
JP 5132156 B2 2013.1.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属元素として白金を含む化合物を還元剤で処理して調製された前駆体Ａと白金以外の
３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移元素の中から選ばれる１種以上の金属元素を含む化合物Ｂとを
炭素担体に担持させ、次いで触媒合成としての還元処理を行って得られた合金触媒であっ
て、
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線吸収端微細構造スペクトル法(XAFS)により
測定された白金原子からの距離０．１８～０．２２nmの最近接原子である酸素原子のピー
ク強度Ｘが、白金原子からの距離０．２６～０．３０nmのピーク強度Ｙに対して、Ｘ／Ｙ
比で１以上１０以下であり、また、
　前記合金触媒中の白金と白金以外の金属の担持量の合計が金属換算で１０質量%～８０
質量%である
ことを特徴とする固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項２】
　前記前駆体Ａを得るための還元剤が、アルコール類、フェノール類、クエン酸類、ケト
ン類、アルデヒド類、カルボン酸類、エーテル類、ボロンハイドライド、及びヒドラジン
から選ばれることを特徴とする請求項１に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項３】
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線光電子分光法（XPS）により測定された白
金４ｆの結合エネルギーのピーク位置が、金属白金の白金４ｆの結合エネルギーのピーク
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位置よりも０．５～１．５eV高エネルギー側であることを特徴とする請求項１又は２のい
ずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項４】
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線（ＣuＫα線）回折法により測定された回
折角２θが３２°から３６°の範囲で回折ピークを示し、前記回折ピークの半値幅が５°
以上２０°以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の固体高分子
型燃料電池電極用触媒。
【請求項５】
　前記触媒合成としての還元処理が、不活性雰囲気または還元雰囲気での熱処理であるこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項６】
　前記触媒合成としての還元処理が、前記化合物Ｂを溶解した溶液に、前記前駆体Ａが担
持された炭素担体を分散した状態で、還元剤との接触により還元してなる処理であること
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項７】
　前記触媒合成としての還元処理が、前記化合物Ｂが溶解しない溶媒に、前記前駆体Ａと
前記化合物Ｂとの両方が担持された炭素担体を分散した状態で、還元剤との接触により還
元してなる処理であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の固体高分子
型燃料電池電極用触媒。
【請求項８】
　前記化合物Ｂの金属元素が、Ｖ、Ｃr、Ｍn、Ｆe、Ｃo、Ｎi、Ｃu、Ｍo、Ｒu、Ｒh、Ｐd
、Ａg、Ｒe、Ｉr、及びＡuの中から選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項１～
７のいずれか１項に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
【請求項９】
　金属元素として白金を含む化合物を還元剤で処理して前駆体Ａを調製し、得られた前駆
体Ａと白金以外の３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移元素の中から選ばれる１種以上の金属元素を
含む化合物Ｂとを炭素担体に担持させ、次いで触媒合成としての還元処理を行う合金触媒
の製造方法であり、
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線吸収端微細構造スペクトル法(XAFS)により
測定された白金原子から０．１８～０．２２nmの距離の最近接原子である酸素原子のピー
ク強度Ｘが、０．２６～０．３０nmのピーク強度Ｙに対して、Ｘ／Ｙ比で１以上１０以下
であり、また、
　前記合金触媒中の白金と白金以外の金属の担持量の合計が金属換算で１０質量%～８０
質量%である
ことを特徴とする固体高分子型燃料電池電極用触媒の製造方法。
【請求項１０】
　前記前駆体Ａを得るための還元剤が、アルコール類、フェノール類、クエン酸類、ケト
ン類、アルデヒド類、カルボン酸類、エーテル類、ボロンハイドライド、及びヒドラジン
から選ばれることを特徴とする請求項９に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒の製造
方法。
【請求項１１】
　前記触媒合成としての還元処理が、不活性雰囲気または還元雰囲気での熱処理、または
、還元剤処理であることを特徴とする請求項９又は１０に記載の固体高分子型燃料電池電
極用触媒の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒を含有すること
を特徴とする燃料電池用電極。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の固体高分子型燃料電池用電極を、正極又は負極の少なくとも一方に
用いた燃料電池。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体高分子型燃料電池電極用触媒およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　固体高分子型燃料電池は、水素を燃料とするクリーンな電源として、電気自動車の駆動
