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(57)【要約】
本発明は窒素がドープされたカーボンナノウォールを
有する酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池に関す
る。本発明によれば、安価に酸素還元触媒、酸素還元電
極及び燃料電池を提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒。
【請求項２】
前記カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０ａｔ％である請
求項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１又は２記載の酸素還元触媒。
【請求項４】
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ガス拡散層と、
前記ガス拡散層上に配置される窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素
還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項５】
前記カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０ａｔ％である請
求項４記載の酸素還元電極。
【請求項６】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項４又は５記載の酸素還元電極。
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【請求項７】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
ことを特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の酸素還元電極。
【請求項８】
前記触媒層は、１μｍ以上であることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記
載の酸素還元電極。
【請求項９】
電解質膜と、
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前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
る窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒である触媒層とを有す
る酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項１０】
前記酸素還元電極のカーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０
ａｔ％であることを特徴とする請求項９記載の燃料電池。
【請求項１１】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５であること
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を特徴とする請求項９又は１０記載の燃料電池。
【請求項１２】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であること
を特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の燃料電池。
【請求項１３】
前記酸素還元電極の前記触媒層は、１μｍ以上であることを特徴とする請求項９乃至１
２のいずれか１項に記載の燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明はカーボンナノウォールを利用する酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池に
関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、クリーンエネルギー源として、燃料電池が注目されている。燃料電池にはいくつ
かの種類があり、その１つである固体高分子形燃料電池では、電極用の触媒として白金を
担持したカーボン材料を利用している。例えば、カーボンナノウォールに白金を担持し、
これを触媒とすることができる。一方、白金は、希少で高価な物質である。したがって、
白金を担持したカーボン材料を触媒として利用する電極は製造コストが高い。そのため、
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白金の使用は、燃料電池が十分に普及していない一因となっている。
【０００３】
白金を担持したカーボン材料に代えて触媒に利用可能な物質として、窒素をドーピング
したカーボン材料が提案されている（例えば、非特許文献１又は２参照）。窒素は手軽に
入手可能な物質であるため、仮に、窒素を触媒用材料に使用することで、燃料電池で利用
する触媒を安価に生成することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Kuanping Gong 他4名、「Nitrogen‑Doped Carbon Nanotube Arrays wit
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h High Electocatalytic Activity for Oxygen Reduction」、Science vol.323、p.760‑7
64、2009年2月
【非特許文献２】Liangti Qu 他３名、「Nitrogen‑Doped Graphene as Efficient Metal‑
Free Electorocatalyst for Ocygen Reduction in Fuel Cells」、ACS Nano.4、2008年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上述したように、従来の方法では、触媒に白金を使用することで、電極の製造コストが
増加する問題があった。
【０００６】
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上記課題に鑑み、本発明は、安価かつ容易に酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するために、第１の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを有する酸素還元触媒を提供しうる。
【０００８】
また、第２の発明によれば、カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜
２０．０ａｔ％である酸素還元触媒を提供しうる。
【０００９】
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また、第３の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０
．５〜３．５である酸素還元触媒を提供しうる。
【００１０】
また、第４の発明によれば、ガス拡散層と、当該ガス拡散層上に配置され、第１乃至第
３のいずれか１の発明で提供される酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極を
提供しうる。
【００１１】
また、第５の発明によれば、前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記触媒層は、
前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である酸素還元電極を
提供しうる。
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【００１２】
また、第６の発明によれば、前記触媒層は、１μｍ以上である酸素還元電極を提供しう
る。
【００１３】
また、第７の発明によれば、電解質膜と、当該電解質膜の両側にそれぞれ配置され、第
４乃至第６のいずれか１の発明で提供される酸素還元電極と、当該電極の外側にそれぞれ
位置するセパレータとを有する燃料電池を提供しうる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、安価に酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池を提供することがで
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きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、第１実施形態に係る酸素還元触媒で利用するカーボンナノウォールを製
造する装置の構成を説明する概略図である。
【図２】図２（ａ）は、シリコン基板上に生成されたカーボンナノウォールのＸＰＳスペ
クトルであり、図２（ｂ）は、カーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルであり、図２（
ｃ）は、カーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルである。
【図３】図３は、燃料電池を説明する概略図である。
【図４】図４は、実施例１に係るカーボンナノウォールのＳＥＭ像である。
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【図５】図５（ａ）は、実施例１に係るカーボンナノウォールのラマン散乱スペクトルで
あり、図５（ｂ）は、実施例１に係るカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルであり、
図５（ｃ）は、実施例１に係るカーボンナノウォール片のラマン散乱スペクトルであり、
図５（ｄ）は、実施例１に係るカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルである。
【図６】図６（ａ）は、実施例２に係るカーボンナノウォールのラマン散乱スペクトルで
あり、図６（ｂ）は、実施例２に係るカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルであり、
図６（ｃ）は、実施例２に係るカーボンナノウォール片のラマン散乱スペクトルであり、
図６（ｄ）は、実施例２に係るカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルである。
【図７】図７（ａ）は、実施例３に係るカーボンナノウォールのラマン散乱スペクトルで
あり、図７（ｂ）は、実施例３に係るカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルであり、
