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(57)【要約】
【課題】簡易な機構で粉体の攪拌効率を高めることがで
き、該粉体の全表面に金属触媒等の被覆物を均一に形成
することのできる粉体処理装置を提供する。
【解決手段】粉体処理装置１０は、少なくとも底部１１
ａと無端の立上がり壁部１１ｂとを有し、該立上がり壁
部１１ｂの内周面には複数の掬い堰１１ｃ、…がその周
方向に亘って設けられており、所定の傾斜角方向に延び
る該底部１１ａの垂線軸回りに自転自在で、粉状カーボ
ン担体Ｃ，…を収容するためのチャンバー１１と、該チ
ャンバー１１に所定の時間間隔で衝撃を付与する衝撃付
与手段１５と，チャンバー１１内にプラズマを照射する
照射手段（アークプラズマガン３）と、を少なくとも具
備している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも底部と無端の立上がり壁部とを有し、該立上がり壁部の内周面には複数の掬
い堰がその周方向に亘って設けられており、所定の傾斜角方向に延びる該底部の垂線軸回
りに自転自在で、粉体を収容するためのチャンバーと、
　該チャンバーに所定の時間間隔で衝撃を付与する衝撃付与手段と、
　チャンバー内にプラズマを照射する照射手段と、
　を少なくとも具備することを特徴とする、粉体処理装置。
【請求項２】
　前記チャンバーの外周には、前記垂直軸に直交する方向に延設する案内孔を複数備えた
囲繞体が設けられており、
　前記案内孔の先端には、前記自転方向に反対方向に延びる係止孔が連通しており、かつ
、該案内孔には前記衝撃付与手段である錘体が収容されており、
　チャンバーおよび囲繞体の自転に応じて係止孔内にある錘体が案内孔内に移動し、該案
内孔内を落下することによりチャンバーに所定の時間間隔で衝撃を付与するようになって
いる、請求項１に記載の粉体処理装置。
【請求項３】
　前記底部には、チャンバー内部に突出する複数の突起が形成されていることを特徴とす
る請求項１または２に記載の粉体処理装置。
【請求項４】
　前記処理装置は、前記衝撃付与手段による衝撃発生に同期して照射手段からプラズマを
パルス照射させる制御手段をさらに備えている、請求項１～３のいずれかに記載の粉体処
理装置。
【請求項５】
　前記粉体が粉状のカーボン担体であり、該カーボン担体に白金または白金合金を担持さ
せるのに供される請求項１～４のいずれかに記載の粉体処理装置。
　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粉体処理装置に係り、特に、燃料電池用の粉状触媒担体に金属触媒を担持する
のに供される処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、環境負荷影響等に優しい車両としてハイブリッド自動車、電気自動車が注目され
ており、その一層の小型化、高性能化を目指した開発が日々進められている。中でも、電
気自動車等に車載される燃料電池は内燃機関と発電原理を大きく異にするもので、清浄な
排ガスの排出、静粛な走行などを実現する上で大きな車載機器である。しかしながら、こ
の燃料電池は未だ開発途上といっても過言ではなく、性能向上とともに製品コストの低下
が急務の課題であり、これなくしては電気自動車のより広範な普及は実現し難い。
【０００３】
　比較的低温で作動する高分子電界質を使用してなる燃料電池においては、正負極の触媒
に比較的高価な白金が使用されており、製品コストの低減を実現するためには白金使用量
を減らす必要があり、この白金使用量を減らしながら高性能電極を得る必要がある。
【０００４】
　白金使用量を低下させながら高性能な電極を得るための一方策としては、たとえばカー
ボンからなる粉状担体表面に可及的に均一に白金を担持させることが挙げられる。白金を
担体表面に均一に担持させるには、粉体を効果的に攪拌しながらたとえばアークプラズマ
処理を実施することになる。この粉体の効果的な攪拌を実現するための従来技術として、
例えば特許文献１，２を挙げることができる。
