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(57)【要約】
【課題】負荷応答サイクルに対する耐久性に優れるナノ
粒子連結触媒の製造方法等を提供する。
【解決手段】本発明のナノ粒子連結触媒の製造方法は、
第１の極性を有する鋳型形成工程と、鋳型表面に第２の
極性を有する金属系ナノ粒子付鋳型を得る工程と、金属
系ナノ粒子付鋳型に対し、（Ｉ）燃料電池触媒活性のあ
る第１金属原子と、この触媒活性を向上させる第２金属
原子を有する合金からなるナノ粒子連結骨格を加熱処理
により形成し、表面の少なくとも一部をシリカ層で被覆
後、加熱処理によりナノ粒子連結骨格の原子配列規則構
造の規則度を高める工程、および（ＩＩ）シリカ層によ
り表面を被覆した後、加熱処理により（Ｉ）と同様の構
成からなるナノ粒子連結骨格を形成し且つこれの原子配
列規則構造の規則度を高める工程、のいずれか一方を行
う工程と、鋳型とシリカ層を除去する工程を有する。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所望の形状を有し、第１の極性を有する鋳型を形成する工程（ａ）と、
前記鋳型表面に、前記第１の極性とは反対の第２の極性を有する触媒ナノ粒子を含有す
る金属系ナノ粒子を吸着、若しくはその場で成長させて金属系ナノ粒子付鋳型を得る工程
（ｂ）と、
前記金属系ナノ粒子付鋳型に対し、
（Ｉ）燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させ
る第２金属原子の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を加熱処
理により形成し、次いで表面の少なくとも一部をシリカ層により被覆後、加熱処理により
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前記ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、および
（ＩＩ）シリカ層により表面の少なくとも一部を被覆した後、加熱処理により、燃料電池
触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属原子
の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を形成し、且つ当該ナノ
粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、
のいずれか一方を行う工程（ｃ）と、
工程（ｃ）後に、前記鋳型と前記シリカ層を除去する工程（ｄ）とを具備するナノ粒子
連結触媒の製造方法。
【請求項２】
前記ナノ粒子連結触媒は、カプセル状、ロッド状およびシート状の少なくともいずれか
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である請求項１に記載のナノ粒子連結触媒の製造方法。
【請求項３】
前記工程（ｃ）は、５００℃〜１３００℃である請求項１又は２に記載のナノ粒子連結
触媒の製造方法。
【請求項４】
前記ナノ粒子連結骨格は、白金、鉄、コバルト、ニッケル、パラジウム、銀、金、銅、
ルテニウム、イリジウム、モリブデン、ロジウム、クロム、タングステンおよびマンガン
から選択される２種類以上を含む合金からなる請求項１〜３のいずれかに記載のナノ粒子
連結触媒の製造方法。
【請求項５】
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前記ナノ粒子連結骨格の表層に位置する原子が主として第１金属原子から形成されるよ
うに、工程（ｄ）の工程の処理条件を調整する請求項１〜４のいずれかに記載のナノ粒子
連結触媒の製造方法。
【請求項６】
請求項１〜５のいずれかに記載のナノ粒子連結触媒の製造方法によって得られるナノ粒
子連結触媒。
【請求項７】
焼結体よりなり、ナノ粒子が連結して燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、前記第
１金属原子とは異なる種類の金属で、前記第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属
原子の少なくとも２種類の合金からなる原子配列規則構造をとり、原子配列規則構造の規
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則度が０．５以上であるナノ粒子連結骨格を有する電子伝導性を示すナノ粒子連結触媒。
【請求項８】
カプセル状触媒、ロッド状触媒およびシート状触媒の少なくともいずれかである請求項
７に記載のナノ粒子連結触媒。
【請求項９】
前記ナノ粒子連結骨格は、前記ナノ粒子連結骨格は、白金、鉄、コバルト、ニッケル、
パラジウム、銀、金、銅、ルテニウム、イリジウム、モリブデン、ロジウム、クロム、タ
ングステンおよびマンガンから選択される２種類以上を含む合金からなる請求項７又は８
に記載のナノ粒子連結触媒。
【請求項１０】
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請求項７〜９のいずれかに記載のナノ粒子連結触媒と、
前記ナノ粒子連結触媒と少なくとも一部が接触するイオン伝導体とを具備するガス拡散
電極用触媒層。
【請求項１１】
アノード触媒層とカソード触媒層との間に固体高分子電解質膜が配置された膜電極接合
体であって、
前記アノード触媒層および前記カソード触媒層の少なくとも一方に、請求項１０に記載
のガス拡散電極用触媒層を用いる膜電極接合体。
【請求項１２】
請求項１１に記載の膜電極接合体を具備する燃料電池。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナノ粒子連結触媒およびその製造方法に関する。また、前記ナノ粒子連結触
媒を用いたガス拡散電極用触媒層、膜電極接合体および燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
固体高分子形燃料電池（polymer electrolyte fuel cell、ＰＥＦＣ）は、エネルギー
変換効率の高さ、小型化の観点から注目を集め、燃料電池自動車、定置用コーンジェネレ
ーションシステム、可搬電源、情報機器用電源等への応用が期待されている。固体高分子
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形燃料電池の特性向上には、電極（アノードおよびカソード）に配設される触媒層の性能
向上が不可欠となる。このため、触媒層について精力的な研究開発が行われ、多数の提案
がなされてきた。
【０００３】
非特許文献１、２においては、カーボン担体上に、原子配列規則構造を持つ白金鉄合金
、白金コバルト合金ナノ粒子を担持した触媒が報告されている。また、非特許文献３にお
いては、白金鉄合金ナノ粒子触媒において、酸化マグネシウムで被覆後、熱処理を行うこ
とにより金属の原子配列規則構造を高められるという報告がなされている。しかし、担持
体としてカーボンを用いると、ＰＥＦＣの起動停止によりカーボンが腐食して電池性能が
大幅に低下するという問題がある（非特許文献４）。
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【０００４】
本発明者らは、先般、ＰＥＦＣ用触媒層材料として、金属系ナノ粒子が連結したナノ粒
子連結触媒を開発した（非特許文献５，特許文献１）。この触媒は、例えば多孔性の中空
カプセル形状で、金属触媒同士が融着したネットワーク構造を形成しているため、導電性
を有しながらナノサイズの結晶子径を維持でき、且つカーボン担体を必要としないという
特徴を持つ。この触媒は、市販のカーボン担持白金ナノ粒子触媒と比較して、酸素還元反
応（ＯＲＲ）に対するＯＲＲ表面比活性が約９倍高いことを明らかにした。また、カーボ
ン腐食を加速させる起動停止耐久性試験において優れた耐久性を示すことを報告した。
【０００５】
非特許文献６，７には、カーボンフリーのナノ構造体触媒として、Ｐｔナノ鎖(nanocha
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in)、白金コバルト合金ナノワイヤーなどが報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５−９２４６４号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】J. Kim et al.，J. Am. Chem. Soc.，2010，132，4996‑4997，
【非特許文献２】D. Wang et al.，Nat. Mater.，2013，12，81‑87
【非特許文献３】Q. Li et al.，Nano letters，2015，15，2468‑2473.
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【非特許文献４】Y. Hashimasa et al.，ECS Trans.，2012，50，723‑732.
【非特許文献５】T. Yamaguchi et al.，Energy Environ. Sci.，8，3545‑3549 (2015).
【非特許文献６】H. Wang et.al.，Chem. Commun.，2011，47，3407‑3409,
【非特許文献７】S.M. Alia et al.，ACS Catal.，2014，4，2680‑2686
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
ＰＥＦＣの更なる普及には、触媒層の改善、特に酸素還元反応（ＯＲＲ）の起こるカソ
ード触媒層の改善による性能・耐久性の向上が不可欠である。上記特許文献１のＰＥＦＣ
用カーボン担体フリー触媒層材料を用いることにより、カーボン腐食を加速させる起動停
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止耐久性試験において耐久性を大幅に改善することができたが、金属の溶出を加速させる
負荷応答耐久性試験における耐久性を改善する技術が強く求められている。
【０００９】
本発明は、上記背景に鑑みてなされたものであり、負荷応答サイクルに対する耐久性に
優れるナノ粒子連結触媒およびその製造方法、ガス拡散電極用触媒層、膜電極接合体並び
に燃料電池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】
【００１０】
本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、以下の態様において、本発明の課題を解決し得
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
［１］：
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所望の形状を有し、第１の極性を有する鋳型を形成する工程（ａ）と、

前記鋳型表面に、前記第１の極性とは反対の第２の極性を有する触媒ナノ粒子を含有す
る金属系ナノ粒子を吸着、若しくはその場で成長させて金属系ナノ粒子付鋳型を得る工程
（ｂ）と、
前記金属系ナノ粒子付鋳型に対し、
（Ｉ）燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させ
る第２金属原子の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を加熱処
理により形成し、次いで表面の少なくとも一部をシリカ層により被覆後、加熱処理により
前記ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、および
（ＩＩ）シリカ層により表面の少なくとも一部を被覆した後、加熱処理により、燃料電池
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触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属原子
の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を形成し、且つ当該ナノ
粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、
のいずれか一方を行う工程（ｃ）と、
工程（ｃ）後に、前記鋳型と前記シリカ層を除去する工程（ｄ）とを具備するナノ粒子
連結触媒の製造方法。
［２］：

前記ナノ粒子連結触媒は、カプセル状、ロッド状およびシート状の少なくとも

いずれかである［１］に記載のナノ粒子連結触媒の製造方法。
［３］：

前記工程（ｄ）は、５００℃〜１３００℃である［１］又は［２］に記載のナ

ノ粒子連結触媒の製造方法。
［４］：
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前記ナノ粒子連結骨格は、白金、鉄、コバルト、ニッケル、パラジウム、銀、

金、銅、ルテニウム、イリジウム、モリブデン、ロジウム、クロム、タングステンおよび
マンガンから選択される２種類以上を含む合金からなる［１］〜［３］のいずれかに記載
のナノ粒子連結触媒の製造方法。
［５］：