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図７（ｃ）は、実施例３に係るカーボンナノウォール片のラマン散乱スペクトルであり
、図７（ｄ）は、実施例３に係るカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルである。
【図８】図８は、実施例１〜３に係るカーボンナノウォールの触媒特性を表すグラフであ
る。
【図９】図９（ａ）及び図９（ｂ）は、第２実施形態に係る酸素還元触媒で利用するカー
ボンナノウォールのＳＥＭ像である。
【図１０】図１０は、第２実施形態に係る酸素還元触媒で利用するカーボンナノウォール
のＸＰＳスペクトルである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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〈第１実施形態〉
第１実施形態に係る酸素還元触媒は、窒素がドープされたカーボンナノウォール又は窒
素がドープされたカーボンナノウォール片である。また、第１実施形態に係る酸素還元電
極は、ガス拡散層と、触媒層である酸素還元触媒とを備える。さらに、第１実施形態に係
る燃料電池は、電解質膜と、ガス拡散層と、触媒層である酸素還元触媒と、セパレータと
を備える。
【００１７】
（酸素還元触媒）
第１実施形態に係る酸素還元触媒は、窒素がドープされたカーボンナノウォール又はカ
ーボンナノウォールより微小な１又は複数のナノグラファイトで構成されるカーボンナノ
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ウォール片である。このカーボンナノウォール片は、窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを粉砕して得られる。窒素がドープされたカーボンナノウォールは、例えば、シリ
コン基板等の基板上に生成されて窒素がドーピングされた後に、基板から剥離される。
【００１８】
例えば、図１に示す装置１を利用して、基板上に生成されるカーボンナノウォールに窒
素をドープさせることができる。図１に示す装置１は、密閉可能な空間である反応室１０
と、基板２を支持する支持手段１１と、プラズマを発生して反応室１０に供給するプラズ
マ発生装置１２と、窒素を含むガス（以下、「窒素ガス」とする）を反応室１０内に供給
するガス供給装置１３とを備えている。
【００１９】
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例えば、反応室１０内の支持手段１１にカーボンナノウォールが生成されている基板２
を配置し、その後、ガス供給装置１３によって窒素ガスを反応室１０内に供給する。この
反応室１０は、基板２上のカーボンナノウォールに窒素をドーピングする際には外部から
空気等の他のガスが入らないように構成されている。また、支持手段１１は、基板２を固
定可能であることが好ましい。さらに、ガス供給装置１３が供給する窒素ガスは、窒素が
含まれるとともにカーボンと化学反応を生じないガスであればよく、例えば、アルゴンと
窒素の混合ガスである。
【００２０】
次に、プラズマ発生装置１２でプラズマを生成するための放電用ガスを用いてプラズマ
を発生し、発生したプラズマを反応室１０に供給する。続いて、反応室１０において、プ
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ラズマ発生装置１２から供給されたプラズマによって、ガス供給装置１３から供給された
窒素ガスに含まれる窒素を基板２上のカーボンナノウォールにドーピングする。すなわち
、プラズマによって窒素ガスの窒素原子が励起、イオン化されてカーボンナノウォールに
ドーピングされる。したがって、カーボンナノウォールを構成するカーボン構造に窒素を
構成する原子を入れ込むことができる。
【００２１】
また、カーボンナノウォールが生成されていない基板２を反応室１０の支持手段１１で
支持して装置１を利用して基板２上にカーボンナノウォールを生成した後に、上述したよ
うに装置１を利用してカーボンナノウォールに窒素をドーピングさせることもできる。
【００２２】
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窒素をドープするカーボンナノウォールの基板２からの剥離方法は限定されないが、例
えば、スクレーパを利用する方法がある。また、基板２から剥離したカーボンナノウォー
ルの粉砕方法も限定されないが、以下では、メノウ乳鉢を利用して手動で２０分間粉砕し
たカーボンナノウォール片の一例について説明している。
【００２３】
例えば、第１実施形態に係る酸素還元触媒である窒素がドープされたカーボンナノウォ
ールは、図２（ａ）乃至図２（ｃ）に一例を示すようなＸＰＳスペクトルが得られる。図
２（ａ）乃至図２（ｃ）に示す例において、横軸は結合エネルギー[eV]であって、縦軸は
強度[arb.units]である。
【００２４】
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図２（ａ）は、窒素をドーピングしたカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルであり
、シリコン基板に生成されたカーボンナノウォールをそのまま測定したものである。図２
（ａ）に示すカーボンナノウォールは、装置１を使用して、条件Ａ１でシリコン基板上に
カーボンナノウォールを生成した後、条件Ａ２でシリコン基板上のカーボンナノウォール
に窒素をドーピングさせたものである。
【００２５】
条件Ａ１：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度７００℃、放電電流７０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、メタンの流量１０ｓｃｃｍ、成長時間３６０分
条件Ａ２：圧力０．３６Ｐａ、加熱温度６００℃、放電電流５０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、窒素の流量１０ｓｃｃｍ、処理時間５分
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【００２６】
図２（ａ）のカーボンナノウォールの成分比は、炭素（Ｃ１ｓ）が９７．０８ａｔ％で
あり、窒素（Ｎ１ｓ）が２．０６ａｔ％であり、酸素（Ｏ１ｓ）が０．８６ａｔ％である
。なお、図２（ａ）に示す例において、カーボンナノウォールにドープする窒素の量は２
．０６ａｔ％であるが、酸素還元触媒にドープされる窒素の量は、０．５〜２０．０ａｔ
％程度であることが好ましい。
【００２７】
また、図２（ｂ）は、図２（ａ）と同一のカーボンナノウォールの窒素に関するＸＰＳ
スペクトルである。さらに、図２（ｃ）は、図２（ａ）のカーボンナノウォールを粉砕し
たカーボンナノウォール片の窒素に関するＸＰＳスペクトルである。図２（ｂ）及び図２
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（ｃ）を比較すると、粉砕により、性質が変化していないことがわかる。なお、酸素還元
触媒は、ＸＰＳスペクトルにおけるピリジン窒素とsp2窒素との面積比が１：０．４〜１
：１．５となることが好ましい。また、酸素還元触媒は、ラマン散乱スペクトルにおいて
、Ｄ−バンドとＧ−バンドの強度比で求められる結晶化度（ＩD／ＩG）が０．５〜３．５
であることが好ましい。
【００２８】
（電極）
図３に示すように、第１実施形態に係る電極３５は、触媒層３１とガス拡散層３２とを
備えている。触媒層３１は、第１実施形態に係る酸素還元触媒である。また、ガス拡散層
３２は、触媒層３１への空気等のガスを供給するものであって、例えば、カーボンペーパ
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ーやカーボンクロスである。電極３５では、ガス拡散層３２の片面に、酸素還元触媒を付
着させて触媒層３１が設けられている。ここで、触媒特性を好適にするためには、触媒層
３１の厚さは、１μｍ以上であることが好ましい。
【００２９】
（燃料電池）
図３に示すように、第１実施形態に係る燃料電池３は、電解質膜３０、電解質膜３０の
両側に位置する触媒層３１、触媒層３１の外側にそれぞれ位置するガス拡散層３２及びガ
ス拡散層３２の外側にそれぞれ位置するセパレータ３３を備えている。触媒層３１は、第
１実施形態に係る酸素還元触媒である。
【００３０】
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上述したように、第１実施形態に係る酸素還元触媒は、窒素がドープされたカーボンナ
ノウォール又はカーボンナノウォール片を利用することで、安価に生成することができる
。また、第１実施形態に係る酸素還元触媒を利用することで、電極や燃料電池も安価に生
成することが可能となる。
【００３１】
〈実施例１〉
図４に、実施例１に係るカーボンナノウォールのＳＥＭ像を示している。この窒素がド
ープされたカーボンナノウォールは、図１を用いて上述した装置１を利用して条件Ｂ１で
シリコン基板上にカーボンナノウォールを生成した後に、条件Ｂ２でシリコン基板上のカ
ーボンナノウォールに窒素をドープしたものである。
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【００３２】
条件Ｂ１：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度６００℃、放電電流５０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、メタンの流量１０ｓｃｃｍ、成長時間３６０分
条件Ｂ２：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度７００℃、放電電流７０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量０ｓｃｃｍ、窒素の流量２０ｓｃｃｍ、処理時間１分
【００３３】
図５（ａ）に、実施例１の窒素がドープされたカーボンナノウォールのラマン散乱スペ
クトルを示す。図５（ｂ）に、実施例１のカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルを示
す。図５（ｃ）に、実施例１のカーボンナノウォールを粉砕したカーボンナノウォール片
のラマン散乱スペクトルを示す。図５（ｄ）に、実施例１のカーボンナノウォールを粉砕
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したカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルを示す。
【００３４】
図５（ａ）及び図５（ｃ）のラマン散乱スペクトルにおいて、横軸はラマンシフト[cm‑
1]であって、縦軸はラマン散乱強度[arb.units]である。また、このラマン散乱スペクト
ルでは、具体的には、測定値、ピークフィットによるピーク積算値、Ｄ−バンド、Ｇ−バ
ンド及びＤ