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【０００５】
　特許文献１に開示の技術は、図７に示すように多角形のバレルａ内に微粒子を収容し、
バレルａを回転させることで微粒子を攪拌しながらその表面に適宜の薄膜を形成するもの
である。一方、特許文献２に開示の技術は、高純度のシリコン皮膜球を製造するための装
置に係り、具体的には、円筒状のチャンバーの内周方向に複数の堰を設け、球状金属を収
容した姿勢でチャンバーを回転させることにより、球状金属を堰にて掬いながら上方へ持
ち上げ、次いで自由落下させながらプラズマ照射することで金属球表面にシリコン皮膜を
形成するものである。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２５０７７１号公報
【特許文献２】特開２００２－６０９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に開示の装置では、バレルを多角形とすることにより、バレルの回転に応じ
てその隅角部にて微粒子が衝突しながら攪拌されることで、円筒状バレルに比して攪拌性
能の向上を期待することができる。しかし、単にバレルを多角形にしているに過ぎないこ
とから、実際にはバレルが回転しても粉体は攪拌されることはなく、多数の粉体が一つま
たは複数の大きな塊となって転がるのみであり、粉体を十分に攪拌するには程遠いもので
ある。
【０００８】
　また、特許文献２に開示の装置では、堰によってチャンバー内の高所に持ち上げられた
球状金属を自由落下させ、これを繰り返すことで攪拌性能の向上が期待できるものの、対
象となる粉体が比較的軽量な物質の場合には、堰に当該粉体が付着してしまい、効果的な
繰り返しの自由落下を期待することはできない。さらには、チャンバーの回転のみで攪拌
を期待する方策では、粉体表面にプラズマ処理しようとした場合に、当該粉体処理面のす
べてがプラズマ照射方向に向けられる保証はなく、よって粉体の全表面に均一に触媒金属
等を担持させることはできない。
【０００９】
　本発明は、上記する問題に鑑みてなされたものであり、簡易な機構で粉体の攪拌効率を
高めることができ、該粉体の全表面に金属触媒等の被覆物を均一に形成することのできる
粉体処理装置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】
　前記目的を達成すべく、本発明による粉体処理装置は、少なくとも底部と無端の立上が
り壁部とを有し、該立上がり壁部の内周面には複数の掬い堰がその周方向に亘って設けら
れており、所定の傾斜角方向に延びる該底部の垂線軸回りに自転自在で、粉体を収容する
ためのチャンバーと、該チャンバーに所定の時間間隔で衝撃を付与する衝撃付与手段と、
チャンバー内にプラズマを照射する照射手段と、を少なくとも具備することを特徴とする
ものである。
【００１１】
　本発明の粉体処理装置は、そのチャンバー内で被処理対象の粉体を効率的に微小単位に
ばらばらにしながら、微小単位の粉体表面にたとえばアークプラズマ照射することで金属
触媒を担持させるものである。プラズマ照射に際して粉体を微小単位に粉々にすることで
、粉体の凝集によって金属触媒が凝集体の一部にしか形成されないといった問題を解消し
、もって金属触媒の有効面積を大きくし、微小粉体表面に均一に金属触媒を担持させるよ
うにした装置である。
【００１２】
　そのための装置構成として、底部と無端の立上がり壁部とを有し、該立上がり壁部の内
周面には複数の掬い堰がその周方向に亘って設けられたチャンバーを水平面から所定の傾
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斜方向に立てた姿勢を保持させ、この傾斜姿勢で任意の自転軸まわりに該チャンバーを自
転させるものである。チャンバーの自転により、粉体は内周面の掬い堰で順次上方へ持ち
上げられる。上方へ持ち上げられた粉体は、掬い堰が最頂点に達したか、もしくは最頂点
を過ぎた際に下方へ自由落下する。
【００１３】
