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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水
素が、１Ｈ－ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シ
フト－２ｐｐｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有し、
　前記炭素構造のａ軸方向の平均結晶子サイズＬａが、１．００ｎｍ以上、２．５０ｎｍ
以下である
　ことを特徴とする水素吸蔵炭素材料。
【請求項２】
　ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水
素が、１Ｈ－ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シ
フト－２ｐｐｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有し、
　前記ミクロ孔容積が、０．１９ｃｍ３／ｇ以上、０．４０ｃｍ３／ｇ以下である
　ことを特徴とする水素吸蔵炭素材料。
【請求項３】
　ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水
素が、１Ｈ－ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シ
フト－２ｐｐｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有し、
　真密度が、１．４０ｇ／ｃｍ３以上、３．００ｇ／ｃｍ３以下である
　ことを特徴とする水素吸蔵炭素材料。



(2) JP 6572033 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

【請求項４】
　ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水
素が、１Ｈ－ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シ
フト－２ｐｐｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有し、
　粉末Ｘ線回折において、ピークトップ位置が１８．０°以上、２５．０°以下のピーク
を示す前記炭素構造を有する
　ことを特徴とする水素吸蔵炭素材料。
【請求項５】
　内部に金属を含まない
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の水素吸蔵炭素材料。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の水素吸蔵炭素材料を水素吸蔵に使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素吸蔵炭素材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水素は、燃焼しても二酸化炭素を発生しないクリーンなエネルギー源として注目されて
いる。水素を燃料として利用するため、水素を貯蔵及び運搬する方法の検討が行われてい
る。水素を貯蔵及び運搬する方法としては、高圧ガスボンベによるものが一般的であるが
、ガスボンベは重く、またガスボンベの単位容積当たりの貯蔵効率も実用上の限界があり
、大きな貯蔵効率の向上は期待できない。
【０００３】
　ガスボンベに代わる水素貯蔵方法として、従来から様々な材料について水素吸蔵が検討
されてきており、例えば、水素吸蔵合金を利用する方法が知られている。しかし、水素吸
蔵合金はそれ自身が重いという欠点があり、水素放出の際に熱が必要であることなどから
、応用範囲が限られる。よって、水素吸蔵合金よりも軽量で水素貯蔵能力の高い材料の開
発が求められている。
【０００４】
　この点、特許文献１には、直径１ｎｍ以下の細孔の容積が０．２ｃｍ３／ｇを超え、且
つ、全細孔容積に対する当該直径１ｎｍ以下の細孔の容積の割合が８５％以上を占める多
孔質炭素材料が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４９２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の炭素材料は、必ずしも水素吸蔵に適した炭素構造を有していなか
った。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、水素吸蔵に適した炭素構造を有する
水素吸蔵炭素材料及びその製造方法を提供することをその目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係る水素吸蔵炭素材料は、ミクロ孔容
積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水素が、１Ｈ－
ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シフト－２ｐｐ
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ｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有することを特徴とする。本発
