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(57)【要約】
【課題】高い触媒活性を有する触媒を提供することができる触媒の製造方法を提供するこ
と、高い触媒活性を有する金属酸化物を提供することができる金属酸化物の製造方法を提
供すること、また、当該金属酸化物を含む触媒を提供することにある。特に、酸素発生ア
ノードや水素発生カソードとして好適に用いることができる触媒を提供すること。
【解決手段】本発明の金属酸化物の製造方法は、基材上に金属イオンとイミダゾール類と
を含む液体を付与する液体付与工程と、焼結処理を施す焼結工程とを有することを特徴と
する。前記液体は、前記金属イオンとして、Ｗ、Ｆｅ、Ｂｉ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｒ、Ｒ
ｕ、ＰｔおよびＭｏよりなる群から選択される少なくとも１種についてのイオンを含むも
のであるのが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与する液体付与工程と、
焼結処理を施す焼結工程とを有することを特徴とする触媒の製造方法。
【請求項２】
前記液体は、前記金属イオンとして、Ｗ、Ｆｅ、Ｂｉ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｒ、Ｒｕ、
ＰｔおよびＭｏよりなる群から選択される少なくとも１種についてのイオンを含むもので
ある請求項１に記載の触媒の製造方法。
【請求項３】
前記液体は、前記イミダゾール類として、１−メチルイミダゾール、１−エチルイミダ
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ゾール、（１−プロピルイミダゾール）、および、１−ｎ−ブチルイミダゾールよりなる
群から選択される少なくとも１種を含むものである請求項１または２に記載の触媒の製造
方法。
【請求項４】
前記液体は、前記イミダゾール類を溶質として含む溶液である請求項１ないし３のいず
れか１項に記載の触媒の製造方法。
【請求項５】
前記液体は、溶媒としてアルコールを含んでいる請求項１ないし４のいずれか１項に記
載の触媒の製造方法。
【請求項６】
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前記液体は、前記アルコールとしてメタノールを含んでいる請求項５に記載の触媒の製
造方法。
【請求項７】
前記液体における前記金属イオンの含有率と前記イミダゾール類の含有率との比率が、
質量比で、０．１：９９．９以上９９．９：０．１以下である請求項１ないし６のいずれ
か１項に記載の触媒の製造方法。
【請求項８】
前記基材として、ＦＴＯ、ＩＴＯまたはガラス状炭素で構成されたものを用いる請求項
１ないし７のいずれか１項に記載の触媒の製造方法。
【請求項９】
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前記焼結工程における焼結温度が３５０℃以上９００℃以下である請求項１ないし８の
いずれか１項に記載の触媒の製造方法。
【請求項１０】
基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与する液体付与工程と、
焼結処理を施す焼結工程とを有することを特徴とする金属酸化物の製造方法。
【請求項１１】
前記金属酸化物は、ＷＯ３、α−Ｆｅ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４またはＣｕＷＯ４を含むもの
である請求項１０に記載の金属酸化物の製造方法。
【請求項１２】
前記金属酸化物は、ＣｕＢｉ２Ｏ４を含むものである請求項１０に記載の金属酸化物の
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製造方法。
【請求項１３】
前記金属酸化物は、ＦｅＮｉＷＯｘまたはＦｅＮｉＭｏＯｘを含むものである請求項１
０に記載の金属酸化物の製造方法。
【請求項１４】
請求項１０ないし１３のいずれか１項に記載の製造方法を用いて製造された金属酸化物
を含むことを特徴とする触媒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、触媒の製造方法、金属酸化物の製造方法および触媒に関する。
【背景技術】
【０００２】
各種の金属酸化物が触媒として用いられている。
例えば、次世代の水素製造システムとして水電解装置が、非常に注目されており、この
水電解装置に用いられる酸素発生アノード、水素発生カソードとして、各種の金属酸化物
が提案されている（例えば、非特許文献１）。
しかしながら、従来の金属酸化物では、触媒としての機能が低いという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【非特許文献１】P. Zhang, L. Li, D. Nordlund, H. Chen, L. Fan, B. Zhang, X. Shen
g, Q. Daniel and L. Sun, Nat. Commun., 2018, 9, 381.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の目的は、高い触媒活性を有する触媒を提供することができる触媒の製造方法を
提供すること、高い触媒活性を有する金属酸化物を提供することができる金属酸化物の製
造方法を提供すること、また、当該金属酸化物を含む触媒を提供することにある。特に、
酸素発生アノードや水素発生カソードとして好適に用いることができる触媒を提供するこ
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とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
このような目的は、下記（１）〜（１４）に記載の本発明により達成される。
（１）

基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与する液体付与工程と

、
焼結処理を施す焼結工程とを有することを特徴とする触媒の製造方法。
【０００６】
（２）

前記液体は、前記金属イオンとして、Ｗ、Ｆｅ、Ｂｉ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｒ

、Ｒｕ、ＰｔおよびＭｏよりなる群から選択される少なくとも１種についてのイオンを含
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むものである上記（１）に記載の触媒の製造方法。
【０００７】
（３）

前記液体は、前記イミダゾール類として、１−メチルイミダゾール、１−エチ

ルイミダゾール、（１−プロピルイミダゾール）、および、１−ｎ−ブチルイミダゾール
よりなる群から選択される少なくとも１種を含むものである上記（１）または（２）に記
載の触媒の製造方法。
【０００８】
（４）

前記液体は、前記イミダゾール類を溶質として含む溶液である上記（１）ない

し（３）のいずれかに記載の触媒の製造方法。
【０００９】
（５）
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前記液体は、溶媒としてアルコールを含んでいる上記（１）ないし（４）のい

ずれかに記載の触媒の製造方法。
【００１０】
（６）

前記液体は、前記アルコールとしてメタノールを含んでいる上記（５）に記載

の触媒の製造方法。
【００１１】
（７）

前記液体における前記金属イオンの含有率と前記イミダゾール類の含有率との

比率が、質量比で、０．１：９９．９以上９９．９：０．１以下である上記（１）ないし
（６）のいずれかに記載の触媒の製造方法。
【００１２】
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前記基材として、ＦＴＯ、ＩＴＯまたはガラス状炭素で構成されたものを用い

る上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の触媒の製造方法。
【００１３】
（９）

前記焼結工程における焼結温度が３５０℃以上９００℃以下である上記（１）

ないし（８）のいずれかに記載の触媒の製造方法。
【００１４】
（１０）

基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与する液体付与工程

と、
焼結処理を施す焼結工程とを有することを特徴とする金属酸化物の製造方法。
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【００１５】
（１１）

