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(57)【要約】
【課題】新たな酸素生成用光触媒用助触媒を提供する。
【解決手段】 Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷか
ら選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍ
ｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及
びＲｕから選択される金属の酸化物と、を含む複合体を
含有する酸素生成用光触媒用助触媒。
【選択図】図１−１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆｅ、
Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金
属の酸化物と、を含む複合体を含有する酸素生成用光触媒用助触媒。
【請求項２】
上記金属のリン化物をコアとし上記金属の酸化物をシェルとした、コアシェル構造を有
する、請求項１に記載の助触媒。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の助触媒を担持した酸素生成用光触媒。
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【請求項４】
請求項３に記載の光触媒を有する光触媒シート。
【請求項５】
請求項３に記載の光触媒を有する光触媒電極。
【請求項６】
請求項４に記載の光触媒シート、又は請求項５に記載の光触媒電極を備えた、水分解に
よる水素及び／又は酸素発生装置。
【請求項７】
Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆｅ、
Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金
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属の酸化物と、を含む複合体。
【請求項８】
上記金属のリン化物をコアとし上記金属の酸化物をシェルとした、コアシェル構造を有
する、請求項７に記載の複合体。
【請求項９】
Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物を準備するステッ
プ、及び
準備した前記リン化物とＮｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ
、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金属の錯体とを混合し、該混合物を焼成するステッ
プ、を有する、金属リン化物と金属酸化物の複合体の製造方法。
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【請求項１０】
前記混合物を焼成するステップにおいて、焼成温度が３４０℃以下である、請求項９に
記載の複合体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属リン化物と金属酸化物とを含む酸素生成用光触媒用助触媒に関する。ま
た、金属リン化物と金属酸化物とを含む、新規な金属複合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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エネルギー資源の大半を占める化石燃料は有限であることから、光エネルギーを利用し
て、水を水素と酸素に分解することでエネルギー源とする研究が進められている。その際
には光触媒が用いられることが通常である。
現在研究が進められている光触媒は、酸化物、酸窒化物、窒化物といった光半導体の表
面に助触媒が担持され、助触媒を担持させることで光触媒の活性を向上させることができ
る。
【０００３】
水分解に用いられる光触媒用の助触媒としては、一般的に酸素発生用助触媒と水素発生
用助触媒に大別される。
酸素発生用助触媒としては、Ｆｅ、Ｃо、Ｎｉ、Ｍｎなどの酸化物が用いられ、例えば
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特許文献１には、Ｃｏ及びＭｎを含む酸化物粒子を特定の光半導体に担持させることで、
Ｃｏドープの効果を顕著とさせる技術が開示されている。
【０００４】
一方、水素発生用助触媒としては、例えば非特許文献１にはニッケル化合物が広く開示
されており、そのうちＮｉ２Ｐナノ粒子が非常に高い水素発生能力を有することが記載さ
れている。
また、非特許文献２には、水の電気分解による水素及び酸素の発生に用いられる遷移金
属リン化物フィルムの合成法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１５−１１２５０９号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Eric J. Popczun, et al. Journal of the American Chemical Society
, 135, 9267‑9270 (2013)
【非特許文献２】Carlos G.Read, et al. Applied Material & Interfaces 8, 12798‑128
03 (2016)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
本発明は、新たな酸素生成用光触媒用助触媒を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、新たな酸素生成用光触媒用助触媒を提供すべく鋭意検討を重ねた結果、
特定の金属リン化物と特定の金属酸化物を含む複合体が、酸素発生用助触媒として有用で
あることを見出した。更に当該複合体について研究を進めると、金属リン化物のコア、及
び金属酸化物のシェルからなるコアシェル構造を有した新規複合体であることに想到し、
本発明を完成させた。
本発明は以下の要旨を含む。
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【０００９】
（１）Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択され
る金属の酸化物と、を含む複合体を含有する酸素生成用光触媒用助触媒。
（２）上記金属のリン化物をコアとし上記金属の酸化物をシェルとした、コアシェル構造
を有する、（１）に記載の助触媒。
（３）（１）又は（２）に記載の助触媒を担持した酸素生成用光触媒。
（４）（３）に記載の光触媒を有する光触媒シート。
（５）（３）に記載の光触媒を有する光触媒電極。
（６）（４）に記載の光触媒シート、又は（５）に記載の光触媒電極を備えた、水分解に