　しかし、粉体が比較的軽量な場合には、この粉体が掬い堰に付着してしまい、付着力が
自重を上回る場合には想定通りの自由落下を齎してくれない。
【００１４】
　そこで、本発明の装置では、チャンバーに所定の時間間隔で衝撃を付与する衝撃付与手
段を設けておくことで、このチャンバーに定期的に衝撃を付与して掬い堰に付着した粉体
を効果的に自由落下させ、これを繰り返すことで粉体のチャンバー内での凝集を防止しな
がら微小単位に粉々にするものである。
【００１５】
　チャンバー内で粉々にされた粉体にプラズマ照射を実行することにより、微小な粉体の
表面に金属触媒を可及的に均一に担持させることができる。
【００１６】
　ここで、チャンバーの傾斜角度は、水平面から３０度～６０度程度の任意の角度に設定
されるのが好ましい。
【００１７】
　また、本発明による粉体処理装置の他の実施の形態は、前記粉体処理装置において、前
記チャンバーの外周には、前記垂直軸に直交する方向に延設する案内孔を複数備えた囲繞
体が設けられており、前記案内孔の先端には、前記自転方向に反対方向に延びる係止孔が
連通しており、かつ、該案内孔には前記衝撃付与手段である錘体が収容されており、チャ
ンバーおよび囲繞体の自転に応じて係止孔内にある錘体が案内孔内に移動し、該案内孔内
を落下することによりチャンバーに所定の時間間隔で衝撃を付与するようになっているこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
　本発明の実施の形態は、衝撃付与手段として所定重量の錘体（たとえば鉄球）を適用し
、チャンバーの自転に同期してこの錘体を自由落下させることにより、所定間隔でチャン
バーに一定の衝撃を与えるようにした装置であり、その構造（機構）は極めて簡素なもの
である。
【００１９】
　錘体が落下する案内孔に錘体を係止しておく係止孔を連通させ、さらにこの係止孔がチ
ャンバーの自転方向に反対の方向に延びていることにより、たとえば案内孔および係止孔
が最頂点に達した段階で係止孔内に収容されている錘体を案内孔へ自動的に導くことがで
き、これを自由落下させてチャンバーに所定の衝撃を与えることができる。
【００２０】
　衝撃を与えた錘体は、チャンバーおよび囲繞体の自転によって下方へ向いた案内孔に道
かれ、今度はそれが最下点に達した段階で自動的に係止孔に収容される。
【００２１】
　上記する錘体の自由落下と自動的な持ち上げられとが繰り返されることにより、チャン
バーの自転のみで定期的な間隔での衝撃付与作用を齎すことが可能となる。
【００２２】
　また、本発明による粉体処理装置の好ましい実施の形態において、前記底部には、チャ
ンバー内部に突出する複数の突起が形成されていることを特徴とするものである。
【００２３】
　この実施の形態は、チャンバーの底部に多数の突起を形成しておくものであり、チャン
バー内で自由落下する粉体が最初に衝突する底部に多数の突起が設けられていることで、
粉体の攪拌性能をより高めることができるものである。ここで、突起の具体的な形状や寸
法は特段限定されるものではないが、一例として、角柱状、円柱状、半球状、半楕円状、



(5) JP 2009-22895 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

径の異なる無端リングのユニット、などを挙げることができる。
【００２４】
　本発明者等の実験によれば、たとえばチャンバーを水平面から４０度の角度で傾斜させ
た姿勢の装置において、チャンバー底部に複数の突起を設けた場合は、突起の無い場合に
比して金属触媒である白金の有効面積（単位重量当たりの面積）が１０倍程度高められる
ことが実証されている。このことは、白金が粉体表面により均一に担持されていること、
もしくは、白金使用量を低減できること、といった効果に直結するものである。
【００２５】
　また、本発明による粉体処理装置は、前記衝撃付与手段による衝撃発生に同期して照射
手段からプラズマをパルス照射させる制御手段をさらに備えていてもよい。
【００２６】
　効率的にアークプラズマを照射するにはこれをパルス制御するのが好ましい。そこで、