電源、また、発電と熱供給を併用する定置電源として開発が進められている。また、固体
高分子型燃料電池は、リチウムイオン電池など二次電池と比較して高いエネルギー密度が
特徴であり、携帯用コンピュータあるいは移動用通信機器の電源としても開発が進められ
ている。
【０００３】
　固体高分子型燃料電池の発電部分（セル）は、アノード（燃料極）とカソード（空気極
）、および両極間に配したプロトン伝導性の固体高分子電解質膜で構成される。アノード
およびカソードは、通常、白金などの貴金属を担持した触媒、フッ素樹脂紛などの造孔剤
、および固体高分子電解質の混合体薄膜である。
【０００４】
　固体高分子型燃料電池では、単位電極面積当たりの出力が高いことが求められ、そのた
めには、アノードとカソードを構成する電極触媒で起こる電気化学反応の触媒活性を向上
させることが必要である。最も効果的な前記解決策の一つは、アノードとカソードを構成
する電極触媒で起こる電気化学反応の触媒活性を向上させることである。水素を燃料とす
るアノードでは、水素分子（Ｈ2）が水素カチオン（Ｈ+、プロトン）に酸化する電気化学
的反応であって、その触媒活性の向上である。一方、カソードでは、固体高分子電解質か
ら来るプロトンと酸素分子（Ｏ2）が反応して酸素分子が水（Ｈ2Ｏ）に還元される電気化
学反応であって、その触媒活性の向上である。このような固体高分子型燃料電池のアノー
ドとカソードの電極触媒には、白金などの貴金属が用いられる。しかしながら、貴金属は
高価であるので、固体高分子型燃料電池の実用化や普及を加速するために電極単位面積当
たりの使用量の低減が求められ、その為には触媒活性の更なる向上が必須である。
【０００５】
　固体高分子型燃料電池用触媒の使用量削減には、これまで、微粒子化による単位質量当
りの反応に関与する表面積の拡大と、白金と他の金属との合金化による触媒単位表面積当
りの反応電流密度の増大（高活性化）の二つの方法が検討されてきた。これまでの精力的
な研究により合金化に関しては、非特許文献１、非特許文献２にカソード反応、アノード
反応に適した種々の合金の研究結果がまとめられている。しかしながら、実用展開のため
には、合金で且つ数ｎｍという微粒子を高密度に担体の上に担持する技術が有望であるが
、この観点での技術が未だ構築されていない。
【０００６】
　特許文献１には固体高分子型燃料電池の担持金属触媒として、白金を主とした種々の活
性金属の微粒子触媒の製造方法が開示されている。特許文献１の製造法の特徴は、アルコ
ール類、ケトン類、アルデヒド類などの有機酸を還元剤に用いるものであり、活性金属を
微粒子で炭素担体に担持できることが示されている。
【０００７】
　特許文献２には、カソード触媒として、白金と、イリジウム、ロジウム、パラジウムと
の貴金属間の合金微粒子をカーボンブラックに担持した触媒が開示されている。実施例で
は、白金の前駆体として白金ジニトロジアンミン錯体を用い、他の貴金属塩として硝酸塩
、塩化物を用い、これらの混合水溶液にカーボンブラックを分散させ乾固させた後、水素
含有雰囲気下200℃で還元処理して、前記合金触媒が製造できることが記載されている。
【０００８】
　特許文献３には、メタノール燃料電池の電極触媒として、貴金属を含む三元系合金の微
粒子を炭素担体に担持した触媒が開示されている。エチレングリコールなど高温沸点のア
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ルコール類を還元剤に用いポリビニルピロリドンなどのコロイド保護剤を添加することで
、還流条件で白金と他の遷移金属を同時に還元し合金化を促進するとともに、粒子の成長
を抑制するものである。
【特許文献１】特開２００１－２２４９６８号公報
【特許文献２】特開２００６－９２９５７号公報
【特許文献３】特開２００４－８７４５４号公報
【非特許文献１】H. A. Gasteiger et.al, "Activity benchmarks and requiremnets for
 Pt, Pt-alloy, and non-Pt oxygen reduction catalysts for PEMFCs", Applied cataly
sis B, vol.56, page9-35, 2005
【非特許文献２】T. J. Schmidt et.al, "PtRu alloy Colloids as Precursors for Fuel
 Cell Catalysts", Journal of Electrochemical Society, vol. 145, page925-931, 199
8
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１では、アルコール類、ケトン類、アルデヒド類などの有機酸を還元剤に用い
るものであるが、本発明者らが検討した結果、これらの有機酸は白金を還元して微粒子を
合成するには適度な還元速度を有し、速度が速すぎるために生じる粒子粗大化を抑制する
には効果的であるが、鉄族元素と白金との合金触媒の製造に適用した場合には、鉄族元素
が有機酸では殆ど還元されず、また還元の結果生成する微粒子は均質な合金の状態になっ
ていない。高活性化するには高温熱処理が必須となり、その結果、粗大な粒子となるとい
う課題を有している。
【００１０】
　特許文献２では、含浸乾固法は50質量％以上の高密度担持の触媒を製造する場合には、
熱処理時に粒子が融着・合体して、その結果、粗大な粒子となるという本質的な課題が残
る。
【００１１】
　特許文献３では、本発明者らが鋭意検討した結果、保護剤を適用すると炭素担体への触
媒成分50質量％以上の高密度担持の触媒が得られない。保護剤を無くすと高密度担持の触
媒とすることができるが、触媒粒子そのものが大きくなり、且つその粒子径の分布も広く
なり、結局、質量活性の低下を招くことになる。
【００１２】
　上述のように従来の合金触媒は、合金、微粒子、高密度担持を同時に満たすものではな
く、合金触媒の持つ性能を充分に発揮できてはいなかった。
【００１３】
　本発明は、白金を含む種々の合金の微粒子を高密度に炭素担体上に担持した固体高分子