明によれば、水素吸蔵に適した炭素構造を有する水素吸蔵炭素材料が提供される。
【０００９】
　また、前記水素吸蔵炭素材料は、内部に金属を含まないこととしてもよい。また、前記
炭素構造のａ軸方向の平均結晶子サイズＬａが、１．００ｎｍ以上、２．５０ｎｍ以下で
あることとしてもよい。また、前記ミクロ孔容積が、０．１９ｃｍ３／ｇ以上、０．４０
ｃｍ３／ｇ以下であることとしてもよい。また、前記水素吸蔵炭素材料は、真密度が、１
．４０ｇ／ｃｍ３以上、３．００ｇ／ｃｍ３以下であることとしてもよい。また、前記水
素吸蔵炭素材料は、粉末Ｘ線回折において、ピークトップ位置が１８．０°以上、２５．
０°以下のピークを示す前記炭素構造を有することとしてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、水素吸蔵に適した炭素構造を有する水素吸蔵炭素材料及びその製造方
法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る実施例において、炭素材料のウルトラミクロ孔容積等
の特性を評価した結果を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る実施例において、炭素材料の炭素構造のａ軸方向の平
均結晶子サイズＬａ等の特性を評価した結果を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る実施例において、１Ｈ－ＮＭＲ測定における化学シフ
ト等の特性を評価した結果を示す説明図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態に係る実施例において、１Ｈ－ＮＭＲ測定により得られた
ＮＭＲスペクトルの一例を示す説明図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態に係る実施例において、１Ｈ－ＮＭＲ測定により得られた
ＮＭＲスペクトルの他の例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は本実施形態で示す例に
限られない。
【００１３】
　本実施形態に係る水素吸蔵炭素材料（以下、「本炭素材料」という。）は、ミクロ孔容
積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以上であり、吸蔵された水素が、１Ｈ－
ＮＭＲ測定において、気体状の水素に起因する第一のピークに対する化学シフト－２ｐｐ
ｍ～－２０ｐｐｍの位置に第二のピークを示す炭素構造を有する。
【００１４】
　本炭素材料は、水素吸蔵能を有する炭素材料である。すなわち、本炭素材料は、水素を
燃料として利用する種々の装置やシステムに好ましく適用される。したがって、本実施形
態は、水素吸蔵における本炭素材料の使用、及び本炭素材料を水素吸蔵に使用する方法を
含む。本炭素材料による水素吸蔵は、例えば、燃料として使用される水素と当該本炭素材
料とを高圧で接触させて、当該水素を当該本炭素材料に吸蔵させる。また、水素の圧力を
下げることにより、水素を吸蔵した本炭素材料から水素を放出させることとしてもよい。
【００１５】
　本炭素材料の炭素構造は、ミクロ孔を含み、当該ミクロ孔は、ウルトラミクロ孔を含む
。ミクロ孔は、孔径が２ｎｍ以下（例えば、二酸化炭素吸着により測定される孔径は０．
４８ｎｍ以上、２ｎｍ以下）の細孔である。ウルトラミクロ孔は、孔径が０．７ｎｍ以下
（例えば、二酸化炭素吸着により測定される孔径は０．４８ｎｍ以上、０．７ｎｍ以下）
の細孔である。
【００１６】
　そして、本炭素材料は、ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合が６０％以
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上（６０％以上、１００％以下）である当該ウルトラミクロ孔を有する。すなわち、本炭
素材料においては、ミクロ孔に占めるウルトラミクロ孔の割合が比較的大きい。
【００１７】
　本炭素材料におけるミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合は、６５％以上
（６５％以上、１００％以下）であることが好ましく、７０％以上（７０％以上、１００
％以下）であることが特に好ましい。
【００１８】
　また、本炭素材料は、さらに、吸蔵された水素が、１Ｈ－ＮＭＲ測定において、気体状
の水素に起因する第一のピークに対する化学シフト－２ｐｐｍ～－２０ｐｐｍの位置に第
二のピークを示す炭素構造を有する。
【００１９】
　すなわち、水素を吸蔵した本炭素材料の１Ｈ－ＮＭＲ測定により得られるＮＭＲスペク
トルは、気体状の水素に起因する第一のピークと、当該第一のピークの位置から高磁場側
に２ｐｐｍ～２０ｐｐｍシフトした位置の第二のピークとを含む。
【００２０】
　このように、水素を吸蔵した本炭素材料の１Ｈ－ＮＭＲ測定を行うと、特定範囲の化学
シフトの位置に、気体状の水素（水素ガス）とは異なる、当該本炭素材料に吸着した水素
に特有の第二のピークが現れる。
【００２１】
　本炭素材料の第二のピークの化学シフトは、例えば、－３ｐｐｍ～－１５ｐｐｍであっ
てもよいし、－３ｐｐｍ～－１２ｐｐｍであってもよいし、－４ｐｐｍ～－１２ｐｐｍで
あってもよいし、－４ｐｐｍ～－１０ｐｐｍであってもよい。
【００２２】
　本炭素材料は、上述のとおり、ウルトラミクロ孔を高い割合で含み、且つ吸蔵された水
