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(57)【要約】
【課題】コバルトは、触媒、二次電池電極材料、磁性材
料などに使われているが、その単結晶ウイスカーやその
他の形態のナノサイズの金属コバルト微粒子の効率的な
製造方法については殆ど報告が無い。
【構成】コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃ
ｌ３ の水溶液を飽和カロメル参照電極に対し、電解電位
−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で電解し陰極上に金属
コバルトを析出させることを特徴とするナノサイズの金
属コバルト微粒子の電解析出方法。金属コバルト単結晶
ナノワイヤーや金属コバルトの木の葉状構造の結晶が析
出する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液を飽和カロメル参照電極に対
し、電解電位−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で電解し陰極上に金属コバルトを析出させ
ることを特徴とするナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方法。
【請求項２】
コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭを超える水溶液を飽
和カロメル参照電極に対し、電解電位−０．９０〜−１．０５Ｖの範囲で電解し陰極上に
金属コバルト単結晶ナノワイヤーを析出させることを特徴とするナノサイズの金属コバル
ト微粒子の電解析出方法。
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【請求項３】
コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭ以下の水溶液を飽和
カロメル参照電極に対し、電解電位−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で電解するか、又は
該濃度が１３ｍＭを超える水溶液を飽和カロメル参照電極に対し、電解電位−１．０５Ｖ
〜−１．２５Ｖの範囲で電解し、陰極上に金属コバルトの木の葉状構造の結晶を析出させ
ることを特徴とするナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水溶液からのナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
ナノサイズの金属材料である金属単結晶ウイスカーは、内部に格子欠陥を殆ど有しない高
強度材料として高強度複合材料の強化材料や高強度繊維材料として用いられ、亜鉛や亜鉛
−ニッケル合金の単結晶ウイスカー等を電気化学的手法で製造する方法が知られている（
特許文献１）。
【０００３】
近年、カーボンナノチューブやナノワイヤーの発見がなされ、金属ナノワイヤーへの関心
も高まっている。平均径が数十ｎｍ〜数百ｎｍ程度で、平均長さが１μｍ程度以上の金属
ナノワイヤーは、導電性材料、磁性材料、触媒、電子放出素子、カーボンナノチューブの
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テンプレート、等の用途に用いられ、種々の製造方法が知られている（例えば、特許文献
２〜５）。これらの特許文献に開示されているナノワイヤーの金属は、銅、銀、鉄、チタ
ンである。
【０００４】
コバルトについては、硫酸コバルト（ＣｏＳＯ４ ）水溶液を用いてアルマイト皮膜の微細
孔中にアスペクト比の大きなコバルト針状磁性体を電析させた磁性皮膜（特許文献６）や
化学重合法を用いて細孔を持つポリマーの鋳型（テンプレートと呼ばれている）を作り、
しかる後にその細孔の中で硫酸コバルトの電解還元を行うことによって、細孔の中で金属
コバルトを析出させ細孔の形にそってワイヤー状のコバルト細線を形成する方法（非特許
文献１）が報告されている。
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【０００５】
【特許文献１】
特開平１−３１２０５０号公報
【特許文献２】
特開平１１−２４６３００号公報
【特許文献３】
特開２００１−２７９３０５号公報
【特許文献４】
特開２００２−６７０００号公報
【特許文献５】
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特開２００２−２６６００７号公報
【特許文献６】
特開平１１−３１６１９号公報
【０００６】
【非特許文献１】
Ｈ．Ｃａｏ，Ｚ．Ｘｕ，Ｈ．Ｓａｎｇ，Ｄ．Ｓｈｅｎｇ，Ｃ．Ｔｉｅ，Ａｄｖａｎｃｅｄ
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，１３巻，１２１−１２３頁，２００１年
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ナノサイズの金属コバルト微粒子の一形態であるナノワイヤー状電析出物について、上記
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の特許文献６と非特許文献１で報告された方法があるが、作製法は非常に手が込んでいて