形燃料電池電極用の高活性触媒およびその製造方法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】
【００１４】
　本発明者らは、上記課題を解決するために、白金と他の元素との合金微粒子を炭素材料
に担持させてなる合金触媒の活性向上を鋭意検討した。その結果、従来にない新規な構造
をした白金の微粒子状前駆体を開発し、前記前駆体と、白金と合金を形成する他の金属元
素の化合物とを同時に還元してなる合金触媒が、非常に活性の高い触媒活性を有すること
を見出した。前述の従来にない新規な構造の白金の前駆体は、X線吸収端微細構造スペク
トル法（XAFS）の測定で得られる白金原子からの距離が0.18～0.22nmに最近接原子のピー
クが現れ、その強度が大きいものである。
【００１５】
　すなわち、本発明は、以下の要旨とするものである。
（１）金属元素として白金を含む化合物を還元剤で処理して調製された前駆体Ａと白金以
外の３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移元素の中から選ばれる１種以上の金属元素を含む化合物Ｂ
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とを炭素担体に担持させ、次いで触媒合成としての還元処理を行って得られた合金触媒で
あって、
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線吸収端微細構造スペクトル法(XAFS)により
測定された白金原子からの距離０．１８～０．２２nmの最近接原子である酸素原子のピー
ク強度Ｘが、白金原子からの距離０．２６～０．３０nmのピーク強度Ｙに対して、Ｘ／Ｙ
比で１以上１０以下であり、また、
　前記合金触媒中の白金と白金以外の金属の担持量の合計が金属換算で１０質量%～８０
質量%である
ことを特徴とする固体高分子型燃料電池電極用触媒。
（２）前記前駆体Ａを得るための還元剤が、アルコール類、フェノール類、クエン酸類、
ケトン類、アルデヒド類、カルボン酸類、エーテル類、ボロンハイドライド、及びヒドラ
ジンから選ばれることを特徴とする（１）に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
（３）前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線光電子分光法（XPS）により測定され
た白金４ｆの結合エネルギーのピーク位置が、金属白金の白金４ｆの結合エネルギーのピ
ーク位置よりも０．５～１．５eV高エネルギー側であることを特徴とする（１）又は（２
）のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
（４）前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線（ＣuＫα線）回折法により測定され
た回折角２θが３２°から３６°の範囲で回折ピークを示し、前記回折ピークの半値幅が
５°以上２０°以下であることを特徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の固体高分
子型燃料電池電極用触媒。
（５）前記触媒合成としての還元処理が、不活性雰囲気、または、還元雰囲気での熱処理
であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用
触媒。
（６）前記触媒合成としての還元処理が、前記化合物Ｂを溶解した溶液に、前記前駆体Ａ
が担持された炭素担体を分散した状態で、還元剤との接触により還元してなる処理である
ことを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
（７）前記触媒合成としての還元処理が、前記化合物Ｂが溶解しない溶媒に、前記前駆体
Ａと前記化合物Ｂとの両方が担持された炭素担体を分散した状態で、還元剤との接触によ
り還元してなる処理であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の固体高分
子型燃料電池電極用触媒。
（８）前記化合物Ｂの金属元素が、Ｖ、Ｃr、Ｍn、Ｆe、Ｃo、Ｎi、Ｃu、Ｍo、Ｒu、Ｒh
、Ｐd、Ａg、Ｒe、Ｉr、及びＡuの中から選ばれる１種以上であることを特徴とする（１
）～（７）のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒。
（９）金属元素として白金を含む化合物を還元剤で処理して前駆体Ａを調製し、得られた
前駆体Ａと白金以外の３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移元素の中から選ばれる１種以上の金属元
素を含む化合物Ｂとを炭素担体に担持させ、次いで触媒合成としての還元処理を行う合金
触媒の製造方法であり、
　前記前駆体Ａは、炭素担体に担持させてＸ線吸収端微細構造スペクトル法(XAFS)により
測定された白金原子から０．１８～０．２２nmの距離の最近接原子である酸素原子のピー
ク強度Ｘが、０．２６～０．３０nmのピーク強度Ｙに対して、Ｘ／Ｙ比で１以上１０以下
であり、また、
　前記合金触媒中の白金と白金以外の金属の担持量の合計が金属換算で１０質量%～８０
質量%である
ことを特徴とする固体高分子型燃料電池電極用触媒の製造方法。
（１０）前記前駆体Ａを得るための還元剤が、アルコール類、フェノール類、クエン酸類
、ケトン類、アルデヒド類、カルボン酸類、エーテル類、ボロンハイドライド、及びヒド
ラジンから選ばれることを特徴とする（９）に記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒の
製造方法。
（１１）前記触媒合成としての還元処理が、不活性雰囲気または還元雰囲気での熱処理、
または、還元剤処理であることを特徴とする（９）又は（１０）に記載の固体高分子型燃
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料電池電極用触媒の製造方法。
（１２）前記（１）～（８）のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池電極用触媒を含有