−バンドを表している。

【００３５】
図５（ｂ）及び図５（ｄ）のＸＰＳスペクトルにおいて、横軸は結合エネルギー[eV]で
あって、縦軸は強度 [arb.units]である。また、このＸＰＳスペクトルでは、具体的には
、測定値、ピークフィットによるピーク積算値、ピリジン窒素、ｓｐ２窒素、酸素と結合
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した窒素（Ｎ−Ｏ）及びバックグラウンドを表している。
【００３６】
図５（ａ）乃至図５（ｄ）に示す例では、粉砕前のカーボンナノウォールの窒素含有量
は２．２ａｔ％、ピリジン窒素含有量は０．７８ａｔ％、ｓｐ２窒素含有量は０．６２ａ
ｔ％、ピリジン窒素‐ｓｐ２窒素含有比は１．２５、結晶化度（ＩD／ＩG）は１．４２で
ある。また、粉砕後のカーボンナノウォール片の窒素含有量は１．８８ａｔ％、ピリジン
窒素含有量は０．６１ａｔ％、ｓｐ２窒素含有量は０．６６ａｔ％、ピリジン窒素‐ｓｐ
２窒素含有比は０．９２、結晶化度（ＩD／ＩG）は１．８９である。
【００３７】
〈実施例２〉
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実施例２の窒素がドープされたカーボンナノウォールは、図１を用いて上述した装置１
を利用して条件Ｃ１でシリコン基板上にカーボンナノウォールを生成した後に、条件Ｃ２
でシリコン基板上のカーボンナノウォールに窒素をドープしたものである。
【００３８】
条件Ｃ１：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度８００℃、放電電流５０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量０ｓｃｃｍ、メタンの流量２０ｓｃｃｍ、成長時間３６０分
条件Ｃ２：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度８００℃、放電電流５０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、窒素の流量１０ｓｃｃｍ、処理時間１分
【００３９】
図６（ａ）に、実施例２の窒素がドープされたカーボンナノウォールのラマン散乱スペ
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クトルを示す。図６（ｂ）に、実施例２のカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルを示
す。図６（ｃ）に、実施例２のカーボンナノウォールを粉砕したカーボンナノウォール片
のラマン散乱スペクトルを示す。図６（ｄ）に、実施例２のカーボンナノウォールを粉砕
したカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルを示す。図６（ａ）及び図６（ｃ）は、
図５（ａ）及び図５（ｃ）と同様に横軸がラマンシフト、縦軸がラマン散乱強度である。
図６（ｂ）及び図６（ｄ）は、図５（ｂ）及び図５（ｄ）と同様に横軸が結合エネルギー
、縦軸が強度である。
【００４０】
図６（ａ）乃至図６（ｄ）に示す例では、粉砕前のカーボンナノウォールの窒素含有量
は２．８８ａｔ％、ピリジン窒素含有量は０．７２ａｔ％、ｓｐ２窒素含有量は０．８７
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ａｔ％、ピリジン窒素‐ｓｐ２窒素含有比は０．８２、結晶化度（ＩD／ＩG）は２．６５
である。また、粉砕後のカーボンナノウォール片の窒素含有量、ピリジン窒素含有量、ｓ
ｐ２窒素含有量及びピリジン窒素‐ｓｐ２窒素含有比は確認できなかったが、結晶化度（
ＩD／ＩG）は３．１１である。
【００４１】
〈実施例３〉
実施例３の窒素がドープされたカーボンナノウォールは、図１を用いて上述した装置１
を利用して条件Ｄ１でシリコン基板上にカーボンナノウォールを生成した後に、条件Ｄ２
でシリコン基板上のカーボンナノウォールに窒素がドープされたものである。
【００４２】
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条件Ｄ１：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度７００℃、放電電流７０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、メタンの流量１０ｓｃｃｍ、成長時間３６０分
条件Ｄ２：圧力０．３６Ｐａ、加熱温度６００℃、放電電流５０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、窒素の流量１０ｓｃｃｍ、処理時間５分
【００４３】
図７（ａ）に、実施例３の窒素がドープされたカーボンナノウォールのラマン散乱スペ
クトルを示す。図７（ｂ）に、実施例３のカーボンナノウォールのＸＰＳスペクトルを示
す。図７（ｃ）に、実施例３のカーボンナノウォールを粉砕したカーボンナノウォール片
のラマン散乱スペクトルを示す。図７（ｄ）に、実施例３のカーボンナノウォールを粉砕
したカーボンナノウォール片のＸＰＳスペクトルを示す。図７（ａ）及び図７（ｃ）は、
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図５（ａ）及び図５（ｃ）と同様に横軸がラマンシフト、縦軸がラマン散乱強度である。
図７（ｂ）及び図７（ｄ）は、図５（ｂ）及び図５（ｄ）と同様に横軸が結合エネルギー
、縦軸が強度である。
【００４４】
図７（ａ）乃至図７（ｄ）に示す例では、粉砕前のカーボンナノウォールの窒素含有量
は２．０６ａｔ％、ピリジン窒素含有量は０．５３ａｔ％、ｓｐ２窒素含有量は０．７０
ａｔ％、ピリジン窒素‐ｓｐ２窒素含有比は０．７６、結晶化度（ＩD／ＩG）は１．４９
である。また、粉砕後のカーボンナノウォール片の窒素含有量は０．９８ａｔ％、ピリジ
ン窒素含有量は０．２３ａｔ％、ｓｐ２窒素含有量は０．４４ａｔ％、ピリジン窒素‐ｓ
ｐ２窒素含有比は０．５３、結晶化度（ＩD／ＩG）は１．４３である。
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【００４５】
図８では、実施例１乃至３の各カーボンナノウォールの触媒特性を示している。図８に
おいて、横軸は電位であって、縦軸は電流密度である。この図８に示すグラフでは、曲線
の落ち始めが右にあるほどカーボンナノウォールの触媒特性が高い。したがって、ここで
は、実施例１のカーボンナノウォールの触媒特性が最も高いことがわかる。
【００４６】
〈第２実施形態〉