前記ナノ粒子連結骨格の表層に位置する原子が主として第１金属原子から形成

されるように、工程（ｄ）の工程の処理条件を調整する［１］〜［４］のいずれかに記載
のナノ粒子連結触媒の製造方法。
［６］：

［１］〜［５］のいずれかに記載のナノ粒子連結触媒の製造方法によって得ら

れるナノ粒子連結触媒。
［７］：

焼結体よりなり、ナノ粒子が連結して燃料電池触媒活性のある第１金属原子と
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、前記第１金属原子とは異なる種類の金属で、前記第１金属原子の触媒活性を向上させる
第２金属原子の少なくとも２種類の合金からなる原子配列規則構造をとり、原子配列規則
構造の規則度が０．５以上であるナノ粒子連結骨格を有する電子伝導性を示すナノ粒子連
結触媒。
［８］：

カプセル状触媒、ロッド状触媒およびシート状触媒の少なくともいずれかであ

る［７］に記載のナノ粒子連結触媒。
［９］：

前記ナノ粒子連結骨格は、前記ナノ粒子連結骨格は、白金、鉄、コバルト、ニ

ッケル、パラジウム、銀、金、銅、ルテニウム、イリジウム、モリブデン、ロジウム、ク
ロム、タングステンおよびマンガンから選択される２種類以上を含む合金からなる［７］
又は［８］に記載のナノ粒子連結触媒。
［１０］：
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［７］〜［９］のいずれかに記載のナノ粒子連結触媒と、

前記ナノ粒子連結触媒と少なくとも一部が接触するイオン伝導体とを具備するガス拡散
電極用触媒層。
［１１］：

アノード触媒層とカソード触媒層との間に固体高分子電解質膜が配置された

膜電極接合体であって、
前記アノード触媒層および前記カソード触媒層の少なくとも一方に、［１０］に記載の
ガス拡散電極用触媒層を用いる膜電極接合体。
［１２］：

［１１］に記載の膜電極接合体を具備する燃料電池。

【発明の効果】
【００１１】
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本発明によれば、負荷応答サイクルに対する耐久性に優れるナノ粒子連結触媒およびそ
の製造方法、ガス拡散電極用触媒層、膜電極接合体並びに燃料電池を提供できるという優
れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒の一例を示す模式図。
【図２】第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒の製造工程の一例を示す説明図。
【図３】第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒の製造工程の一例を示す説明図。
【図４】第１実施形態に係る固体高分子形燃料電池の要部の一例を示す模式的断面図。
【図５】第１実施形態に係るガス拡散電極用触媒層の模式的な部分拡大図。
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【図６】第３実施形態に係るガス拡散電極用触媒層の模式的な部分拡大図。
【図７】第３実施形態に係るＭＥＡの模式的な説明図。
【図８】第４実施形態に係るガス拡散電極用触媒層の模式的な説明図。
【図９】実施例１のシリカ被覆粒子の透過型電子顕微鏡像。
【図１０】実施例１〜３、比較例１のナノ粒子連結触媒の透過型電子顕微鏡像。
【図１１】実施例５のナノ粒子連結触媒の透過型電子顕微鏡像。
【図１２】比較例２のナノ粒子連結触媒の透過型電子顕微鏡像。
【図１３】実施例１〜３、比較例１の粉末サンプルのＸＲＤ測定結果を示す図。
【図１４】実施例５、比較例１の粉末サンプルのＸＲＤ測定結果を示す図。
【図１５】実施例１、２の電極のＣＶ曲線。

40

【図１６】実施例４、比較例１の電極のＣＶ曲線。
【図１７】実施例５、比較例１の電極のＣＶ曲線。
【図１８】実施例１、２の電極のＬＳＶ曲線。
【図１９】実施例４、比較例１の電極のＬＳＶ曲線。
【図２０】実施例５、比較例１の電極のＬＳＶ曲線。
【図２１】耐久性試験に適用したＦＣＣＪプロトコルの説明図。
【図２２】実施例２の電極における耐久性試験前後のＣＶ曲線を比較した図。
【図２３】実施例２の電極における耐久性試験前後のＬＳＶ曲線を比較した図。
【図２４】実施例４の電極における耐久性試験前後のＣＶ曲線を比較した図。
【図２５】実施例４の電極における耐久性試験前後のＬＳＶ曲線を比較した図。
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【図２６】実施例２，４、比較例１，３を用いて作製したサンプルの耐久性試験回数に対
して質量活性をプロットした図。
【図２７】実施例２，４、比較例１，３を用いて作製したサンプルの耐久性試験回数に対
してＯＲＲ表面比活性をプロットした図。
【図２８】実施例２，４、比較例１を用いて作成したサンプルの耐久性試験回数に対して
ＯＲＲ表面比活性を示す図（初期値に対して規格化）。
【図２９】実施例２のサンプルのＥＤＸラインマッピング。
【図３０】実施例４のサンプルのＥＤＸラインマッピング。
【図３１】比較例１のサンプルのＥＤＸラインマッピング。
【図３２】実施例２，４および比較例１，３のサンプルを用いた電極の初期質量活性と１

10

０，０００サイクル後の質量活性を比較したグラフ。
【図３３】実施例２，４および比較例１，３のサンプルを用いた電極の初期ＯＲＲ表面比
活性と１０，０００サイクル後のＯＲＲ表面比活性を比較したグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明を適用した実施形態の一例について説明する。なお、本明細書において特
定する数値は、実施形態または実施例に開示した方法により求められる値である。説明を
明確にするため、以下の記載および図面は、適宜、簡略化されている。また、本明細書に
おいて特に言及していない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。以下、本発明に係るナノ粒子連結触媒および
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その製造方法について、固体高分子形燃料電池に適用した実施形態を例として説明する。
【００１４】
［第１実施形態］
第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒の製造方法は、少なくとも以下の工程を有する。
即ち、
工程（ａ）：所望の形状を有し、第１の極性を有する鋳型を形成する工程、
工程（ｂ）：鋳型表面に、第１の極性とは反対の第２の極性を有する金属系ナノ粒子を吸
着、若しくはその場で成長させて金属系ナノ粒子付鋳型を得る工程、
工程（ｃ）：金属系ナノ粒子付鋳型に対し、
（Ｉ）燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させ
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る第２金属原子の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を加熱処
理により形成し、次いで表面の少なくとも一部をシリカ層により被覆後、加熱処理により
前記ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、および
（ＩＩ）シリカ層により表面の少なくとも一部を被覆した後、加熱処理により、燃料電池
触媒活性のある第１金属原子と、前記第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属原子
の少なくとも２種類の金属原子の合金からなるナノ粒子連結骨格を形成し、且つ前記ナノ
粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高める工程、
のいずれか一方を行う工程、
工程（ｄ）：工程（ｃ）後に、前記鋳型と前記シリカ層を除去する工程
を有する。

40

【００１５】
第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒は、燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、前
記第１金属原子とは異なる種類の金属種で、且つ第１金属原子の触媒活性を向上させる第
２金属原子の少なくとも２種類の合金からなり、原子配列規則構造を有するナノ粒子連結
骨格からなる。ここで原子配列規則構造とは、結晶中で規則正しく配列している粒子の三
次元的配列を表した結晶格子といい、超格子構造とも表記される。例えば、L10型ｆｃｔ
構造やL12型ｆｃｃ構造が例示できる（RSC Adv.，2016、6，3307‑3325参照）。
【００１６】
図１に、ナノ粒子連結触媒の一例の模式図を示す。第１実施形態に係るナノ粒子連結触
媒は、カプセル状触媒３０からなる。図１に示すように外郭が概ね球状のナノ粒子連結骨
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格３１を成し、その内部は中空構造となっている。ナノ粒子連結骨格３１は、金属同士が
融着したネットワーク状構造をとり、電子伝導性を有する。
【００１７】
ナノ粒子連結骨格３１には、多数の空隙３３が形成されている。空隙３３は、輪郭を画
定するカプセル状触媒３０の内部と外部とを連通するように形成されている。ナノ粒子連
結骨格３１の空隙率は特に限定されない。ナノ粒子連結骨格３１を維持でき、電子伝導性
を確保できる範囲であればよく、用途や求められるニーズに応じて適宜設計することがで
きる。触媒の量が要求される用途等の場合には、例えば、空隙を１％程度とすることがで
きる。また、ナノ粒子連結骨格３１の強度が構造由来で高い場合等には、例えば、空隙を
９０％程度とすることができる。

10

【００１８】
カプセル状触媒３０の外郭の厚みは特に限定されないが、好ましくは２ｎｍ以上、５０
ｎｍ以下である。カプセル状触媒３０の厚みを２ｎｍ以上とすることにより、構造欠陥を
抑制して安定した製造を行うことができる。なお、ナノ粒子連結触媒３の形状は、特に限
定されるものではなく、後述する鋳型粒子の形状を制御することにより形状を自在に設計
できる。例えば、楕円球形状、後述する第３実施形態のような円筒状のロッド状、第４実
施形態のようにシート状としたり、螺旋形状としたりすることが可能である。また、単一
種類から構成しても、２種以上を複数融合して構成してもよい。
【００１９】
ナノ粒子連結骨格３１は、白金、鉄、コバルト、ニッケル、パラジウム、銀、金、銅、
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ルテニウム、イリジウム、モリブデン、ロジウム、クロム、タングステンおよびマンガン
から選択される２種類以上を含む合金からなる。第１金属原子としては白金、イリジウム
、ルテニウム、パラジウムが好ましい。これらのうち特に好ましくは白金である。第２金
属原子としては白金、コバルト、ニッケル、パラジウム、鉄、銀、金、銅、ルテニウム、
イリジウム、モリブデン、ロジウム、クロム、タングステン、マンガンが好ましい。これ
らのうち特に好ましくは、鉄、コバルト、ニッケル、銅である。合金の好ましい例として
は、白金−鉄合金、白金−コバルト合金、白金−銅合金、白金−鉄−コバルト合金、白金
−鉄−ニッケル、白金−鉄−銅等の白金合金が例示できる。これらの白金合金の例では、
白金が第１金属原子、その他の金属が第２金属原子になる。
【００２０】
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第２金属原子を含ませた合金とすることにより、ナノ粒子連結触媒の第１金属原子層の
結合距離や電子状態を変え、これによって第1金属の触媒活性を向上させることが可能と
なる。ナノ粒子連結骨格の好適な原子配列規則構造としては、ｆｃｃ規則構造、ｆｃｔ規
則構造等の超格子構造が挙げられる。
【００２１】
カプセル状触媒３０の粒径は特に限定されず、用途に応じて適宜選定することができる
。カプセル状触媒３０の粒径は、後述する鋳型粒子の大きさを制御することにより容易に
コントロールできる。後述するプレ鋳型粒子のサイズを考慮すると、カプセル状触媒３０
の粒径は通常１０ｎｍ以上となる。ガス拡散電極用触媒層２において、粒径の異なるもの
を複数混合してもよい。
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【００２２】
以下、工程（ａ）〜（ｄ）について図２、図３を用いつつ詳細に説明する。なお、以下
の図面において同一の要素部材には同一の符号を付す。
【００２３】
［工程（ａ）］
まず、プレ鋳型粒子（不図示）の水分散液を調製する。プレ鋳型粒子の好適な材料とし
ては、シリカ（ＳｉＯ２）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）
、フッ化アルミニウム（ＡｌＦ３）、フッ化リチウム（ＬｉＦ）、フッ化ナトリウム（Ｎ
ａＦ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化ジルコニア（ＺｒＯ２）、酸化ニオブ（
Ｎｂ２Ｏ５）、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（Ｓｎ
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Ｏ２）、セリア（ＣｅＯ２）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ
３）、アパタイト、ガラス等の無機材料を挙げることができる。プレ鋳型粒子は、単一材