煩雑な面がある。鋳型を作るのに大変な手間を要するし、さらに、その鋳型を用いたコバ
ルトの電気化学堆積反応もプロセスが煩雑であり、極めて条件が厳しい。そして、鋳型を
除く場合にもまた、煩雑な鋳型溶解反応を利用しなければならない。コバルトナノワイヤ
ーの生成量は、鋳型のサイズによって限定されるので、大量生産にも向かない。
コバルトは、触媒、二次電池電極材料、磁性材料などに使われているが、その単結晶ウイ
スカーやその他の形態のナノサイズの金属コバルト微粒子の効率的な製造方法については
殆ど報告が無い。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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本発明者らは、先に、［Ｃｏ（ＮＨ３ ）５ Ｃｌ］Ｃｌ２ の電解還元により生成したコバル
ト膜を電解酸化した酸化コバルト膜が充放電可能な膜であり、リチウムイオン電池の正極
材料となることを見出した（特願２００１−３８７２０６）。この電解還元の原料を少し
だけ組成の異なるものとしたところ、偶然にも一段階の電気分解反応で優れた特性が期待
されるナノワイヤー構造や新規な木の葉状構造のナノサイズの金属コバルト微粒子が得ら
れることを見出した。
【０００９】
すなわち、本発明は、コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液を飽和
カロメル参照電極に対し、電解電位−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で電解し陰極上に金
属コバルトを析出させることを特徴とするナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方
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法である。
また、本発明は、コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭを
超える水溶液を飽和カロメル参照電極に対し、電解電位−０．９０〜−１．０５Ｖの範囲
で電解し陰極上に金属コバルト単結晶ナノワイヤーを析出させることを特徴とするナノサ
イズの金属コバルト微粒子の電解析出方法である。
また、本発明は、コバルトアンミン錯体［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭ以
下の水溶液を飽和カロメル参照電極に対し、電解電位−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で
電解するか、又は該濃度が１３ｍＭを超える水溶液を飽和カロメル参照電極に対し、電解
電位−１．０５Ｖ〜−１．２５Ｖの範囲で電解し、陰極上に金属コバルトの木の葉状構造
の結晶を析出させることを特徴とするナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方法で
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ある。
【００１０】
本発明の方法によると、従来のコバルトナノワイヤーの形成技術のようなテンプレートは
必要ではないし、有機溶媒、強アルカリ水溶液又は強酸水溶液を用いてテンプレートを除
去する必要もない。また、用いる陰極の面積に応じて一度に大量のコバルトナノワイヤー
を生産できる利点もあり、生産性にも優れている。
【００１１】
本発明の方法で製造したナノサイズの金属コバルト微粒子は、ナノサイズのワイヤーや木
の葉状構造の結晶なので膨大な表面積が稼げる、すなわち反応の効率を上げられるので、
（１）リチウムイオン電池の正極材料（ただし、この場合には、電解酸化を施して酸化コ
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バルトに変えて正極材料とする必要がある。）や（２）原油のクラッキングのための触媒
として有用である。また、コバルトナノワイヤーは、主に、（３）エレクトロクロミック
ディスプレイへの応用（酸化コバルト膜は、電気分解電位を変えることにより色変化を伴
う）、（４）コバルトが磁性を持つことから磁気記録媒体としての利用、（５）カーボン
ナノチューブ形成のための触媒、（６）カーボンナノチューブと同様に、ディスプレイ用
の電子放出源としての利用、（７）プローブ顕微鏡のプローブ先端としての利用、が挙げ
られる。その他に、（８）ガラス製品・陶磁器製品の着色のための顔料としても有用であ
る。
【００１２】
【発明の実施の形態】
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市販されている［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ を水に溶かし、コバルトアンミン錯体［Ｃｏ
（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液を準備する。
電解液中の［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度の上限は、水溶液中での［Ｃｏ（ＮＨ３ ）
６