第２実施形態に係る酸素還元触媒は、カーボンペーパー又はカーボンクロス上に生成さ
れた窒素がドープされたカーボンナノウォールである。図９（ａ）及び図９（ｂ）に、こ
の第２実施形態に係る酸素還元触媒のＳＥＭ像の一例を示している。また、第２実施形態
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に係る酸素還元電極は、ガス拡散層であるカーボンペーパー又はカーボンクロスと、この
ガス拡散層上に形成される触媒層である酸素還元触媒とを備える。さらに、第２実施形態
に係る燃料電池は、電解質層と、ガス拡散層であるカーボンペーパー又はカーボンクロス
と、このガス拡散層上に形成される触媒層である酸素還元触媒と、セパレータとを備える
。以下の説明において、酸素還元触媒を生成する装置は第１実施形態に置いて図１を用い
て上述した装置１と同一であるため、図１を用いて説明する。また、電極及び燃料電池に
ついては、図３を用いて説明する。
【００４７】
（酸素還元触媒）
第２実施形態に係る酸素還元触媒と第１実施形態に係る酸素還元触媒とを比較すると、
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第１実施形態に係る酸素還元触媒は、シリコン基板等の基板上にカーボンナノウォールを
生成し、このカーボンナノウォールに窒素をドーピングした後に基板から剥離していた。
これに対し、第２実施形態に係る酸素還元触媒は、カーボンペーパー又はカーボンクロス
等のカーボン基板上に窒素をドープするカーボンナノウォールを生成している点で異なる
。なお、カーボン基板上へのカーボンナノウォールの生成及びカーボンナノウォールへの
窒素のドーピングには、図１を用いて上述した装置を利用することができる。このとき、
カーボン基板上に形成するカーボンナノウォールの高さは、１μｍ以上であることが好ま
しい。
【００４８】
図９（ａ）及び図９（ｂ）は、第２実施形態に係る酸素還元触媒の一例のＳＥＭ像であ
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る。図９（ａ）と図９（ｂ）の画像は、倍率が異なる。具体的には、カーボンペーパー上
に生成される窒素がドープされたカーボンナノウォールのＳＥＭ像である。図９（ａ）及
び図９（ｂ）に示す酸素還元触媒は、図１を用いて上述した装置１を利用して条件Ｅ１で
カーボンペーパー上にカーボンナノウォールを生成した後に、条件Ｅ２でカーボンペーパ
ー上のカーボンナノウォールに窒素をドープしたものである。
【００４９】
条件Ｅ１：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度７００℃、放電電流７０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量１０ｓｃｃｍ、メタンの流量１０ｓｃｃｍ、成長時間３６０分
条件Ｅ２：圧力０．６７Ｐａ、加熱温度７００℃、放電電流７０Ａ、アルゴンの流量８
０ｓｃｃｍ、水素の流量０ｓｃｃｍ、窒素の流量２０ｓｃｃｍ、処理時間１分
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【００５０】
図１０は、第２実施形態に係る酸素還元触媒のＸＰＳスペクトルである。図１０に示す
例において、横軸は結合エネルギー [eV]であって、縦軸は強度 [arb.units]である。図
１０のカーボンナノウォールの成分比は、炭素９７．１２ａｔ％、窒素２．３３ａｔ％、
酸素０．５５ａｔ％である。
【００５１】
なお、第１実施形態に係る酸素還元触媒と同様に、第２実施形態に係る酸素還元触媒で
も含有する窒素の量は、０．５〜２０．０ａｔ％程度であることが好ましい。また、酸素
還元触媒は、ＸＰＳスペクトルにおけるピリジン窒素とsp2窒素との面積比が１：０．４
〜１：１．５となることが好ましい。さらに、酸素還元触媒は、ラマン散乱スペクトルに
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おいて、Ｄ−バンドとＧ−バンドの強度比で求められる結晶化度（ＩD／ＩG）が０．５〜
３．５であることが好ましい。
【００５２】
（電極）
図３に示すように、第２実施形態に係る電極３５は、触媒層３１とガス拡散層３２とを
備えている。触媒層３１は、第１実施形態に係る酸素還元触媒である。また、ガス拡散層
３２は、カーボンナノウォールの生成のカーボン基板に利用したカーボンペーパー又はカ
ーボンクロスである。ここで、触媒層３１の厚さは、１μｍ以上であることが好ましい。
【００５３】
（燃料電池）
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図３に示すように、第２実施形態に係る燃料電池３は、電解質膜３０、電解質膜３０の
両側に位置する触媒層３１、触媒層３１の外側にそれぞれ位置するガス拡散層３２及びガ
ス拡散層３２の外側にそれぞれ位置するセパレータ３３を備えている。触媒層３１は、第
２実施形態に係る酸素還元触媒である。また、ガス拡散層３２は、触媒層３１である酸素
還元触媒の生成の際にカーボン基板として利用したカーボンペーパー又はカーボンクロス
である。
【００５４】
上述したように、第２実施形態に係る酸素還元触媒は、窒素がドープされたカーボンナ
ノウォールを利用することで、安価に生成することができる。
【００５５】
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また、第２実施形態に係る電極３５は、カーボンナノウォールの生成にカーボン基板と
して利用したカーボンペーパー又はカーボンクロスをガス拡散層３２とし、カーボン基板
であるガス拡散層３２上に生成される酸素還元触媒を触媒層３１とすることができる。し
たがって、第２実施形態に係る電極３５は、基板から酸素還元触媒であるカーボンナノウ
ォールを剥離する作業及びガス拡散層３２に酸素還元触媒を付着する作業が不要であり、
酸素還元触媒の生成と同時に電極３５の生成を実現することができる。すなわち、容易に
酸素還元電極である電極３５を生成することができる。
【００５６】
さらに、酸素還元触媒の生成と同時に電極３５の生成が可能となるため、燃料電池３も
容易に生成することができる。
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【００５７】
以上、実施形態を用いて本発明を詳細に説明したが、本発明は本明細書中に説明した実
施形態に限定されるものではない。本発明の範囲は、特許請求の範囲の記載及び特許請求
の範囲の記載と均等の範囲により決定されるものである。
【符号の説明】
【００５８】
１