素が特定範囲の化学シフトを示す、水素吸蔵に適した特有の炭素構造を有する。すなわち
、本炭素材料は、吸蔵された水素が特定範囲の化学シフトを示すようなウルトラミクロ孔
を高い割合で有する。
【００２３】
　本炭素材料は、有機化合物を含む原料を、５０℃／ｈ未満の昇温速度で温度を上昇させ
ながら加熱し、３００℃以上、２０００℃以下の温度で炭素化することを含む方法により
製造される。
【００２４】
　炭素化の原料に含まれる有機化合物は、炭素化できるもの（炭素源として使用できるも
の）であれば特に限られず、有機低分子化合物及び／又は有機高分子化合物が使用され、
有機高分子材料が好ましく使用される。
【００２５】
　有機高分子化合物は、特に限られないが、例えば、フェノール樹脂、ポリアクリロニト
リル、ポリビニルピリジン、キレート樹脂、セルロース、カルボキシメチルセルロース、
ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチ
ル、ポリフルフリルアルコール、フラン樹脂、フェノールホルムアルデヒド樹脂、ポリイ
ミダゾール、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ピッチ、褐炭、ポリ塩化ビニリデン、ポリカ
ルボジイミド、リグニン、無煙炭、バイオマス、タンパク質、フミン酸、ポリスルフォン
、ポリアミノビスマレイミド、ポリイミド、ポリアニリン、ポリピロール、及びアイオノ
マーからなる群より選択される１種以上が使用されてもよい。
【００２６】
　炭素化は、原料を加熱して、当該原料に含有される有機化合物が炭素化される所定の温
度（炭素化温度）で保持することにより行う。炭素化温度は、原料に含有される有機化合
物が炭素化される温度であれば特に限られないが、例えば、３００℃以上、２０００℃以
下であってもよく、６００℃超、１５００℃未満であってもよく、７００℃以上、１４０
０℃以下であってもよい。
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【００２７】
　炭素化温度で原料を保持する時間は、原料に含有される有機化合物が炭素化される温度
であれば特に限られないが、例えば、５分以上、２４時間以内であってもよい。炭素化は
、窒素等の不活性ガスの流通下で行うことが好ましい。
【００２８】
　本炭素材料の製造における炭素化においては、５０℃／ｈ未満という比較的小さい昇温
速度を採用する。具体的に、例えば、炭素化温度が１０００℃以下の場合、当該炭素化温
度まで、５０℃／ｈ未満の昇温速度で加熱し、また、炭素化温度が１０００℃超の場合に
は、少なくとも１０００℃まで５０℃／ｈ未満の昇温速度で加熱することとしてもよい。
【００２９】
　昇温速度は、例えば、４５℃／ｈ以下であってもよい。より具体的に、昇温速度は、例
えば、２０℃／ｈ以上、５０℃／ｈ未満であってもよく、２０℃／ｈ以上、４５℃／ｈ以
下であってもよく、３０℃／ｈ以上、４５℃／ｈ以下であってもよい。
【００３０】
　本炭素材料の製造においては、比較的高い炭素化温度と、比較的小さな昇温速度とを採
用することが好ましい。すなわち、本炭素材料の製造においては、例えば、原料を、５０
℃／ｈ未満の昇温速度で温度を上昇させながら加熱し、６００℃超、１５００℃未満の温
度で炭素化してもよいし、５０℃／ｈ未満の昇温速度で温度を上昇させながら加熱し、７
００℃以上、１４００℃以下の温度で炭素化してもよい。
【００３１】
　このような小さい昇温速度で加熱しながら炭素化を行うことにより、上述したような水
素吸蔵に適した炭素構造を有する本炭素材料を効率よく製造することができる。
【００３２】
　本炭素材料は、内部に金属を含まないこととしてもよい。すなわち、この場合、本炭素
材料は、有機化合物を含み金属を含まない原料を、５０℃／ｈ未満の昇温速度で温度を上
昇させながら加熱し、３００℃以上、２０００℃以下の温度で炭素化することを含む方法
により製造される。
【００３３】
　本炭素材料は、ミクロ孔容積が、０．１９ｃｍ３／ｇ以上、０．４０ｃｍ３／ｇ以下で
あることとしてもよい。この場合、本炭素材料のミクロ孔の容積は、例えば、０．２０ｃ
ｍ３／ｇ以上、０．３０ｃｍ３／ｇ以下であってもよい。
【００３４】
　本炭素材料は、ウルトラミクロ孔容積が、０．１２ｃｍ３／ｇ以上、０．３９ｃｍ３／
ｇ以下であることとしてもよい。この場合、本炭素材料のウルトラミクロ孔の容積は、例
えば、０．１２ｃｍ３／ｇ以上、０．３６ｃｍ３／ｇ以下であってもよく、０．１２ｃｍ
３／ｇ以上、０．２９ｃｍ３／ｇ以下であってもよい。
【００３５】
　本炭素材料は、その炭素構造のａ軸方向の平均結晶子サイズＬａ（平均Ｌａ）が、１．
００ｎｍ以上、２．５０ｎｍ以下であることとしてもよい。この場合、本炭素材料の平均
Ｌａは、例えば、１．１０ｎｍ以上、２．４０ｎｍ以下であってもよく、１．３０ｎｍ以
上、２．００ｎｍ以下であってもよい。
【００３６】
　平均Ｌａは、炭素構造に含まれる炭素網面が二次元的に広がって形成される平面を円に
近似した場合の直径に相当し、当該平面広がりの程度を示す。平均Ｌａが上記いずれかの
範囲内である場合、本炭素材料の炭素構造は、炭素網面のａ軸方向の広がりが比較的小さ
く、当該炭素網面が頻繁に途切れて形成される多くのエッジ面を含むことになる。
【００３７】
　本炭素材料は、その炭素構造のｃ軸方向の平均結晶子サイズＬｃ（平均Ｌｃ）が、０．
２０ｎｍ以上、０．６５ｎｍ以下であることとしてもよい。この場合、本炭素材料の平均