することを特徴とする燃料電池用電極。
（１３）前記（１２）に記載の固体高分子型燃料電池用電極を、正極又は負極の少なくと
も一方に用いた燃料電池。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の燃料電池用触媒は、白金を含む合金の微粒子を高密度に炭素担体上に担持した
結果、従来の合金触媒に比べて触媒活性が飛躍的に向上した。また、本発明の燃料電池用
触媒を用いることによって、固体高分子形燃料電池の性能を向上させる顕著な効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の燃料電池用触媒は、白金と他の金属元素からなる合金微粒子を高密度に炭素単
体に担持した触媒であって、Ｘ線吸収端微細構造スペクトル法（XAFS）の測定で得られる
白金原子からの距離が０.１８～０.２２nmに最近接原子のピーク、０.２６～０.３０nmに
第二近接原子のピークが各々現れ、前者の強度が後者に比較して大きいことを特徴とする
白金を含む前駆体Ａと、白金以外の金属元素を含む化合物Ｂが担持された炭素材料を還元
処理してなる触媒とすることで、高活性化を達成したものである。本発明の触媒で本質的
に重要な技術は、特殊な構造を有する白金の微粒子状前駆体Ａを使用して合金微粒子とす
ることである。前記前駆体Ａの構造上の特徴は非常に微細な結晶子サイズと、金属状態の
白金原子と酸化状態にある白金原子との共存にある。前駆体Ａを白金以外の合金元素から
なる化合物Ｂと同時に還元することにより、前駆体Ａの結晶子サイズが小さいために白金
以外の原子が白金微粒子内部へ拡散する移動距離が短くなり、その結果、容易に均質な合
金を形成する。他方、前駆体Ａの白金原子の一部が酸化状態にあるために、白金以外の合
金元素からなる化合物が還元される際に、前駆体Ａの表面の白金原子も同時に還元され、
その結果、白金以外の原子が前駆体Ａの表面で合金化するのを促進すると推察される。こ
れら二つの効果により、ｎｍサイズを維持し、同時に均質に固溶した合金微粒子とするこ
とができる。その結果、本発明の触媒は、従来よりも単位表面積当りの触媒比活性が向上
するばかりでなく、微粒子化に伴い表面積が大きくなるために単位質量あたりの触媒比活
性も大きくなる。
【００１８】
（白金の前駆体Ａ）
　本発明の合金微粒子とする白金の前駆体Ａは、Ｘ線吸収端微細構造スペクトル（XAFS）
のフーリエ変換図で０．２６～０．３０nmと０．１８～０．２２nmの二つのピークが現れ
る。前者は、白金バルク結晶の最近接原子間距離の０．２８nmに相当するものであり、多
少のピークの広幅化は微細結晶に由来する結晶性の乱れを反映するものと推察される。他
方、後者のピークは、厳密に特定できてはいないが、結晶表面の白金原子と酸素との結合
に由来するものと推察される。即ち、１nm以下の非常に微細な微粒子の場合には、表面を
構成する原子数の全原子数に対する割合が５０%以上に達し、表面を構成する白金原子は
酸素と結合しているため、ＸＡＦＳ測定では、Ｐt-Ｏの結合距離である０．１８～０．２
２nmに強いピークを生じることになる。すなわち、０．２６～０．３０nmのピークに対す
る０．１８～０．２２nmのピーク強度が大きければ大きいほど、結晶サイズが小さくなる
。したがって、本発明の前駆体Ａは、これら２つのピークの強度（０．１８～０．２２nm
のピーク強度＝Ｘ、０．２６～０．３０nmのピーク強度＝Ｙ）の比Ｘ／Ｙが１以上１０以
下である。更に好ましくは、２以上１０以下である。Ｘ／Ｙが１未満では、微粒子化が不
十分で、且つ白金原子の酸化も不十分なため、本発明に期待される合金化促進効果が現れ
ず、本発明には適用できない。１０を越えると、ＰtＯ2のような酸化白金の構造に近くな
り、その状態では酸化白金として粒子が大きくなるため適切な合金微粒子が形成されない
。
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【００１９】
　ここで、X線吸収端微細構造スペクトル法（XAFS）の測定について説明する。Ｘ線のビ
ームライン上に物質を置いて、物質に照射されたＸ線（入射Ｘ線：Ｉ0）強度と物質を透
過してきたＸ線（透過Ｘ線：Ｉt）強度とから、その物質のＸ線吸光度が算出される。Ｘ
線吸光度の増減をモニターしながらＸ線エネルギーを変化させ、Ｘ線吸収スペクトルを測
定すると、特定の元素に固有の特性吸収端エネルギー位置でＸ線吸光度の急激な立ち上が
りが観測される。Ｘ線吸収スペクトルにおいて、この吸収端から30～1000 eV程度高エネ
ルギー側の領域に現れる微細な振動構造が広域Ｘ線吸収微細構造（ＥＸＡＦＳ）といわれ
る（宇田川康夫編、日本分光学会測定法シリーズ２６　Ｘ線吸収微細構造―XAFSの測定と
解析、学会出版センター出版（１９９３））。こうした吸収原子のＸ線吸収確率の変動は
、Ｘ線の吸収により吸収原子から放出される光電子波と、それが周囲の原子により散乱さ
れて戻ってくる光電子波の干渉効果の結果、引き起こされる。従って、これを詳細に解析
することにより吸収原子近傍の局所構造に関する情報が得られる。Ｘ線吸収スペクトルか
ら抽出されたＥＸＡＦＳスペクトルをフーリエ変換すると、Ｘ線吸収原子を中心とした動
径分布関数に相当するプロファイルが得られる。このフーリエ変換図を詳細に吟味するこ
とによって、このフーリエ変換図に表れるピークの位置からは吸収原子と散乱原子との距
離に、ピークの強度からは散乱原子の数に関する情報を得ることができ、注目する吸収原
子近傍の構造情報を明らかにできる。
【００２０】
　本発明では、フーリエ変換図に表れる0.18～0.22nmのピークの頂点を中心に±0.3nmの
範囲を積分して得られる値を前記ピークの強度Xとし、0.26～0.30nmのピーク強度Yは、同
ピークの頂点を中心に±0.3nmの範囲を積分して得られる値としている。0.26～0.30nmの
ピーク付近には、酸素原子を介した白金原子のピーク（約0.31nm）と一部重なる可能性が
あるが、積分範囲を前記のように狭くして前記影響を低減している。また、0.18～0.22nm
のピークも、塩化白金が共存あるいは残存しているとPt-Cl最近接原子（約0.24nm）と一
部重なる可能性があるが、積分範囲を前記のように狭くしてPt-Cl最近接原子の影響を低