装置

１０

反応室

１１

支持手段

１２

プラズマ発生装置

１３

ガス供給装置

２

基板

３

燃料電池

３０

電解質膜

３１

触媒層

３２

ガス拡散層

３３

セパレータ

３５

電極

【図１】
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【図２】
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【図３】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図１０】

【図４】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月27日(2014.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒素がドープされたカーボンナノ
ウォールを有する酸素還元触媒。
【請求項２】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
ガス拡散層と、
前記ガス拡散層上に配置され、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒
素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項４】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項３記載の酸素還元電極。
【請求項５】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板からなるガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
請求項３又は４に記載の酸素還元電極。
【請求項６】
電解質膜と、
前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒素がドープされたカーボンナノ
ウォールを有する酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項７】
窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求項６
記載の燃料電池。
【請求項８】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である請求
項６又は７に記載の燃料電池。
【請求項９】
窒素の量が０．９８〜１．８８ａｔ％である、窒素がドープされたカーボンナノウォー
ル。
【請求項１０】
結晶化度が０．５〜３．５である請求項９記載のカーボンナノウォール。
【請求項１１】
カーボンナノウォールを用意し、
適正量の窒素をドープ可能なように制御された温度で加熱しながら前記カーボンナノウ
ォールを窒化する
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ことを有する、窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１２】
前記窒化時の温度制御として、６００〜８００℃の間で加熱する請求項１１に記載の窒
素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１３】
前記窒化によってドープされる窒素の量は、０．９８〜１．８８ａｔ％である請求項１
２に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１４】
前記窒化によって、結晶化度が０．５〜３．５である酸素還元触媒用カーボンナノウォ
ールが得られる請求項１２又は１３に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの
製造方法。
【請求項１５】
前記窒化は、プラズマ発生によって窒素分子を励起させることを有する請求項１１に記
載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
技術分野
［０００１］
本発明は、カーボンナノウォール及びその製造方法、カーボンナノウォールを利用する
酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池に関する。
背景技術
［０００２］
近年、クリーンエネルギー源として、燃料電池が注目されている。燃料電池にはいくつ
かの種類があり、その１つである固体高分子形燃料電池では、電極用の触媒として白金を
担持したカーボン材料を利用している。例えば、カーボンナノウォールに白金を担持し、
これを触媒とすることができる。一方、白金は、希少で高価な物質である。したがって、
白金を担持したカーボン材料を触媒として利用する電極は製造コストが高い。そのため、
白金の使用は、燃料電池が十分に普及していない一因となっている。
［０００３］
白金を担持したカーボン材料に代えて触媒に利用可能な物質として、窒素をドーピング
したカーボン材料が提案されている（例えば、非特許文献１又は２参照）。窒素は手軽に
入手可能な物質であるため、仮に、窒素を触媒用材料に使用することで、燃料電池で利用
する触媒を安価に生成することができる。
先行技術文献
非特許文献
［０００４］
非特許文献１：Ｋｕａｎｐｉｎｇ

