す炭素系触媒が
安定して得られた濃度である。
【００５８】
参考例６〜８の炭素系触媒について、上記と同様の条件でＣＶ測定を行い、その結果を
サイクリックボルタモグラムとして図５に示した。なお、参考例８については、ＣＶ測定
における掃引範囲を−０．２〜１．２Ｖとしたが、参考例６〜８の比較の上で問題はない
ものと考える。
図５に示す通り、参考例６のインドールのみを用いて得た炭素系触媒よりも、参考例７
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のベンゾチアゾールのみを用いて得た炭素系触媒の方が還元電位が低くなる傾向にある。
これに対し、インドールとベンゾチアゾールの両者を用いて得た炭素系触媒については、
還元電位の低下を極わずかに抑えながら、電流密度を最も高い値に増大させ得ることがわ
かった。このような電流密度の増加の理由は定かではないが、液中プラズマにより合成さ
れる炭素系触媒においては、極わずかな化学構造や共存原子の差異によりその物性（ここ
では触媒活性）が変化してくることがわかった。特に、５員環と６員環とが縮合した化学
構造を有するインドールやベンゾチアゾールについてはその傾向が強く、両者を混合する
ことで予想外に高い触媒活性が実現されることが確認された。
【００５９】
＜実施形態２＞
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（例１０〜１６）
有機原料化合物としてピリジン（和光純薬工業（株）製、和光特級）を用い、このピリ
ジンをベンゼン（和光純薬工業（株）製、和光特級）に溶解して、濃度が７０質量％のピ
リジンのベンゼン溶液を２００ｍＬずつ用意した。そしてこのベンゼン溶液に、カーボン
ナノチューブ（ＣＮＴ、昭和電工（株）製，ＶＧＣＦ−Ｈ）を、（例１０）３０ｍｇ，（
例１１）６０ｍｇ，（例１２）１２０ｍｇ，（例１３）３００ｍｇ，（例１４）１５００
ｍｇ加えて超音波撹拌することで、例１０〜１４の有機原料化合物含有液を用意した。
【００６０】
次いで、図１に示した液中プラズマ発生装置１０を用い、例１０〜１４の有機原料化合
物含有液中でソリューションプラズマを発生させた。ソリューションプラズマの発生条件
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は、上記と同様にした。その結果、当初は無色透明であった有機原料化合物含有液が、ソ
リューションプラズマの発生直後から黄色みを帯び、約５分後には褐色に変色し、約１０
分後には黒色で不透明に変化した。このプラズマ処理後の溶液をろ過、洗浄し、室温で乾
燥させることで、黒色粉末状の例１０〜１４の有機化合物触媒体を得た。
【００６１】
＜ＣＶ測定＞
次いで、例１０〜１４の有機化合物触媒体について、上記と同様の条件でＣＶ測定を行
い、その結果をサイクリックボルタモグラムとして図６に示した。なお、参考のために、
図６には、ＣＮＴを加えずに作製したピリジン由来の炭素系触媒の単体（例１５）の掃引
曲線も示した。また、図７に、例１０〜１５の有機化合物触媒体の掃引曲線における還元
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ピークのピーク電流密度と、添加したＣＮＴ質量との関係を示した。なお、図７には、Ｃ
ＮＴ単体（例１）についてのピーク電流密度と、ピリジン由来の炭素系触媒の単体（例１
５）についてのピーク電流密度についても示した。
【００６２】
図６に示されるように、例１０〜１４の全ての有機化合物触媒体または炭素系触媒の単
体について還元ピークが見られた。しかしながら、ピリジン由来の炭素系触媒の単体（例
２３）については還元ピークが極めて小さく、触媒活性がさほど高くないことが確認され
た。これに対し、ＣＮＴを加えて作製した例１８〜２４の有機化合物触媒体については、
例２３よりも高い活性（２０〜８５倍）が確認された。特に、ＣＮＴを６０ｍｇ〜１２０
ｍｇ添加して合成した例１９〜２０の有機化合物触媒体については、ピーク電流密度が例

30

２３の８０倍程度となり、ＣＮＴを加えることのみで極めて高い電流密度が得られること
が確認された。ＣＮＴを加えずに合成された例２３のピリジン由来の炭素系触媒の量は１
００ｍｇ程度であったことから、ピリジン由来の炭素系触媒とＣＮＴとの割合が、質量比
で、６０：１００〜１２０：１００程度（例えば１：１程度）で極めて高い触媒性の発現
効果が得られることがわかった。
【００６３】
なお、有機原料化合物としてピリジンを用いる場合、上記実施形態１で示したように、
合成されたインドール由来の炭素系触媒と導電性炭素材料とを混合して有機化合物触媒体
を得ることもできる。具体的なデータは示さないが、このようにして得た有機化合物触媒
体は、本例で示したように有機原料化合物含有液中にＣＮＴを分散させた状態でプラズマ
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を発生させて得た有機化合物触媒体と比較して、触媒活性が低下することがあり得る。
【００６４】
＜ＴＥＭ観察＞
そこで、上記で得た例１０〜１４の有機化合物触媒体を、透過型電子顕微鏡（Transmis
sion Electron Microscope：ＴＥＭ）により観察した。参考のために、例１１の有機化合
物触媒体についての観察結果を図８および図９に示した。
図８および図９に示されるように、有機化合物触媒体においては、ＣＮＴの表面に直径
が１０ｎｍから２０ｎｍ程度の球形粒子（一次粒子）が、単独で、あるいは、凝集して付
着しているのが確認された。この球形粒子が、有機原料化合物含有液中でソリューション
プラズマを発生することにより合成された炭素系触媒である。この炭素系触媒における球
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形粒子は、２０ｎｍを大きく超えて粗大化したものは観察されず、また、凝集している場
合であってもＣＮＴの表面からおよそ２００〜３００ｎｍ以下の厚みで付着していること
が確認された。すなわち、有機化合物触媒体において、大きく凝集した二次粒子がＣＮＴ
に付着した様子は見られず、一次粒子がＣＮＴの表面に順次堆積したり、少量の一次粒子
が凝集してなる二次粒子がＣＮＴの表面に堆積する様子がうかがえた。
【００６５】
具体的には示さないが、炭素系触媒が単独の粉末状で回収されると、炭素系触媒からな
る球形粒子は凝集して平均粒子径が１００ｎｍ〜１μｍ程度の比較的粗大な二次粒子を構
成し得る。したがって、有機原料化合物含有液中に導電性炭素材料（ここではＣＮＴ）を
分散させた状態でソリューションプラズマにより炭素系触媒を合成することで、合成され
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る炭素系触媒の凝集を抑制して、比較的高分散な状態で導電性炭素材料に接触（担持）さ
せ得ると考えられる。そしてこのようなピリジン由来の炭素系触媒とＣＮＴとの接触によ
り、炭素系触媒の触媒活性が極めて効果的に高められ得ることが確認された。
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。ここで開示される発明には上述の具体例を様々に変形、変更した
ものが含まれ得る。
【符号の説明】
【００６６】
２

有機原料化合物含有液（液相）

４

プラズマ（プラズマ相）

５

ビーカー

６

電極

７

マグネチックスターラー

８

外部電源

９

絶縁部材

１０

液中プラズマ発生装置
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