プラズマ照射をパルス制御するに際し、チャンバーへの衝撃発生に同期したプラズマ照射
制御を実行することで、微小単位に粉々とされた直後の粉体にプラズマを照射することが
でき、最も効率的かつ効果的に金属触媒を担持させることが可能となる。
【００２７】
　上記する本発明の粉体処理装置は、たとえば前記粉体が粉状のカーボン担体であり、該
カーボン担体に白金または白金合金をドライ担持させるのに供されるのが好ましい。この
白金は比較的高価であるため、本発明の上記装置を使用することでその単位重量あたりの
有効面積を大きくすることが可能となり、もって白金使用量を低減することに繋がる。本
発明の上記装置をかかる用途に適用することで、昨今その開発が日々発展しており、その
生産が拡大しつつある燃料電池自動車の電池触媒の生産に好適である。なお、そのほか、
ディーゼルエンジンの触媒等の生産にも適用できることは言うまでもない。
【発明の効果】
【００２８】
　以上の説明から理解できるように、本発明の粉体処理装置によれば、簡易な構成で被処
理対象の粉体を凝集させることなく微小単位に粉々にでき、金属触媒を均一に粉体表面に
担持させることができる。また、金属触媒の有効面積を大きくすることができるため、そ
の使用量を低減することに繋がる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は本発明の粉体処理装置の
一実施の形態の側面図であり、図２は図１のII－II斜視図であり、図３は図２のチャンバ
ーの拡大図であり、図４は図１のチャンバーの拡大図である。図５ａは従来装置による担
持触媒のＴＥＭ写真（透過電子顕微鏡写真）であり、図５ｂは本発明の装置による担持触
媒のＴＥＭ写真である。図６はチャンバー底部に突起を設けた場合の効果を検証するため
の実験結果を示したものであり、図６ａはチャンバー底部に突起が無い装置の場合の担持
触媒のＴＥＭ写真であり、図６ｂはチャンバー底部に突起がある装置の場合の担持触媒の
ＴＥＭ写真であり、図６ｃは双方の場合の有効白金面積を比較したグラフである。
【実施例】
【００３０】
　図１は本発明の粉体処理装置の一実施の形態を概略説明した図である。この粉体処理装
置１０は、アークプラズマガン３のプラズマ照射方向を水平面に対してθ傾斜させた姿勢
で該アークプラズマガン３が位置決め固定され、このプラズマ照射方向先端に粉状カーボ
ン担体が収容されたチャンバーを有する回転体ユニット１が装着され、この回転体ユニッ
ト１はさらに先端のサーボモータ２にて所定速度で回転自在に構成されている。また、ア
ークプラズマガン３は真空ポンプ４（たとえばターボ分子ポンプで、株式会社アルバック
製のＹＴＰ１５０）、補助真空用のロータリーポンプ５に連通しており、これによってガ
ン内部を真空とし、放電させるようになっている。
【００３１】
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　上記する角度θ方向は回転体ユニット１の自転軸とも一致しているが、このθの範囲は
後述するカーボン担体や鋼球の落下の促進、落下したカーボン担体Ｃ，…の底部突起への
衝突の促進等の観点から３０～６０度の範囲に設定されるのが好ましく、本実施例では４
０度としている。
【００３２】
　図２は、図１のII－II矢視図であって回転体ユニット１が自転している状況を説明した
正面図である。この回転体ユニット１は、その中央に位置するカーボン担体Ｃ、…を収容
するチャンバー１１と、これを囲繞する囲繞体１２とから構成されている。チャンバー１
１は、その拡大平面図である図３、その縦断面図である図４にて図示するように、円盤状
の底部１１ａと、これから立ち上がる無端の立上がり壁部１１ｂ、立上がり壁部１１ｂの
周方向に複数（図示例では８つ）設けられた掬い堰１１ｃ、…、底部１１ａからチャンバ
ー内側に突出する複数の突起１１ｄ、…より構成されている。
【００３３】
　一方、チャンバー１１の外周に位置してこれに固定される囲繞体１２は、円盤状の無垢
体の内部に複数（図示例では８つ）の案内孔１４，…が形成されており、各案内孔１４の