40

よる水素及び／又は酸素発生装置。
（７）Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択され
る金属の酸化物と、を含む複合体。
（８）上記金属のリン化物をコアとし上記金属の酸化物をシェルとした、コアシェル構造
を有する、（７）に記載の複合体。
（９）Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物を準備するス
テップ、及び準備した前記リン化物とＮｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、
Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金属の錯体とを混合し、該混合物を焼成
するステップ、を有する、金属リン化物と金属酸化物の複合体の製造方法。
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（１０）前記混合物を焼成するステップにおいて、焼成温度が３４０℃以下である（９）
に記載の複合体の製造方法。
（１１）触媒層及び導電層の積層体を備える水電解用電極であって、
前記触媒層は、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される金属のリン化物と
、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、 Ｃｒ、 Ｃｕ、 Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲ
ｕから選択される金属の酸化物と、を含む複合体を含有する、電極。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、新たな酸素生成用光触媒用助触媒を提供することができる。また、該
酸素生成用光触媒用助触媒に用いられる複合体は新規複合体である。本発明により提供さ
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れる複合体は、光触媒に高い酸素発生能を付与することができ、効率よく水から酸素を発
生することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１−１】コアシェル構造を呈する、実施例１に係るＮｉＰｘとＦｅＯｙとの複合体の
ＴＥＭ画像を示す（図面代用写真）。
【図１−２】コアシェル構造を呈する、実施例１に係るＮｉＰｘとＦｅＯｙとの複合体の
ＳＴＥＭ―ＥＤＳ画像を示す（図面代用写真）。
【図２】比較例１に係るＮｉ２Ｐナノ粒子のＴＥＭ画像を示す（図面代用写真）。
【図３】比較例２に係るＦｅＯｘナノ粒子のＴＥＭ画像を示す（図面代用写真）。
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【図４】比較例３に係るＮｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘナノ粒子のＴＥＭ画像を示す（図面代用写真
）。
【図５】実施例１及び比較例１〜３で調製した粒子の酸素生成触媒活性を示す図である。
【図６】実施例２及び比較例４〜７で調製した電極の光電流−電圧曲線を示す図である。
【図７】実施例２及び比較例４〜７で調製した電極の光電流−時間曲線を示す図である。
【図８】比較例８で調製したＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子のＴＥＭ画像を示す（図面代用写真
）。
【図９】比較例９で調製したＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子のＴＥＭ画像を示す（図面代用写真
）。
【図１０】比較例８及び９で調製した粒子の酸素生成触媒活性を示す図である。
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【図１１】比較例４、１０及び１１で調製した電極の光電流−電圧曲線を示す図である。
【図１２】比較例４、１０及び１１で調製した電極の光電流−時間曲線を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明につき詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本発明の実
施態様の一例（代表例）であり、本発明はこれらの内容に限定されるものではなく、その
要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００１３】
本発明に係る一実施形態は、酸素生成用光触媒用助触媒である。酸素生成用光触媒用助
触媒は通常、光触媒に担持されることで、光触媒が酸素生成機能を有することとなる。
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本実施形態において酸素生成用光触媒用助触媒は、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及び
Ｗから選択される金属のリン化物と、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、
Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金属の酸化物と、を含む複合体を含有す
る。
複合体を形成する金属のリン化物としては、ナノ粒子合成の容易さと触媒活性の観点か
らＮｉ、Ｆｅ、Ｃｏ又はＭｎのリン化物であることが好ましく、ニッケル又は鉄のリン化
物であることがより好ましい。
複合体を形成する金属の酸化物としては、シェル被覆の容易さと触媒活性の観点からＮ
ｉ、Ｆｅ、Ｃｏ又はＭｎの酸化物であることが好ましく、Ｆｅの酸化物であることがより
好ましい。
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【００１４】
ここで複合体とは、金属のリン化物と金属の酸化物との間で、例えば物理的又は化学的
に何らかの結合が生じ、一体化しているものをいう。そのため、単なる金属のリン化物と
金属の酸化物との混合物は、ここでいう複合体には含まない。複合体とするためには、金
属のリン化物と金属の酸化物を単に混合するのみではなく、熱処理、機械的処理、化学的
処理などを施すことが必要となる。
【００１５】
本実施形態において、複合体はどのような形状であってもよく特に限定されないが、粒
子又は微粒子であることが好ましい。微粒子である場合その粒子径は、光半導体への担持
の容易性から通常１ｎｍ以上、好ましくは１．２ｎｍ以上、より好ましくは１．５ｎｍ以
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上である。また、通常２５ｎｍ以下、好ましくは２０ｎｍ以下である。
尚、本明細書において「粒子径」とは、定方向接線径（フェレ径）の平均値（平均粒子
径）を意味し、ＸＲＤ、ＴＥＭ、ＳＥＭ法等の公知の手段によって測定することができる
。
【００１６】
複合体の製造方法としては、例えば、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択さ
れる金属のリン化物を準備するステップ、及び、準備した前記リン化物とＮｉ、Ｆｅ、Ｃ
ｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金属
の錯体とを混合し、該混合物を焼成するステップ、を有する製造方法があげられる。
【００１７】
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金属のリン化物を準備する方法としては特段限定されず、既知の合成方法を用いてもよ
く、市販品が存在する場合には、市販品を用いてもよい。
ＮｉＰｘ（ｘ＞０）を準備する方法を例示すると、Ｎｉアセチルアセトナート等のＮｉ
原料と、トリオクチルホスフィンなどのＰ原料とを有機溶剤に溶解し、好ましくは不活性
ガス雰囲気下、加熱することで得られる。
得られた金属のリン化物は、有機溶剤から単離しアルコールなどを使用して精製するこ
とが好ましい。
【００１８】
準備した金属のリン化物は、金属の錯体と混合され、焼成される。
金属のリン化物と混合される、金属の錯体としては、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、
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Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択される金属が含まれている錯
体であればよい。具体的な金属の錯体としては、Ｆｅ（ＣＯ）５、（Ｆｅ（ａｃａｃ）３
）（ａｃａｃ：アセチルアセトン）があげられ、シェル被覆の容易さの観点からＦｅ（Ｃ
Ｏ）５が好ましい。
金属のリン化物と金属の錯体は、通常有機溶剤に溶解され、その後混合される。金属の
リン化物と金属の錯体の含有比は特段限定されないが、リン化物の金属：錯体の金属が、
モル比で通常２：１〜１：４であり、好ましくは１：１〜１：２である。有機溶剤の種類
は特段限定されず、当業者が適宜設定できる。
【００１９】
金属のリン化物と金属の錯体との混合物の焼成は、通常３４０℃以下で実施され、好ま
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しくは３１０℃以下、より好ましくは３００℃以下である。また通常２００℃以上、好ま
しくは２２０℃以上、より好ましくは２４０℃以上である。焼成時間は通常６時間以下、
好ましくは４時間以下である。また通常１０分以上、好ましくは３０分以上である。
焼成後、アルコールを用いて必要に応じ精製を行ってもよい。
【００２０】
本実施形態に係る複合体は、特定の金属リン化物と、特定の金属酸化物を含む新規複合
体である。複合体の一形態としては、金属のリン化物がコアを形成し、金属の酸化物がシ
ェルを形成する、コアシェル構造を形成する。
このような構造は、上記複合体の製造方法における焼成の際、比較的低温で焼成するこ
とで酸化物を形成する金属が金属リン化物内に固溶せず、また粒子が凝集しないことから
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溶媒中に安定に分散できているため、呈するものであると考えられる。
図１−１に、ＮｉＰｘとＦｅＯｙの複合体のＴＥＭ画像を示す（ｘ＞０、ｙ＞０を満た
す）。図２に示すＮｉ２Ｐナノ粒子、図３に示すＦｅＯｘナノ粒子、図４に示すＮｉ２Ｐ
＋ＦｅＯｘナノ粒子とは、明らかに異なる複合体であることが理解できる。すなわち、本
実施形態に係る複合体は、従来にはない新たな複合体である。
図１−２にＮｉＰｘとＦｅＯｙの複合体のＳＴＥＭ−ＥＤＳ像を示す。ＮｉおよびＰが
中心部分、ＦｅとＯが周辺部分に偏在しており、ＮｉＰｘをコアとし、ＦｅＯｙをシェル
とするコアシェル構造を呈することが明らかとなった。
【００２１】
複合体において、リン化物を形成する金属と、酸化物を形成する金属とのモル比は、通
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常９０：１０〜５０：５０であり、触媒活性の観点から、好ましくは８５：１５〜７０：
３０である。
また、複合体は金属リン化物及び金属酸化物それぞれに、他の金属がドープされていて
もよい。ドープされる金属は特段限定されないが、上記金属リン化物及び金属酸化物の金
属として使用される金属がドープされる。ドープ量も特段限定されない。
複合体を形成するリン化物は、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ及びＷから選択される一
種の金属のリン化物であることが好ましい。一方、複合体を形成する酸化物は、Ｎｉ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ及びＲｕから選択され
る一種の金属の酸化物であることが好ましい。金属リン化物の金属種と金属酸化物の金属
種とは異なる金属であることで、触媒活性がより改良され好ましい。