Ｌｃは、例えば、０．３０ｎｍ以上、０．６０ｎｍ以下であってもよく、０．３５ｎｍ以
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上、０．４５ｎｍ以下であってもよい。
【００３８】
　平均Ｌｃは、炭素構造に含まれる平行に積層した炭素網面群のｃ軸方向の厚さを示す。
平均Ｌｃが上記範囲内である場合、本炭素材料は、ｃ軸方向の積層構造が発達した炭素構
造を有することになる。平均Ｌｃが大きくなるほど、本炭素材料は、炭素網面の積層数が
より多い炭素構造を有することになる。
【００３９】
　本炭素材料は、その炭素構造の平均（００２）面間隔ｄ００２（平均面間隔ｄ００２）
が、０．３５ｎｍ以上、０．５０ｎｍ以下であることとしてもよい。この場合、本炭素材
料の平均面間隔ｄ００２は、例えば、０．３７ｎｍ以上、０．４５ｎｍ以下であってもよ
く、０．４０ｎｍ以上、０．４２ｎｍ以下であってもよい。平均面間隔ｄ００２は、炭素
構造を構成する炭素（００２）面間の平均距離である。
【００４０】
　本炭素材料は、二酸化炭素吸着により求められる比表面積が２０ｍ２／ｇ以上、１００
０ｍ２／ｇ以下であることとしてもよい。この場合、本炭素材料の上記比表面積は、例え
ば、２００ｍ２／ｇ以上、９００ｍ２／ｇ以下であってもよく、５６０ｍ２／ｇ以上、８
００ｍ２／ｇ以下であってもよい。
【００４１】
　本炭素材料は、嵩密度が、０．６０ｇ／ｃｍ３以上、３．００ｇ／ｃｍ３以下であるこ
ととしてもよい。この場合、本炭素材料の嵩密度は、例えば、０．７０ｇ／ｃｍ３以上、
１．５０ｇ／ｃｍ３以下であってもよく、０．７２ｇ／ｃｍ３以上、０．９０ｇ／ｃｍ３

以下であってもよい。
【００４２】
　本炭素材料は、真密度が、１．４０ｇ／ｃｍ３以上、３．００ｇ／ｃｍ３以下であるこ
ととしてもよい。この場合、本炭素材料の真密度は、例えば、１．５０ｇ／ｃｍ３以上、
２．５０ｇ／ｃｍ３以下であってもよく、２．１０ｇ／ｃｍ３以上、２．２５ｇ／ｃｍ３

以下であってもよい。
【００４３】
　本炭素材料は、粉末Ｘ線回折において、ピークトップ位置が１８．０°以上、２５．０
°以下のピークを示す炭素構造を有することとしてもよい。すなわち、本炭素材料の粉末
Ｘ線回折を行うと、回折角２θが１８°以上、２６°以下の範囲において、ピークトップ
位置が１８．０°以上、２５．０°以下のピークが観測される。このピークトップの位置
は、例えば、１９．０°以上、２５．０°以下であってもよいし、２１．０°以上、２３
．０°以下であってもよい。
【００４４】
　本炭素材料は、ＪＩＳ　Ｈ　７２０１に準拠した方法で、２９８Ｋにて、水素圧力１０
ＭＰａにおいて測定される水素吸蔵量が、０．０５ｗｔ％以上であることとしてもよい。
具体的に、本炭素材料の上記水素吸蔵量は、例えば、０．３０ｗｔ％以上であってもよい
し、０．３３ｗｔ％以上であってもよい。
【００４５】
　本炭素材料は、上記水素吸蔵量を上記比表面積で除して算出される、単位表面積あたり
の水素吸蔵量が、０．４０×１０－５ｇ／ｍ２以上であることとしてもよい。具体的に、
本炭素材料の上記単位表面積あたりの水素吸蔵量は、例えば、０．４６×１０－５ｇ／ｍ
２以上であってもよいし、０．５３×１０－５ｇ／ｍ２以上であってもよい。
【００４６】
　本炭素材料は、上記水素吸蔵量を上記嵩密度で除して算出される、単位体積あたりの水
素吸蔵量が、０．５０ｍｇ／ｃｍ３以上であることとしてもよい。具体的に、本炭素材料
の上記嵩密度に基づく体積あたりの水素吸蔵量は、例えば、１．００ｍｇ／ｃｍ３以上で
あってもよいし、２．８０ｍｇ／ｃｍ３以上であってもよい。
【００４７】



(7) JP 6572033 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

　本炭素材料は、上記水素吸蔵量を上記真密度で除して算出される、単位体積あたりの水
素吸蔵量が、１．００ｍｇ／ｃｍ３以上であることとしてもよい。具体的に、本炭素材料
の上記真密度に基づく体積あたりの水素吸蔵量は、例えば、５．００ｍｇ／ｃｍ３以上で
あってもよいし、８．２０ｍｇ／ｃｍ３以上であってもよい。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る具体的な実施例について説明する。
【実施例】
【００４９】
［水素吸蔵炭素材料の製造］
　実施例１においては、有機化合物を含み金属を含まない原料を炭素化することにより、
水素吸蔵炭素材料を製造した。すなわち、フェノール樹脂製のビーズ（１００μｍ、群栄
化学工業株式会社製）を真空下で加熱して、その温度を昇温速度４８℃／ｈで室温から８
００℃まで上昇させ、その後、８００℃の炭素化温度で１時間保持することにより、炭素
化を行った。炭素化後、自然冷却により温度を室温まで低下させた。こうして得られた内
部に金属を含まない炭素材料を、実施例１に係る水素吸蔵炭素材料として使用した。実施
例２においては、炭素化温度を１０００℃としたこと以外は、上述の実施例１と同様にし
て、水素吸蔵炭素材料を製造した。
【００５０】
　実施例３においては、フェノール樹脂製のビーズ（１００μｍ、群栄化学工業株式会社
製）を真空下で加熱して、その温度を昇温速度４８℃／ｈで室温から１０００℃まで上昇
させ、さらに、その温度を昇温速度１００℃／ｈで１０００℃から１２００℃まで上昇さ
せ、その後、１２００℃の炭素化温度で１時間保持することにより、炭素化を行った。炭