前記金属酸化物は、ＷＯ３、α−Ｆｅ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４またはＣｕＷＯ４

を含むものである上記（１０）に記載の金属酸化物の製造方法。
【００１６】
（１２）

前記金属酸化物は、ＣｕＢｉ２Ｏ４を含むものである上記（１０）に記載の

金属酸化物の製造方法。
【００１７】
（１３）

前記金属酸化物は、ＦｅＮｉＷＯｘまたはＦｅＮｉＭｏＯｘを含むものであ

る上記（１０）に記載の金属酸化物の製造方法。
【００１８】
（１４）

上記（１０）ないし（１３）のいずれかに記載の製造方法を用いて製造され
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た金属酸化物を含むことを特徴とする触媒。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によれば、高い触媒活性を有する触媒を提供することができる触媒の製造方法を
提供すること、高い触媒活性を有する金属酸化物を提供することができる金属酸化物の製
造方法を提供すること、また、当該金属酸化物を含む触媒を提供することができる。特に
、酸素発生アノードや水素発生カソードとして好適に用いることができる触媒を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】図１は、実施例１で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図２】図２は、実施例２で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図３】図３は、実施例３で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図４】図４は、実施例４で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
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を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図５】図５は、実施例５で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図６】図６は、実施例６で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図７】図７は、実施例７で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
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フである。
【図８】図８は、実施例８で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフであり、電気化学的酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラ
フである。
【図９】図９は、比較例１で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの結果
を示すグラフである。
【図１０】図１０は、比較例２で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの
結果を示すグラフである。
【図１１】図１１は、実施例９で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの
結果を示すグラフであり、電気化学的水素発生能（還元能）の評価に用いることのできる
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グラフである。
【図１２】図１２は、実施例１０で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、電気化学的水素発生能（還元能）の評価に用いることのでき
るグラフである。
【図１３】図１３は、比較例３で得られた触媒をアノードとしてＬＳＶを測定したときの
結果を示すグラフである。
【図１４】図１４は、実施例１１で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図１５】図１５は、実施例１２で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
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の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図１６】図１６は、実施例１３で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図１７】図１７は、実施例１４で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図１８】図１８は、実施例１５で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
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である。
【図１９】図１９は、実施例１６で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能の評価に用いることのできるグラフである。
【図２０】図２０は、実施例１７で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光酸素発生能（酸化能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図２１】図２１は、実施例１８で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光水素発生能（還元能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図２２】図２２は、実施例１９で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
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の結果を示すグラフであり、光水素発生能（還元能）の評価に用いることのできるグラフ
である。
【図２３】図２３は、実施例２０で得られた触媒を作用電極としてＬＳＶを測定したとき
の結果を示すグラフであり、光水素発生能（還元能）および光酸素発生能（酸化能）の評
価に用いることのできるグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
［１］触媒の製造方法、金属酸化物の製造方法
まず、本発明の触媒の製造方法、金属酸化物の製造方法について説明する。
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【００２２】
本発明の触媒の製造方法は、基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与
する液体付与工程と、焼結処理を施す焼結工程とを有する。
【００２３】
これにより、高い触媒活性を有する触媒を提供することができる触媒の製造方法を提供
することができる。特に、酸素発生アノードや水素発生カソードとして好適に用いること
ができる触媒に適用可能な金属酸化物の製造方法を提供することができる。
【００２４】
また、本発明の金属酸化物の製造方法は、基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含
む液体を付与する液体付与工程と、焼結処理を施す焼結工程とを有する。
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【００２５】
これにより、高い触媒活性を有する金属酸化物を提供することができる金属酸化物の製
造方法を提供することができる。特に、酸素発生アノードや水素発生カソードとして好適
に用いることができる触媒に適用可能な金属酸化物の製造方法を提供することができる。
【００２６】
本発明の触媒の製造方法で製造される触媒は、触媒活性を有するものであれば、金属酸
化物であってもよいし、金属酸化物以外の物質（例えば、後述する白金等）であってもよ
いが、以下の説明では、触媒活性を有する金属酸化物を生成する場合について、中心的に
説明する。
【００２７】
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［１−１］液体付与工程
液体付与工程では、基材上に、金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与する。
【００２８】
本工程では、予め所定の組成となるように調製された前記液体を、前記基材上に直接付
与してもよいが、例えば、複数種の組成物を用いて基材上で所定の組成の前記液体（金属
イオンとイミダゾール類とを含む液体）を調製してもよい。
【００２９】
前記液体中に含まれる金属イオンとしては、各種金属元素についてのイオンを用いるこ
とができ、製造すべき触媒、金属酸化物の組成、特性等に応じて選択されるが、Ｗ、Ｆｅ
、Ｂｉ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｒ、Ｒｕ、ＰｔおよびＭｏよりなる群から選択される少なく
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とも１種についてのイオンであるのが好ましい。
【００３０】
これにより、より高い触媒活性を有する触媒、金属酸化物を好適に形成することができ
る。
【００３１】
特に、前記液体が金属イオンとして、Ｗ、Ｆｅ、Ｂｉ、Ｖ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｉｒ、Ｒｕお
よびＭｏよりなる群から選択される少なくとも１種についてのイオンを含む場合、これら
に対応する金属酸化物を好適に形成することができ、前記液体が金属イオンとしてＰｔに
ついてのイオンを含む場合、金属Ｐｔで構成された触媒を形成することができる。
【００３２】
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前記液体中における前記金属イオン（触媒、金属酸化物の構成元素に対応する金属イオ
ン）の含有率は、特に限定されないが、０．０１質量％以上３３．３質量％以下であるの
が好ましく、０．１質量％以上２５．０質量％以下であるのがより好ましく、０．５質量
％以上２０．０質量％以下であるのがさらに好ましい。
【００３３】
これにより、高い触媒活性を有する触媒、金属酸化物を、より効率よく形成することが
できる。
【００３４】
前記液体中に含まれるイミダゾール類としては、イミダゾールやイミダゾールの各種の
誘導体（例えば、イミダゾールを構成する少なくとも１つの水素原子を他の原子または原
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子団で置換した化合物等）が挙げられる。イミダゾールの誘導体としては、例えば、１−
メチルイミダゾール、１−エチルイミダゾール、（１−プロピルイミダゾール）、１−ｎ
−ブチルイミダゾール、１−ｎ−ペンチルイミダゾール、１−ｎ−ヘキシルイミダゾール
、１−ｎ−デシルイミダゾール、２−メチルイミダゾール、２−エチルイミダゾール、（
２−プロピルイミダゾール）、２−ｎ−ブチルイミダゾール、２−ｎ−ペンチルイミダゾ
ール、２−ｎ−ヘキシルイミダゾール、２−ｎ−デシルイミダゾール、Ｎ−アセチルイミ
ダゾール等が挙げられるが、前記液体は、１−メチルイミダゾール、１−エチルイミダゾ
ール、（１−プロピルイミダゾール）、および、１−ｎ−ブチルイミダゾールよりなる群
から選択される少なくとも１種を含むものであるのが好ましい。
【００３５】