20

【００２２】
複合体は、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ
及びＲｕから選択される金属のリン酸塩を含んでいてもよい。リン酸塩の濃度は、金属同
士のモル比において、酸化物より少ないことが好ましい。リン酸塩の金属と酸化物の金属
とは同種であってよく、異なっていてもよい。
上記のコアシェル構造を形成する場合には、酸化物のシェル部分にリン酸塩が含まれて
いてもよい。
【００２３】
Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗについては、これらのリン化物を微細なナノ粒子と
して合成することが容易であるため、溶媒に安定して分散する触媒インクとして利用でき

30

る。また、水の酸化反応中に水酸化物に構造変化し、その際に複合体中のもう一方の酸化
物相と容易に固溶体を形成することができるため、合成が困難な種々の活性な固溶体を容
易に形成できるという効果が得られるものと考えられる。
Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｉｒ、Ｒｕにつ
いては、それらの酸化物を上記リン化物ナノ粒子上に容易に被覆でき、それにより複合体
が溶媒に安定して分散する触媒インクとして利用できる。かつ水の酸化反応中にリン化物
相の構造変化に伴い、リン化物相と固溶体を形成することで、合成が困難な種々の活性な
固溶体を容易に形成できるという効果が得られるものと考える。
そして、これらリン化物と酸化物との組み合わせにより、酸素と水素の再結合が抑制さ
れ、酸素生成が効果的に行われるという効果が得られるものと考えられる。

40

【００２４】
本実施形態において複合体は、酸素生成用光触媒用助触媒として使用され、光触媒に担
持されることで、光触媒が酸素生成機能を有する。
光触媒に用いられる光半導体は、Ｔｉ、Ｖ、Ｎｂ及びＴａからなる群から選ばれる１種
以上の元素を含み、これらの元素のいずれかを含んだ酸化物、酸窒化物、窒化物、（オキ
シ）カルコゲナイド等が挙げられる。
具体的には、
ＴｉＯ２、ＣａＴｉＯ３、ＳｒＴｉＯ３、Ｓｒ３Ｔｉ２Ｏ７、Ｓｒ４Ｔｉ３Ｏ７、Ｋ２Ｌ
ａ２Ｔｉ３Ｏ１０、Ｒｂ２Ｌａ２Ｔｉ３Ｏ１０、Ｃｓ２Ｌａ２Ｔｉ３Ｏ１０、ＣｓＬａＴ
ｉ２ＮｂＯ１０，Ｌａ２ＴｉＯ５、Ｌａ２Ｔｉ３Ｏ９、Ｌａ２Ｔｉ２Ｏ７、Ｌａ２Ｔｉ２
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Ｏ７：Ｂａ、ＫａＬａＺｒ０．３Ｔｉ０．７Ｏ４、Ｌａ４ＣａＴｉ５Ｏ７、ＫＴｉＮｂＯ
５、Ｎａ２Ｔｉ６Ｏ１３、ＢａＴｉ４Ｏ９、Ｇｄ２Ｔｉ２Ｏ７、Ｙ２Ｔｉ２Ｏ７、（Ｎａ
＋
−Ｃｓ２Ｔｉ
２Ｔｉ３Ｏ７、Ｋ２Ｔｉ２Ｏ５、Ｋ２Ｔｉ４Ｏ９、Ｃｓ２Ｔｉ２Ｏ５、Ｈ
＋
＋
−ＣｓはＣｓがＨ でイオン交換されていることを示す。以下同様)、Ｃｓ
２Ｏ５（Ｈ
＋
−ＣｓＴｉＮｂＯ５、Ｈ＋−ＣｓＴｉ２Ｎｂ
２Ｔｉ５Ｏ１１、Ｃｓ２Ｔｉ６Ｏ１３、Ｈ

Ｏ７、ＳｉＯ２−ｐｉｌｌａｒｅｄ Ｋ２Ｔｉ４Ｏ９、ＳｉＯ２−ｐｉｌｌａｒｅｄ Ｋ２
Ｔｉ２．７Ｍｎ０．３Ｏ７、ＢａＴｉＯ３、ＢａＴｉ４Ｏ９、ＡｇＬｉ１／３Ｔｉ２／３
Ｏ２等のチタン含有酸化物；
ＬａＴｉＯ２Ｎ等のチタン含有酸窒化物；および
Ｌａ５Ｔｉ２ＣｕＳ５Ｏ７、Ｌａ５Ｔｉ２ＡｇＳ５Ｏ７、Ｓｍ２Ｔｉ２Ｏ５Ｓ２等のチタ

10

ン含有（オキシ）カルコゲナイド；等のチタン含有化合物：
ＢｉＶＯ４、Ａｇ３ＶＯ４等のバナジウム含有酸化物；等のバナジウム含有化合物：
Ｋ４Ｎｂ６Ｏ１７、Ｒｂ４Ｎｂ６Ｏ１７、Ｃａ２Ｎｂ２Ｏ７、Ｓｒ２Ｎｂ２Ｏ７、Ｂａ５
Ｎｂ４Ｏ１５、ＮａＣａ２Ｎｂ３Ｏ１０、ＺｎＮｂ２Ｏ６、Ｃｓ２Ｎｂ４Ｏ１１、Ｌａ３
ＮｂＯ７、Ｈ＋−ＫＬａＮｂ２Ｏ７、Ｈ＋−ＲｂＬａＮｂ２Ｏ７、Ｈ＋−ＣｓＬａＮｂ２
Ｏ７、Ｈ＋−ＫＣａ２Ｎｂ３Ｏ１０、ＳｉＯ２−ｐｉｌｌａｒｅｄ ＫＣａ２Ｎｂ３Ｏ１
＋
−ＲｂＣａ２Ｎｂ３Ｏ１
０（Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒ．１９９６，８，２５３４．）、Ｈ
＋
＋
−ＣｓＣａ２Ｎｂ３Ｏ１０、Ｈ −ＫＳｒ２Ｎｂ３Ｏ１０、Ｈ＋−ＫＣａ２Ｎａ
０、Ｈ