素化後、自然冷却により温度を室温まで低下させた。こうして得られた内部に金属を含ま
ない炭素材料を、実施例３に係る水素吸蔵炭素材料として使用した。
【００５１】
　比較例１においては、炭素化温度を６００℃としたこと以外は、上述の実施例１と同様
にして、水素吸蔵炭素材料を製造した。比較例２においては、炭素化温度を１５００℃と
したこと以外は、上述の実施例３と同様にして、水素吸蔵炭素材料を製造した。比較例３
においては、炭素化温度を２０００℃としたこと以外は、上述の実施例３と同様にして、
水素吸蔵炭素材料を製造した。
【００５２】
　比較例４においては、有機化合物及び金属を含む原料を炭素化することにより、水素吸
蔵炭素材料を製造した。すなわち、フェノール樹脂１０ｇ、フタロシアニン鉄３．０５ｇ
、及び溶媒としてのアセトンを混合し、得られた溶液を乾燥して固形物を得た。この固形
物を窒素雰囲気下で加熱して、その温度を昇温速度１０℃／分で室温から８００℃まで上
昇させ、その後、８００℃の炭素化温度で１時間保持することにより、炭素化を行った。
炭素化後、自然冷却により温度を室温まで低下させた。こうして得られた、炭素材料を粉
砕し、粉砕された、内部に金属（鉄）を含む当該炭素材料を、比較例４に係る水素吸蔵炭
素材料として使用した。比較例５に係る水素吸蔵炭素材料としては、市販の活性炭（４Ｈ
、株式会社ツルミコール製）を使用した。
【００５３】
［比表面積の測定］
　２７３ＫにてＣＯ２吸脱着測定を行った。すなわち、上述のようにして得られた各炭素
材料の比表面積、ミクロ孔容積及びウルトラミクロ孔容積を、高圧ガス吸着量測定装置（
ＢＥＬＳＯＲＰ－ＨＰ、日本ベル株式会社）を用いて測定した。
【００５４】
　具体的に、まず、１ｇの炭素材料を、３００℃、１Ｐａ以下の圧力で、２時間保持する
ことにより、当該炭素材料に吸着している水分を取り除いた。次いで、ＣＯ２ガス圧力０
～３．４５ＭＰａの範囲での吸着測定を行い、得られた吸着等温線を用いＢＥＴ法により
、炭素材料の比表面積を算出した。さらに、ＨＫ法により、炭素材料のミクロ孔（サイズ
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が２ｎｍ以下の細孔）の容積と、ウルトラミクロ孔（サイズが０．７ｎｍ以下の細孔）の
容積とを算出した。
【００５５】
　ＨＫ法は、スリット状マイクロポアの細孔分布を求める為にＨｏｒｖａｔｈとＫａｗａ
ｚｏｅが考え出した手法で、吸着等温線から細孔径分布を計算することができ、ミクロ孔
の解析に有効であると考えられている。（“Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｃａｌｕｃ
ｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　Ｐｏｒｅ　Ｓｉｚｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｓｉｅｖｅ　Ｃａｒｂｏｎ”，Ｇｅｚａ　Ｈｏｒｖ
ａｔｈ　ａｎｄ　Ｋｕｎｉｔａｒｏ　Ｋａｗａｚｏｅ，Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｅｎｇ．Ｊａｐａ
ｎ，１６，４７０（１９８３））。彼らは、グラファイト層間又はスリット状細孔にガス
分子が満たされた場合の自由エネルギーの変化を求め、相対圧とグラファイト層間距離（
スリット状細孔）の関係を次の式で表現した：ＲＴｌｎ（Ｐ／Ｐ０）＝Ｌ（ＮｓＡｓ＋Ｎ

ａＡａ）／（σ４（ｌ－ｄ））×［σ４／（３（ｌ－ｄ／２）３）－σ１０／（９（ｌ－
ｄ／２）９）－σ４／（３（ｄ／２）３）＋σ１０／（９（ｄ／２）９）］。
【００５６】
　ここで、上記式において、Ｒは、理想ガス定数であり、Ｔは絶対温度であり、Ｌはアボ
ガドロ数であり、Ｎｓは吸着剤の単位表面積あたりの原子数であり、Ａｓは吸着質のＬｅ
ｎｎａｒｄ－Ｊｏｎｅｓ定数であり、Ｎａは吸着状態にある吸着質の単位表面積あたりの
分子数であり、Ａａは相互作用エネルギーがゼロでの吸着質に対するＬｅｎｎａｒｄ－Ｊ
ｏｎｅｓ定数であり、ｌはスリット状細孔の層間距離（細孔径）であり、ｄは吸着質分子
の直径ｄＡ（ｎｍ）と吸着剤分子の直径ｄａ（ｎｍ）との和であり、σは相互作用エネル
ギーがゼロでの吸着剤表面と吸着質原子間の距離である。
【００５７】
　上記高圧ガス吸着量測定装置解析に付属の解析ソフトウエアを使用した解析では、まず
細孔径を決定し、次いで、当該細孔径に相当する相対圧を計算した。次に、その相対圧で
の吸着量を、上述のＣＯ２吸脱着測定により得られた吸着データの直線補間で算出し、得
られた吸着量を細孔径に対してプロットすることにより、積分曲線を得た。そして、この
積分曲線を微分することにより、細孔分布曲線を求めた。この結果から、ミクロ孔（２ｎ
ｍ以下の細孔）の容積と、ウルトラミクロ孔（０．７ｎｍ以下の細孔）の容積とを算出し
た。なお、解析には低圧領域（相対圧０．５３０以下）のデータを用いた。
【００５８】
［嵩密度の測定］
　秤量した炭素材料を圧縮せずに乾いたメスシリンダーに静かに入れ、次いで、粉体層の
上面を圧縮せずに注意深くならし、その体積を最小目盛単位まで読み取ることにより、当
該炭素材料の嵩密度（ｇ／ｃｍ３）を求めた。
【００５９】
［真密度の測定］
　乾式自動密度計（アキュピックＩＩ１３４０、マイクロメリティクス社製）及びＨｅガ
スを用い、２５℃にて、ガス置換法により真密度を測定した。
【００６０】
［粉末Ｘ線回折測定］