料からなるものであってもよいし、複数の材料を混合した粒子であってもよい。また、予
め２種類以上の材料を混練、混合し、造粒、分級した粒子でもよい。
【００２４】
プレ鋳型粒子の調製方法は特に限定されないが、例えば、転動造粒、流動層造粒、撹拌
造粒、解砕・粉砕造粒、圧縮造粒、押出造粒、融着造粒、混合造粒、噴霧冷却造粒、噴霧
乾燥造粒、沈澱・析出造粒、凍結乾燥造粒、懸濁凝集造粒、滴下冷却造粒等の物理的造粒
法を用いて造粒することができる。必要に応じて分級を実施する。プレ鋳型粒子が市販品
として入手できる場合は、それを使用してもよい。

10

【００２５】
プレ鋳型粒子の粒径の範囲は特に限定されないが、通常、１０ｎｍ〜１０μｍ程度であ
る。粒径が１０μｍを超えるとプレ鋳型粒子が溶媒に分散しないことがある。なお、プレ
鋳型粒子の形状は、特に限定されないが、通常、球形状、若しくは概ね球形状である。中
空のカプセル状触媒３０の形状は、前述したように、プレ鋳型粒子の形状により調節する
ことができる。
【００２６】
次いで、プレ鋳型粒子の表面に第１の極性を有するコーティング層を被覆させた鋳型粒
子３５（図２（ａ）参照）の水分散液を調製する。鋳型粒子３５は、コーティング層が被
覆されているので、プレ鋳型粒子より粒子径が大きくなる。コーティング層の厚みは、特
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に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、適宜設定することができる。コ
ーティング層は、必ずしもプレ鋳型粒子の表面全体に亘って被覆されている必要はなく、
被覆されていない領域があってもよい。
【００２７】
プレ鋳型粒子へのコーティング層の被覆方法は特に限定されないが、静電結合により被
覆する方法が簡便である。プレ鋳型粒子が負に帯電している粒子の場合、正に帯電してい
るコーティング層を被覆することができる。また、プレ鋳型粒子が正に帯電している粒子
の場合、負に帯電しているコーティング層を被覆することができる。負に帯電しているコ
ーティング層にさらに正に帯電しているコーティング層を被覆することも可能である。
【００２８】
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コーティング層としては、鋳型粒子３５が第１の極性を発現できるものであればよく、
特に限定されないが、好適な例として、イオン性ポリマー（カチオン性ポリマー、アニオ
ン性ポリマー）を挙げることができる。上記イオン性ポリマーとして、荷電を有する官能
基を主鎖、又は側鎖に持つ高分子を挙げることができる。正の電荷を有するイオン性ポリ
マーとしては、一般に、４級アンモニウム基、アミノ基などの正荷電を帯びているか、若
しくは帯びることのできる官能基を有するものを挙げることができる。具体的には、ポリ
エチレンイミン（ＰＥＩ）、ポリアリルアミン塩酸塩（ＰＡＨ）、ポリジアリルジメチル
アンモニウムクロリド（ＰＤＤＡ）、ポリビニルピリジン（ＰＶＰ）、ポリリジンなどで
ある。一方、負の電荷を有するイオン性ポリマーとしては、一般的に、スルホン酸、硫酸
、カルボン酸など負電荷を帯びているか、帯びることのできる官能基を有するものを挙げ
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ることができる。具体的には、ポリスチレンスルホン酸（ＰＳＳ）、ポリビニル硫酸（Ｐ
ＶＳ）、デキストラン硫酸、コンドロイチン硫酸、ポリアクリル酸（ＰＡＡ）、ポリメタ
クリル酸（ＰＭＡ）、ポリマレイン酸、ポリフマル酸などである。これらの工程を経て、
工程（ａ）の鋳型が形成される。
【００２９】
得られた水分散液のゼータ電位は、第１の極性がプラスの場合には＋５ｍＶ以上とする
ことが好ましい。＋５ｍＶ未満では、鋳型粒子３５が水中で凝集沈降してしまう恐れがあ
る。上限は特に限定されないが、通常、＋８０ｍＶ以下である。一方、第１の極性がマイ
ナスの場合には、上記と同様の理由から、−５ｍＶ以下とすることが好ましい。また、下
限は特に限定されないが、通常−８０ｍＶ以上である。
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【００３０】
［工程（ｂ）］
次に、鋳型粒子３５表面にカプセル状触媒３０の骨格をなすナノ粒子連結骨格３１を形
成するために金属系ナノ粒子の材料を吸着、若しくはその場で成長させる。これにより、
金属系ナノ粒子３６（触媒粒子の前駆体を含んでいてもよい）（図２（ｂ）参照）が付着
した鋳型粒子を得る。具体的には、鋳型粒子３５の均一な分散液中で、カプセル状触媒３
０を形成するための材料を溶解させた溶液を加え、これらを鋳型粒子３５に吸着、若しく
はその場で成長させる。金属系ナノ粒子は、鋳型粒子３５の表面の第１の極性とは反対の
極性を有する第２の極性のものを用いる。
【００３１】
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金属系ナノ粒子の形状は特に限定されず、用途や目的に応じて不定形粉末、扁平状粉末
、球状粉末、棒状粉末等を適宜選定できる。金属系ナノ粒子がブレンドの場合には、複数
の形状のものが混在していてもよい。また、金属系ナノ粒子内には、後述する加熱工程に
おいて、除去される成分が含まれていてもよい。
【００３２】
金属系ナノ粒子の平均粒径は特に限定されないが、１ｎｍ以上とすることが好ましく、
比表面積、若しくは質量あたりの触媒活性向上の観点から５０ｎｍ以下とすることが好ま
しい。金属系ナノ粒子の平均粒径は、比表面積、若しくは質量あたりの触媒活性向上の観
点から２５ｎｍ以下とすることがより好ましく、１５ｎｍ以下とすることが特に好ましい
。触媒ナノ粒子の粒子径は、小さくても高い触媒能を有する材料が好ましい。触媒ナノ粒
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子の好ましい材料としては、前述したカプセル状触媒３０の材料が挙げることができる。
触媒ナノ粒子以外の金属系ナノ粒子の平均粒径の好ましい範囲も、同様である。
【００３３】
［工程（ｃ）］
続いて、工程（ｂ）により得た金属系ナノ粒子付鋳型に対し、
（Ｉ）燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、この第１金属原子とは異なる種類の金属
種で、且つ第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属原子の少なくとも２種類の合金
からなるナノ粒子連結骨格を形成するための加熱処理を行い、次いで表面の少なくとも一
部をシリカ層により被覆してから、ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高め
るために加熱処理を行う工程、および（ＩＩ）シリカ層により表面の少なくとも一部を被
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覆した後、燃料電池触媒活性のある第１金属原子と、この第１金属原子とは異なる種類の
金属種で、且つ第１金属原子の触媒活性を向上させる第２金属原子の少なくとも２種類の
合金からなるナノ粒子連結骨格を形成し、且つ前記ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造
の規則度を高めるために加熱処理を行う工程、
のいずれか一方を行う。
【００３４】
図２は、工程（Ｉ）のケースを図示したものである。（Ｉ）の場合、工程（ｃ）におい
て、まず加熱処理（焼結処理）を行う（図２（ｃ）参照）。これにより、付着した金属系
ナノ粒子３６が焼結体に変換され、ナノ粒子連結骨格３１が得られる。焼結体を得る方法
としては、水熱反応やアルコール熱反応を例示できる。
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【００３５】
加熱処理（焼結処理）の方法は、金属系ネットワーク構造を形成できれば特に限定され
ないが、水熱反応やアルコール熱反応により行うことが好ましい。水熱反応やアルコール
熱反応は、亜臨界状態とすることが好ましく、超臨界状態とすることが特に好ましい。亜
臨界、又は超臨界状態の水中における水熱反応の条件としては、特に限定されない。鋳型
材料の種類、大きさ、及び金属系ナノ粒子３６におけるナノ粒子の被覆率に依存する。粒
子径約３００ｎｍのシリカ微粒子の場合、例えば、３３０℃、２０ＭＰａ、反応時間３時
間等とすることができる。超格子構造を形成する方法として、触媒ナノ粒子に鉄を含ませ
てアルコール熱反応を行う方法が例示できる。
【００３６】
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（Ｉ）の場合、加熱処理（焼結処理）を行った後にシリカ被覆を行う（図２（ｄ）参照
）。シリカ被覆の方法は、加熱処理（焼結処理）して得たナノ粒子連結骨格をシリカ層で
被覆できればよく、特に限定されない。例えば、得られたナノ粒子連結骨格を、常温でシ
リカ源のオルトケイ酸テトラエチルをアンモニア水中に数時間撹拌することにより得る方
法が例示できる。シリカ源は、3‑アミノプロピルトリエトキシシランやメチルトリエトキ
シシランを用いても良い。また、シリカ源をリジンやアルギニンなどの塩基性アミノ酸水
溶液中で撹拌することによっても得ることができる。シリカ層の厚みは特に限定されない
が、例えば、１〜１００ｎｍ程度である。
【００３７】
その後、得られたナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高めるために加熱処