Ｎｂ４Ｏ１３）、ＰｂＢｉ２Ｎｂ２Ｏ９等のニオブ含有酸化物；および
ＣａＮｂＯ２Ｎ、ＢａＮｂＯ２Ｎ、ＳｒＮｂＯ２Ｎ、ＬａＮｂＯＮ２等のニオブ含有酸窒

20

化物；等のニオブ含有化合物：
Ｔａ２Ｏ５、Ｋ２ＰｒＴａ５Ｏ１５、Ｋ３Ｔａ３Ｓｉ２Ｏ１３、Ｋ３Ｔａ３Ｂ２Ｏ１２、
ＬｉＴａＯ３、ＮａＴａＯ３、ＫＴａＯ３、ＡｇＴａＯ３、ＫＴａＯ３：Ｚｒ、ＮａＴａ
Ｏ３：Ｌａ、ＮａＴａＯ３：Ｓｒ、Ｎａ２Ｔａ２Ｏ６、Ｋ２Ｔａ２Ｏ６（ｐｙｒｏｃｈｌ
ｏｒｅ）、ＣａＴａ２Ｏ６、ＳｒＴａ２Ｏ６、ＢａＴａ２Ｏ６、ＮｉＴａ２Ｏ６、Ｒｂ４
Ｔａ６Ｏ１７、Ｈ２Ｌａ２／３Ｔａ２Ｏ７、Ｋ２Ｓｒ１．５Ｔａ３Ｏ１０、ＬｉＣａ２Ｔ
ａ３Ｏ１０、ＫＢａ２Ｔａ３Ｏ１０、Ｓｒ５Ｔａ４Ｏ１５、Ｂａ５Ｔａ４Ｏ１５、Ｈ１．
８Ｓｒ０．８１Ｂｉ０．１９Ｔａ２Ｏ７、Ｍｇ−Ｔａ

ｏｘｉｄｅ（Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅ

ｒ．２００４ １６， ４３０４−４３１０）、ＬａＴａＯ４、Ｌａ３ＴａＯ７等のタンタ
ル含有酸化物；

30

Ｔａ３Ｎ５等のタンタル含有窒化物；および
ＣａＴａＯ２Ｎ、ＳｒＴａＯ２Ｎ、ＢａＴａＯ２Ｎ、ＬａＴａＯ２Ｎ、Ｙ２Ｔａ２Ｏ５Ｎ
２、ＴａＯＮ等のタンタル含有酸窒化物；等のタンタル含有化合物：等が用いられる。

【００２５】
太陽光を利用した光水分解反応をより効率的に生じさせる観点からは、上記各種光半導
体のうち、可視光応答型の光半導体を用いることが好ましい。具体的には、ＬａＴｉＯ２
Ｎ、ＢａＮｂＯ２Ｎ、ＢａＴａＯ２Ｎ、ＴａＯＮ、ＢｉＶＯ４、Ｔａ３Ｎ５が好ましく、
この中でも特に、ＬａＴｉＯ２Ｎ、ＢａＮｂＯ２Ｎ、ＢａＴａＯ２Ｎ、ＴａＯＮ、ＢｉＶ
Ｏ４が好ましい。上記の各種光半導体は、固相法、溶液法等の公知の合成方法によって容
易に合成可能である。

40

【００２６】
光半導体の形態（形状）については、上記説明した複合体を助触媒として担持し、光触
媒として機能し得るような形態であれば特に限定されるものではなく、光触媒の設置形態
等に合わせて、粒子状、塊状、板状等を適宜選択すればよい。特に、水分解反応用光触媒
とする場合は、粒子状の光半導体の表面に助触媒を担持することが好ましい。この場合、
粒子径の下限が好ましくは５０ｎｍ以上であり、上限が好ましくは５００μｍ以下である
。尚、本明細書において「粒子径」とは、定方向接線径（フェレ径）の平均値（平均粒子
径）を意味し、ＸＲＤ、ＴＥＭ、ＳＥＭ法等の公知の手段によって測定することができる
。
【００２７】
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光触媒は、光半導体表面に、上記説明した複合体を助触媒として担持する。上記複合体
に加えて、別の助触媒を共担持させてもよい。例えば、周期表第６族〜第１０族から選ば
れる１つ以上の元素を含む化合物を助触媒として共担持させることができる。具体的には
、水素生成用助触媒として、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｆｅ、Ｒｕ−Ｉｒ、
Ｐｔ−Ｉｒ、ＮｉＯ、ＲｕＯ２、ＩｒＯ２、Ｒｈ２Ｏ３、ＮｉＳ、ＭｏＳ２、ＮｉＭｏＳ
、Ｃｒ−Ｒｈ複合酸化物、コアシェル型Ｒｈ／Ｃｒ２Ｏ３、Ｐｔ／Ｃｒ2Ｏ３が挙げられ
、酸素生成用助触媒として、Ｃｒ、Ｓｂ、Ｎｂ、Ｔｈ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｉｒの金属、これらの酸化物又は複合酸化物（ただし、Ｃｏ及びＭｎを含む酸化物
を除く）が挙げられる。
【００２８】
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光半導体への複合体の担持量については、光触媒活性を向上可能な量であれば特に限定
されるものではない。例えば、粒子径が５０ｎｍ以上５００μｍ以下の光半導体粒子の表
面に、粒子径が１．０ｎｍ以上２５ｎｍ以下の複合体を担持させる場合において、複合体
に加えてそれ以外の他の助触媒（上記の水素生成用助触媒等）を共担持させたい場合は、
光半導体（光半導体粒子）１００質量部に対し、複合体を０．００５質量部以上１．０質
量部以下担持することが好ましい。下限はより好ましくは０．００８質量部以上、さらに
好ましくは０．０１質量部以上であり、上限はより好ましくは０．８質量部以下、さらに
好ましくは０．５質量部以下である。これにより光半導体表面の一部のみを本実施形態に
係る複合体で覆うことができ、当該複合体で覆われていない光半導体表面にその他の助触
媒を担持させることができる。このような形態は、一の光触媒粒子の表面において水素生