Ｇｏｎｇ他４名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

Ｃａｒｂｏｎ

Ａｒｒａｙｓ

Ｎａｎｏｔｕｂｅ

ｃａｔａｌｙｔｉｃ
、Ｓｃｉｅｎｃｅ

Ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｏｘｙｇｅｎ

Ｅｌｅｃｔｒｏ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」

Ｑｕ他３名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

ｐｈｅｎｅ

ａｓ

ａｌｙｓｔ

ｆｏｒ

」、ＡＣＳ

Ｎａｎｏ．４、２００８年

【手続補正４】

Ｈｉｇｈ

ｖｏｌ．３２３、ｐ．７６０−７６４、２００９年２月

非特許文献２：Ｌｉａｎｇｔｉ

発明の概要

ｆｏｒ

ｗｉｔｈ

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ
Ｏｃｙｇｅｎ

Ｍｅｔａｌ−Ｆｒｅｅ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ｉｎ

Ｇｒａ

Ｅｌｅｃｔｒｏｃａｔ
Ｆｕｅｌ

Ｃｅｌｌｓ
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
発明が解決しようとする課題
［０００５］
上述したように、従来の方法では、触媒に白金を使用することで、電極の製造コストが
増加する問題があった。
［０００６］
上記課題に鑑み、本発明は、安価かつ容易にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸
素還元電極及び燃料電池を提供することを目的としている。
課題を解決するための手段
［０００７］
上記目的を達成するために、第１の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを有する酸素還元触媒を提供しうる。
［０００８］
また、第２の発明によれば、カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜
２０．０ａｔ％である酸素還元触媒を提供しうる。
［０００９］
また、第３の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０
．５〜３．５である酸素還元触媒を提供しうる。
［００１０］
また、第４の発明によれば、ガス拡散層と、当該ガス拡散層上に配置され、第１乃至第
３のいずれか１の発明で提供される酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極を
提供しうる。
［００１１］
また、第５の発明によれば、前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記触媒層は、
前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である酸素還元電極を
提供しうる。
［００１２］
また、第６の発明によれば、前記触媒層は、１μｍ以上である酸素還元電極を提供しう
る。
［００１３］
また、第７の発明によれば、電解質膜と、当該電解質膜の両側にそれぞれ配置され、第
４乃至第６のいずれか１の発明で提供される酸素還元電極と、当該電極の外側にそれぞれ
位置するセパレータとを有する燃料電池を提供しうる。
発明の効果
［００１４］
本発明によれば、安価にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料
電池を提供することができる。
【手続補正書】
【提出日】平成26年7月28日(2014.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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窒化時に温度制御をして窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触
媒。
【請求項２】
前記カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０ａｔ％である請
求項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１又は２記載の酸素還元触媒。
【請求項４】
ガス拡散層と、
前記ガス拡散層上に配置され、窒化時に温度制御をして窒素がドープされたカーボンナ
ノウォールを有する酸素還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項５】
前記カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０ａｔ％である請
求項４記載の酸素還元電極。
【請求項６】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項４又は５記載の酸素還元電極。
【請求項７】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
ことを特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の酸素還元電極。
【請求項８】
前記触媒層は、１μｍ以上であることを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記
載の酸素還元電極。
【請求項９】
電解質膜と、
前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
、窒化時に温度制御をして窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触
媒である触媒層とを有する酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項１０】
前記酸素還元電極のカーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜２０．０
ａｔ％であることを特徴とする請求項９記載の燃料電池。
【請求項１１】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５であること
を特徴とする請求項９又は１０記載の燃料電池。
【請求項１２】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であること
を特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の燃料電池。
【請求項１３】
前記酸素還元電極の前記触媒層は、１μｍ以上であることを特徴とする請求項９乃至１
２のいずれか１項に記載の燃料電池。
【請求項１４】
窒化時に、温度制御することを特徴とする窒素がドープされたカーボンナノウォール。
【請求項１５】
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ドープされる窒素の量が０．５〜２０．０ａｔ％である請求項１４記載のカーボンナノ
ウォール。
【請求項１６】
結晶化度が０．５〜３．５である請求項１４又は１５記載のカーボンナノウォール。
【請求項１７】
窒化時の温度制御として、６００〜８００℃の間で加熱されたことを特徴とする請求項
１４乃至１６のいずれか１項に記載のカーボンナノウォール。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
技術分野
［０００１］
本発明は、カーボンナノウォール、カーボンナノウォールを利用する酸素還元触媒、酸
素還元電極及び燃料電池に関する。
背景技術
［０００２］
近年、クリーンエネルギー源として、燃料電池が注目されている。燃料電池にはいくつ
かの種類があり、その１つである固体高分子形燃料電池では、電極用の触媒として白金を
担持したカーボン材料を利用している。例えば、カーボンナノウォールに白金を担持し、
これを触媒とすることができる。一方、白金は、希少で高価な物質である。したがって、
白金を担持したカーボン材料を触媒として利用する電極は製造コストが高い。そのため、
白金の使用は、燃料電池が十分に普及していない一因となっている。
［０００３］
白金を担持したカーボン材料に代えて触媒に利用可能な物質として、窒素をドーピング
したカーボン材料が提案されている（例えば、非特許文献１又は２参照）。窒素は手軽に
入手可能な物質であるため、仮に、窒素を触媒用材料に使用することで、燃料電池で利用
する触媒を安価に生成することができる。
先行技術文献
非特許文献
［０００４］
非特許文献１：Ｋｕａｎｐｉｎｇ