10

これにより、前記液体中において、イミダゾール類と金属イオンとをより均一に混合す
ることができ、生成物における不本意な組成や特性のばらつきを効果的に抑制することが
でき、形成される触媒、金属酸化物の触媒活性をより高いものとすることができる。また
、生成物中に好ましくない副生成物、残留物が含まれることをより効果的に防止すること
ができる。
【００３６】
前記液体中におけるイミダゾール類の含有率は、特に限定されないが、０．０１質量％
以上３３．３質量％以下であるのが好ましく、０．１質量％以上２５．０質量％以下であ
るのがより好ましく、０．５質量％以上２０．０質量％以下であるのがさらに好ましい。
【００３７】
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これにより、高い触媒活性を有する触媒、金属酸化物を、より効率よく形成することが
できる。
【００３８】
前記液体における前記金属イオン（触媒、金属酸化物の構成元素に対応する金属イオン
）の含有率と前記イミダゾール類の含有率との比率は、質量比で、０．１：９９．９以上
９９．９：０．１以下であるのが好ましく、０．８：９９．２以上９９．２：０．８以下
であるのがより好ましく、２．５：９７．５以上９７．５：２．５以下であるのがさらに
好ましい。
【００３９】
これにより、高い触媒活性を有する触媒、金属酸化物を、より効率よく形成することが
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できる。
【００４０】
前記液体は、全体として液状をなすものであればよいが、通常、前述した金属イオンお
よびイミダゾール類に加え、これらを溶解および／または分散する機能を有する液性媒体
、言い換えると、溶媒および／または分散媒として機能する液状成分を含んでいる。
【００４１】
前記液体を構成する前記液性媒体としては、例えば、水；メチルエチルケトン（ＭＥＫ
）、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、メチルイソプロ
ピルケトン（ＭＩＰＫ）、シクロヘキサノン、３−ヘプタノン、４−ヘプタノン等のケト
ン系化合物；メタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、イソプロパノール、ｎ−ブタ
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ノール、ｉ−ブタノール、ｔ−ブタノール、３−メチル−１−ブタノール、１−ペンタノ
ール、２−ペンタノール、ｎ−ヘキサノール、シクロヘキサノール、１−ヘプタノール、
１−オクタノール、２−オクタノール、２−メトキシエタノール、アリルアルコール、フ
ルフリルアルコール、フェノール等の１価アルコール、エチレングリコール、プロピレン
グリコール、ブチレングリコール、グリセリン等の多価アルコール等のアルコール系化合
物；ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテ
ル、１，２−ジメトキシエタン（ＤＭＥ）、１，４−ジオキサン、テトラヒドロフラン（
ＴＨＦ）、テトラヒドロピラン（ＴＨＰ）、アニソール、ジエチレングリコールジメチル
エーテル（ジグリム）、２−メトキシエタノールや、前記多価アルコールの縮合物（多価
アルコールエーテル）、前記多価アルコールまたは前記多価アルコールエーテルのアルキ
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ルエーテル（例えば、メチルエーテル、エチルエーテル、ブチルエーテル、ヘキシルエー
テル等）等のエーテル系化合物；メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、フェニルセロソ
ルブ等のセロソルブ系化合物；ヘキサン、ペンタン、ヘプタン、シクロヘキサン、メチル
シクロヘキサン、オクタン、ジデカン、メチルシクロヘキセン、イソプレン等の脂肪族炭
化水素系化合物；トルエン、キシレン、ベンゼン、エチルベンゼン、ナフタレン等の芳香
族炭化水素系化合物；ピリジン、ピラジン、フラン、ピロール、チオフェン、２−メチル
ピリジン、３−メチルピリジン、４−メチルピリジン、フルフリルアルコール等の芳香族
複素環化合物系化合物；Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ，Ｎ−ジメチルア
セトアミド（ＤＭＡ）等のアミド系化合物；ジクロロメタン、クロロホルム、１，２−ジ
クロロエタン、トリクロロエチレン、クロロベンゼン等のハロゲン化合物系化合物；アセ
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チルアセトン、酢酸エチル、酢酸メチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソブチル、酢酸イソ
ペンチル、クロロ酢酸エチル、クロロ酢酸ブチル、クロロ酢酸イソブチル、ギ酸エチル、
ギ酸イソブチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、安息香酸エチル等のエステル
系化合物；トリメチルアミン、ヘキシルアミン、トリエチルアミン、アニリン等のアミン
系化合物；アクリロニトリル、アセトニトリル等のニトリル系化合物；ニトロメタン、ニ
トロエタン等のニトロ系化合物；アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ブチルアル
デヒド、ペンタナール、アクリルアルデヒド等のアルデヒド系化合物等が挙げられ、これ
らから選択される１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４２】
上記のように、前記液体は、溶液であってよいし、分散液であってもよいが、イミダゾ
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ール類を溶質として含む溶液であるのが好ましい。言い換えると、前記液体は、イミダゾ
ール類を溶解する溶媒を含んでいるのが好ましい。
【００４３】
これにより、前記液体中において、イミダゾール類と金属イオンとをより均一に混合す
ることができ、生成物における不本意な組成や特性のばらつきを効果的に抑制することが
でき、形成される触媒、金属酸化物の触媒活性をより高いものとすることができる。
【００４４】
前記液体が溶液である場合、前記液体は、溶媒としてアルコールを含んでいるのが好ま
しく、メタノールを含んでいるのがより好ましい。
【００４５】
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これにより、焼結工程でより好適に反応を進行させることができ、形成される触媒、金
属酸化物の触媒活性をより高いものとすることができるとともに、生成物中に好ましくな
い副生成物、残留物が含まれることをより効果的に防止することができる。
【００４６】
本工程で前記液体を付与する基材は、いかなる材料で構成されたものであってもよく、
例えば、各種金属材料（特に、酸化反応を受けにくい金属材料等）、各種金属酸化物、セ
ラミックス材料、各種炭素材料、各種ガラス材料等で構成されたものを用いることができ
るが、ＦＴＯ（フッ素ドープ酸化スズ）、ＩＴＯ（スズドープ酸化インジウム）またはガ
ラス状炭素（ＧＣ）で構成されたものであるのが好ましい。
【００４７】
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これにより、形成される触媒、金属酸化物と基材との密着性をより優れたものとするこ
とができる。また、これらの基材は、それ自体が優れた導電性を有しているため、本発明
の製造方法により得られる触媒（前記基材と前記触媒（例えば、金属酸化物）とを備える
触媒）を電極として好適に用いることができる。
【００４８】
基材を構成する金属材料としては、例えば、ニッケルの多孔質体等を好適に用いること
ができる。
また、基材の大きさや形状も特に限定されない。
【００４９】
例えば、基材の形状としては、粉末状、膜状、板状、ブロック状（塊状）等が挙げられ
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る。
【００５０】
また、基材は、緻密体であってもよいし、多孔質体であってもよい。
基材として多孔質体を用いることにより、基材が有する空孔内に、十分な量の前記液体