20

成反応と酸素生成反応との双方を生じさせて光水分解を行う場合等に好適である。
【００２９】
或いは、光半導体の表面に本実施形態に係る複合体のみを助触媒として担持させてもよ
い。例えば、粒子径が５０ｎｍ以上５００μｍ以下の光半導体粒子の表面に、粒子径が１
．０ｎｍ以上２５ｎｍ以下の複合体のみを担持させる場合は、光半導体（光半導体粒子）
１００質量部に対し、複合体を０．００８質量部以上２０．０質量部以下担持することが
好ましい。下限はより好ましくは０．００９質量部以上、さらに好ましくは０．０１０質
量部以上であり、上限はより好ましくは５．０質量部以下、さらに好ましくは３．０質量
部以下、特に好ましくは２．０質量部以下である。これにより光半導体表面の略全体を当
該酸化物粒子で均一に覆うことができ、光触媒活性が向上する。このような形態は、光触
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媒を水電解用電極に適用する場合に好適である。
【００３０】
尚、共担持させる場合において、助触媒全体の担持量は少なすぎても効果がなく、多す
ぎると助触媒自身が光を吸収・散乱するなどして光触媒の光吸収を妨げたり、再結合中心
として働いたりしてかえって触媒活性が低下してしまう。このような観点から、光触媒に
おける助触媒全体（本実施形態に係る複合体及びそれ以外の助触媒の合計）の担持量は、
光半導体１００質量部に対して、好ましくは０．００８質量部以上５．０質量部以下、よ
り好ましくは０．００９質量部以上３．０質量部以下、特に好ましくは０．０１０質量部
以上２．０質量部以下である。
【００３１】

40

光半導体表面に複合体を担持させる方法としては、特に限定されるものではないが、複
合体を含む分散溶液に光半導体を含浸し、光半導体の表面に複合体を吸着させたうえで適
宜焼成に供することで光半導体表面に複合体を担持する方法が好ましい。この方法は、ナ
ノサイズの複合体粒子を、光半導体表面全体に均一に担持させたい場合に好適である。例
えば、複合体と光半導体粒子とを有機溶媒（テトラヒドロフラン等）内で混合し、任意に
超音波処理をした後、さらに光半導体粒子の表面に複合体を吸着させるための適当な結合
剤（１６−ヒドロキシヘキサデカン酸等）を添加する。その後、適宜攪拌をしたうえで、
洗浄処理に供することで、光半導体粒子の表面に複合体が吸着した光触媒前駆体が得られ
る。当該前駆体を任意に焼成することで、光半導体の表面に複合体が均一に担持された光
触媒を得ることができる。

50

(9)

JP 2018‑58065 A 2018.4.12

【００３２】
或いは光半導体膜上にディップコートやドロップキャスト、スプレー塗布、静電塗布、
スピンコートのような方法によって複合体を溶剤中に分散させたインクを塗布することで
、光半導体表面に複合体を担持させることもできる。本実施形態に係る複合体は溶剤中に
おける分散性が良好であり、本実施形態に係る複合体を含むインクも、好ましい形態であ
る。
【００３３】
以上の通り、本実施形態に係る光触媒は、特定の光半導体の表面に本実施形態に係る複
合体を助触媒として担持させることで、光触媒活性が大きく向上する。即ち、本実施形態
に係る複合体は、酸素発生用助触媒として有用である。

10

【００３４】
光触媒を実際に水の分解に使用する場合における光触媒の形態については特に限定され
るものではない。例えば、水中に光触媒粒子を分散させる形態、光触媒粒子を固めて成形
体として当該成形体を水中に設置する形態、基材上に光触媒層を設けて積層体とし当該積
層体を水中に設置する形態、集電体上に光触媒を固定化して水電解用電極（光触媒電極）
とし対極とともに水中に設置する形態等が挙げられる。特に、光水分解反応を大規模にて
行う場合、バイアスを付与して水分解反応を促進できる観点から、水電解用電極とすると
よい。上記の成形体とする形態、および、積層体とする形態においては、当該成形体又は
当該積層体はシート状（光触媒シート）であってもよい。
【００３５】
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水電解用電極は公知の方法により作製可能である。例えば、いわゆる粒子転写法（Chem
. Sci., 2013,4, 1120‑1124）によって容易に作製可能である。すなわち、ガラス等の第
１の基材上に光触媒粒子を載せて、光触媒層と第１の基材層との積層体を得る。得られた
積層体の光触媒層表面に蒸着等によって導電層（集電体）を設ける。ここで、光触媒層の
導電層側表層にある光触媒粒子が導電層に固定化される。その後、導電層表面に第２の基
材を接着し、第１の基材層から導電層及び光触媒層を剥がす。光触媒粒子の一部は導電層
の表面に固定化されているので、導電層とともに剥がされ、結果として、光触媒層と導電
層と第２の基材層とを有する水電解用電極を得ることができる。
或いは、光触媒粒子が分散されたスラリーを集電体の表面に塗布して乾燥させることで
、水電解用電極を得てもよいし、光触媒粒子と集電体とを加圧成形等して一体化すること

30

で水電解用電極を得てもよい。また、光触媒粒子が分散されたスラリー中に集電体を浸漬
し、電圧を印可して光触媒粒子を電気泳動により集電体上に集積してもよい。
或いは、助触媒の担持を後工程で行うような形態であってもよい。例えば、上記した粒
子転写法において、光触媒粒子ではなく光半導体粒子を用いて、同様の方法で光半導体層
と導電層と第２の基材層とを有する積層体を得て、その後、光半導体層の表面に助触媒と
しての複合体を担持させることで、水電解用電極を得てもよい。
【００３６】
上述したように、光触媒を水電解用電極に適用する場合、電極性能を向上させる観点か
ら、光触媒において、光半導体１００質量部に対して複合体が０．００８質量部以上２０
質量部以下担持されていることが好ましい。或いは、同様の観点から、光半導体の表面の

40

２０％以上が当該複合体に覆われてなることが好ましい。光半導体表面における複合体の
被覆率は、光触媒粒子を一方向から見た場合における光半導体が占める部分と複合体が占
める部分とを、ＳＥＭ−ＥＤＳ等によって特定することで算出することができる。例えば
、ＳＥＭ写真図における光半導体部分の面積と複合体部分の面積とを特定し、（複合体部
分の面積）／｛（光半導体部分の面積）＋（複合体部分の面積）｝により被覆率を算出す
ることができる。
【００３７】
本実施形態に係る光触媒を用いることにより水電解用電極の性能が向上する。具体的に
は光源ＡＭ１．５Ｇ（１００ｍＷ／ｃｍ２）、測定電位０．６２（ｖｓ．ＲＨＥ）におけ
る光電流密度０．２５ｍＡ／ｃｍ２以上、好ましくは０．２９ｍＡ／ｃｍ２以上、さらに
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好ましくは０．３５ｍＡ／ｃｍ２以上を達成可能である。光電流密度が０．２５ｍＡ／ｃ
ｍ２以上において、変換効率０．２％以上の水分解が可能となり、植物と同等以上の変換
効率を達成することができる。
本実施形態においては、上記した光触媒、或いは、上記した水電解用電極を、水又は電
解質水溶液に浸漬し、当該光触媒又は水電解用電極に光を照射して光水分解を行うことで
、水素及び／又は酸素を製造することができる。
【００３８】
例えば、上述のように導電体で構成される集電体上に光触媒を固定化して水電解用電極
を得る一方、対極として水素生成触媒を担持した導電体を使用し、液体状又は気体状の水
を供給しながら光を照射し、水分解反応を進行させる。必要に応じて電極間に電位差を設