10

理を行う。シリカ層３７を被覆することにより、加熱処理の際にナノ粒子連結骨格の金属
触媒同士が融着するのを抑制し、金属系ネットワーク構造であるナノ粒子連結骨格を維持
しつつ、原子配列規則構造の規則度を高めることができる。熱処理は、原子配列規則構造
の規則度を高められればよく特に限定されない。例えば、Ｈ２／Ｎ２雰囲気下あるいは不
活性ガス雰囲気下で、５００〜１３００℃、３０分から１０時間程度、熱処理を行う。よ
り好ましくは６００〜１１００℃であり、更に好ましくは７００〜９００℃である。工程
（ｃ）において、シリカ層３７を形成することにより、規則度を高めるための熱処理時の
凝集を抑制し、ナノ粒子の連結骨格を維持しつつ、原子配列規則構造の規則度を高めるこ
とが可能となる。
【００３８】

20

図３は、工程（ｃ）の（ＩＩ）のケースを説明するための模式図である。（ＩＩ）の場
合、まずシリカ被覆を行う（図３（ａ）参照）。その後、燃料電池触媒活性のある第１金
属原子と、前記第１金属原子とは異なる種類の金属種で、且つ前記第１金属原子の触媒活
性を向上させる第２金属原子の少なくとも２種類の合金からなるナノ粒子連結骨格を形成
し、且つ前記ナノ粒子連結骨格の原子配列規則構造の規則度を高めるために加熱処理を行
う（図３（ｂ）参照）。このようにシリカ層３７の形成後に加熱処理を行うことにより、
付着した金属系ナノ粒子３６同士の凝集を効果的に防止できる。
【００３９】
加熱処理の方法は、金属系ネットワーク構造を形成でき、且つナノ粒子連結骨格の原子
配列規則構造の規則度を高められれば特に限定されない。加熱処理条件は一の加熱処理条
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件で行う他、複数の条件を行うことができる。例えば、ナノ粒子連結骨格を形成するため
に最適な加熱処理を行い、次いで原子配列規則構造の規則度を高めるために最適な加熱処
理を２段階以上に分けて行うことができる。
【００４０】
シリカ層３７を予め形成しておくことにより金属系ナノ粒子同士の凝集を効果的に抑制
できるので、常圧で加熱処理する方法においてもナノ粒子連結骨格を形成することが容易
である。無論、（I）と同様に亜臨界又は超臨界の状態で加熱処理することもできる。加
熱処理は、原子配列規則構造の規則度を高められればよく特に限定されない。例えば、Ｈ
２／Ｎ２雰囲気下あるいは不活性ガス雰囲気下で、５００〜１３００℃、３０分から１０

時間程度、熱処理を行う。加熱温度は、より好ましくは６００〜１１００℃であり、更に
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好ましくは７００〜９００℃である。シリカ層３７を予め形成することにより、熱処理時
の凝集を抑制し、ナノ粒子の連結骨格を維持しつつ、原子配列規則構造の規則度を高める
ことが可能となる。なお、規則度の範囲は得られるナノ粒子連結触媒の合金の種類により
変わり得るものであり、特定の数値範囲に限定されるものではない。
【００４１】
［工程（ｄ）］
工程（ｃ）の後、シリカ層３７および鋳型粒子３５を溶出処理する。これにより、図２
（ｅ）に示すような中空のカプセル状触媒３０が得られる。溶出処理方法は目的を達成で
きればよく特に限定されないが、ＮａＯＨ水溶液等のアルカリ処理によりシリカ層３７お
よび鋳型粒子３５を除去する方法が例示できる。
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【００４２】
本発明者らが鋭意検討を重ねたところ、ナノ粒子連結骨格の表層の構造によって、燃料
電池の触媒として用いたときに酸素還元特性が変動することを突き止めた。換言すると、
ナノ粒子連結触媒の表面構造を適切に制御することが活性向上に重要であることがわかっ
た。具体的には、ナノ粒子連結骨格の表層に位置する原子（1層〜数層）が主として第１
金属原子から形成されるようにすることにより、酸素還元特性を高められることがわかっ
た。第1金属の表層に位置する原子の状態は、工程（ｄ）でアルカリ処理を行う場合には
、そのアルカリ処理の濃度や時間等の条件を変更することにより容易に調整できる。
【００４３】
工程（ｄ）の鋳型粒子３５およびシリカ層３７を除去する際の処理条件により、ナノ粒

10

子連結骨格のＯＲＲ質量活性やＯＲＲ表面比活性が異なることもわかった。例えば、工程
（ｄ）でアルカリ処理を用いるのであれば、温和な条件でアルカリ処理（例えば、１Ｍ以
上、５Ｍ以下のＮａＯＨ水溶液等で処理）することにより、表層の第1金属原子のリッチ
層によって高いＯＲＲ活性を示す。一方、強いアルカリ条件で処理した場合（例えば、５
Ｍ越え、１２Ｍ以下等のＮａＯＨ水溶液等で処理した場合）には、温和なアルカリ処理に
比べて、表層の第1金属原子リッチ層により低いＯＲＲ活性を示す。
【００４４】
上記工程により図１に示すようなカプセル状触媒３０が得られる。このカプセル状触媒
３０は、互いに接触または／および融着したナノ粒子連結触媒３として用いられる。
【００４５】

20

第１実施形態のナノ粒子連結触媒の製造方法によれば、図１に示すようなカプセル状触
媒を作製するに際して、シリカ層で被覆して加熱処理するという簡便な方法により、金属
触媒同士の融着を防止して、金属間ネットワーク構造を維持しながら、金属原子配列規則
構造の規則度を高めることができる。また、ナノ粒子を連結してネットワーク化したカプ
セル状触媒３０を用いることにより、触媒として利用できる表面積を高めることができる
。
【００４６】
第１実施形態のナノ粒子連結触媒は、イオン伝導体と共にガス拡散電極層を形成し、こ
れを燃料電池等の触媒として好適に適用できる。以下、第１実施形態に係るナノ粒子連結
触媒を固体高分子形燃料電池に適用した例について説明する。
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【００４７】
［燃料電池］
図４は、第１実施形態に係る固体高分子形燃料電池の要部の一例を示す模式的断面図で
ある。固体高分子形燃料電池１は、イオン伝導性を有する高分子電解質膜５、水素等の燃
料ガスが供給されるアノードユニット１０、および酸素が供給されるカソードユニット２
０を具備するセル６、並びに外部回路７等を有する。通常は、必要な出力に応じてセル６
をスタックすることにより電池が構成される。
【００４８】
アノードユニット１０は、アノード触媒層１１、ガス拡散層１２、セパレータ１３が固
体高分子電解質膜（以下、高分子電解質膜）５側からこの順に配置され、カソードユニッ
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ト２０は、カソード触媒層２１、ガス拡散層２２、セパレータ２３が高分子電解質膜５側
からこの順に配置されている。ここで、ガス、電解質、触媒層が同時に接触できる電極を
ガス拡散電極という。第１実施形態においては、アノード触媒層１１とガス拡散層１２、
およびカソード触媒層２１とガス拡散層２２がそれぞれガス拡散電極となる。但し、ガス
拡散電極は、前述した様に、ガス、電解質および触媒層が同時に接触できればよく、必ず
しもガス拡散層１２，２２は用いなくてもよい。即ち、ガス拡散電極用触媒層をアノード
触媒層１１および／又はカソード触媒層２１のみから構成することも可能である。また、
一対のガス拡散電極のうちのそれぞれの触媒層が、電解質膜と向かい合うように電解質膜
に接合した構造を膜電極接合体（ＭＥＡ；Membrane Electrode Assembly）８という。外
部回路７は、アノードユニット１０のアノード触媒層１１、カソードユニット２０のカソ
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ード触媒層２１等に電気的に接続されている。
【００４９】
上記のように構成された固体高分子形燃料電池１は、アノードユニット１０において水
素等の還元性ガスが、セパレータ１３のガス流路１４からガス拡散層１２を介してアノー
ド触媒層１１に供給される。一方、カソードユニット２０においては、酸素あるいは空気
等の酸化性ガスが、セパレータ２３のガス流路２４からガス拡散層２２を介してカソード
触媒層２１に供給される。
【００５０】
還元性ガスとして水素ガスを、酸化性ガスとして酸素ガスを利用するカチオン交換型の
場合には、アノード触媒層１１において水素の酸化反応が生じ、水素イオンと電子とが生