Ｇｏｎｇ他４名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

Ｃａｒｂｏｎ

Ａｒｒａｙｓ

Ｎａｎｏｔｕｂｅ

ａｔａｌｙｔｉｃ

Ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｓｃｉｅｎｃｅ
ａｓ

Ｏｘｙｇｅｎ

Ｅｌｅｃｔｏｃ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」、

Ｑｕ他３名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ
Ｏｃｙｇｅｎ

Ｍｅｔａｌ−Ｆｒｅｅ

ｔａｌｙｓｔ

ｆｏｒ

ｓ」、ＡＣＳ

Ｎａｎｏ．４、２００８年

発明の概要
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
発明が解決しようとする課題
［０００５］

Ｈｉｇｈ

ｖｏｌ．３２３、ｐ．７６０−７６４、２００９年２月

非特許文献２：Ｌｉａｎｇｔｉ
ｐｈｅｎｅ

ｆｏｒ

ｗｉｔｈ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

Ｇｒａ

ｉｎ

Ｅｌｅｃｔｏｒｏｃａ
Ｆｕｅｌ

Ｃｅｌｌ
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上述したように、従来の方法では、触媒に白金を使用することで、電極の製造コストが
増加する問題があった。
［０００６］
上記課題に鑑み、本発明は、安価かつ容易にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸
素還元電極及び燃料電池を提供することを目的としている。
課題を解決するための手段
［０００７］
上記目的を達成するために、第１の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを有する酸素還元触媒を提供しうる。
［０００８］
また、第２の発明によれば、カーボンナノウォールにドープされる窒素の量が０．５〜
２０．０ａｔ％である酸素還元触媒を提供しうる。
［０００９］
また、第３の発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０
．５〜３．５である酸素還元触媒を提供しうる。
［００１０］
また、第４の発明によれば、ガス拡散層と、当該ガス拡散層上に配置され、第１乃至第
３のいずれか１の発明で提供される酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極を
提供しうる。
［００１１］
また、第５の発明によれば、前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記触媒層は、
前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である酸素還元電極を
提供しうる。
［００１２］
また、第６の発明によれば、前記触媒層は、１μｍ以上である酸素還元電極を提供しう
る。
［００１３］
また、第７の発明によれば、電解質膜と、当該電解質膜の両側にそれぞれ配置され、第
４乃至第６のいずれか１の発明で提供される酸素還元電極と、当該電極の外側にそれぞれ
位置するセパレータとを有する燃料電池を提供しうる。
発明の効果
［００１４］
本発明によれば、安価にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料
電池を提供することができる。
【手続補正書】
【提出日】平成27年1月27日(2015.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒素がドープされたカーボンナノ
ウォールを有する酸素還元触媒。
【請求項２】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
ガス拡散層と、

(19)

JP WO2014/123213 A1 2014.8.14

前記ガス拡散層上に配置され、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒
素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項４】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項３記載の酸素還元電極。
【請求項５】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板からなるガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
請求項３又は４に記載の酸素還元電極。
【請求項６】
電解質膜と、
前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８ａｔ％の窒素がドープされたカーボンナノ
ウォールを有する酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項７】
窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求項６
記載の燃料電池。
【請求項８】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である請求
項６又は７に記載の燃料電池。
【請求項９】
窒素の量が０．９８〜１．８８ａｔ％である、窒素がドープされたカーボンナノウォー
ル。
【請求項１０】
結晶化度が０．５〜３．５である請求項９記載のカーボンナノウォール。
【請求項１１】
カーボンナノウォールを用意し、
適正量の窒素をドープ可能なように制御された温度で加熱しながら前記カーボンナノウ
ォールを窒化する
ことを有する、窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１２】
前記窒化時の温度制御として、６００〜８００℃の間で加熱する請求項１１に記載の窒
素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１３】
前記窒化によってドープされる窒素の量は、０．９８〜１．８８ａｔ％である請求項１
２に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１４】
前記窒化によって、結晶化度が０．５〜３．５である酸素還元触媒用カーボンナノウォ
ールが得られる請求項１２又は１３に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの
製造方法。
【請求項１５】
前記窒化は、プラズマ発生によって窒素分子を励起させることを有する請求項１１に記
載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
技術分野
［０００１］
本発明は、カーボンナノウォール及びその製造方法、カーボンナノウォールを利用する
酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池に関する。
背景技術
［０００２］
近年、クリーンエネルギー源として、燃料電池が注目されている。燃料電池にはいくつ
かの種類があり、その１つである固体高分子形燃料電池では、電極用の触媒として白金を
担持したカーボン材料を利用している。例えば、カーボンナノウォールに白金を担持し、
これを触媒とすることができる。一方、白金は、希少で高価な物質である。したがって、
白金を担持したカーボン材料を触媒として利用する電極は製造コストが高い。そのため、
白金の使用は、燃料電池が十分に普及していない一因となっている。
［０００３］
白金を担持したカーボン材料に代えて触媒に利用可能な物質として、窒素をドーピング
したカーボン材料が提案されている（例えば、非特許文献１又は２参照）。窒素は手軽に
入手可能な物質であるため、仮に、窒素を触媒用材料に使用することで、燃料電池で利用
する触媒を安価に生成することができる。
先行技術文献
非特許文献
［０００４］
非特許文献１：Ｋｕａｎｐｉｎｇ