を好適に浸透させることができ、空孔内に触媒、金属酸化物を好適に生成することができ
る。このような効果は、金属イオンおよびイミダゾール類を含む組成物として液体を用い
ることにより得られるのであって、液体以外の形態の組成物を用いた場合は得られない。
【００５１】
基材への前記液体の付与方法は、特に限定されず、例えば、浸漬法、スプレー法、刷毛
塗り等の各種塗布法、インクジェット法、スクリーン印刷、オフセット印刷、タコ印刷等
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の各種印刷法等が挙げられる。
【００５２】
［１−２］液性媒体除去工程
前述した液体付与工程と後述する焼結工程との間に、基材に付与された前記液体中に含
まれる液性媒体を除去する液性媒体除去工程を有していてもよい。
【００５３】
これにより、後述する焼結工程に供される基材における液性媒体の含有量を十分に少な
くすることができ、焼結工程において、液性媒体が好ましくない反応に寄与することを好
適に防止することができるとともに、前記液体中に含まれる液性媒体が急激に蒸発するこ
とにより、形成される触媒、金属酸化物等に不本意な変形が生じること等をより効果的に
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防止することができる。また、焼結工程での液性媒体の気化熱による温度低下を効果的に
防止することができ、焼結工程での温度管理をより容易に行うことができる。以上のよう
なことから、所望の形状を有し、高品質な触媒、金属酸化物をより確実に得ることができ
る。
【００５４】
本工程は、例えば、前記液体が付与された基材を、加熱環境下に置く加熱処理や、減圧
環境下に置く減圧処理や、自然乾燥等により行うことができる。
【００５５】
本工程を加熱処理により行う場合、前記液体を構成する液性媒体の沸点をＴｂ［℃］と
したとき、本工程での加熱温度は、３０℃以上Ｔｂ℃以下であるのが好ましく、３５℃以
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上（Ｔｂ−５）℃以下であるのがより好ましく、４０℃以上（Ｔｂ−１０）℃以下である
のがさらに好ましい。
【００５６】
これにより、本工程における液性媒体の突沸等を好適に防止し、形成される触媒、金属
酸化物に不本意な変形が生じることをより効果的に防止することができる。
【００５７】
なお、前記液体が液性媒体として複数種の成分を含む場合には、前記沸点としては、質
量基準の含有率が最大の成分についての沸点の値を採用することができる。また、液性媒
体を構成する複数の成分が共沸混合物を形成するものであり、かつ、当該共沸混合物の含
有率が、他の液性媒体の成分の含有率よりも高い場合、当該共沸混合物の沸点を前記沸点
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の値として採用することができる。
【００５８】
本工程を行う場合でも、前記液体中に含まれる液性媒体の全てを除去しなくてもよい。
このような場合でも、後の焼結工程で十分に除去することができる。
【００５９】
本工程終了時点での基材（焼結工程に供される基材）における前記液性媒体の含有率は
、２．０質量％以下であるのが好ましく、１．０質量％以下であるのがより好ましく、０
．５質量％以下であるのがさらに好ましい。
これにより、前述した効果がより顕著に発揮される。
【００６０】
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［１−３］焼結工程
焼結工程では、前記液体が付与された基材を加熱することにより、前記液体の構成成分
を焼結し、触媒（例えば、金属酸化物）を含む材料で構成された部位を形成する焼結処理
を施す。
【００６１】
特に、本実施形態では、基材に付与された前記液体から液性媒体を除去した後に、焼結
処理を施す。
【００６２】
本工程における焼結温度（最高温度、保持温度）は、形成すべき触媒、金属酸化物の種
類等により異なるが、３５０℃以上９００℃以下であるのが好ましく、４００℃以上８５
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０℃以下であるのがより好ましく、４５０℃以上８００℃以下であるのがさらに好ましい
。
【００６３】
これにより、触媒、金属酸化物の形成反応をより好適に進行させることができる。また
、基材の不本意な変性や変形等をより好適に防止することができる。
【００６４】
特に、触媒、金属酸化物としてＷＯ３、ＣｕＷＯ４およびＣｕＢｉ２Ｏ４よりなる群か
ら選択される少なくとも１種を形成すべき場合には、本工程における焼結温度（最高温度
、保持温度）は、３５０℃以上６５０℃以下であるのが好ましく、４００℃以上６００℃
以下であるのがより好ましく、４５０℃以上５５０℃以下であるのがさらに好ましい。
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【００６５】
また、触媒、金属酸化物としてＢｉＶＯ４、ＲｕＯＸ、ＩｒＯＸおよび金属Ｐｔよりな
る群から選択される少なくとも１種を形成すべき場合には、本工程における焼結温度（最
高温度、保持温度）は、３００℃以上６００℃以下であるのが好ましく、３５０℃以上５
５０℃以下であるのがより好ましく、４００℃以上５００℃以下であるのがさらに好まし
い。
【００６６】
また、触媒、金属酸化物としてα−Ｆｅ２Ｏ３を形成すべき場合には、本工程における
焼結温度（最高温度、保持温度）は、６００℃以上９００℃以下であるのが好ましく、６
５０℃以上８５０℃以下であるのがより好ましく、７００℃以上８００℃以下であるのが
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さらに好ましい。
【００６７】
また、本工程での加熱時間（特に、２５０℃以上での加熱時間の総和）は、１０分間以
上１２００分間以下であるのが好ましく、３０分間以上９００分間以下であるのがより好
ましく、６０分間以上６００分間以下であるのがさらに好ましい。
【００６８】
これにより、目的とする反応をより好適に進行させることができるとともに、触媒、金
属酸化物の生産性をより優れたものとすることができる。
【００６９】
本工程では、例えば、異なる温度で処理を行ってもよい。より具体的には、第１の加熱
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温度で所定時間保持した後、第１の温度とは異なる第２の温度にして、さらに所定時間保
持してもよい。
【００７０】
本工程は、いかなる雰囲気で行ってもよいが、酸素を含む雰囲気で行うのが好ましい。
これにより、触媒、金属酸化物をより好適に形成することができる。
酸素を含む雰囲気としては、例えば、酸素ガス雰囲気、大気等が挙げられる。
【００７１】
本工程での雰囲気中における酸素分圧は、５Ｐａ以上であるのが好ましく、１０Ｐａ以
上であるのがより好ましく、２０Ｐａ以上であるのさらに好ましい。
これにより、前述した効果がより顕著に発揮される。
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【００７２】
なお、本工程は、例えば、酸素以外の酸化性物質（例えば、オゾン、各種過酸化物等の
酸化剤等）を含む環境下で行ってもよい。
【００７３】
焼結工程を経て得られる触媒、金属酸化物の組成は、通常、前記液体中に含まれる金属
イオンの種類による。
【００７４】
焼結工程を経て得られる金属酸化物が、ＷＯ３、α−Ｆｅ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４またはＣ
ｕＷＯ４を含むものである場合、当該金属酸化物を、例えば、光酸素発生能を有する電極
材料として好適に利用することができる。
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【００７５】
また、焼結工程を経て得られる金属酸化物が、ＣｕＢｉ２Ｏ４を含むものである場合、
当該金属酸化物を、例えば、光水素発生能を有する電極材料として好適に利用することが
できる。
【００７６】
また、焼結工程を経て得られる金属酸化物が、前記金属酸化物が、ＦｅＮｉＷＯｘまた
はＦｅＮｉＭｏＯｘを含むものである場合、当該金属酸化物を、例えば、電気化学的酸素
発生能を有する電極材料として好適に利用することができる。
【００７７】
［２］触媒