10

成される。生成された水素イオンは、イオン伝導性を有する高分子電解質膜５を介してカ
ソード触媒層２１に移動する。一方、生成された電子は、外部回路７を経由してカソード
触媒層２１に移動する。カソードユニット２０に到達した水素イオンおよび電子は、カソ
ード触媒層２１において酸素と反応して水を生成する。即ち、カソード触媒層２１では、
酸素の還元反応が生じる。還元反応により生成された水は、カソードユニット２０のガス
拡散層２２から外部に排出されたり、高分子電解質膜５に供給されたりする。これらの一
連の反応によって外部に電気が供給される。
【００５１】
高分子電解質膜５は、イオンを輸送可能であり、且つ電子伝導性を示さない材料で構成
された膜であれば特に制限はない。好適な例としては、ポリパーフルオロスルホン酸樹脂
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や、スルホン化ポリエーテルスルホン酸樹脂、スルホン化ポリイミド樹脂、硫酸ドープポ
リベンズイミダゾールなどが挙げられる。
【００５２】
以下、アノード触媒層１１およびカソード触媒層２１として用いるガス拡散電極用触媒
層について詳述する。なお、以下に詳述するガス拡散電極用触媒層は、アノード触媒層１
１とカソード触媒層２１の両方に用いることは必須ではなく、少なくとも一方に用いられ
ていればよい。
【００５３】
図５に、第１実施形態に係るガス拡散電極用触媒層の模式的な部分拡大図を示す。ガス
拡散電極用触媒層２は、ナノ粒子連結触媒３と、このナノ粒子連結触媒３と少なくとも一
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部が接触するイオン伝導体４を有する。第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒３は、金属
のナノ粒子連結骨格を有するカプセル状触媒３０からなる。カプセル状触媒３０の主とし
て外側表面でイオン伝導体４と接触されている。なお、カプセル状触媒３０同士が接触お
よび／又は融着して電子伝導性が確保されるが、図５の例においては説明の便宜上、一面
に配置されるカプセル状触媒３０を図示しているので、図面上、カプセル状触媒３０同士
が接合および／又は融着していないものがある。
【００５４】
ガス拡散電極用触媒層２の厚みは、用途に応じて適宜設計することができるが、ガス拡
散性の高効率化の観点からは薄くすることが好ましい。用いる燃料電池のタイプや触媒の
種類により変動し得るが、直接メタノール型等の液体燃料系の燃料電池や、水素／酸素燃
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料電池等のガス燃料系の燃料電池などの各種燃料電池のガス拡散電極用触媒層の厚みは、
１０μｍ以下とすることが好ましい。特に水素／酸素燃料電池等においては、ガス拡散性
をより高効率で高める観点から、ガス拡散電極用触媒層の厚みは、２μｍ以下が好ましく
、０．５μｍ以下とすることがさらに好ましい。
【００５５】
イオン伝導体４は、イオン伝導性を示すものであればよく、従来公知のものを使用でき
る。カチオン伝導体の場合には、通常、水素イオンを伝導するプロトン伝導体を用い、ア
ニオン伝導体の場合には、通常、水酸化物イオンを伝導する水酸化物イオン伝導体が選定
される。イオン伝導体４としては、イオン伝導性基を有する樹脂等を好適に用いることが
できる。例えば、フルオロカーボン系や炭化水素系のポリマーにスルホン酸基やアニオン
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交換基を導入したポリマー、酸性官能基を有するジルコニウム化合物等の無機プロトン伝
導体、層状複水酸化物等の無機アニオン伝導体等が例示できる。酸性官能基としては、ス
ルホン酸基、スルホ基、スルホニル基、リン酸基等を挙げることができ、ジルコニウム化
合物としては、硫酸ジルコニウム、スルホフェニルホスホン酸ジルコニウム、リン酸ジル
コニウム、硫酸ジルコニア等が挙げられる。また、スルホン酸基を有するポリマーとして
は、パーフルオロスルホン酸ポリマー（Ｎａｆｉｏｎ（登録商標）、フレミオン（登録商
標）、アシプレックス（商品名）等）、ＳＰＥＳ：ポリエーテルスルホン、ＳＰＥＥＫ：
スルホン化ポリエーテルエーテルケトン、ＳＰＥＫ：スルホン化ポリエーテルケトン等が
例示できる。
【００５６】

10

ガス拡散電極用触媒層２のイオン伝導体４の含有量は、イオン伝導性が確保でき、電気
抵抗値が大きくなり過ぎることがない範囲であれば特に限定されない。ガス拡散電極用触
媒層２には、イオン伝導体４以外のバインダー等の他の成分が含有されていてもよい。
【００５７】
カプセル状触媒３０は、カプセル表面部において金属同士が融着しているので電子伝導
性を有する。カプセルと他のカプセルとの電子伝導性は、（１）カプセル状触媒３０同士
を接触させることにより、電子伝導性を確保する方法、（２）カプセル状触媒３０同士を
粒子間で互いに融着するように連結させる方法、および／又は（３）カプセル状触媒３０
の粒子間の導電性を補助するために、別の導電性粒子を添加する方法等が例示できる。前
記（１）の方法としては、膜電極接合体を形成する際に、厚み方向の上方および下方から
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適切な圧力を加える方法が例示できる。適切な温度をかけてホットプレスすることが好ま
しい。前記（２）の方法としては、後述する焼結処理の際に所望の形状となるように形成
する方法や、焼結体を形成する段階でカプセル状触媒３０の粒子間が融着するように接触
させて処理を行う方法が例示できる。前記（３）の方法としては、導電性カーボン等の導
電性粒子を添加する方法が挙げられる。この場合、ガス拡散を阻害しないように、適した
粒子径を有する粒子を選定することが好ましい。例えば、粒子径がカプセル状触媒３０よ
り小さいものや、ガス流通性に優れた多孔性のカーボン粒子が挙げられる。前記（１）〜
（３）は、単独で若しくは併用して用いることができる。また、第1実施形態の製造方法
により得られたナノ粒子連結触媒によれば、燃料電池のガス拡散電極層に用いたときの負
荷応答サイクルに対する耐久性を格段に高めることができる。

30

【００５８】
＜ガス拡散電極触媒層の製造＞
第１実施形態に係るガス拡散電極触媒層は、以下の工程を経て製造される。但し、本発
明のガス拡散電極触媒層の製造方法は以下の製造方法に限定されるものではない。
【００５９】
イオン伝導体が、ナノ粒子連結触媒と接触部位を有するように触媒層内に組み込む工程
を有する。このイオン伝導体は、下記（ｉ）〜（ｉｉｉ）の少なくともいずれかである。
（ｉ）工程（ａ）によって組み込まれた鋳型に含まれている成分。
（ｉｉ）前記鋳型に含まれている成分を前駆体として、変換することにより得られる成分
40

。
（ｉｉｉ）工程（ｄ）の後に、新たに加えることにより導入する成分。
【００６０】
得られたナノ粒子連結触媒に、イオン伝導体の少なくとも一部が接触部位を有するよう
に組み込む。イオン伝導体は、前述した様な無機粒子、高分子等のイオン伝導性バインダ
ーあるいはこれらの複合材料が好適に用いられる。組み込む方法は、ナノ粒子連結触媒３
にイオン伝導体４を加えて混練する方法や、イオン伝導体４を加熱溶融させて、ナノ粒子
連結触媒３に絡ませる方法が例示できる。なお、工程（ｄ）の後に実施される場合に限定
されず、前述の（ｉ）（ｉｉ）の方法により組み込む方法や、（ｉ）〜（ｉｉｉ）を任意
に併用する方法が例示できる。
【００６１】

50

(14)

JP 2019‑153478 A 2019.9.12

第１実施形態のＰＥＦＣによれば、優れた負荷応答耐久性と高いＯＲＲ活性を両立する
ナノ粒子連結触媒を提供できる。第１実施形態のガス拡散電極用触媒層２によれば、ナノ
粒子連結触媒の原子配列規則構造の規則度を高めることにより、優れた負荷応答耐久性と
高いＯＲＲ活性を両立させることができる。また、ナノ粒子を連結してネットワーク化し
たカプセル状触媒３０を用いることにより、触媒として利用できる表面積を高めることが
できる。また、厚みの主たる要因であるカーボン担体をフリーとすることにより、触媒層
の厚みを薄くすることが可能となる。その結果、ガス拡散距離を減少させ、ガス拡散速度
を高めることができるので、従来型のカーボン担体を用いた触媒層の高電流密度領域にお
いて問題となっていたガス拡散律速の問題を解消し、高出力を実現できる。また、カーボ
ン腐食の影響を受けないので、起動停止サイクルを改善することができる。

10

【００６２】
［第２実施形態］
第２実施形態に係るナノ粒子連結触媒は、焼結体よりなり、ナノ粒子が連結して燃料電
池触媒活性のある第１金属原子と、この第１金属原子とは異なる種類の金属で、第１金属
原子の触媒活性を向上させる第２金属原子の少なくとも２種類の合金からなる原子配列規
則構造をとり、原子配列規則構造の規則度が０．５以上であるナノ粒子連結骨格を有する
電子伝導性を示す触媒である。
【００６３】
第1実施形態で述べた通り、規則度の範囲は得られるナノ粒子連結触媒の合金の種類に
より変わり得るものであり、特定の数値範囲に限定されるものではないが、規則度を０．

20

５以上にすることにより、より優れた触媒特性が得られる。第２実施形態に係るナノ粒子
連結触媒は、第１実施形態に係るナノ粒子連結触媒の製造方法により得ることができる。
【００６４】
原子配列規則構造の規則度は以下の数式（１）を用いて求めることができる（S.A. Maj
etich et al.，J. Magn. Magn. Mater.，2004，284，336‐341、P. Andre et al.，J. Ma
gn. Magn. Mater.，2016，417，442‐450、Y.Kinemuchi et al.，Dalton Trans.，2016，
45，10936‐10941参照）。
【数１】
30
但し、ＩFは原子配列規則構造と不規則構造を含む基本ピークの強度を示し、Iｓは原子配
列規則構造に由来するピーク強度であり、ｏｂｓはナノ粒子連結触媒の実測値、ｂｕｌｋ
は規則度S＝１の実測値または理論値を示す。例えば、ｆｃｔ規則構造を有するＰｔＦｅ
の例では、ＩFは（１１１）のピーク強度を示し、Ｉｓは（１１０）のピーク強度を示す
。
【００６５】
第２実施形態に係るナノ粒子連結触媒によれば、この触媒をＰＥＦＣに適用した際に優
れた負荷応答耐久性と高いＯＲＲ活性を両立するナノ粒子連結触媒を提供できる。
【００６６】

40

［第３実施形態］
第３実施形態のガス拡散電極用触媒層は、ナノ粒子連結触媒３がロッド状触媒からなる
点において、カプセル状触媒３０を用いた前述の実施形態とは相違するが、基本的な構成
は、第３実施形態と同様である。
【００６７】
図６に、第３実施形態のガス拡散電極用触媒層２の一例を模式的に示した部分拡大図を
、図７に、第３実施形態のガス拡散電極用触媒層と、これに挟持された電解質膜の模式図
を示す。ガス拡散電極用触媒層２は、図６、図７に示すように、ロッド状触媒４０とイオ
ン伝導体４を有する。
【００６８】

50

(15)

JP 2019‑153478 A 2019.9.12

ロッド状触媒４０は、図６に示すように概ね筒状のナノ粒子連結骨格４１を成し、その
内部にはイオン伝導体４が配設されている。ナノ粒子連結骨格４１は、金属同士が融着し
たネットワーク状構造を取り、電子伝導性を有する。
【００６９】
ナノ粒子連結骨格４１には、多数の空隙４３が形成されており、空隙４３は、輪郭を画
定するロッド状触媒の内部と外部とを連通するように形成されている。ナノ粒子連結骨格
４１の空隙率の好ましい範囲は第１実施形態と同様である。図６の例においては、一のロ
ッド状のガス拡散電極用触媒層２を例示しているが、実際には、複数本のロッド状触媒４
０によりシート状構造が形成されている。
【００７０】