減している。
【００２１】
　本発明の前駆体Ａは、更に、Ｘ線光電子分光（XPS）で測定される白金4fのピーク位置
が、金属白金単体バルクで得られるピーク位置から高エネルギー側にシフトしていること
が好ましい。具体的には、白金の４ｆ電子のピーク位置が、白金単体バルクのピーク位置
に比べて０．５～１．５eV高エネルギー側に位置していることがより好ましい。上述した
ように、本発明の前駆体Ａは微細な結晶子サイズが顕著な特徴であるが、更に、前駆体Ａ
の表面がＸＰＳで示される前記Ｐtの結合状態であることが好ましい。白金4fのピークが
高エネルギー側にシフトが示すように、酸素が含まれることによって白金の０価（Pt0）
より＋１価（Pt1+）や＋２価（Pt2+）などの酸化状態（Pt0+δ）に類似する電子状態にあ
ることが、更なる合金化促進により良好な合金微粒子とすることができる。ピークシフト
が０．５eVよりも小さいと、酸素と結合した白金原子の数が少ない、或いは、酸素との結
合が弱くなり、本発明の前駆体Ａに期待される合金化促進向上が現れない場合がある。
【００２２】
　本発明の前駆体Ａは、更に、粉末Ｘ線（ＣuＫα線）回折法で測定されて得られる回折
パターンで、回折角２θで３２°～３６°に回折ピークが現れ、前記回折ピークの半値幅
が、５°以上２０°未満であることがより好ましい。粉末Ｘ線回折測定では白金金属の(1
11)回折ピークは通常２θ=３９°近傍に現れるが、前駆体Ａでは、前記ピークが殆ど現れ
ないか、現れたとしても僅かである。これは、触媒が微粒子であり、微粒子中に酸素が適
度に含有されていることに起因していると推測している。本発明では、上述したように、
金属白金とは異なり、白金原子の近傍に酸素原子が存在してその構造を反映したと考えら
れる、回折面間隔（d値）が広い３２°～３６°に回折ピークが現れる。半値幅が５°未
満で回折ピークがシャープになる（回折面間隔の規則性が高くなる）と、合金微粒子とす
る合金化促進の更なる向上が認められない場合がある。一方、半値幅が２０°以上になる
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、若しくは、このピークの見積りが不可能になるブロードな回折パターンでも、合金微粒
子とする合金化促進の更なる向上が認められない場合がある。
【００２３】
（白金の前駆体Ａの製造方法）
　本発明の前駆体Ａの製造方法を例示するならば、塩化白金酸等の白金塩化物や、白金硝
酸塩、アセチルアセトナートなどの白金錯体を、アルコール類、フェノール類、クエン酸
類、ケトン類、アルデヒド類、カルボン酸類及びエーテル類、ボロンハイドライド、ヒド
ラジンなどから選ばれる還元剤によって処理し、炭素担体に液相吸着させることによって
、白金の前駆体Ａを炭素担体に担持するのが好ましい。その際に、水酸化ナトリウムなど
を加えてpHを調節し、更に、前駆体Ａの微粒子の凝集を妨げるためにポリビニルピロリド
ンなどの保護剤を添加するのが好ましい。
【００２４】
　前駆体Ａの微粒子の凝集及び粒子成長と前駆体Ａの炭素担体への吸着とは競合反応であ
るから、本発明の前駆体Ａを生成するためには、炭素担体の吸着速度を高めることが有効
であり、そのための合成指針として、炭素の表面積を大きくする、或いは、前駆体Ａの液
相での密度を小さくして前駆体Ａの会合頻度を下げることが重要である。
【００２５】
　また、上述のｐＨ調整は、反応速度を調整する目的で導入するもので、ｐＨを高めるこ
とで反応速度は高まり、また、同様の目的で、液相の温度を高めることで反応速度を高め
ることができる。本発明の前駆体Ａを得るためには、核生成の反応速度、担体への吸着速
度、核の会合による粒子成長の抑制などを最適化することが本質的に重要で、その手段に
は限定されるものではない。
【００２６】
（触媒の合成法）
　本発明の触媒は、上述の白金の前駆体Ａと白金以外の金属元素を含む化合物Ｂとを同時
に還元することで合成できる。白金と白金以外の金属元素を同時に還元することにより、
前駆体Ａの表面で還元された白金原子と白金以外の金属元素との合金化が促進され、極め
て微細で均質な合金微粒子が生成されると推察している。
【００２７】
　従って、本発明の触媒は、前駆体Ａに含まれる酸化物など未還元の白金と白金以外の金
属元素を含む化合物とが同時に還元されて得られるものであり、そのための具体的方法と
して、（１）金属元素として白金を含む前駆体Ａと、白金以外の金属元素を含む化合物Ｂ
とが担持された炭素材料を還元処理して製造する方法と、（２）白金以外の金属元素を含
む化合物Ｂを溶解した溶液に、金属元素として白金を含む前駆体Ａが担持された炭素材料
を分散させた状態において、還元剤との接触により還元処理して製造できる。
【００２８】
　（１）の方法の具体例としては、前述の方法に従って白金の前駆体Ａを炭素担体に担持
したものを用意し、更に、白金以外の金属元素の化合物Ｂ、具体的には、金属塩化物、硝
酸塩、硫酸塩など水溶性の化合物を水に溶解し、その溶液に前記前駆体Ａを担持した炭素
担体を分散させ、エバポレーターなどを用いて含浸乾固させた後、水素ガス／アルゴンの
混合ガスなど還元雰囲気、若しくは、アルゴン、窒素など不活性雰囲気中で熱処理するな
どの還元方法を好適に用いることができる。ここで、白金以外の金属元素を含む化合物Ｂ
は、水溶性であることは必要条件ではなく、簡便の観点から例示した。その他、アセチル
アセトン錯体、酢酸塩など、水に不溶で有機溶媒に可溶な化合物であっても使用できる。
本質的に重要な点は、白金の前駆体Ａと白金以外の金属元素を含む化合物Ｂとが同じ炭素
担体上に担持された状態で、同時に還元されることである。還元方法としては、上述の気
相還元の他に、液相還元も適用可能である。例示するならば、水に不溶な白金以外の金属
元素を含む化合物Ｂを前駆体Ａと一緒に炭素担体上に担持した後、前記前駆体Ａと化合物
Ｂ（例えば、アセチルアセトン錯体）が溶解しない水などの溶媒に分散させ、水に可溶な
水素ガス、アルコール類、ヒドラジン、ボロンハイドライド、クエン酸などで還元する方
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法を適用することが可能である。白金以外の金属元素を含む化合物Ｂが水に可溶の場合に