20

次に、本発明の触媒について説明する。
【００７８】
本発明の触媒は、前述した方法を用いて製造することができる。例えば、本発明の金属
酸化物の製造方法を用いて製造された金属酸化物を含むものとすることができる。
【００７９】
この場合、高い触媒活性を有する金属酸化物を含む触媒を提供することができる。特に
、酸素発生アノードや水素発生カソードとして好適に用いることができる触媒を提供する
ことができる。
【００８０】
本発明の触媒は、前述した成分（例えば、金属酸化物や金属Ｐｔ）を含むものであれば

30

よく、さらに、他の成分を含んでいてもよい。
【００８１】
例えば、本発明の触媒は、金属酸化物ではない金属（Ｐｔ以外の金属）、金属窒化物等
の金属酸化物以外の金属化合物等を含んでいてもよい。
【００８２】
また、本発明の触媒は、例えば、主として金属酸化物で構成された部位と、主として前
述した金属酸化物（本発明の金属酸化物の製造方法で生成した金属酸化物）以外の成分で
構成された部位とを有するものであってもよい。
【００８３】
より具体的には、例えば、主として金属酸化物で構成された部位と、主として前述した

40

金属酸化物（本発明の金属酸化物の製造方法で生成した金属酸化物）以外の成分で構成さ
れた部位（例えば、前述した基材の構成成分で構成された部位）とを有するものであって
もよい。これにより、例えば、触媒全体としての導電性を優れたものとすることができ、
本発明の触媒を電極材料等（例えば、水電解装置の電極の材料等）として好適に用いるこ
とができる。また、本発明の触媒を他の部材に好適に接合することができる。
【００８４】
本発明の触媒は、前述した方法により生成した触媒活性を有する生成物（例えば、本発
明の金属酸化物の製造方法で生成した金属酸化物）を含む材料で構成された部位における
当該触媒活性を有する生成物の含有率は、３０質量％以上であるのが好ましく、５０質量
％以上であるのがより好ましく、８０質量％以上であるのがさらに好ましい。

50

(12)

JP 2020‑189265 A 2020.11.26

これにより、前述した効果がより顕著に発揮される。
【００８５】
本発明の触媒の用途としては、水の酸化触媒、水の還元触媒、水の光酸化触媒、水の光
還元触媒（光カソードに、二酸化還元、酸素還元能を有する助触媒を付与することにより
、それぞれ、二酸化光還元触媒、酸素光還元触媒として働くもの）等が挙げられる。水の
酸化触媒は、水から電気化学的に酸素を生成する反応に用いられる触媒であり、エネルギ
ー変換、水素生成等の分野においてアノード触媒等として、好適に使用することができる
。水の還元触媒は、水から電気化学的に水素を生成する反応に用いられる触媒であり、エ
ネルギー変換、水素生成等の分野においてカソード触媒等として、好適に使用することが
10

できる。
【００８６】
本発明の触媒が電気化学的酸素発生能を有する電極材料として機能するものである場合
、以下の条件を満足するのが好ましい。すなわち、本発明の触媒をアノードとして用い、
カウンター電極として水素電極（ＲＨＥ）を用い、０．１ＭのＫＰｉ緩衝液（ｐＨ＝７．
０）を用いた場合における、１０ｍＶ／ｓの走査速度で測定されるＬＳＶ（Linear Sweep
Voltammetry）でカウンター電極の電位（Ｖ）に対するアノードでの電位（Ｖ）の比率（
V vs. RHE）を横軸、反応電流密度（ｉ［ｍＡ／ｃｍ２］）を縦軸にとったグラフにおい
て、V vs. RHEが２．２における反応電流密度ｉは、０．０５ｍＡ／ｃｍ２以上であるの
が好ましく、０．１０ｍＡ／ｃｍ２以上であるのがより好ましく、０．１５ｍＡ／ｃｍ２
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以上であるのがさらに好ましい。
【００８７】
これにより、本発明に係る触媒を、電気化学的酸素発生能を有する電極材料として好適
に用いることができる。言い換えると、水の酸化による酸素発生反応（例えば、水電解装
置の酸素発生アノードでの反応）をより効率よく進行させることができ、酸素の発生効率
をより優れたものとすることができる。
【００８８】
本発明の触媒が光酸素発生能を有する電極材料として機能するものである場合、本発明
の触媒を作用電極として用いて、後述する実施例で詳述するような測定および変換を行っ
たときに、水素電極（ＲＨＥ）の電位（Ｖ）に対する本発明の触媒を用いた電極での電位
（Ｖ）の比率（V vs. RHE）を横軸、反応電流密度（ｉ［ｍＡ／ｃｍ２］）を縦軸にとっ

30

たグラフにおいて、V vs. RHEが１．２における反応電流密度ｉは、０．３０ｍＡ／ｃｍ
２

以上であるのが好ましく、０．５０ｍＡ／ｃｍ２以上であるのがより好ましく、１．０

ｍＡ／ｃｍ２以上であるのがさらに好ましい。
【００８９】
これにより、本発明に係る触媒を、光酸素発生能を有する電極材料として好適に用いる
ことができる。
【００９０】
本発明の触媒が光水素発生能を有する電極材料として機能するものである場合、本発明
の触媒を作用電極として用いて、後述する実施例で詳述するような測定および変換を行っ
たときに、水素電極（ＲＨＥ）の電位（Ｖ）に対する本発明の触媒を用いた電極での電位