10

ロッド状触媒４０の外郭を構成する厚みは特に限定されないが、好ましくは２ｎｍ以上
、５０ｎｍ以下である。ロッド状触媒４０の厚みを２ｎｍ以上とすることにより、構造欠
陥を抑制し安定した製造を行うことができる。なお、ロッド状触媒４０の長さや形状は特
に限定されるものではなく、鋳型の形状を制御することにより、適宜設計することができ
る。
【００７１】
イオン伝導体４は、触媒層において良好なイオン伝導性を実現するために、ロッド状触
媒４０の内部のみではなく、ロッド状触媒４０のナノ粒子連結骨格４１に形成された空隙
４３やロッド状触媒４０の外側にも連続して形成されていることが好ましい。
【００７２】

20

ロッド状触媒４０の好ましい材料やイオン伝導体４は、第１実施形態と同様のものを例
示できる。ロッド状触媒４０の長さ、および切り口端面の粒径は特に限定されず、用途に
応じて適宜設計できる。ロッド状触媒４０の形状やサイズは、鋳型の形状やサイズを制御
することにより容易にコントロールできる。例えば、端面の直径が５ｎｍ〜１μｍ程度の
ロッド状触媒４０を複数、同一方向に連接させる態様や、ランダムに配設させる構造を例
示できる。ロッド状触媒は、単層で用いても複数層で用いてもよい。複数層とする場合は
、強度を増すために、層間で異なる方向に延在するように配置してもよい。また、高分子
電解質膜５の主面に対してロッド状触媒４０の長軸方向が、水平配向、垂直配向、又はラ
ンダム配向等とすることができる。また、ロッド状触媒４０と第１実施形態のカプセル状
触媒３０をブレンドして用いることも可能である。
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【００７３】
第３実施形態のガス拡散電極用触媒層２によれば、前述の実施形態と同様の効果を得る
ことができる。また、ナノ粒子でネットワーク化したロッド状触媒４０を用いることによ
り触媒として利用できる表面積を高めつつ、機械強度を高めることができる。また、ロッ
ド状に連結されているので、より安定した電子伝導性を確保できる。
【００７４】
［第４実施形態］
第４実施形態のガス拡散電極用触媒層は、ナノ粒子連結触媒３がシート状触媒である点
において、前述の実施形態と相違するが、以下に説明する以外の基本的な構造及び製造方
法は、前述の実施形態と同様である。

40

【００７５】
図８に、第４実施形態のシート状のガス拡散電極用触媒層２の模式図を示す。第４実施
形態に係るガス拡散電極用触媒層２は、ナノ粒子連結触媒とイオン伝導体がシート状に面
内および厚み方向に連続的に配設されている。即ち、シート状触媒から成るナノ粒子連結
触媒は、網目状のシート構造を成し、金属同士が融着して電子伝導性を有する。そして、
このシート状触媒と接触するようにイオン伝導体が分散配置されている。シート状触媒の
厚みは特に限定されず、用途や求められる性能に応じて適宜設計し得るが、好ましくは１
０μｍ以下、より好ましくは２μｍ以下、さらに好ましくは０．５μｍ以下である。シー
ト状触媒の厚みを薄くすることにより、構造欠陥を抑制し安定した製造を行うことができ
る。

50

(16)

JP 2019‑153478 A 2019.9.12

【００７６】
シート状のナノ粒子連結触媒を得る方法としては、表面が第１の極性を有するフィルム
やシートを鋳型とし、これに第２の極性を有する触媒ナノ粒子を含浸させて金属系ナノ粒
子を吸着、若しくはその場で成長させ、これを焼結処理することにより得られる。表面が
第１の極性を有するフィルムやシートは、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で限定されない
が、好適な例として不織布を例示できる。
【００７７】
不織布の構成材料としては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において特に限定されない
が、シリカファイバーやジルコニアファイバー等が好ましい例として例示できる。この場
合、不織布を鋳型とし、これらの不織布が第１の極性を有するように表面処理を行った後

10

に、第２の極性を有する触媒ナノ粒子を含有する金属系ナノ粒子を吸着、若しくはその場
で成長させて焼結処理を行えばよい。イオン伝導体４は、シリカファイバーやジルコニア
ファイバー等に予めイオン伝導性官能基等を組み込む方法（ｉ）、および／又は焼結処理
後に、これらの繊維にイオン伝導性官能基を組み込む方法（ｉｉ）を例示できる。
【００７８】
また、不織布として、焼結処理、又は焼結処理後に除去可能な素材を用いることも可能
である。この場合、得られたシート状のナノ粒子連結触媒に、イオン伝導体４を絡ませる
ことによりガス拡散電極用触媒層が得られる。
【００７９】
第４実施形態の方法によれば、第1実施形態と同様の効果が得られる。また、ガス拡散
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電極用触媒層の形成工程の簡便化を図ることができるというメリットがある。また、シー
ト状にナノ粒子連結触媒を構築するので、電子伝導効率、表面積を高めることができる。
また、厚みを薄くすることも可能である。
【００８０】
以上、第１〜第４実施形態について説明したが、本発明の趣旨に合致する限り、他の実
施形態も本発明の範疇に含まれることは言うまでもない。また、上記実施形態は好適に組
み合わせることができる。上記においては、本発明に係るナノ粒子連結触媒を用いて固体
高分子形燃料電池に適用する例について説明したが、各種の燃料電池に好適に適用できる
。さらに、燃料電池以外においても、ナノ粒子連結触媒が用いられる用途全般に適用する
ことができる。また、本発明のナノ粒子連結触媒は、前述したとおりカーボン担体フリー

30

での利用を実現することができるものであるが、カーボン担体を用いることを排除するも
のではない。
【００８１】
≪実施例≫
以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。但し、本発明は、以下の実施例に
限定されるものではない。
【００８２】
（実施例１）
（工程（ａ））
正のゼータ電位を有する鋳型粒子を以下の方法により調製した。まず、遠心チューブに

40

シリカ粒子（ＫＥ−Ｐ３０：日本触媒製）１６０ｍｇ、ＲＯ水５ｍＬを加え、攪拌後、超
音波洗浄機で６０分攪拌した。また、別の遠心チューブにポリ（塩化ジアリルジメチルア
ンモニウム）（以下、ＰＤＤＡ、Sigma−Aldrich製）１２ｇ、ＲＯ水１９ｍＬを加え、ボ
ルテックスを用いて、数分間攪拌した（工程１）。
【００８３】
次いで、シリカが分散した水溶液をＰＤＤＡ水溶液の入った遠心チューブに加え、攪拌
後、超音波洗浄機で６０分攪拌した（工程２）。その後、回転数１５０００ｒｐｍで５分
間遠心分離を行い、上澄みを除いた（工程３）。そして、全量が２５ｍＬになるようにＲ
Ｏ水を加え、ボルテックス、超音波洗浄機を用いて分散させ、回転数１５０００ｒｐｍで
５分間遠心分離を行い、上澄みを除いた。この洗浄操作を３回繰り返し、余分なＰＤＤＡ
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を取り除いた（工程４）。これにより、ＲＯ水に分散させたＰＤＤＡ被覆シリカ粒子（鋳
型粒子）の水分散液を得た。以後、このように調製したＰＤＤＡ被覆シリカ粒子を「ＰＤ
ＤＡ／ＳｉＯ２」と表記する。
【００８４】
その後、ＲＯ水を５ｍＬ加え、ＰＤＤＡが吸着したシリカ（以下、ＰＤＤＡ／ＳｉＯ２
）を分散させた（工程５）。そして、２５０μＬを予め秤量しておいた容器に加え、９０
℃の電気炉で溶媒を蒸発させた後、再度秤量することでＰＤＤＡ／ＳｉＯ２の白色懸濁液
中の単位体積当たりの重量濃度を算出した。
【００８５】
（工程（ｂ））

10

次いで、ＰｔＦｅナノ粒子吸着ＰＤＤＡ被覆シリカ粒子の合成を行った。三口フラスコ
にテトラエチレングリコール（ＴＥＧ）１００ｍＬ、アセチルアセトナト鉄（ＩＩＩ）（
Iron(III) acetylacetonate）２４０．０ｍｇとアセチルアセトナト白金（ＩＩ）（Plati
num(II) acetylacetonate）２４１．９２ｍｇを加え、超音波洗浄機とスターラーを用い
て攪拌し、金属前駆体を溶解させた（工程６）。その後、ナスフラスコにＴＥＧ３０ｍＬ
を加え、更に、前述の工程５により得られたＰＤＤＡ／ＳｉＯ２の溶液を１２０ｍｇにな
るように加え、エバポレーターを用いてＲＯ水を除去した（工程７）。
【００８６】
その後、工程６の溶液中に工程７の溶液を加えた。共洗いにＴＥＧ２０ｍＬを用いた。
その後、２０時間以上室温で撹拌し、還流のためのセットを組立て、Ａｒ／Ｈ２のガス雰
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囲気下にした後、室温で３０分攪拌した。その後、２３０℃，２時間還流を行った（工程
８）。
【００８７】
室温まで放冷後、遠心分離を行って上澄みを除去し、エタノールで洗浄する工程を３回
行った。その後、乾燥させることにより白金鉄合金ナノ粒子／ＰＤＤＡ／ＳｉＯ２粒子を
得た（工程９）。
【００８８】
（工程ｃ［（Ｉ）プロセス］）
５ｍＬのエタノールに、得られた白金鉄合金ナノ粒子／ＰＤＤＡ／ＳｉＯ２を３００ｍ
ｇ分散させ、オートクレーブ（体積１１ｍＬ）に移し、トルクレンチを用いて密閉した。
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予め３３０℃に加熱しておいた電気炉にオートクレーブを素早く入れ、１８０分加熱した
。加熱終了後、オートクレーブを水槽に入れ、十分に冷却した。オートクレーブを開け、
遠心分離（室温、回転数４７００ｒｐｍ、５分間）後、上澄みを取り除いた。この洗浄操
作を３回行い、エタノールを用いてサンプル管に移し６０℃で乾燥させることで粉末の白
金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２を得た（工程１０）。
【００８９】
続いて、３０ｍＬスクリュー管瓶に白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２約３０ｍｇ、Ｒ
Ｏ水１．１６ｍＬ加え、超音波洗浄機を用いて５分ほど攪拌した。次いで、攪拌した白金
鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２にＥｔＯＨ８ｍＬ、アンモニア水０．４ｍＬを加え、更に
攪拌した。その後、オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）を０．２ｍＬ加え、３６０分