は、前記化合物Ｂが不溶な溶媒で反応に関与しない溶媒を適宜選択し、更に、還元剤も水
素ガス、或いは、選択した溶媒に可溶な、若しくは、選択した溶媒に混合可能な溶媒に還
元剤を溶解させて、水溶系と同様の操作により還元反応を進めることが可能である。この
際、還元剤の機能を溶媒自身に持たせることも可能である。還元機能を持った溶媒の具体
例として、エタノールなどのような一価アルコール、エチレングリコールのような多価ア
ルコールなどを例示することができるが、上述の製造プロセスの適した溶媒であれば、本
発明はこの例に限定されるものではない。
【００２９】
　（２）の方法では、液相に溶解した状態の白金以外の金属元素を含む化合物Ｂを固相状
態にある白金の前駆体Ａと同時に還元するという手法で、同時に還元するという観点にお
いては（１）と（２）は本質的に同一のものである。（２）のプロセスでは、液相還元で
は溶媒自体が還元剤の機能を持つ場合と還元剤を添加する場合とに大別できる。還元剤機
能を持つ溶媒としては、（１）同様、エタノールなどのような一価アルコール、エチレン
グリコールのような多価アルコールなどを例示することができる。他方、溶媒に添加する
還元剤としては、ヘキサデカンジオールなどのように室温で固体のアルコール類、水素ガ
ス、ヒドラジン、ボロンハイドライド、フェノール類、クエン酸類、ケトン類、アルデヒ
ド類、カルボン酸類などを例示することができる。
【００３０】
　上述の還元プロセスにおいて本質的に重要なのは、白金の前駆体Ａと白金以外の金属元
素を含む化合物Ｂとが同時に還元されることが必須であるから、前記化合物Ｂの還元しや
すさに応じて還元剤の強さを制御することは重要である。即ち、白金のみ還元され、それ
よりも遥かに遅い反応速度で第二の金属元素が還元されても、本発明で目標とする合金で
且つ微粒子・高担持の触媒を製造することはできない場合がある。例えば、コバルトなど
の３ｄ元素は白金に比較して還元されにくいので、ボロンハイドライド、ヒドラジンなど
強い還元剤を用いて白金の前駆体Ａと３ｄ元素を含む化合物とを還元することが重要であ
る。
【００３１】
（炭素担体）
　炭素担体の機能は、電子伝導体としての機能、金属微粒子の担持体としての機能、固体
高分子形燃料電池の電極としての機能として、プロトン伝導樹脂と反応ガスと触媒金属微
粒子の3相界面を形成する場を提供する機能である。したがって、本発明に使用する炭素
担体は、固体高分子形燃料電池の運転環境で化学的、電気化学的に安定で、前記機能を総
合的に満たすのであれば、特に、炭素材料の種類など限定されるものではない。好適な炭
素材料を例示するならば、いわゆるカーボンブラック、活性炭、黒鉛粉、コークス粉、天
然黒鉛粉、カーボンナノチューブ、カーボンファイバー、カーボンナノファイバーなどを
挙げることができる。金属微粒子を吸着・担持しやすい表面構造が重要との観点からは、
比表面積が大きいことが重要で、具体的には、１００ｍ2／ｇ以上、更に好ましくは、５
００ｍ2／ｇ以上であることが好ましい。
【００３２】
（白金以外の金属元素とその化合物Ｂ）
　本発明における触媒が高活性を発現するのは、基本的に合金の状態の改善と微粒子化に
伴う触媒比表面積の増大によるものであるから、そもそも合金自身の活性が高いことが必
要である。カソード反応の場合に白金の持つ活性を合金化により高めるには、理論的・実
験的解明は十分ではないものの白金金属表面への酸素の吸着エネルギーを少し小さくする
ことが有効と考えられている。これは、酸素原子の還元反応における律速過程が酸素の解
離にあるとの前提に基づく。従って、合金化に適する元素は、白金の５ｄ電子の一部が合
金化の対象となる原子に移動し、酸素との結合に関与する５ｄ電子を減少させることがで
きる金属元素ということになる。この様な金属元素として、３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移元
素が好適である。５ｄ族の金属元素は白金の５ｄ電子の移動先としての機能では３ｄ、４
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ｄ元素よりも弱いと推察されるが、一方、固体高分子形燃料電池の電極反応の環境での金
属の腐食溶解という観点からは、５ｄ元素と白金との合金化は白金の腐食を抑制するとい
う観点から有効な合金元素である。
【００３３】
　特に、カソード反応への本発明の適用に好適な白金以外の金属元素としては、本発明者
らが鋭意検討の結果、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐ
ｄ、Ａｇ、Ｒｅ、Ｉｒ、及びＡｕの中から選ばれる少なくとも１種以上が好ましい。更に
好ましくは、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄ、及びＩｒの中から選ばれる少なくと
も1種以上である。電子論的な確固たる第一原理的な理論的裏づけはないが、前記金属元
素は、白金の５ｄ電子を適度に減少させる効果が高く、そのために酸素還元反応における
触媒活性を高めると考えられる。
【００３４】
　他方、本発明の合金触媒は基本的に合金の機能の底上げであるから、アノード反応にも
効果的に適用することができる。アノード反応への白金の適用課題は、炭化水素から水素
を製造する際に副生する一酸化炭素による白金触媒表面の強固な被覆による水素酸化反応
の阻害（一酸化炭素による被毒）、或いは、メタノール燃料電池におけるメタノール酸化
反応時のメタノール酸化過程の中間体などによる白金表面の被毒（被覆）である。アノー
ド反応の被毒対策の基本指針は、白金表面に形成される一酸化炭素などを酸化燃焼させる
もので、そのための酸素源として合金元素上に形成するというもので、例えばＲｕ（ルテ
ニウム）と白金との合金の場合には、Ｒｕ原子表面に形成される水酸基が酸素源となる。
その他、アノードの耐被毒機能を持つ合金として、Ｐｔ－Ｆｅ、Ｐｔ－Ｍｏなどを例示す
ることができる。
【００３５】
（担持量）
　合金微粒子の炭素担体上への担持量は、金属換算で10質量％以上80質量％以下となるよ
うにする。10質量％未満では、実用上必要な出力電圧を得るための触媒層の厚さが厚くな
り過ぎるために過電圧が大きくなってしまうことがある。また、80質量％を超える担持量