　まず、炭素材料の試料を、ガラス試料板の凹部に入れるとともにスライドガラスで押さ
え、当該試料をその表面と基準面とが一致するように当該凹部に均一に充填した。次いで
、この充填された試料の形態が崩れないように、ガラス試料板を広角Ｘ線回折試料台に固
定した。そして、Ｘ線回折装置（ＲｉｇａｋｕＲＩＮＴ２１００／ＰＣ、株式会社リガク
）を用いて各試料の粉末Ｘ回折測定を実施して回折ピークを測定し、積算を５回行うこと
で解析対象となるＸ線回折データを得た。なお、Ｘ線管球への印加電圧及び電流はそれぞ
れ５０ｋＶ及び３００ｍＡであり、サンプリング間隔は０．１°又は０．０１°であり、
走査速度は１°／分であり、測定角度範囲（２θ）は５～９０°であった。また、入射Ｘ
線としてはＣｕＫα線を用いた。そして、得られたＸ線回折図に基づき、回折角２θが１
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【００６１】
［炭素網面の広がりに関する評価］
　上述の粉末Ｘ線回折で得られたＸ線回折データに基づいて、結晶子サイズＬａに関する
評価を行った。すなわち、平均Ｌａ及びＬａ分布を、Ｄｉａｍｏｎｄ法を用いて解析した
。この解析には、コンピュータにインストールされた解析用ソフトウェア（Ｃａｒｂｏｎ
Ａｎａｌｙｚｅｒ　Ｄｓｅｒｉｅｓ、藤本宏之）を用いた。解析対象データは、ＣｕＫα
線をＸ線源としてカウンターグラファイトモノクロメータを用いて測定された炭素材料の
１１バンド強度に限定した。解析可能な最大網面サイズは約７ｎｍであった。
【００６２】
　ここで、Ｄｉａｍｏｎｄの提案した解析方法の手順は、基本的に、（１）試料の１１バ
ンドの強度測定、（２）実測強度の補正、（３）試料中に存在すると予想されるモデル網
面の想定、（４）想定したモデル網面からの理論散乱強度の計算、（５）求めた実測強度
の理論散乱強度による最小二乗フィッティング、及び（６）各理論散乱強度の重みからの
モデル網面の重量分率及び平均網面サイズの算出の６つのステップから構成される。そこ
で、まず解析するデータを読み込み、平滑化処理及び吸収補正を行った。平滑化処理は平
滑化点数７点として行い、吸収補正は理論吸収係数４．２１９を用いて実行した。
【００６３】
　次に、理論散乱強度計算を行った。計算式として、下記の式（Ｉ）を用いた。この式（
Ｉ）において、Ｉは実測強度であり、ｗは質量分率であり、Ｂは理論Ｘ線散乱強度であり
、Ｐは偏向因子であり、ｖ及びｓは網面モデル因子である。

【数１】

【００６４】
　ここで、すべてのパラメータがｎの関数として表現できる（藤本宏之、炭素、１９２（
２０００）１２５－１２９参照）。理論散乱強度の計算には、初期条件の設定として二次
元格子定数ａ０及びＲｕｌａｎｄ係数の決定、モデル網面の選定が必要になる。二次元格
子定数は、一般にベンゼン及び理想黒鉛の格子定数の間の値、約０．２４０～０．２４６
１２ｎｍを設定する。Ｒｕｌａｎｄの係数は、使用したモノクロメータのエネルギーのパ
スバンドを表す関数の積分幅を示しており、一般に０～１の値を取る。本解析では二次元
格子定数ａ０の初期設定値として、一般的な炭素材料の格子定数に近い値として０．２４
４１２ｎｍを選択した。Ｒｕｌａｎｄの係数の初期設定値としては０．０５を選択した。
【００６５】
　次に、モデル網面の選定を行った。上記ソフトウェアでは、ベンゼン・コロネンベース
モデル、ピレンベースモデル、混合モデルの３種類のモデル網面を用いて理論強度を計算
実行できる。この点、本解析では、ベンゼン・コロネンベースモデルを用いた。このモデ
ルの場合には、二次元格子定数ａ０の奇数倍サイズ（１、３、５…２５、２７、２９倍）
のモデル網面（およそ０．２５ｎｍ～７ｎｍ）の散乱強度を計算することが可能である。
【００６６】
　こうしてすべての選択条件を決定し、理論散乱強度計算を行った。計算が終了すると、
下記の式（ＩＩ）に基づく最小二乗法による反復計算を１０００回行い、フィッティング
角度範囲２θを６０～１００°として、実測プロファイルと理論プロファイルのフィッテ
ィングを行った。フィッティングが終了すると、コンピュータのディスプレイに、フィッ
ティング結果、網面サイズ分布、及び平均網面サイズが表示された。
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【数２】

【００６７】
［炭素網面の積層構造に関する評価］
　また、上述の粉末Ｘ線回折で得られたＸ線回折データに基づいて、炭素構造における炭
素網面の積層構造に関する評価を行った。すなわち、平均Ｌｃ、炭素網面の積層数とその
分布、及び平均面間隔ｄ００２を、コンピュータにインストールされた上述の解析用ソフ
トウェア（ＣａｒｂｏｎＡｎａｌｙｚｅｒ　Ｄｓｅｒｉｅｓ、藤本宏之）を用いて解析し
た。
【００６８】
　このソフトフェアを用いた計算工程においては、（１）回折線の強度補正、（２）バッ
クグラウンドの補正、（３）Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ関数の計算、（４）逆Ｆｏｕｒｉｅｒ変
換による妥当性の評価、及び（５）Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ関数を用いた平均Ｌｃ、平均積層
数、積層数分布、及び平均面間隔ｄ００２の計算、の５つのステップを実施した。
【００６９】
　まず、Ｘ線回折測定で得た５°から４０°の回折データについて、回折線強度補正及び