40

２

（Ｖ）の比率（V vs. RHE）を横軸、反応電流密度（ｉ［ｍＡ／ｃｍ

］）を縦軸にとっ

たグラフにおいて、V vs. RHEが０．６における反応電流密度ｉは、−０．０５ｍＡ／ｃ
ｍ２以下であるのが好ましく、−０．１０ｍＡ／ｃｍ２以下であるのがより好ましく、−
０．１５ｍＡ／ｃｍ２以下であるのがさらに好ましい。
【００９１】
これにより、本発明に係る触媒を、光水素発生能を有する電極材料として好適に用いる
ことができる。
【００９２】
以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、これらに限定されるも
のではない。
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【００９３】
例えば、本発明の触媒の製造方法、金属酸化物の製造方法は、前述した工程以外の工程
（例えば、前処理工程、中間処理工程、後処理工程等）を有していてもよい。
【００９４】
より具体的には、例えば、焼結工程の後に、得られた生成物を洗浄する洗浄工程を有し
ていてもよい。
【００９５】
また、焼結工程により得られた触媒、金属酸化物を、基材から分離する工程を有してい
てもよい。
【００９６】

10

また、焼結工程の後に、得られた生成物を粉砕または解砕する粉砕解砕工程を有してい
てもよい。
【００９７】
これにより、粉末状の触媒、金属酸化物をより好適に得ることができ、その後に所望の
形状に形成することが容易となる。また、粉砕解砕条件を適宜調整することにより、得ら
れる触媒粉末の粒径等を調整することができる。
【実施例】
【００９８】
以下、本発明を実施例および比較例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれに限定
されるものではない。なお、特に温度条件を示していない処理、測定については、２０℃

20

で行った。
【００９９】
［３］触媒の製造
（実施例１）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｆｅ
塩）としてのＦｅ（ＮＯ３）３と、金属イオンを含む金属塩（Ｎｉ塩）としてのＮｉＳＯ
４と、金属イオンを含む金属塩（Ｗ塩）としてのＷＣｌ６とを投入し、その後、２時間の

超音波処理を施し、金属塩およびイミダゾール類が溶解した溶液としての液体を得た。こ
の液体中におけるＦｅ（ＮＯ３）３の濃度、ＮｉＳＯ４の濃度、ＷＣｌ６の濃度は、いず

30

れも、０．５Ｍであった。
【０１００】
次に、ドクターブレードにより、前記液体を、基材としての板状のＧＣ（ガラス状炭素
）の表面に、１０μＬ／ｃｍ２の割合で塗布し、その後、室温で放置することにより溶媒
を除去した。
【０１０１】
次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で３５０℃に到達さ
せた。３５０℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＦｅＮｉＷＯＸで構成された被膜が設けられた触媒が得られた。

40

【０１０２】
（実施例２）
焼結処理での最高温度を３５０℃から３００℃に変更した以外は、前記実施例１と同様
にして触媒を製造した。
【０１０３】
（実施例３）
焼結処理での最高温度を３５０℃から４００℃に変更した以外は、前記実施例１と同様
にして触媒を製造した。
【０１０４】
（実施例４）
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焼結処理での最高温度を３５０℃から４５０℃に変更した以外は、前記実施例１と同様
にして触媒を製造した。
【０１０５】
（実施例５）
焼結処理での最高温度を３５０℃から５００℃に変更した以外は、前記実施例１と同様
にして触媒を製造した。
【０１０６】
（実施例６）
焼結処理での最高温度を３５０℃から５５０℃に変更した以外は、前記実施例１と同様
にして触媒を製造した。

10

【０１０７】
（実施例７）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｆｅ
塩）としてのＦｅ（ＮＯ３）３と、金属イオンを含む金属塩（Ｎｉ塩）としてのＮｉＳＯ
４と、金属イオンを含む金属塩（Ｍｏ塩）としてのＭｏＣｌ６とを投入し、その後、２時

間の超音波処理を施し、金属塩およびイミダゾール類が溶解した溶液としての液体を得た
。この液体中におけるＦｅ（ＮＯ３）３の濃度、ＮｉＳＯ４の濃度、ＭｏＣｌ６の濃度は
、いずれも、０．５Ｍであった。
【０１０８】

20

次に、基材としての金属Ｎｉの多孔体（ニラコ社製、ＮＩ−３１８１６１）を、前記液
体中に２秒間浸漬した後に当該液体から取り出し、室温で放置することにより溶媒を除去
した。
【０１０９】
次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で３５０℃に到達さ
せた。３５０℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＦｅＮｉＭｏＯＸで構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
【０１１０】
（実施例８）

30

まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｉｒ
塩）としてのＩｒＣｌ３を投入し、その後、２時間の超音波処理を施し、金属塩およびイ
ミダゾール類が溶解した溶液としての液体を得た。この液体中におけるＩｒＣｌ３の濃度
は、０．０１Ｍであった。
【０１１１】
次に、基材としての金属Ｎｉの多孔体（ニラコ社製、ＮＩ−３１８１６１）を、前記液
体中に２秒間浸漬した後に当該液体から取り出し、室温で放置することにより溶媒を除去
した。
【０１１２】

40

次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で４５０℃に到達さ
せた。４５０℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＩｒＯＸで構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
【０１１３】
（実施例９）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｉｒ
塩）としてのＲｕＣｌ３を投入し、その後、２時間の超音波処理を施し、金属塩およびイ
ミダゾール類が溶解した溶液としての液体を得た。この液体中におけるＲｕＣｌ３の濃度
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は、０．０１Ｍであった。
【０１１４】
次に、基材としての金属Ｎｉの多孔体（ニラコ社製、ＮＩ−３１８１６１）を、前記液
体中に２秒間浸漬した後に当該液体から取り出し、室温で放置することにより溶媒を除去
した。
【０１１５】
次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で４５０℃に到達さ
せた。４５０℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＲｕＯＸで構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
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【０１１６】
（実施例１０）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｐｔ
塩）としてのヘキサクロリド白金（ＩＶ）酸アンモニウムを投入し、その後、２時間の超
音波処理を施し、金属塩およびイミダゾール類が溶解した溶液としての液体を得た。この
液体中におけるヘキサクロリド白金（ＩＶ）酸アンモニウムの濃度は、０．０１Ｍであっ
た。
【０１１７】
次に、基材としての金属Ｎｉの多孔体（ニラコ社製、ＮＩ−３１８１６１）を、前記液
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体中に２秒間浸漬した後に当該液体から取り出し、室温で放置することにより溶媒を除去
した。
【０１１８】
次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で４５０℃に到達さ
せた。４５０℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、Ｐ
ｔで構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
【０１１９】
（実施例１１）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
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ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｃｕ
塩）としてのＣｕ（ＮＯ３）２と、金属イオンを含む金属塩（Ｗ塩）としてのＷＣｌ６と
を投入し、その後、２時間の超音波処理を施し、金属塩およびイミダゾール類が溶解した
溶液としての液体を得た。この液体中におけるＣｕ（ＮＯ３）２の濃度、ＷＣｌ６の濃度
は、いずれも、１Ｍであった。
【０１２０】
次に、ドクターブレードにより、前記液体を、基材としての板状のＦＴＯ（フッ素ドー
プ酸化スズ）の表面に、１０μＬ／ｃｍ２の割合で塗布し、その後、室温で放置すること
により溶媒を除去した。
【０１２１】
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次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で５００℃に到達さ
せた。５００℃で５時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＣｕＷＯ４で構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
【０１２２】
（実施例１２）
イミダゾール類として、１−ｎ−ブチルイミダゾールの代わりに１−メチルイミダゾー
ルを用いた以外は、前記実施例１１と同様にして触媒を製造した。
【０１２３】
（実施例１３）
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イミダゾール類として、１−ｎ−ブチルイミダゾールの代わりに１−エチルイミダゾー
ルを用いた以外は、前記実施例１１と同様にして触媒を製造した。
【０１２４】
（実施例１４）
まず、体積比で、１：３のイミダゾール類としての１−ｎ−ブチルイミダゾールとメタ
ノールとの混合物としての溶液を用意し、この溶液中に、金属イオンを含む金属塩（Ｗ塩
）としてのＷＣｌ６を投入し、その後、２時間の超音波処理を施し、金属塩およびイミダ
ゾール類が溶解した溶液としての液体を得た。この液体中におけるＷＣｌ６の濃度は、１
Ｍであった。
【０１２５】