では触媒層が薄過ぎるため大電流密度の負荷運転時に正極で生成する水によるガス拡散孔
の閉塞を生じやすく安定した燃料電池の運転に支障をきたしてしまう恐れがある。好まし
くは、２０質量％～８０質量％であり、更に好ましくは、２０質量％～６０質量％である
。
【００３６】
（燃料電池用電極の製造方法）
　本発明の触媒を用いて構成される電極は、電極の構成材料である電解質材料の種類や形
態、電極構成に必要なバインダー材料の種類・構造によらず触媒の効果を発揮するもので
あればよく、これら電極構成材料を特に限定するものではない。
【００３７】
　本発明に使用される電解質膜や触媒層中に使用される電解質材料は、リン酸基、スルホ
ン酸基等を導入した高分子、例えば、パーフルオロスルホン酸ポリマーやベンゼンスルホ
ン酸が導入されたポリマー等を挙げることができるが、高分子に限定するものではなく、
無機系材料との複合化膜、無機-有機ハイブリッド系の電解質膜等を使用した燃料電池に
使用しても差し支えない。特に好適な作動温度範囲を例示するならば、常温～150℃の範
囲内で作動する燃料電池が好ましい。
【００３８】
（燃料電池）
　本発明の燃料電池用電極で、電解質膜を挟み、さらに、ガス拡散層、セパレーター、燃
料ガス流路基板、酸素もしくは空気流路基板、ガスマニホールド等を組み合わせて固体高
分子型燃料電池とすることができる。
【００３９】
［実施例］
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　高比表面積タイプのカーボンブラック（BET評価による比表面積約８１５ｍ2／ｇ）を蒸
留水に入れ、超音波によって十分に分散させた後、オイルバス等を用いて一定の温度に維
持し、アルゴンガスをバブルさせた。その後、水酸化ナトリウムを入れてpHを調製した上
で、ポリビニルピロリドンを混合したヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物の水溶液とホルム
アルデヒド水溶液をゆっくり滴下しながら混合し、一定時間攪拌後、濾過、洗浄を行った
。これを90℃で真空乾燥した後、粉砕した。その際、ヘキサクロロ白金(IV)酸六水和物水
溶液とホルムアルデヒド水溶液の混合量、ポリビニルピロリドンの混合量、pHを表１のよ
うに変え、前駆体（Ｎｏ．Ａ－１～Ｎｏ．Ａ－７）を得た。得られた前駆体について、XA
FS、XPS、粉末X線回折の測定を行い、その結果を表２に示した。
【００４０】
（XAFS測定）
　XAFSの測定は、高エネルギー加速器研究機構の放射光を使用し、試料をＸ線が透過可能
なフィルムに一様に塗布し、その試料を透過するＸ線の強度をイオンチャンバーで測定し
た。Ｘ線のエネルギーをPt L吸収端のエネルギーの近傍、例えばＥ＝Pt L吸収端のエネル
ギー-500eV～Pt L吸収端のエネルギー+1100eV、の領域で変化させ、試料によるＸ線の吸
収率からXAFSスペクトルを求めた。XAFSスペクトルからバックグラウンドを除去し、振動
項をフーリエ変換することにより、Pt原子の回りの動径分布関数に対応するフーリエ変換
図を求めた。０．１８～０．２２nmのピーク強度＝Xは、０．１８～０．２２nmの範囲に
現れるピーク頂点位置から±０．３nmの範囲を積分して求めた。０．２６～０．３０nmの
ピーク強度＝Yについても、同様に、０．２６～０．３０nmの範囲に現れるピーク頂点位
置から±０．３nmの範囲を積分して求めた。但し、０．１８～０．２２nmと０．２６～０
．３０nmの値については、逆フーリエ変換し、第一原理計算により散乱係数を求める計算
プログラムFEFF ver.6 (Univ. of Washington)を用いて得られる散乱原子の散乱係数を入
れてカーブフィッティングして求められた正確な距離であり、以上で求められたXとYを用
い、X/Y比を決定した。試料や測定によるバラツキがあることを考慮して３回で測定し、
その平均値からＸ／Ｙ比を計算した。
【００４１】
（XPS測定）
　XPSについては、X線光電子分光装置（アルバック‐ファイ製）を用い、試料及び白金バ
ルクについてPt4fピークを測定し、Pt4fピークの結合エネルギーについて、試料の白金バ
ルクからの高エネルギー側へのずれを見積った。
【００４２】
（X線回折測定）
　粉末X線回折については、X線回折装置（理学電機製、線源CuＫα）を用い、ステップ幅
０．０４°、計数時間１．５秒、受光スリット０．３mm、散乱スリット０．６mmで２θ＝
１０～６０°まで測定し、２θ＝３４°近傍に現れるピークの半値幅を、バックグラウン
ドを引いた上で見積った。但し、ピーク幅が非常に広く半値幅の見積りが不可能な場合、
若しくは、ピークが検出されない場合には－と記入した。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
【表２】

【００４５】
（触媒合成）
　前記前駆体Ｎｏ．Ａ－１～Ａ－７を用いて、以下の方法により、合金触媒Ｎｏ．１～４
０を合成した。
【００４６】
（１）水素気相還元法
　白金以外の金属元素を含む金属塩化物（市販品をそのまま使用）を蒸留水に溶解し、そ
こへ前述の白金前駆体となる前駆体Ａを入れ超音波発生器を使って十分に分散させた後、
エバポレーターを用いて水を蒸発・乾固させて、前駆体に金属塩化物を被覆させた。更に
、これら乾固物を乳鉢で十分に粉砕した粉末を円筒状の石英反応管に入れ、水素１０vol%
アルゴン90vol%の混合ガスを流通させた状態で、所定の温度で1時間還元処理して触媒を
得た。合成した触媒はX線回折測定により格子定数と粒子サイズ（直径）を評価した。触
媒の金属成分の組成は、合成した触媒を熱王水で3時間処理して金属成分を溶解した溶液
中の金属イオンの濃度をいわゆるICP分析法により評価した。
【００４７】
（２）液相還元法
　白金以外の金属元素を含む金属塩化物（市販品をそのまま使用）とポリビニルピロリド
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ン（東京化成社製、K15）を蒸留水に溶解し、そこへ上記で作製した前駆体Ａを入れ超音
波発生器を使って十分に分散させた後、NaBH4水溶液をゆっくりと滴下させることで前駆
体と白金以外の金属塩化物を同時に還元した。更に、1時間攪拌して十分に反応を進行さ