バックグラウンド補正を行った。回折線強度補正においては、炭素の線吸収係数μを４．
２１９とし、試料厚みｔを０．２ｍｍとし、発散スリット幅βを２／３°とし、ゴニオメ
ーター半径Ｒを２８５ｍｍとした。バックグラウンド補正は１５°付近および３５°付近
を基点とし、スプライン補間法で行った。
【００７０】
　次いで、この補正データに対して、５°～４０°の回折角範囲でＨｉｒｓｃｈの方法を
適用し、Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ関数を計算した。さらに、得られたＰａｔｔｅｒｓｏｎ関数
に対し、逆Ｆｏｕｒｉｅｒ変換を行い、回折図形を復元することで、Ｐａｔｔｅｒｓｏｎ
関数の妥当性を評価した。なお、このＨｉｒｓｃｈの方法は、石炭やピッチのような比較
的網面サイズの小さな試料中の炭素網面の平均積層数及び積層数分布を評価するためにＨ
ｉｒｓｃｈによって１９５４年に提案された方法である。
【００７１】
　こうして計算したＰａｔｔｅｒｓｏｎ関数を用い、残りの計算過程はソフトフェアの標
準手順に従って平均Ｌｃ、平均積層数、積層数分布、及び平均面間隔ｄ００２を算出した
。
【００７２】
［水素吸蔵量測定］
　ＪＩＳ　Ｈ　７２０１に準拠した方法で、２９８Ｋにて、水素圧力０ＭＰａ～１１．５
ＭＰａにおける水素吸蔵量を測定した。また、こうして得られた水素圧力１０ＭＰａにお
ける水素吸蔵量（重量％）を、炭素材料１ｇ当たりの水素吸蔵量（ｇ）に換算し、得られ
た値を嵩密度又は真密度で除することにより、単位体積積あたりの水素吸蔵量（ｍｇ／ｃ
ｍ３）を算出した。
【００７３】
［１Ｈ－ＮＭＲ測定］
　炭素材料の試料を高圧ＮＭＲ石英製試料管に入れた。次いで、排気・ガス導入用の配管
及びバルブを取り付けた後、温度５７３Ｋ、最終到達圧力１×１０－４ｔｏｒｒで２４時
間脱気処理をした。脱気処理後の試料は減圧状態のまま速やかにプローブに設置し、水素
を３．５ＭＰａとなるまで導入して測定に供した。１Ｈ－ＮＭＲ測定は高圧温度可変型プ
ローブを装着したＦＴ－ＮＭＲ装置（Ａｐｏｌｌｏ　Ｐｕｌｓｅ　ＮＭＲ　Ｓｐｅｃｔｒ
ｏｍｅｔｅｒ、３８ＭＨｚ、Ｔｅｃｍａｇ社製）を用いて行った。パルス系列は９０°パ
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ルス法とした。測定温度は１７３Ｋとした。なお、炭素材料の試料を高圧ＮＭＲ石英製試
料管の半分の充てん量としたときに増加する気体状の水素（水素ガス：試料粒子間に存在
する気相水素）に起因するピーク（第一のピーク）の位置を基準（０ｐｐｍ）とし、当該
第一のピークに対して高磁場側にシフトしたピーク（第二のピーク）の化学シフトを評価
した。芳香族環の平面上に存在する水素は芳香族環の環電流の効果により高磁場側、即ち
低ｐｐｍ側へシフトする。このシフト量は炭素網面構造の発達の程度に対応し、炭素網面
構造が発達した炭素材料表面や細孔に吸蔵した水素は大きなシフトを示す。したがって、
第二のピークは炭素材料に吸着した水素に起因すると考えられ、吸蔵サイトの構造の変化
に依存してピークシフト量が変化すると考えられた。
【００７４】
［結果］
　図１には、実施例１～３及び比較例１～５に係る炭素材料について、炭素化温度（℃）
、比表面積（ｍ２／ｇ）、ミクロ孔容積（ｃｍ３／ｇ）、ウルトラミクロ孔容積（ｃｍ３

／ｇ）、及び当該ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合（％）を示す。なお
、比較例３に係る炭素材料については、比表面積及び孔容積を適切に測定できなかった。
その理由としては、孔サイズがＣＯ２吸脱着測定に適さないほど小さかった可能性が考え
られる。
【００７５】
　図１に示すように、ＣＯ２ガス吸着によるＢＥＴ法により測定された比表面積は、炭素
化温度が８００℃～１２００℃であった実施例１～３において５８０ｍ２／ｇ～７２６ｍ
２／ｇであり、炭素化温度が６００℃、１５００℃及び２０００℃であった比較例１～３
のそれに比べて大きかった。
【００７６】
　また、ミクロ孔容積に対するウルトラミクロ孔容積の割合は、実施例１～３において、
７０．６％～９１．７％であり、比較例１～５のそれに比べて大きかった。すなわち、実
施例１～３に係る炭素材料のミクロ孔は、７０％以上、９５％以下の容積割合でウルトラ
ミクロ孔を含んでいた。
【００７７】
　サイズが０．７ｎｍ以下であるウルトラミクロ孔は、常温での水素吸蔵に適しているた
め、当該ウルトラミクロ孔の割合が大きい実施例１～３に係る炭素材料は、特に水素吸蔵
に適した炭素構造を有していると考えられた。
【００７８】
　図２には、実施例１～３及び比較例１～５に係る炭素材料について、ＸＲＤピークトッ
プ位置（２θ／°）、平均Ｌａ（ｎｍ）、平均Ｌｃ（ｎｍ）及び平均面間隔ｄ００２（ｎ
ｍ）を示す。
【００７９】
　図２に示すように、粉末Ｘ線回折測定で得られた回折角２θが１８°～２６°の範囲に
現れる回折ピークのトップの位置（ＸＲＤピークトップ位置）は、実施例１～３において
、２１．６°～２２．１°であった。これに対し、比較例３及び４のピークトップ位置は
、それぞれ２４．４°及び２６．０°であった。
【００８０】
　ここで、Ｘ線回折において、回折角２θが２５°付近に現れる回折ピークは、結晶性の
高い炭素構造に由来するピークである。この点、上述のとおり、実施例１～３に係る炭素
材料のＸＲＤピークトップ位置は、２５°より小さいことから、当該炭素材料の結晶性は