先端には回転体ユニット１の自転方向（図２のＸ１方向）に反対方向に延びる係止孔１３
が連通している。さらに、各案内孔１４内には鋼球１５が収容されており、この鋼球１５
は係止孔１３内に収容可能であって案内孔１４内を往復移動（自由落下および持ち上げら
れ）できる大きさを有している。
【００３４】
　図２に基づいて説明すると、回転体ユニット１のＸ１方向への自転に応じて、その最頂
部に位置する案内孔１４および係止孔１３では、係止孔１３内に収容されていた鋼球１５
が案内孔１４方向へ移動し（Ｙ１方向）、案内孔１４内に導かれて自由落下することによ
り、チャンバー１１の立上がり壁部１１ｂに衝突して該チャンバー１１に衝撃を付与する
。
【００３５】
　回転体ユニット１の自転により、チャンバー１１に衝撃を付与した鋼球１５は案内孔１
４を下方へ自由移動し（Ｙ２方向）、さらにこの案内孔１４が最下点を通過して上昇位置
に転じた段階で再び係止孔１３内に収容される（Ｙ３方向）。
【００３６】
　８つの鋼球１５，…は対応する案内孔１４および係止孔１３内で上記往復移動を繰り返
し、その途中で一定の間隔でチャンバー１１に衝撃を付与することになる。
【００３７】
　一方、チャンバー１１内に収容された粉状カーボン担体Ｃ，…は回転体ユニット１の自
転に応じてチャンバー１１内周面の掬い堰１１ｃにて掬い取られ、上方に持ち上げられて
最頂点またはその近傍で掬い堰から滑り落ちてチャンバー下方へ自由落下する。
【００３８】
　ここで、粉状カーボン担体Ｃ，…は軽量であることから、掬い堰１１ｃに付着して良好
に自由落下しない可能性が高い。
【００３９】
　しかし、本発明の粉体処理装置１０では、一定の間隔でこのチャンバー１１に鋼球１５
による衝撃が付与されることから、掬い堰１１ｃに付着した粉状カーボン担体Ｃ，…はこ
の衝撃によって掬い堰１１ｃから切り離され、回転体ユニット１の自転に応じて良好に自
由落下できるものである。
【００４０】
　さらに、図４で示すように、チャンバー底部１１ａの内部には多数の突起１１ｄ、…が
設けられていることで、自由落下した粉状カーボン担体Ｃ，…はまずこの突起１１ｄ、…
に衝突して粉々にされ、下方に落ちた後で掬い堰１１ｃに掬い取られて上方に持ち上げら
れることになる。また、底部１１ａに突起１１ｄ、…を設けておき、これに粉状カーボン
担体Ｃ，…を衝突させることにより、プラズマ照射方向に対向するカーボン担体表面を随
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時変化させることもでき、これによってカーボン担体表面への均一な金属触媒の担持を実
現することができる。
【００４１】
　図１に戻り、粉体処理装置１０は不図示のパーソナルコンピュータに繋がっており、こ
のコンピュータ内には、プラズマガン３にパルス信号を送信しながらプラズマのパルス照
射を実行できる構成となっている。また、サーボモータ２の回転速度もコンピュータにて
制御できるようになっており、この回転速度とパルス信号送信のタイミングの双方を調整
する制御部によって、鋼球１５による衝撃付与に同期してプラズマのパルス照射を実行で
きるようになっている。
【００４２】
　たとえば、アークプラズマの照射条件として、真空度を１×１０－４Ｐａ、温度は常温
、照射間隔を１パルス／秒、パルス回数を１０００回、サーボモータ回転数を７．５ｒｐ
ｍに設定できる。
【００４３】
　上記する本発明の粉体処理装置１０によれば、粉状カーボン担体をチャンバー内で凝集
させることなく、微小単位の粉状にでき、これにアークプラズマを照射することで、カー
ボン担体表面に均一な白金触媒を担持させることが可能となる。
【００４４】
[従来装置による場合と上記粉体処理装置による場合の担持触媒のＴＥＭ写真解析]
　本発明者等は、円筒形バレル内で粉状カーボン担体を攪拌する従来装置を使用した場合
と、上記する粉体処理装置１０を使用した場合の担持触媒のＴＥＭ写真を撮影し、両者の
比較をおこなった。その結果を図５に示しており、図５ａは従来装置の場合を、図５ｂは