10

けることで、水分解反応を促進することができる。或いは、対極として水素生成触媒を担
持した光半導体を使用してもよい。この場合、光半導体としては水素生成反応を触媒する
公知の光半導体を用いることができる。
【００３９】
一方、絶縁基材上に光触媒粒子を固定化した固定化物に、又は、光触媒粒子を加圧成形
等した成形体に、水を供給しながら光を照射して水分解反応を進行させてもよい。或いは
、光触媒粒子を水又は電解質水溶液に分散させて、ここに光を照射して水分解反応を進行
させてもよい。この場合、必要に応じて攪拌することで、反応を促進することができる。
【００４０】
水素及び／又は酸素の製造時の反応条件については特に限定されるものではないが、例

20

えば反応温度を０℃以上２００℃以下とし、反応圧力を２ＭＰａ（Ｇ）以下としてもよい
。
照射光は６５０ｎｍ以下の波長を有する可視光、又は紫外光であってよい。照射光の光
源としては太陽や、キセノンランプ、メタルハライドランプ等の太陽光近似光を照射可能
なランプ、水銀ランプ、ＬＥＤ等があげられる。
【００４１】
以上のように、本発明によれば、特定の光半導体に特定の金属リン化物と金属酸化物を
含む複合体を担持させることで、光水分解反応に対して十分な触媒活性を有する光触媒を
得ることができ、水電解用電極等として大規模に水素及び／又は酸素を製造することがで
きる。

30

【実施例】
【００４２】
以下に、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明の範囲が実施例のみに限
定されないことはいうまでもない。
（測定方法）
複合体の平均粒子径は、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）により、測定した。
測定装置：日本電子（ＪＥＯＬ）社製 ＪＥＭ−１０１１
加速電圧：１００ｋＶ
測定方法：ＴＥＭで観察される粒子２００個の粒径を測定し、平均することで、平均粒子
径とした。

40

【００４３】
（実施例１）
＜ＮｉＰｘ/ＦｅＯｙ複合体粒子の調製＞
窒素雰囲気下でＮｉアセチルアセトナート（１ ｍｍｏｌ）、１−オクタデセン（４．
５ ｍＬ）、オレイルアミン（６．４ ｍＬ）、トリ−ｎ−オクチルホスフィン（２ ｍＬ
）を溶解し、２３０℃で３０分加熱した。室温まで冷却後、エタノール（９０ ｍＬ）を
加えて遠心分離（８０００ ｒｐｍ、５分）を行った後、上澄み溶液を取り除いてアモル
ファスＮｉＰｘナノ粒子を得た。ＴＥＭでの観察の結果、アモルファスＮｉＰｘナノ粒子
の平均粒子径は、１１．５±０．８ ｎｍであった。
アモルファスＮｉＰｘナノ粒子（３４ ｍｇ）、１−オクタデセン（９ ｍＬ）、オレイ
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ルアミン（１．９ ｍＬ）、トリオクチルホスフィン（２ ｍＬ）、ペンタカルボニル鉄（
０．４ ｍｍｏｌ）を混合し、２７０℃で１時間加熱した。エタノール（９０ ｍＬ）を加
えて遠心分離（８０００ ｒｐｍ、５分）を行った後、上澄み溶液を取り除いてＮｉＰｘ
／ＦｅＯｙ複合体を得た。ＴＥＭでの観察の結果、ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体の平均粒子
径は１２．５±０．６ｎｍであり、ＮｉＰｘからなるコアと、ＦｅＯｙからなるシェルを
有するコアシェル型の複合体粒子であった。蛍光Ｘ線分光法（ＸＲＦ）でＮｉＰｘ／Ｆｅ
Ｏｙ複合体粒子の組成を測定したところ、Ｎｉ:Ｆｅ =７８:２２であった。なお、酸でシ
ェルのみエッチングして元素分析（ＸＲＦ）を行ったところ、Ｆｅのみが減少する傾向に
あったことからも、シェルの主成分はＦｅＯであると考えられた。
また、Ｘ線光電子分光測定（ＸＰＳ）による測定結果より、ＰＯ４３−に由来するピー

10

クがわずかに見られたことから、ＦｅＯｙはリン酸鉄を含んでいる可能性が示唆された。
ただし、主成分はＦｅＯｙであった。
【００４４】
（比較例１）
＜Ｎｉ２Ｐナノ粒子の調製＞
窒素雰囲気下でＮｉアセチルアセトナート（１ ｍｍｏｌ）、１−オクタデセン（４．
５ ｍＬ）、オレイルアミン（６．４ ｍＬ）、トリ−ｎ−オクチルホスフィン（２ ｍＬ
）を溶解し、２３０℃で３０分加熱した。室温まで冷却後、エタノール（９０ ｍＬ）を
加えて遠心分離（８０００ ｒｐｍ、５分）を行った後、上澄み溶液を取り除いてアモル
20

ファスＮｉＰｘナノ粒子を得た。
アモルファスＮｉＰｘナノ粒子（８５ ｍｇ）、ジ−ｎ−オクチルエーテル（９ ｍＬ）
、オレイルアミン（１．９ ｍＬ）、トリオクチルホスフィン（２ ｍＬ）を混合し、２７
０℃で１時間加熱した。エタノール（９０ ｍＬ）を加えて遠心分離（８０００ ｒｐｍ、
５分）を行った後、上澄み溶液を取り除いてＮｉ２Ｐナノ粒子を得た。ＴＥＭでの観察の
結果、Ｎｉ２Ｐナノ粒子の平均直径は、１３．０±０．６ ｎｍであった。
【００４５】
（比較例２）
＜ＦｅＯｘナノ粒子の調製＞
窒素雰囲気下で１８０℃に加熱した１−オクタデセン（３０ ｍＬ）に、ペンタカルボ
ニル鉄（２ ｍｍｏl）とオレイルアミン（２ ｍｍｏl）の混合液を素早く注入し、１８０