40

室温で攪拌を行った。
【００９０】
続いて、遠心チューブに移し、回転数１５０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、上澄みを
除去した。全量が４０ｍＬになるようにエタノールを加え、ボルテックスと超音波洗浄機
を用いて分散させた後、上記と同様に遠心分離、上澄みを除去した。この洗浄操作を３回
繰り返し、その後乾燥させ、ＳｉＯ２被覆／白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２を得た。
図９に、シリカ被覆／ＰｔＦｅネットワーク／ＳｉＯ２粒子の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ
、日立Ｈ８１００透過型電子顕微鏡）像を示す。図９に示すように、滑らかなシリカ表面
が全体に観察され、触媒表面上をシリカが被覆していることを確認した。また、ＴＥＭ像
からシリカ層は触媒表面上を約５０ｎｍ被覆していることを確認した。
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【００９１】
続いて耐熱皿に、５０−３００ｍｇのＳｉＯ２被覆／白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ
２をのせ、チューブ炉を用いて、Ｈ２／Ｎ２（＝３／１０）雰囲気下、６０分かけて昇温

を行い、熱処理を行った。加熱処理温度は７００℃、３時間とした。その後、室温で十分
に冷却した後、ＳｉＯ２被覆／白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２を得た。
【００９２】
（工程（ｄ））
１００ｍＬテフロン（登録商標）ビーカーに１０ＭのＮａＯＨ水溶液３０ｍＬ、ＳｉＯ
２被覆／白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２を加え、９０℃で１８０分間加熱攪拌し、Ｓ

ｉＯ２を溶解させた。次いで、遠心チューブに移し、回転数４７００ｒｐｍで５分間遠心

10

分離後、上澄みを取り除いた。その後、全量が４０ｍＬになるようにＲＯ水を加え、回転
数４７００ｒｐｍで５分間遠心分離後、上澄みを取り除いた。この洗浄操作を３回行い、
エタノールを用いてサンプル管に移し、６０℃で乾燥させることで、規則度を制御した白
金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。図１０に、得られた中空カプセル形状のＰｔＦｅ合金
ナノ粒子連結触媒の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を示す。
【００９３】
［実施例２］
工程（ｃ）の（Ｉ）の加熱処理温度を８００℃に変更した以外は、実施例１と同様の方
法により、白金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。
【００９４】

20

［実施例３］
工程（ｃ）の（Ｉ）の加熱処理温度を９００℃に変更した以外は、実施例１と同様の方
法により、白金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。
【００９５】
［実施例４］
工程（ｄ）の水酸化ナトリウム水溶液の濃度を３Ｍに変更した以外は、実施例２と同様
の方法により、白金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。
【００９６】
［実施例５］
工程（ｃ）において（ＩＩ）のプロセスを適用した以外は、実施例２と同様の方法によ

30

り、白金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。具体的には、実施例２と同様に工程（ｂ）を行
い、その後、工程ｃを行った。
【００９７】
（工程（ｃ）［（ＩＩ）のプロセス］）
３０ｍＬスクリュー管瓶に工程（ｂ）で得られた粒子を約３０ｍｇ、ＲＯ水１．１６ｍ
Ｌ加え、超音波洗浄機を用いて５分ほど攪拌した。次いで、攪拌した白金鉄合金ナノ粒子
／ＰＤＤＡ／ＳｉＯ２にＥｔＯＨ８ｍＬ、アンモニア水０．４ｍＬを加え、更に攪拌した
。その後、オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）を０．２ｍＬ加え、３６０分室温で攪
拌を行った。
【００９８】

40

続いて、遠心チューブに移し、回転数１５０００ｒｐｍで５分間遠心分離し、上澄みを
除去した。全量が４０ｍＬになるようにエタノールを加え、ボルテックスと超音波洗浄機
を用いて分散させた後、上記と同様に遠心分離、上澄みを除去した。この洗浄操作を３回
繰り返し、その後乾燥させ、ＳｉＯ２被覆／白金鉄合金ナノ粒子／ＰＤＤＡ／ＳｉＯ２を
得た。
【００９９】
その後、８００℃、Ｈ２／Ｎ２中で３時間熱処理を行い、ナノ粒子連結骨格の形成と原
子配列規則構造の形成を同時に行った。その後、室温で十分に冷却した後、ＳｉＯ２被覆
／白金鉄合金ネットワーク／ＳｉＯ２を得た。
【０１００】
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（工程（ｄ））
１００ｍＬテフロンビーカーに３ＭのＮａＯＨ水溶液３０ｍＬ、ＳｉＯ２被覆／白金鉄
合金ネットワーク／ＳｉＯ２を加え、９０℃で１８０分間加熱攪拌し、ＳｉＯ２を溶解さ
せた。次いで、遠心チューブに移し、回転数４７００ｒｐｍで５分間遠心分離後、上澄み
を取り除いた。その後、全量が４０ｍＬになるようにＲＯ水を加え、回転数４７００ｒｐ
ｍで５分間遠心分離後、上澄みを取り除いた。この洗浄操作を３回行い、エタノールを用
いてサンプル管に移し、６０℃で乾燥させることで、規則度を制御した白金鉄合金ナノ粒
子連結触媒を得た。図１１に、得られた中空カプセル形状のＰｔＦｅ合金ナノ粒子連結触
媒の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を示す。
【０１０１】

10

［比較例１］
工程（ｃ）のシリカ被覆と加熱処理を行わなかった以外（超臨界処理は行っている）は
、実施例２と同様の方法により白金鉄合金ナノ粒子連結触媒を得た。
【０１０２】
［比較例２］
比較例１で得られた白金鉄合金ナノ粒子連結触媒に対して、工程（ｃ）の熱処理をＨ２
／Ｎ２（＝３／１０）雰囲気下、８００℃、２時間を行い、比較例２を得た。
【０１０３】
［比較例３］
Ｐｔ／Ｃ（田中貴金属工業社製、ＴＥＣ１０Ｅ５０Ｅ）をそのまま用いた。比較例３の
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微粒子は、規則合金構造が観測されないことを確認した。
【０１０４】
＜ＴＥＭ像＞
図１０に、比較例１および実施例1〜３の触媒のＴＥＭ像を示す。同図に示すように、
工程（ｃ）の熱処理工程を行っていない比較例１と同様に、実施例１〜３の触媒も、カプ
セル構造を維持しており、且つナノサイズのネットワーク構造も維持されていることを確
認した。ＴＥＭ像から熱処理温度の上昇に伴って、僅かにネットワーク太さが大きくなる
傾向が観察された。
【０１０５】
実施例５の触媒においても、図１１に示すように中空カプセル状のナノ粒子連結ネット
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ワーク構造が観察された。シリカ層を予め被覆することにより、工程（ｃ）の超臨界処理
等の特殊な装置を用いる加熱処理を行わずに、常圧で加熱処理を行うのみでナノ粒子が連
結したナノサイズのネットワーク構造を形成することを見出した。
【０１０６】
図１２に、比較例２の触媒のＴＥＭ像を示す。同図に示すように、工程（ｃ）のシリカ
被覆を行わずに熱処理を行った比較例２は、触媒同士が融着・凝集してしまい、ネットワ
ーク構造やカプセル構造が維持できなかった。
【０１０７】
＜ＸＲＤ測定結果＞
実施例１〜３および比較例１の粉末サンプルについて、ＸＲＤ（Ultima IV、Rigaku社
製）測定（回折角の範囲：２θ＝１０〜９０°、スキャンスピード：２θ＝１°／ｍｉｎ
）を行った。白金鉄合金ナノ粒子連結触媒における規則度Ｓは、以下の数式（２）を用い
て求めた。規則度の計算には原子配列規則構造由来の３３°付近の（１１０）のピーク強
度Ｉ（１００）と４１°付近の（１１１）のピーク強度Ｉ（１１１）の比を用いて行った
。なお、ｂｕｌｋのデータはPDF library card 03−065−9121を用いた。
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【数２】

【０１０８】
図１３にＸＲＤ測定結果を、表１に規則度Ｓを示す。
【表１】
10

【０１０９】
工程（ｃ）の（Ｉ）のプロセスを行うことによって、図１３に示すように、２４°付近

20

の（００１）由来のピークと３３°付近の（１１０）由来のピークが明瞭になることを確
認した。これらのピークはｆｃｔ（面心正方）原子配列規則構造を示している。また、２
θ＝４０°付近の（１１１）面のピークが、比較例３の純白金の（１１１）面のピーク位
置より高角側にシフトしていることから、合金化が起きていることを確認した。
【０１１０】
工程（ｃ）の（ＩＩ）のプロセスを行うことによって、図１４に示すように、２４°付
近の（００１）由来のピークと３３°付近の（１１０）由来のピークが明瞭になることを
確認した。これらのピークはｆｃｔ（面心正方）原子配列規則構造を示している。また、
２θ＝４０°付近の（１１１）面のピークが、比較例３の純白金の（１１１）面のピーク
位置より高角側にシフトしていることから、合金化が起きていることを確認した。
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【０１１１】
また、表１の結果より、工程（ｃ）の（Ｉ）および（ＩＩ）のいずれのプロセスにおい
ても、金属ネットワーク（ナノ粒子連結骨格）の規則度Ｓが向上することがわかる。特に
、実施例２〜５の８００℃以上の熱処理条件では、工程（ｃ）の熱処理を行っていない比
較例１と比較して２倍近く規則度Ｓが上がることを確認した。また、高温での熱処理を行
ったにも関わらず、ナノサイズのネットワーク構造が維持されており、シリカ被覆層が金
属触媒の融着を抑制したと示唆される。
【０１１２】
＜電気化学的評価＞
回転ディスク電極（RDE）法により、ナノ粒子連結触媒の電気化学的評価を行った。電