10

次に、ドクターブレードにより、前記液体を、基材としての板状のＦＴＯ（フッ素ドー
プ酸化スズ）の表面に、１０μＬ／ｃｍ２の割合で塗布し、その後、室温で放置すること
により溶媒を除去した。
【０１２６】
次に、大気中で、２段階オーブンプログラムで加熱した。より具体的には、まず、３０
分で室温から２００℃に上げ、２時間２００℃に保持した後、３０分で５００℃に到達さ
せた。５００℃で２時間保持した後、室温まで自然冷却した。これにより、基材上に、金
属酸化物としてのＷＯ３で構成された被膜が設けられた触媒が得られた。
【０１２７】
（実施例１５）

20

金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）の代わりにＦｅ（ＮＯ３）３（Ｆｅ
塩）を用いた以外は、前記実施例１４と同様にして触媒を製造した。前記液体を用いて形
成された金属酸化物は、α−Ｆｅ２Ｏ３であった。
【０１２８】
（実施例１６）
金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）の代わりにＢｉ（ＮＯ３）３（Ｂｉ
塩）およびＮＨ４ＶＯ３（Ｖ塩）を用いて金属塩およびイミダゾール類が溶解した溶液と
しての液体を調製し、当該液体中における、ＷＣｌ６（Ｂｉ塩）の濃度、および、ＮＨ４
ＶＯ３（Ｖ塩）の濃度を、いずれも、１Ｍとした以外は、前記実施例１４と同様にして触
媒を製造した。前記液体を用いて形成された金属酸化物は、ＢｉＶＯ４であった。
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【０１２９】
（実施例１７）
金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）とともにＳｎＣｌ４（Ｓｎ塩）を用
いて金属塩およびイミダゾール類が溶解した溶液としての液体を調製し、当該液体中にお
ける、ＷＣｌ６（Ｂｉ塩）の濃度、および、ＳｎＣｌ４（Ｓｎ塩）の濃度を、いずれも、
１Ｍとし、５００℃での保持時間を５時間に変更した以外は、前記実施例１４と同様にし
て触媒を製造した。前記液体を用いて形成された金属酸化物は、ＳｎＷＯ４であった。
【０１３０】
（実施例１８）
金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）の代わりにＣｕ（ＮＯ３）２（Ｃｕ
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塩）およびＢｉ（ＮＯ３）３（Ｂｉ塩）を用いて金属塩およびイミダゾール類が溶解した
溶液としての液体を調製し、当該液体中における、Ｃｕ（ＮＯ３）２（Ｃｕ塩）の濃度を
１Ｍとし、Ｂｉ（ＮＯ３）３（Ｂｉ塩）の濃度を２Ｍとした以外は、前記実施例１４と同
様にして触媒を製造した。前記液体を用いて形成された金属酸化物は、ＣｕＢｉ２Ｏ４で
あった。
【０１３１】
（実施例１９）
金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）の代わりにＣｕ（ＮＯ３）２（Ｃｕ
塩）を用い、５００℃での保持時間を５時間に変更した以外は、前記実施例１４と同様に
して触媒を製造した。前記液体を用いて形成された金属酸化物は、ＣｕＯであった。
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【０１３２】
（実施例２０）
金属イオンを含む金属塩として、ＷＣｌ６（Ｗ塩）の代わりにＢｉ（ＮＯ３）３（Ｂｉ
塩）を用い、５００℃での保持時間を５時間に変更した以外は、前記実施例１４と同様に
して触媒を製造した。前記液体を用いて形成された金属酸化物は、Ｂｉ２Ｏ３であった。
【０１３３】
（比較例１）
前記実施例１で基材として用いたのと同様の板状のＧＣ（ガラス状炭素）を用意し、こ
れに対して、処理を施すことなく、そのまま、触媒として用いることにした。
【０１３４】

10

（比較例２）
前記実施例１１で基材として用いたのと同様の板状のＦＴＯ（フッ素ドープ酸化スズ）
を用意し、これに対して、処理を施すことなく、そのまま、触媒として用いることにした
。
【０１３５】
（比較例３）
前記実施例７〜１０で基材として用いたのと同様の金属Ｎｉの多孔体（ニラコ社製、Ｎ
Ｉ−３１８１６１）を用意し、これに対して、処理を施すことなく、そのまま、触媒とし
て用いることにした。
【０１３６】

20

前記実施例１〜１０および各比較例で得られた触媒を、それぞれ、アノードとして、以
下のような測定を行った。すなわち、前記各触媒をアノードとして用い、カウンター電極
として水素電極（ＲＨＥ）を用い、０．１ＭのＫＰｉ緩衝液（ｐＨ＝７．０）を用い、１
０ｍＶ／ｓの走査速度でＬＳＶ（Linear Sweep Voltammetry）を測定した。このときのカ
ウンター電極の電位（Ｖ）に対するアノードでの電位（Ｖ）の比率（V vs. RHE）を横軸
、反応電流密度（ｉ［ｍＡ／ｃｍ２］）を縦軸にとったグラフを作成した。
【０１３７】
これらのグラフについて、V vs. RHEが２．２における反応電流密度ｉを求めたところ
、前記実施例１〜６の触媒を用いた場合には、いずれも、０．１７ｍＡ／ｃｍ２以上０．
２７ｍＡ／ｃｍ２以下の範囲内の値であった。これに対し、各比較例では、０．０３ｍＡ