30

℃で３０分加熱した。室温まで冷却後、エタノール（７０ ｍＬ）を加えて遠心分離（８
０００ｒｐｍ、５分）を行った後、上澄み溶液を取り除いてＦｅＯｘナノ粒子を得た。Ｔ
ＥＭでの観察の結果、ＦｅＯｘナノ粒子の平均粒径は６．６±０．５ｎｍであった。
【００４６】
（比較例３）
＜Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混合ナノ粒子の調製＞
前記手法で調製したＮｉ２Ｐナノ粒子のヘキサン溶液と、ＦｅＯｘナノ粒子のヘキサン
溶液を混合した。ＸＲＦ測定により、Ｎｉ：Ｆｅ＝７８：２２になるように調製した。
【００４７】
40

＜酸素生成触媒活性評価＞
上記で調製した実施例１及び比較例１乃至３に係るナノ粒子のヘキサン溶液を、導電性
カーボンブラックＸＣ−７２（キャボット社製、以下、ＸＣ−７２。）のヘキサン分散液
と混合し、ナノ粒子をＸＣ−７２に吸着させた。ナノ粒子とＸＣ−７２の重量比は２０：
８０とした。遠心分離（８０００ｒｐｍ、５分）を行った後、上澄み液を取り除き、さら
にアセトンで沈殿の粉末を洗浄し、減圧乾燥を行い、ナノ粒子／ＸＣ−７２粉末を得た。
ナノ粒子／ＸＣ−７２粉末（１ ｍｇ）、水（３９６μＬ）、２−プロパノール（９４μ
Ｌ）、Ｎａｆｉｏｎ溶液（１０μＬ）の混合液を３０分間超音波照射して触媒スラリーを
得た。触媒スラリー（１０μＬ）を直径５ｍｍのガラス上カーボン電極上に塗布し、乾燥
させて作用電極とした。酸素生成触媒活性評価は、電気化学アナライザ（ＣＨ

Ｉｎｓｔ

ｒｕｍｅｎｔ社製、ｍｏｄｅｌ６２０Ｃ）と三極セルを使用した。電解液には０．１Ｍ
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ＫＯＨ水溶液を使用し、作用電極、参照電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）、対極（Ｐｔコイル）を
浸漬し、Ａｒガスで２０分バブリングすることで溶存する空気を取り除いた。その後、作
用電極を１６００ｒｐｍで回転させながらサイクリックボルタンメトリー測定を行い、電
流値を測定した。
【００４８】
上記で調製した、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子」（実施例１）、並びに「Ｎｉ２Ｐ
ナノ粒子」（比較例１）、「ＦｅＯｘナノ粒子」（比較例２）、及び「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯ
ｘ混合ナノ粒子」（比較例３）の酸素生成触媒活性を比較した結果を図５に示した。

図５に示すように、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子」（実施例１）は、「Ｎｉ２Ｐナ
ノ粒子」（比較例１）、「ＦｅＯｘナノ粒子」（比較例２）、「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混合

10

ナノ粒子」（比較例３）に比べて、１０ｍＡ／ｃｍ２の電流値に到達するために必要な酸
素生成過電圧が小さかった。このことから、金属リン化物と金属酸化物との複合体の有効
性が示された。
【００４９】
（比較例４）
＜ＢｉＶＯ４電極の調製＞
公知文献（Ｓｃｉｅｎｃｅ，２０１４，３４３，９９０）に従ってＢｉＶＯ４電極を作
製した。硝酸ビスマス、ヨウ化カリウム、パラベンゾキノン、水、エタノールの混合溶液
に、作用極としてフッ素ドープ酸化スズコートガラス（以下、ＦＴＯ。）、Ａｇ／ＡｇＣ
ｌ参照電極、対極としてＰｔコイルを浸漬した。電気化学アナライザ（ＣＨ

Ｉｎｓｔｒ

20

ｕｍｅｎｔ社製、ｍｏｄｅｌ６２０Ｃ）を用いて、ＦＴＯ電極にＡｇ／ＡｇＣｌ電極に対
して−０．１Ｖの電圧をかけ、３００秒間電析を行った。ＦＴＯ上に析出したＢｉＯＩ上
に、バナジン酸アセチルアセトナートのジメチルスルホキシド溶液をのせ、大気中４５０
℃で２時間の焼成を行った。生成したＢｉＶＯ４フィルムを水酸化ナトリウム（１ｍｏｌ
／Ｌ）中に１時間浸漬し、副生成物の五酸化二バナジウムを除去し、最後に水で洗浄した
。ＦＴＯ上のＢｉＶＯ４の面積は１．５ｃｍ２であった。
【００５０】
（実施例２）
＜ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子−ＢｉＶＯ４電極の調製＞
前記の通り調製した「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子」のヘキサン溶液（０．２５ ｍ

30

ｇ／ｍＬ、５０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコータ
ー（ミカサ製、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最
後に水で洗浄した。
【００５１】
（比較例５）
＜Ｎｉ２Ｐナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極の調製＞
前記の通り調製した「Ｎｉ２Ｐナノ粒子」のヘキサン溶液（０．２５ ｍｇ／ｍＬ、５
０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコーター（ミカサ製
、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最後に水で洗浄
した。

40

【００５２】
（比較例６）
＜ＦｅＯｘナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極の調製＞
前記の通り調製した「ＦｅＯｘナノ粒子」のヘキサン溶液（０．２５ ｍｇ／ｍＬ、５
０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコーター（ミカサ製
、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最後に水で洗浄
した。
【００５３】
（比較例７）
＜Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混合ナノ粒子−ＢｉＶＯ４の調製＞
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前記の通り調製した「ＦｅＯｘナノ粒子」のヘキサン溶液（０．２５ ｍｇ／ｍＬ、５
０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコーター（ミカサ製
、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最後に水で洗浄
した。
【００５４】
＜光電流測定＞
電気化学アナライザ（ＣＨ

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ社製、ｍｏｄｅｌ６２０Ｃ）、三極

セル、１００Ｗキセノンランプ、＞３８５ｎｍカットオフフィルターを使用した。電解液
には０．１２５Ｍ ホウ酸カリウム水溶液を使用し、作用電極（上記で作製したＢｉＶＯ
４電極）、参照電極（Ａｇ／ＡｇＣｌ）、対極（Ｐｔコイル）を浸漬し、Ａｒガスで２０