、比較例３及び４に係る炭素材料のそれに比べて低いと考えられた。
【００８１】
　また、実施例１～３に係る炭素材料の平均Ｌａは、１．４９ｎｍ～１．９０ｎｍであっ
た。すなわち、実施例１～３に係る炭素材料のａ軸方向における炭素網面の広がりは比較
的小さく、当該炭素網面が途切れることにより多数のエッジが形成されていると考えられ
た。
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【００８２】
　また、実施例１～３に係る炭素材料の平均Ｌｃは、０．３７ｎｍ～０．４２ｎｍであっ
た。これに対し、６００℃の炭素化により得られた比較例１に係る炭素材料の平均Ｌｃは
０．３４であり、実施例１～３のそれより小さかった。
【００８３】
　また、１５００℃又は２０００℃の炭素化により得られた比較例２及び３に係る炭素材
料、及び金属を含む原料の炭素化により得られた比較例４に係る炭素材料の平均Ｌｃは、
０．５０ｎｍ～０．６９ｎｍであり、実施例１～３のそれより大きかった。すなわち、実
施例１～３に係る炭素材料が有する炭素網面の積層構造は、比較例１より発達しており、
比較例２～４ほどには発達していないことが確認された。
【００８４】
　また、実施例１～３に係る炭素材料の平均面間隔ｄ００２は、０．４０ｎｍ～０．４１
ｎｍであった。これに対し、６００℃の炭素化により得られた比較例１に係る炭素材料の
平均面間隔ｄ００２は０．４９ｎｍであり、実施例１～３のそれより大きかった。
【００８５】
　また、１５００℃又は２０００℃の炭素化により得られた比較例２及び３に係る炭素材
料、及び金属を含む原料の炭素化により得られた比較例４に係る炭素材料の平均面間隔ｄ

００２は、０．３４ｎｍ～０．３９ｎｍであり、実施例１～３のそれより小さかった。
【００８６】
　また、比較例５に係る活性炭の平均面間隔ｄ００２は０．３６であった。すなわち、比
較例２～４の平均面間隔ｄ００２は、比較例５における黒鉛結晶のそれと同程度であった
のに対し、実施例１～３の平均面間隔ｄ００２は、当該比較例２～５のそれより大きかっ
た。また、比較例２に係る炭素材料の平均面間隔ｄ００２は、実施例１～３に係る炭素材
料のそれよりもさらに大きく、その結晶性がより低いと考えられた。
【００８７】
　図３には、実施例１～３及び比較例１～５に係る炭素材料について、嵩密度（ｇ／ｃｍ
３）、真密度（ｇ／ｃｍ３）、水素圧力１０ＭＰａにおける水素吸蔵量（ｗｔ％）、単位
表面積あたりの水素吸蔵量（×１０－５ｇ／ｍ２）、当該嵩密度又は真密度に基づく単位
体積あたりの水素吸蔵量（ｍｇ／ｃｍ３）、及び１Ｈ－ＮＭＲ測定におけるピークの化学
シフト（ｐｐｍ）を示す。
【００８８】
　図３に示すように、実施例１～３に係る炭素材料の嵩密度は０．７３ｇ／ｃｍ３～０．
８８ｇ／ｃｍ３、真密度は２．１１ｇ／ｃｍ３～２．２１ｇ／ｃｍ３であり、比較例１、
３～５のそれらより大きかった。また、実施例１～３に係る炭素材料の水素吸蔵量は、０
．３９ｗｔ％～０．４２ｗｔ％であり、比較例１～５に係る炭素材料のそれより大きかっ
た。
【００８９】
　実施例１～３に係る炭素材料の、単位表面積あたりの水素吸蔵量は、０．５７×１０－

５ｇ／ｍ２～０．６７×１０－５ｇ／ｍ２であり、比較例１、４、５のそれに比べて大き
かった。実施例１～３に係る炭素材料の、嵩密度に基づく単位体積あたりの水素吸蔵量は
２．８５ｍｇ／ｃｍ３～３．７０ｍｇ／ｃｍ３であり、また、真密度に基づく単位体積あ
たりの水素吸蔵量は８．２３ｍｇ／ｃｍ３～８．９０ｍｇ／ｃｍ３であり、いずれも、比
較例１～５に係る炭素材料のそれらより顕著に大きかった。
【００９０】
　図４Ａ及び図４Ｂには、それぞれ実施例１～３に係る炭素材料及び比較例１～５に係る
炭素材料について、１Ｈ－ＮＭＲ測定においてシグナルをフーリエ変換して得られたＮＭ
Ｒスペクトルを示す。図４Ａ及び図４Ｂにおいて、横軸は化学シフト（ｐｐｍ）を示し、
縦軸はシグナルの強度を示す。
【００９１】
　図４Ｂに示すように、比較例１及び比較例３に係る炭素材料に導入された水素は、ＮＭ
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Ｒスペクトルにおいて、水素ガスのみの場合と同様に単一のピーク（第一のピーク）を示
した。この第一のピークは、基準周波数からのずれが比較的小さいことから、試料内の空
隙に存在する気体状の水素（水素ガス）に起因するものと考えられた。
【００９２】
　一方、図４Ａに示すように、実施例１～３に係る炭素材料に導入された水素は、第一の
ピークに加え、当該第一のピークより高磁場側にシフトした位置に第二のピークを示した
。この第二のピークは、化学シフトが比較的大きいこと、及び単位表面積当たりの水素吸
蔵量に依存することから、炭素材料に吸着した水素に起因すると考えられた。
【００９３】
　なお、図４Ｂに示すように、比較例２についても、第一のピークに加え、第二のピーク
が示された。ただし、上述のとおり、比較例２に係る炭素材料は、実施例１～３に係る炭
素材料に比べて、比表面積及びウルトラミクロ孔の割合が小さく、水素吸蔵に適した炭素
構造を十分に備えていないと考えられた。
【００９４】
　以上より、実施例１～３に係る炭素材料が高い水素吸蔵能を示す理由の一つとして、当
該炭素材料が、水素吸蔵に適した特有の炭素構造を有していることが考えられた。

【図１】 【図２】
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