］Ｃｌ３ の溶解度（２４．９ｍＭ）で制限を受ける。水溶液中には導電性塩を添加する

ことが好ましい。導電性塩としては、−０．９Ｖ〜−１．２５Ｖの印加電位で電気分解を
起こさない塩、例えば、ＮａＣｌ，ＮａＢｒ，
，

ＮａＩ，

Ｎａ２ ＳＯ４ ，

ＣＨ３ ＣＯＯＮａなどのナトリウム塩、ＬｉＣｌ，ＬｉＢｒ，

Ｏ４ ，

ＬｉＮＯ３ ，

Ｋ２ ＳＯ４ ，

ＮａＮＯ３

ＬｉＩ，

ＣＨ３ ＣＯＯＬｉなどのリチウム塩、ＫＣｌ，ＫＢｒ，

ＫＮＯ３ ，

Ｌｉ２ Ｓ
ＫＩ，

ＣＨ３ ＣＯＯＫなどのカリウム塩、さらには二価の金属（

カルシウム塩、マグネシウム塩）などの塩（要するにアルカリ金属塩あるいはアルカリ土
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類金属の塩、及びテトラアルキルアンモニウムの塩）が好適に用いられる。
【００１３】
効率よくコバルト金属微粒子が生成し始める電解電位の下限は、飽和カロメル参照電極に
対し−０．９０Ｖ程度であり、電位が−１．２５Ｖ程度になると水の還元反応によって微
粒子からなる膜構造が破壊される。−０．９Ｖ〜−１．２５Ｖの電解電位領域は、もし、
電解液中に酸素が含まれている場合、酸素の電気化学的還元が起き始める領域であるため
、酸素還元を回避するためには窒素雰囲気として窒素バブリングを行うことが望ましいが
、通常の大気下でも金属コバルト微粒子は析出する。電解温度は、室温程度、すなわち２
０〜３０℃程度でよい。
【００１４】
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陰極としては、導電性材料であればよく、Ｐｔ，Ａｕ，Ｃｏ，Ａｌ，Ｃｕ，Ｎｉ，ステン
レス鋼など殆どの金属が使用できる。また、酸化インジウム・錫（ＩＴＯ）などの導電性
酸化物や導電性プラスチックスでもよい。陽極材料としては、溶解等を起こして電解液を
汚染することがないような白金板や線が好ましい。電気化学的な酸化に耐えるその他の材
料、例えば、金、カーボン、ステンレス鋼などでもよい。
【００１５】
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液中の濃度と電解電位の値によって、析出する微粒子
の物理的な形態が変化する。図１は、水溶液の温度が２５℃の場合の析出する微粒子の形
態に及ぼす［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度と印加電位の値の関係を示す。
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液中の濃度１３ｍＭはナノワイヤー結晶ができるか、
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木の葉状構造の結晶ができるかの境界濃度であり、１３ｍＭを超える濃度でワイヤー構造
の形成が優先的となり、１３ｍＭ以下の濃度で木の葉状構造の形成が優先的となる。
【００１６】
水溶液中の［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭを超える場合、飽和カロメル参
照電極に対し、印加電解電位−０．９０〜−１．０５Ｖの範囲でコバルトナノワイヤーが
陰極上に析出する。印加電解電位が−１．０５Ｖを超えるとコバルトナノワイヤは殆ど析
出せずに木の葉状構造のコバルト結晶が析出するようになる。一方、［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６
］Ｃｌ３ の濃度が１３ｍＭ以下の場合、電解電位−０．９０〜−１．２５Ｖの範囲で木の
葉状構造のコバルト結晶が析出する。１３ｍＭの濃度においては、電解電位が、−０．９
０〜−１．１０の範囲でナノワイヤー構造と木の葉状構造が共存する。
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【００１７】
コバルト金属は銀色であるが、析出した金属コバルト単結晶ナノワイヤーは微粒子である
ため黒色を示し、ナノワイヤーより粒子のサイズが少し大きい木の葉状構造のコバルト結
晶は黒みがかった灰色を示す。
【００１８】
図１からも明らかなように、コバルト単結晶ナノワイヤーを効率的に形成するためには、
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の水溶液中の濃度はより高濃度、電解電位はより低電位の条
件が望ましいのに対し、木の葉状構造の結晶を得るには、より低濃度であれば電解電位は
−０．９０〜−１．２５Ｖの広い範囲が許容されることがわかる。
【００１９】
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陰極上に析出した金属コバルト単結晶ナノワイヤーは、そのままで、例えば、化学反応の
触媒、電池の正極材料、エレクトロクロミックディスプレイ材料などに利用できる。一方
、電界放射型ディスプレイの電子放出源やプローブ顕微鏡のプローブ先端材料として用い
る場合には、陰極から適宜の方法で剥離して利用する。
【００２０】
【実施例】
実施例１
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ （２４．９ｍＭ）と硫酸カリウム（１００ｍＭ）を溶解した
水溶液を耐熱ガラス製の電解セルに入れて電解液とし、窒素雰囲気下で、液温度２５℃、
酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）膜１７０ｎｍがコートされたガラス板を動作電極として