40

気化学的評価には、アルミニウム粒子で研磨したグラッシーカーボン（幾何学的領域：０
．１９６ｃｍ２）電極を用いた。
【０１１３】
（ＲＤＥ電極の作製）
３０ｍＬのスクリュー管瓶に２．５−５．０ｍｇの触媒、６．２５ｍＬの２５ｖｏｌ％
イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）水溶液、１２．５μＬのナフィオン（登録商標、５ｗ
ｔ％、Sigma−Aldrich社製）を加えた。次いで、超音波洗浄機を用いて、冷却しながら１
時間以上分散させた。その後、研磨したグラッシーカーボン電極上に、調製した触媒イン
クを１０μＬ滴下した。これを、乾燥させることにより触媒が担持された電極を作製した
。

50

(21)

JP 2019‑153478 A 2019.9.12

【０１１４】
実施例１、２、４、５および比較例１の触媒サンプルを作用電極とし、対極に白金ワイ
ヤを用い、基準電極に可逆水素電極（ＲＨＥ）を用いて、ＣＶ（Cyclic voltammetry）測
定を行った。酸洗浄による前処理として、窒素雰囲気下の０．１Ｍの過塩素酸を電解液に
用い、０．０５〜１．２Ｖ、掃引速度５０ｍＶ／ｓ、室温でＣＶサイクルを５０回行った
。酸洗浄を行った後、掃引速度２０ｍＶ／ｓでＣＶ測定を行い、電気化学的に活性な白金
表面積（Electrochemical Surface Area;ECSA）を算出した。図１５に実施例１、２の、
図１６に実施例４および比較例１の、図１７に実施例５および比較例１の触媒を作用電極
に用いたＣＶ測定結果を示す。
【０１１５】

10

また、実施例１、２、４、５および比較例１の触媒サンプルについて、以下の条件でＬ
ＳＶ（Linear sweep voltammetry)測定を行い、酸素還元反応活性を算出した。具体的に
は、電極回転速度１６００回転/分において、酸素雰囲気下で、電位走査を０．０５Ｖか
ら１．２Ｖへ掃引速度２０ｍＶ／ｓで行い、電圧０．９Ｖにおける活性化電流値から、単
位質量あたりにおける酸素還元反応活性(白金質量あたりの質量活性（Mass Activity（Ｍ
Ａ）)を評価した。
【０１１６】
図１８に得られた実施例１、２のＬＳＶ測定結果を、図１９に実施例４および比較例１
の、図２０に実施例５および比較例１のＬＳＶ測定結果を示す。更に、ＥＣＳＡとＭＡか
ら電気化学的に活性な白金表面積あたりの活性、ＯＲＲ表面比活性（Specific Activity

20

(ＳＡ)）を算出した。その結果を表２に示す。表２には、比較例３の触媒について同様の
実験を行ったときの結果も示す。
【０１１７】
【表２】
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【０１１８】
工程（ｄ）のアルカリ処理を１０ＭのＮａＯＨで行った実施例２に対して、３ＭのＮａ
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ＯＨで処理を行った以外は同一条件の実施例４は、質量活性およびＯＲＲ表面比活性が大
幅に改善されることを確認した。これらの実施例４の値は、比較例１のそれらの値と同程
度である。超臨界処理を行わずに、加熱処理のみでＰｔＦｅナノ粒子連結ネットワークを
形成させた実施例５においても良好なＯＲＲ表面比活性が得られた。
【０１１９】
＜負荷応答耐久性試験＞
上記方法で作成した実施例１、２、４および比較例１の電極例の各サンプルについて、
ＦＣＣＪプロトコルに則り、以下の条件で触媒金属の溶出を加速する負荷応答耐久性試験
を実施した。図２１に、耐久性試験に適用したＦＣＣＪプロトコルの説明図を示す。０．
６Ｖと１．０Ｖの負荷をそれぞれ３秒ずつかけたものを１サイクルとした。所定の電位サ
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イクルを掃引後、上述した方法と同様にＣＶ測定、ＬＳＶ測定を行い、ＥＣＳＡ、質量活
性、表面比活性を評価した。負荷応答電位サイクルは、酸電解液としてＮ２飽和０．１Ｍ
のＨＣｌＯ４水溶液を用い、６０℃で行った。
【０１２０】
実施例２における初期と１００００サイクル後のＣＶカーブを図２２に、ＬＳＶカーブ
を図２３に示す。また、実施例４における初期と１００００サイクル後のＣＶカーブを図
２４に、ＬＳＶカーブを図２５に示す。図２６は実施例２、４および比較例１、３の触媒
サンプルについて、耐久性試験を行った時の質量活性の変化をプロットした図である。ま
た、図２７は同サンプルについて、耐久性試験を行った時の表面比活性の変化をプロット
した図である。
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【０１２１】
図２２〜２５より、実施例２、実施例４ともに１００００サイクル後も初期のＣＶカー
ブ、ＬＳＶカーブをほぼ維持することがわかった。図２６より、初期の質量活性は実施例
４、比較例１が高いが、１０，０００サイクル後においては８００℃で焼成した規則度の
高い実施例４のサンプルの質量活性が最も高いことがわかる。実施例２における初期の質
量活性は低いものの、１０，０００サイクル後は比較例１、比較例３よりも高い値を示す
。また、ＯＲＲ表面比活性についても、図２７より、実施例４、比較例１のサンプルが高
い値を示すものの、１０，０００サイクル後においては実施例４のサンプルが最もＯＲＲ
表面比活性が高く、次いで実施例４が高いことがわかる。即ち、実施例２、４のサンプル
は活性の保持率が高く、耐久性に優れることが確認できた。特に、実施例４は、初期の活
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性も高く、１０，０００サイクル後において最も高い触媒活性を示す。
【０１２２】
図２８に実施例２，４および比較例１の規格化したＯＲＲ表面比活性をプロットした図
を示す。これらの図より、約０．８の高い規則度を持つ実施例２，４のサンプルは、規則
度の低い比較例１（規則度０．４４）に比べて、ＯＲＲ表面比活性の保持率（初期値に対
するサイクル後のＯＲＲ表面比活性で評価）が高いことがわかる。このことより、熱力学
的に安定な原子配列規則構造（ｆｃｔ構造）をとることで鉄の溶出を抑制し、耐久性を向
上できることが示唆される。
【０１２３】
＜ＥＤＸラインマッピング分析＞
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次に、ＥＤＸラインマッピング分析の結果について説明する。実施例２，４の触媒につ
いて、それぞれ（１）初期品、（２）酸洗浄後（０．１Ｍ、ＨＣｌＯ４ａｑ．中Ｎ２雰囲
気下、掃引速度５０ｍＶ／ｓでＣＶ５０サイクル）、（３）耐久性試験後（load サイク
ル １００００サイクル後）の３サンプルについて評価した。また、比較例１の触媒につ
いて、初期品、酸洗浄後の２サンプルについても測定した。図２９に実施例２、図３０に
実施例４、図３１に比較例１のＥＤＸラインマッピングの図を示す。
【０１２４】
図２９、図３０に示すラインマッピング分析の結果から、ナノ粒子連結触媒の規則度Ｓ
を高めることにより、負荷応答耐久性試験において鉄の溶出が大幅に抑制できることを確
認した。具体的には、実施例２のナノ粒子連結触媒は、酸洗浄における鉄の溶出が抑制で
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き、１０，０００サイクル試験後においても溶出が僅かであることを確認できた。触媒表
面上のＰｔ層（Ｐｔ−リッチ層）の厚みを求めると、初期と酸洗浄後の厚みはほぼ変わら
ず、実施例２、４共に０．４ｎｍであった。この厚みは約２白金原子層相当である。１０
，０００サイクル後の白金リッチ層の厚みは、実施例２では０．５nm、実施例４では０．
７nmであり、鉄の溶出抑制により、薄い白金リッチ層が維持できることを確認した。
【０１２５】
一方、工程（ｄ）の加熱処理を行っていない比較例１のナノ粒子連結触媒層のＰｔ−リ
ッチ層の厚みは酸洗浄後で０．８ｎｍであった。これは、３−４白金原子層相当であり、
上記実施例に比べてやや厚みがあることを確認した。これらの結果より、加熱処理によっ
て規則度が向上したことにより、酸洗浄および耐久性試験において触媒表面からのＦｅの
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溶出が抑制できることが示唆される。負荷応答耐久性向上には、ナノ粒子連結触媒におけ
る高い規則度が重要であることが示唆される。
【０１２６】
図３２に実施例２，４および比較例１，３の初期品と１００００サイクル後のＯＲＲ質
量活性の棒グラフを、図３３に同サンプルのＯＲＲ表面比活性の棒グラフを示す。工程（
ｄ）の加熱処理無しの比較例１においては、１０，０００サイクル後のＯＲＲ表面比活性
が初期の２８％まで低下したが、実施例２ではＯＲＲ表面比活性保持率が９０％であり、
顕著な耐久性の向上が確認できた。また、実施例２に比べてマイルドな条件でアルカリ処
理を行った実施例４においても、ＯＲＲ表面比活性保持率が充分高く、１０，０００サイ
クル後のＯＲＲ質量活性、表面比活性ともに実施例２、比較例１、３よりも大きいことが
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わかった。加えて、特許文献１において、カーボンフリーであるナノ粒子連結触媒の優れ
た起動停止耐久性が実証されている。以上の結果より、本発明は優れた負荷応答・起動停
止耐久性と高いＯＲＲ活性を両立するナノ粒子連結触媒を提供できる。
【符号の説明】
【０１２７】
１

燃料電池

２

ガス拡散電極用触媒層

３

ナノ粒子連結触媒

４

イオン伝導体

５

高分子電解質膜

６

セル

７

外部回路

１０

アノードユニット

１１

アノード触媒層

１２、２２

ガス拡散層

１３、２３

セパレータ

１４、２４

ガス流路

２０

カソードユニット

２１

カソード触媒層

３０

カプセル状触媒

３１

ナノ粒子連結骨格

３３

空隙

３５

鋳型粒子

３６

金属系ナノ粒子

３７

シリカ層

４０

ロッド状触媒

４１

ナノ粒子連結骨格

４３

空隙
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