Ｇｏｎｇ他４名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

Ｃａｒｂｏｎ

Ａｒｒａｙｓ

Ｎａｎｏｔｕｂｅ

ｃａｔａｌｙｔｉｃ

Ａｃｔｉｖｉｔｙ

、Ｓｃｉｅｎｃｅ

ｆｏｒ

ｗｉｔｈ

Ｈｉｇｈ

Ｏｘｙｇｅｎ

Ｅｌｅｃｔｒｏ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」

ｖｏｌ．３２３、ｐ．７６０−７６４、２００９年２月

非特許文献２：Ｌｉａｎｇｔｉ

Ｑｕ他３名、「Ｎｉｔｒｏｇｅｎ−Ｄｏｐｅｄ

ｐｈｅｎｅ

ａｓ

ａｌｙｓｔ

ｆｏｒ

Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

」、ＡＣＳ

Ｎａｎｏ．４、２００８年

Ｏｃｙｇｅｎ

Ｍｅｔａｌ−Ｆｒｅｅ

Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ｉｎ

Ｇｒａ

Ｅｌｅｃｔｒｏｃａｔ
Ｆｕｅｌ

Ｃｅｌｌｓ

発明の概要
【手続補正書】
【提出日】平成27年10月26日(2015.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８at％の窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを有する酸素還元触媒。
【請求項２】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
ガス拡散層と、
前記ガス拡散層上に配置され、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８at％の窒素
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がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項４】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項３記載の酸素還元電極。
【請求項５】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
請求項３又は４に記載の酸素還元電極。
【請求項６】
電解質膜と、
前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
、窒化時に温度制御をして０．９８〜１．８８at％の窒素がドープされたカーボンナノウ
ォールを有する酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項７】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項６記載の燃料電池。
【請求項８】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である請求
項６又は７に記載の燃料電池。
【請求項９】
窒素の量が０．９８〜１．８８at％である、窒素がドープされたカーボンナノウォール
。
【請求項１０】
結晶化度が０．５〜３．５である請求項９記載のカーボンナノウォール。
【請求項１１】
カーボンナノウォールを用意し、
適正量の窒素をドープ可能なように制御された温度で加熱しながら前記カーボンナノウ
ォールを窒化する
ことを有する、窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１２】
前記窒化時の温度制御として、６００〜８００℃の間で加熱する請求項１１に記載の窒
素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１３】
前記窒化によってドープされる窒素の量は、０．９８〜１．８８at％である請求項１２
に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１４】
前記窒化によって、結晶化度が０．５〜３．５である酸素還元触媒用カーボンナノウォ
ールが得られる請求項１２又は１３に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの
製造方法。
【請求項１５】
前記窒化は、プラズマ発生によって窒素分子を励起させることを有する請求項１１に記
載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
本発明は、カーボンナノウォール及びその製造方法、カーボンナノウォールを利用する
酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料電池に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
【非特許文献１】Kuanping Gong 他４名、「Nitrogen‑Doped Carbon Nanotube Arrays wi
th High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction」、Science vol.323、p.760
‑764、2009年２月
【非特許文献２】Liangti Qu 他３名、「Nitrogen‑Doped Graphene as Efficient Metal‑
Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Fuel Cells」、ACS Nano.4、2008年
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
上記課題に鑑み、本発明は、安価かつ容易にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸
素還元電極及び燃料電池を提供することを目的としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
本発明によれば、安価にカーボンナノウォール、酸素還元触媒、酸素還元電極及び燃料
電池を提供することができる。
【手続補正書】
【提出日】平成28年8月12日(2016.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
窒化時に６００〜８００℃の間（但し、６００℃を除く）で温度制御をして０．９８〜
１．８８at％の窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒。
【請求項２】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項１記載の酸素還元触媒。
【請求項３】
ガス拡散層と、
前記ガス拡散層上に配置され、窒化時に６００〜８００℃の間（但し、６００℃を除く
）で温度制御をして０．９８〜１．８８at％の窒素がドープされたカーボンナノウォール
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を有する酸素還元触媒である触媒層と、
を有する酸素還元電極。
【請求項４】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項３記載の酸素還元電極。
【請求項５】
前記ガス拡散層はカーボン基板であって、
前記触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒であ
る
請求項３又は４に記載の酸素還元電極。
【請求項６】
電解質膜と、
前記電解質膜の両側にそれぞれ配置されるガス拡散層と、前記ガス拡散層上に配置され
、窒化時に６００〜８００℃の間（但し、６００℃を除く）で温度制御をして０．９８〜
１．８８at％の窒素がドープされたカーボンナノウォールを有する酸素還元触媒である触
媒層とを有する酸素還元電極と、
前記酸素還元電極の外側にそれぞれ位置するセパレータと、
を有する燃料電池。
【請求項７】
窒素がドープされた前記カーボンナノウォールの結晶化度が０．５〜３．５である請求
項６記載の燃料電池。
【請求項８】
前記酸素還元電極の前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記酸素還元電極の前記
触媒層は、前記カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である請求
項６又は７に記載の燃料電池。
【請求項９】
カーボンナノウォールを用意し、
適正量の窒素をドープ可能なように６００〜８００℃の間（但し、６００℃を除く）で
制御された温度で加熱しながら前記カーボンナノウォールを窒化する
ことを有する、窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１０】
前記窒化によってドープされる窒素の量は、０．９８〜１．８８at％である請求項９に
記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１１】
前記窒化によって、結晶化度が０．５〜３．５である酸素還元触媒用カーボンナノウォ
ールが得られる請求項９又は１０に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製
造方法。
【請求項１２】
前記窒化は、プラズマ発生によって窒素分子を励起させることを有する請求項９に記載
の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法。
【請求項１３】
前記カーボンナノウォールは、０．３６Ｐａ以上０．６７Ｐａ以下の圧力で窒化する請
求項９〜１２の何れか一項に記載の窒素がドープされたカーボンナノウォールの製造方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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上記目的を達成するために、第１の発明によれば、窒化時に６００〜８００℃の間（但
し、６００℃を除く）で温度制御をして０．９８〜１．８８at％の窒素がドープされたカ
ーボンナノウォールを有する酸素還元触媒を提供しうる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
また、本発明によれば、窒素がドープされたカーボンナノウォールの結晶化度が０．５
〜３．５である酸素還元触媒を提供しうる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
また、本発明によれば、ガス拡散層と、当該ガス拡散層上に配置され、上記何れかの発
明で提供される酸素還元触媒である触媒層とを有する酸素還元電極を提供しうる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
また、本発明によれば、前記ガス拡散層はカーボン基板であって、前記触媒層は、前記
カーボン基板から成るガス拡散層上に形成された酸素還元触媒である酸素還元電極を提供
しうる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
また、本発明によれば、前記触媒層は、１μｍ以上である酸素還元電極を提供しうる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
また、本発明によれば、電解質膜と、当該電解質膜の両側にそれぞれ配置され、上記何
れかの発明で提供される酸素還元電極と、当該電極の外側にそれぞれ位置するセパレータ
とを有する燃料電池を提供しうる。
又、本発明によれば、カーボンナノウォールを用意し、適正量の窒素をドープ可能なよ

(25)

JP WO2014/123213 A1 2014.8.14

うに６００〜８００℃の間（但し、６００℃を除く）で制御された温度で加熱しながら前
記カーボンナノウォールを窒化することを有する、窒素がドープされたカーボンナノウォ
ールの製造方法を提供しうる。
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