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ＩＴＯに−１．０２５Ｖ（飽和カロメル参照電極に対する電位で示される）の電位を印加
した。電解時間は１０分である。なお、陽極としては、白金板を用いた。
【００２１】
この操作により、ＩＴＯ膜上に黒色膜が形成された。黒色膜を形成したガラス板を電解液
から取り出し、蒸留した脱イオン交換水で洗浄した。エネルギー分散型Ｘ線分析（ＥＤＸ
）により、黒色膜は金属コバルトであり、また、膜表面は水酸化コバルト及び酸化コバル
トになっていることがＸ線光電子分光分析（ＸＰＳ）により分かった。
【００２２】
図２に、黒色膜の走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）を示す。右の写真は左の一部を拡大し
たものであり、写真下のスケールバーは１０μｍの長さを示す。膜は大量のワイヤーから
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構成されていることが分かる。一本のワイヤーのＸ線回折パターンから、この構造はコバ
ルトの単結晶であることが判明した。すなわち、黒色膜は、大量のコバルト単結晶ナノワ
イヤーから構成されていることが判明した。なおワイヤー以外の部分、すなわちワイヤー
の根元部分や単にコバルトの塊の部分は非晶質であった。
【００２３】
実施例２
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ の濃度を１３ｍＭとした以外は実施例１と同じ条件で電解し
た。
［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ３ （１３ｍＭ）と硫酸カリウム（１００ｍＭ）を溶解した水溶
液を電解液とし、酸化インジウム・スズ膜（ＩＴＯ）がコートされたガラス板を動作電極
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としてＩＴＯに−１．０２５Ｖ（飽和カロメル参照電極に対する電位で示される）の電位
を印加した。電解時間は１０分である。
【００２４】
図３及び図４に、このとき、ＩＴＯ膜上に得られた黒色膜の走査型電子顕微鏡写真を示す
。写真下のスケールバーは１０μｍの長さを示す。これらの図に示されるように、黒色膜
中には２種類の結晶構造物があり、一つは、図３に示すとおり、上記実施例１と同様のナ
ノワイヤー構造、もう一つは、図４に示すとおり、木の葉状構造である。
【００２５】
この木の葉状構造の結晶についても種々の化学分析を行った。その結果、ＥＤＸ測定から
、木の葉内部は金属コバルト、表面は酸化コバルトと水酸化コバルトの混合物となってい
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ることが判明した。なお、このケースのナノワイヤーの場合、ナノワイヤー表面の構造を
詳細に検討すると、表面には棘のような突起物が生成している。
【００２６】
実施例３
電解電位を−１．２Ｖとした以外は実施例２と同じ条件で電解した。形成された黒色膜の
走査型電子顕微鏡写真を図５に示す。写真右横のスケールバーは１０μｍの長さを示す。
木の葉状構造が優先的に形成されている。
【００２７】
比較例１
電解電位を−１．３Ｖとした以外は実施例２と同じ条件で電解した。形成された黒色膜の
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走査型電子顕微鏡写真を図６に示す。写真右横のスケールバーは１０μｍの長さを示す。
電解電位を−１．３Ｖにまで増大すると、水の電解還元反応が生じてしまうため、木の葉
状構造が破壊され、全体が丸みを帯びた形態の析出物が得られた。
【００２８】
【発明の効果】
本発明の方法によれば、触媒はもとより、ディスプレイ用の電子放出源、プローブ顕微鏡
のプローブ先端等としての実用化が有望な金属コバルト単結晶ナノワイヤー及び新たな特
性を期待できる金属コバルトの木の葉状構造の結晶を実用的なプロセス（簡便かつ安価な
大量生産可能なプロセス）で製造できる。また、本発明の方法は、水溶液系なので環境に
優しいプロセスである。
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【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、電解析出したコバルト微粒子の形態に及ぼす［Ｃｏ（ＮＨ３ ）６ ］Ｃｌ
３

の濃度と印加電位の関係（２５℃における関係）を示す説明図である。

【図２】図２は、実施例１で析出した黒色膜の微粒子の形態を示す図面代用の走査型電子
顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図３】図３は、実施例２で析出した黒色膜の微粒子中のナノワイヤーの形態を示す図面
代用の走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図４】図４は、実施例２で析出した黒色膜の微粒子中の木の葉状構造の形態を示す図面
代用の走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図５】図５は、実施例３で析出した黒色膜の微粒子の形態を示す図面代用の走査型電子
顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
【図６】図６は、比較例１で析出した黒色膜の微粒子の形態を示す図面代用の走査型電子
顕微鏡写真（ＳＥＭ）である。
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