本発明装置の場合をそれぞれ示している。また、写真中の黒点部分が白金触媒であり、薄
いグレー部分はカーボン担体である。
【００４５】
　図５ａより、従来装置の場合には白金触媒が一部に集中的に固まった状態で担持されて
おり、このことは、カーボン担体表面に白金が均一に担持されていないことを明瞭に示す
ものである。
【００４６】
　一方、図５ｂより、本発明装置の場合には、図５ａに比してカーボン担体もより微小に
分散されており、さらに各カーボン担体表面に微小粒の白金触媒が均一に担持されている
ことが明確に視認できる。
【００４７】
　この結果より、本発明の装置を使用した場合には、カーボン担体をより微小単位に分散
させることができ、その結果として微小カーボン担体表面に白金を均一に担持させること
が可能となる。
【００４８】
[チャンバー底部の突起の有無による有効白金面積の相違]
　本発明者等は、チャンバー底部の突起の有無によって単位重量当たりの白金面積がどの
程度相違するのかに関し実験をおこなった。使用するのは粉体処理装置１０と、この装置
構成でチャンバー底部に突起が無い装置である。
【００４９】
　各装置における処理後のＴＥＭ写真を撮影し、これを図６に示している。ここで、図６
ａは突起が無い装置の場合を、図６ｂは図示例の装置の場合をそれぞれ示している。また
、図中の黒点が白金であることは上実験結果と同様である。
【００５０】
　両図を比較すると、両者ともにカーボン担体は微小単位に分散されているものの、図６
ｂの方はその表面により微小な（より粒径の小さな）白金触媒が担持していることが視認
できる。
【００５１】
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　また、双方の有効白金面積を回転電極法によって調べた結果を図６ｃのグラフに示して
いる。
【００５２】
　同図より、チャンバー底部に突起を設けた場合は、突起の無い場合に比して有効白金面
積はおよそ１０倍に増加しており、このことは、単位面積当たりの反応面積を増加させる
ことができること、もしくは使用白金量を低減できること、を示すものである。
【００５３】
　本実験より、チャンバー底部に複数の突起を形成しておくことは重要であり、これによ
り、本装置の有する効果を一層顕著なものとすることができる。
【００５４】
　以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更等があっ
ても、それらは本発明に含まれるものである。たとえば、粉状カーボン担体を図示例の回
転体ユニットにて持ち上げて自由落下させる以外にも、ベルトコンベア機構にて持ち上げ
て自由落下させる等の形態であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の粉体処理装置の一実施の形態の側面図である。
【図２】図１のII－II斜視図である。
【図３】図２のチャンバーの拡大図である。
【図４】図１のチャンバーの拡大図である。
【図５】（ａ）は従来装置による担持触媒のＴＥＭ写真であり、（ｂ）は本発明の装置に
よる担持触媒のＴＥＭ写真である。
【図６】チャンバー底部に突起を設けた場合の効果を検証するための実験結果を示したも
のであり、（ａ）はチャンバー底部に突起が無い装置の場合の担持触媒のＴＥＭ写真であ
り、（ｂ）はチャンバー底部に突起がある装置の場合の担持触媒のＴＥＭ写真であり、（
ｃ）は双方の場合の有効白金面積を比較したグラフである。
【図７】従来の攪拌装置を構成する多角形バレルの正面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１…回転体ユニット、１１…チャンバー、１１ａ…底部、１１ｂ…無端の立上がり壁部
、１１ｃ…掬い堰、１１ｄ…突起、１２…囲繞体、１３…係止孔、１４…案内孔、１５…
鋼球（衝撃付与手段）、２…サーボモータ、３…アークプラズマガン、４…真空ポンプ、
５…回転ポンプ、１０…粉体処理装置、Ｃ…粉状カーボン担体
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