10

分バブリングすることで溶存する空気を取り除いた。その後、光照射させながらリニアス
イープボルタンメトリー測定を行い、光電流値を測定した。
【００５５】
上記で調製した、「ＢｉＶＯ４電極」（比較例４）、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子
−ＢｉＶＯ４電極」（実施例２）、「Ｎｉ２Ｐナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例５）
、および「ＦｅＯｘナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例６）、「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混
合ナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例７）の光電流−電圧曲線を比較した結果を図６に
示した。
図６に示すように、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子−ＢｉＶＯ４電極」（実施例２）
は、「ＢｉＶＯ４電極」（比較例４）、「Ｎｉ２Ｐナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例
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５）、および「ＦｅＯｘナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例６）、「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯ
ｘ混合ナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例７）に比べて、光電流値が大きかった。この

ことから、金属リン化物と金属酸化物との複合体の有効性が示された。
【００５６】
上記で調製した、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子−ＢｉＶＯ４電極」（実施例２）、
「Ｎｉ２Ｐナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例５）、および「ＦｅＯｘナノ粒子−Ｂｉ
ＶＯ４電極」（比較例６）、「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混合ナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比
較例７）の１．２３Ｖ

ｖｓ.

ＲＨＥにおける光電流−時間曲線を比較した結果を図７

に示した。
図７に示すように、「ＮｉＰｘ／ＦｅＯｙ複合体粒子−ＢｉＶＯ４電極」（実施例２）
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は、「Ｎｉ２Ｐナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」（比較例５）、および「ＦｅＯｘナノ粒子−
ＢｉＶＯ４電極」（比較例６）、「Ｎｉ２Ｐ＋ＦｅＯｘ混合ナノ粒子−ＢｉＶＯ４電極」
（比較例７）に比べて、光電流値が大きく、１０分後の光電流値維持率が高かった。この
ことから、金属リン化物と金属酸化物との複合体の有効性が示された。
【００５７】
（比較例８）
＜ＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子の調製＞
窒素雰囲気下でＮｉアセチルアセトナート（０．７５ｍｍｏｌ）、Ｍｎアセチルアセト
ナート（０．２５ｍｍｏｌ）、ｎ−オクチルエーテル（５ｍＬ）、オレイルアミン（５ｍ
Ｌ）、トリ−ｎ−オクチルホスフィン（２ｍＬ）を溶解し、２７０℃で３０分加熱した。

40

室温まで冷却後、エタノール（９０ｍＬ）を加えて遠心分離（８０００ｒｐｍ、５分）を
行った後、上澄み溶液を取り除いてＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子を得た。ＴＥＭでの観察の結
果、ＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子の平均直径は、１６．７±１．６ｎｍであった。
【００５８】
（比較例９）
＜ＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子の調製＞
窒素雰囲気下でＮｉアセチルアセトナート（０．７５ｍｍｏｌ）、Ｚｎアセチルアセト
ナート（０．２５ｍｍｏｌ）、ｎ−オクチルエーテル（５ｍＬ）、オレイルアミン（５ｍ
Ｌ）、トリ−ｎ−オクチルホスフィン（２ｍＬ）を溶解し、２７０℃で３０分加熱した。
室温まで冷却後、エタノール（９０ｍＬ）を加えて遠心分離（８０００ｒｐｍ、５分）を
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行った後、上澄み溶液を取り除いてＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子を得た。ＴＥＭでの観察の結
果、ＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子の平均直径は、１９．７±１．４ｎｍであった。
【００５９】
比較例８及び９で得られたＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子及びＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子につい
て、実施例１及び比較例１乃至３に係るナノ粒子と同様に、酸素生成触媒活性を測定した
。結果を図１０に示す。
【００６０】
＜比較例１０＞
＜ＮｉｘＭｎｙＰ粒子−ＢｉＶＯ４電極の調製＞
前記の通り調製した「ＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子」のヘキサン溶液（０．２５ｍｇ／ｍＬ

10

、５０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコーター（ミカ
サ製、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最後に水で
洗浄した。
【００６１】
（比較例１１）
＜ＮｉｘＺｎｙＰ粒子−ＢｉＶＯ４電極の調製＞
前記の通り調製した「ＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子」のヘキサン溶液（０．２５ｍｇ／ｍＬ
、５０μＬ）を、前述の通り調製した「ＢｉＶＯ４電極」にのせ、スピンコーター（ミカ
サ製、１Ｈ−ＤＸ２。）で１０００ｒｐｍ、１０秒回転させながら乾燥した。最後に水で
洗浄した。
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【００６２】
実施例２及び比較例４乃至７で調製した電極と同様に、比較例１０及び１１で調製した
電極の光電流測定を行った。結果を比較例４の結果と共に、図１１（光電流−電圧曲線）
及び図１２（光電流−時間曲線）に示す。
【００６３】
比較例８で得られたＮｉｘＭｎｙＰナノ粒子は、粒子サイズがＦｅ系粒子よりも大きい
ため反応活性点が少ないと考えられ、特に光触媒に担持させた際に効果を奏する可能性を
有する。また、サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）では、Ｆｅ系粒子よりも０．０７
Ｖほど過電圧が大きかった。これはＯ原子とＭｎイオンとの吸着エネルギーが、Ｆｅのそ
れとは異なるためと考えられる。光電流に関しては、ＣＶでの差がそのまま光電流の差と

30

して現れた。これは助触媒のｐｎ特性の違いによるとも考えられる。そして耐久性につい
ては、Ｆｅ系粒子ほど活性が良くないため、光触媒がホールの蓄積によって自己腐食した
。
【００６４】
比較例９で得られたＮｉｘＺｎｙＰナノ粒子は、粒子サイズがＦｅ系粒子よりも大きい
ため反応活性点が少ないと考えられ、特に光触媒に担持させた際に効果を奏する可能性を
有する。また、サイクリックボルタンメトリー（ＣＶ）では、Ｆｅ系粒子よりも０．０６
Ｖほど過電圧が大きかった。これはＯ原子とＺｎイオンとの吸着エネルギーが、Ｆｅのそ
れとは異なるためと考えられる。光電流に関しては、ＣＶでの差がそのまま光電流の差と
して現れた。これは助触媒のｐｎ特性の違いによるとも考えられる。そして耐久性につい
ては、Ｆｅ系粒子ほど活性が良くないため、光触媒がホールの蓄積によって自己腐食した
。
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【図１−１】

【図２】

【図１−２】
【図３】

【図４】

【図６】

【図５】
【図７】
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【図８】

【図１１】

【図９】
【図１２】

【図１０】
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