30

２

／ｃｍ

以下の値であった。

【０１３８】
また、これらのグラフについて、V vs. RHEが−０．４における反応電流密度ｉを求め
たところ、前記実施例１１、１２の触媒を用いた場合には、いずれも、約−０．３ｍＡ／
ｃｍ２であったのに対し、各比較例では、−０．０３ｍＡ／ｃｍ２以上０．０３ｍＡ／ｃ
ｍ２以下の値であった。
【０１３９】
実施例１〜８の結果を、それぞれ、図１〜図８に示し、比較例１、２の結果を、それぞ
れ、図９、図１０に示し、実施例９、１０の結果を、それぞれ、図１１、図１２に示し、
比較例３の結果を、図１３に示す。
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【０１４０】
前記実施例１１〜２０および各比較例で得られた触媒を用いて、１０ｍＶ／ｓの走査速
度でＬＳＶ（Linear Sweep Voltammetry）の測定を以下のようにして行った。
【０１４１】
すなわち、測定は、２５℃で、０．１ＭのＫＰｉ緩衝液（ｐＨ＝７．０）、電気化学測
定システム（北斗電工社製、ＨＺ−７０００）、および、２室式光電気化学セルを使用し
て行った。ここで、一方の区画の電極として、前記実施例８〜１７または各比較例の触媒
、および、Ａｇ／ＡｇＣｌ電極をそれぞれ作用電極、および、参照電極として使用し、他
方の区画の白金ワイヤを対電極として使用する３電極システムを用いた。
【０１４２】
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そして、ＵＶカットフィルター（Ｌ３９）および熱線をカットするための液体フィルタ
ー（０．２ＭＣｕＳＯ４、光路長５ｃｍ）を備えた５００Ｗキセノンランプ（ウシオ電機
社製、Optical ModuleX）を用いて、作用電極の裏側から光（λ＞３９０ｎｍ）を照射し
た。ここで、分光強度計（ウシオ電機社製、ＵＳＲ−４０）を用いて、光強度の出力を１
００ｍＷ／ｃｍ２として較正した。
【０１４３】
そして、上記のような条件で測定を行った後、参照電極の電位を、以下のようにしてRH
Eに対する電位（V vs. RHE）に変換した。
ＥＲＨＥ＝ＥＡｇ／ＡｇＣｌ＋（０．０５９ｐＨ）＋Ｅ０Ａｇ／ＡｇＣｌ
【０１４４】

10

ここで、ＥＡｇ／ＡｇＣｌ、および、Ｅ０Ａｇ／ＡｇＣｌは、それぞれ、Ａｇ／ＡｇＣ
ｌ電極（参照電極）に対する測定電位、および、Ａｇ／ＡｇＣｌ電極（参照電極）の標準
電位（０．１９９ＶｖｓＳＨＥ）である。
【０１４５】
また、５００Ｗキセノンランプ（ウシオ電機社製、Optical ModuleX）を用いないで遮
光条件とした以外は、前記と同様の条件で測定・変換を行った。
【０１４６】
これらの結果に基づいて、水素電極（ＲＨＥ）の電位（Ｖ）に対する本発明の触媒を用
いた電極での電位（Ｖ）の比率（V vs. RHE）を横軸、反応電流密度（ｉ［ｍＡ／ｃｍ２
］）を縦軸にとったグラフを作成した。
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【０１４７】
これらのグラフについて、V vs. RHEが１．２における反応電流密度ｉを求めたところ
、前記実施例８〜１４の触媒を用いた場合には、光を照射した状態では、いずれも、０．
１ｍＡ／ｃｍ２以上５０ｍＡ／ｃｍ２以下の範囲内の値であったのに対し、各比較例では
、−０．０１ｍＡ／ｃｍ２以上０．０１ｍＡ／ｃｍ２以下の値であった。
【０１４８】
また、これらのグラフについて、V vs. RHEが０．６における反応電流密度ｉを求めた
ところ、前記実施例１５、１６の触媒を用いた場合には、いずれも、−３．３ｍＡ／ｃｍ
２

以上−０．０７ｍＡ／ｃｍ２以下の範囲内の値であった。これに対し、各比較例では、

−０．０１ｍＡ／ｃｍ２以上０．０１ｍＡ／ｃｍ２以下の値であった。
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【０１４９】
また、前記実施例２０の触媒を用いた場合には、電位を変更することにより、光酸素発
生能（酸化能）、および、光水素発生能（還元能）の両方が発揮されるものであることが
分かった。
【０１５０】
実施例１１〜１７のグラフを、それぞれ、図１４〜図２０に示す。
実施例１８、１９のグラフを、それぞれ、図２１、図２２に示す。
実施例２０のグラフを図２３に示す。
【０１５１】
上記のように、前記各実施例の触媒は、触媒の組成に応じて、電気化学的酸素発生能（
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酸化能）を有する電極材料（実施例１〜８）、電気化学的水素発生能（還元能）を有する
電極材料（実施例９、１０）、光酸素発生能（酸化能）を有する電極材料（実施例１１〜
１７、２０）、光水素発生能（還元能）を有する電極材料（実施例１８〜２０）として、
好適に利用することができた。
【０１５２】
また、基材として、ＩＴＯで構成されたものを用いた以外は、前記各実施例および比較
例と同様にして触媒を製造し、前記と同様の評価を行ったところ、前記と同様の結果が得
られた。
【０１５３】
また、前記液体として、１−メチルイミダゾール、１−エチルイミダゾール、（１−プ
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ロピルイミダゾール）、および、１−ｎ−ブチルイミダゾールよりなる群から選択される
２種以上を組み合わせて用いた以外は、前記各実施例と同様にして触媒を製造し、前記と
同様の評価を行ったところ、前記と同様の傾向の結果が得られた。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
本発明の触媒の製造方法は、基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体を付与
する液体付与工程と、焼結処理を施す焼結工程とを有する。これにより、高い触媒活性を
有する触媒を提供することができる触媒の製造方法を提供することができる。
【０１５５】
本発明の金属酸化物の製造方法は、基材上に金属イオンとイミダゾール類とを含む液体
を付与する液体付与工程と、焼結処理を施す焼結工程とを有する。これにより、高い触媒
活性を有する金属酸化物を提供することができる金属酸化物の製造方法を提供することが
できる。
【０１５６】
また、本発明の触媒は、本発明の金属酸化物の製造方法を用いて製造された金属酸化物
を含むものである。
【０１５７】
したがって、本発明の触媒の製造方法、本発明の金属酸化物の製造方法および触媒は、
産業上の利用可能性を有する。
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