せた。反応は全て室温で行った。反応終了後、ろ過し、蒸留水へ再分散して触媒表面の付
着物を洗浄した。この洗浄作業を３回繰り返した後、９０℃で真空乾燥したのち、乳鉢に
て充分に粉砕した。この粉末を円筒状の石英反応管に入れ、水素１０vol%アルゴン90vol%
の混合ガスを流通させた状態で、500℃で1時間還元処理して試験に供する触媒とした。（
１）と同様に、合成した触媒の格子定数と粒子サイズ（直径）、金属成分の組成を各々評
価した。
【００４８】
　上記（１）の方法で合成した触媒の合成条件と合成した触媒の物性を表３と表４に、（
２）の方法で合成した触媒の合成条件と合成した触媒の物性を表５に各々まとめた。
【００４９】
（触媒層電極・膜／電極接合体（Membrane Electrode Assembly , MEA）の作製）
　各々の触媒を用いて下記の行程で触媒層電極を作製した。
　予め乳鉢で充分に粉砕した触媒粉に5%濃度のナフィオン溶液(アルドリッチ製)を白金触
媒の質量に対してナフィオン固形分の質量が2倍になるように加え、軽く撹拌後、超音波
で充分に分散処理した。更に、この分散液を強く攪拌した状態で、触媒とナフィオンを合
わせた固形分濃度が６質量%となるように酢酸ブチルを加え、触媒スラリーを作製した。
【００５０】
　別容器にカーボンブラックに酢酸ブチルを加え、超音波で十分に分散させて、カーボン
ブラックが6質量％のカーボンブラックスラリーを作製した。触媒スラリーとカーボンブ
ラックスラリーを質量比8：2で混合した後、十分攪拌し、触媒層スラリーとした。
【００５１】
　市販のカーボンクロス（ElectroChem社製EC-CC1-060）を準備し、これを5％に希釈した
テフロン（登録商標）分散液中に浸漬した後、乾燥し、さらにアルゴン気流中で340℃に
昇温してガス拡散層を作製した。また、カーボンブラック1gにエタノール99ｇを加え、ボ
ールミルでカーボンブラックを粉砕し、一次分散液を作った。その後、一次分散液を攪拌
しながら30％テフロン（登録商標）分散液0.833ｇを少しずつ滴下し、マイクロポア層ス
ラリーを作製した。このスラリーを先に作成したガス拡散繊維層の片面にスプレーを用い
て塗布し、アルゴン気流中80℃で乾燥した後に340℃に昇温して、ガス拡散繊維層とマイ
クロポア層が積層したガス拡散層を作製した。
【００５２】
　触媒層スラリーをガス拡散層のマイクロポア層の上にスプレーで塗布し、80℃のアルゴ
ン気流中で1時間乾燥し、固体高分子型燃料電池用電極を得た。なお、各々の電極は白金
使用量が0.12mg/cm2となるようにスプレー等の条件を設定した。白金使用量は、スプレー
塗布前後の電極の乾燥質量を測定し、その差から計算して求めた。
【００５３】
　さらに、得られた固体高分子型燃料電池用電極から2.5ｃｍ角の大きさを切り取り、ア
ノード用電極、或いは、カソード用電極とした。アノード電極とカソード電極で電解質膜
（ナフィオン112）をはさみ、130℃、総加圧0.625ｔで３分間ホットプレスを行い、MEAを
作製した。
【００５４】
（セル評価法）
　得られたMEAは、それぞれ燃料電池測定装置に組み込み、電池性能測定を行った。電池
性能測定は、セル端子間電圧を開放電圧(通常0.9～1.0V程度)から0.2Vまで段階的に変化
させ、セル端子間電圧が0.8Vのときに流れる電流密度を測定した。ガスは、カソードに空
気、アノードに純水素を、利用率がそれぞれ50%と80%となるように供給し、それぞれのガ
ス圧は、セル下流に設けられた背圧弁で0.1MPaに圧力調整した。セル温度は80℃に設定し
、供給する空気と純水素は、それぞれ80℃と90℃に保温された蒸留水中でバブリングを行
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【００５５】
　表６に、触媒Ｎｏ．１を用いた電極をアノード、触媒Ｎｏ．１～４０を用いた電極をカ
ソードに用いて作製したＭＥＡ1～ＭＥＡ40の電池性能を示した。表６から明らかなよう
に、例えば前駆体のＮｏ．Ａ－２、Ａ－３、Ａ－４を用いて得たPt-Co合金触媒を用いたM
EA5～9は、通常のPt触媒を前駆体として作製したPt-Co合金触媒のMEA3～4や、Pt触媒を用
いたMEA1～2と比べて優れた電池性能を示した。その他の実施例に相当するMEAについても
優れた電池性能を示した。その中でも、XAFS測定のピーク強度比X/Yが大きく、XPS測定で
のPt4fピークの白金バルク値からのずれが大きく、粉末X線回折測定で回折ピークの半値
幅が５°以上２０°以下である前駆体を使用した触媒は特に優れた電池性能を発揮した。
　すなわち、前駆体No.A-2～4、6、7を用いて作製した、３ｄ、４ｄ、及び５ｄ遷移金属
との各種合金触媒は、粒子径が小さく、優れたＭＥＡ特性を発揮した。
【００５６】
　また、表７、８に、前駆体No.A-1、前駆体No.A-4を用い、金属塩として、RuCl3、MoCl5
を用い、水素気相還元法を用いて作製した合金触媒の合成条件と物性をまとめて示した。
【００５７】
　表８の触媒を用いた電極をアノード、触媒Ｎｏ．１を用いた電極をカソードに用いて作
製したＭＥＡの電池性能を示した。評価条件は、触媒の耐ＣＯ被毒特性を調べるために、
アノードガスにＣＯガスを150ppm含有した水素ガス、カソードガスに空気を用いて評価し
た。
　表８の結果から明らかに本発明の前駆体No.A-4を用いて作製した合金触媒で構成された
ＭＥＡは優れた耐ＣＯ被毒特性を発揮した。
【００５８】
【表３】

【００５９】
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【表４】

【００６０】
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【表５】

【００６１】
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【表６】
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【００６２】
【表７】

【００６３】
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