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(57)【要約】

（修正有）

【課題】高い触媒活性および選択性をもって化学反応を促進・制御することが可能な金ク
ラスター触媒及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】有機配位子により安定化され、所定の原子数で金原子を有する金クラスター
化合物を担体上に複数担持させた後処理することにより、金原子を複数個集合させてなる
クラスターを、担体上に担持させてなる金クラスター触媒であって、前記クラスターの粒
子径が１０ｎｍ以下であり、前記クラスターがほぼ金原子のみからなるクラスターである
ことを特徴とする金クラスター触媒。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機配位子により安定化され、所定の原子数で金原子を有する金クラスター化合物を担
体上に複数担持させた後、処理することにより、
金原子を複数個集合させてなるクラスターを、担体上に担持させてなる金クラスター触媒
であって、
前記クラスターの粒子径が１０ｎｍ以下であり、前記クラスターがほぼ金原子のみからな
るクラスターであることを特徴とする金クラスター触媒。
【請求項２】

10

前記のほぼ金原子のみからなるクラスターが、前記有機配位子の除去率が９０％以上の
クラスターであることを特徴とする請求項１記載の金クラスター触媒。
【請求項３】
上記クラスターを構成する金原子の数が、１１、１３、５５、１０１、１４７からなる
群より選択される数である請求項１又は２記載の金クラスター触媒。
【請求項４】
上記担体が、セリア又はジルコニアからなる請求項１〜３のいずれかに記載の金クラス
ター触媒。
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【請求項５】
酸素原子含有有機化合物の水素化触媒として用いられる請求項１〜４のいずれかに記載
の金クラスター触媒。
【請求項６】
請求項１記載の金クラスター触媒の製造方法であって、
有機配位子により安定化され、所定の原子数で金原子を有する金クラスター化合物を担
体上に複数担持させた後、酸素プラズマ処理するプラズマ処理工程を行う金クラスター触
媒の製造方法。
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【請求項７】
前記プラズマ処理工程を行った後、さらに１００〜８００℃で空気中焼成する焼成工程
を行うことを特徴とする請求項６記載の金クラスター触媒の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金クラスター触媒に関し、さらに詳細には、高選択性をもって反応を行うこ
とが可能な金クラスター触媒に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
固体触媒は２０世紀初頭に工業化され、以来無機化学工業、石炭化学工業、石油化学工
業の発展に貢献して来た。固体触媒を物質系として大別すると、石油の水素化脱硫に用い
る金属硫化物、不飽和炭化水素の選択酸化に用いる金属酸化物、自動車排ガス浄化に用い
る金属の３種類となる。中でも貴金属は酸化反応にも還元反応にも使用できるので、汎用
性が高い。特に、パラジウムや白金はその代表である。
金は貴金属の中でも特に安定な金属であり、触媒としての活性に乏しい金属と考えられて
きたが、直径が５ｎｍ以下のナノ粒子として卑金属酸化物上に担持されると優れた触媒活
性を示すことを本発明者は世界に先駆けて見出した（非特許文献１）。室温でのＣＯ酸化
、グルコース水溶液の酸素酸化によるグルコン酸合成、水素と酸素からの過酸化水素合成

50

(3)

JP 2013‑255887 A 2013.12.26

、ニトロベンゼンからアゾベンゼンのワンポット合成などにおいて、パラジウムや白金触
媒では実現できない高い性能を発揮する。
【０００３】
これらの貴金属を用いた触媒は種々提案されており、たとえば特許文献１及び２等にお
いて、特定の反応において選択性のある貴金属含有触媒が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７−３０１４７０号公報
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【０００５】
【特許文献２】特開２００７−９０１６４号公報
【０００６】
【非特許文献１】（Ｍ．Ｈａｒｕｔａ，

Ｃｈｅｍ．

Ｌｅｔｔ．

１９８７）

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、上述の提案にかかる触媒では未だに十分な選択性をもって反応を制御す
ることができておらず、副生成物の生成を抑えて目的物を高い反応率で得ることはできな
かった。そのため、高い選択性をもって反応を制御できる触媒の開発が要望されているの
が現状である。
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【０００８】
したがって本発明の目的は、高い触媒活性および選択性をもって化学反応を促進・制御
することが可能な金クラスター触媒及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは上記課題を解消するために鋭意検討した結果、金のナノ粒子やクラスター
の触媒活性や選択性に関して、ある特定の直径や原子数が特異的に卓越した性能を発現す
る可能性を推定し、種々検討を行った結果、有機配位子などで保護・安定化されていない
裸の金のナノ粒子およびクラスターを金属酸化物、炭素材料、または高分子材料に分散・
固定化した触媒において、最適な直径または特定の原子数を選択することにより、種々の
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化学反応に対して卓越した触媒活性および・または選択性を得ることができることを知見
しさらに検討した結果、特に有機配位子を除去した金原子のみで構成された金クラスター
を担持させた金クラスター触媒の製造に成功すると共に、かかる金クラスター触媒が上記
目的を達成しうることを見出し、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、以下の各発明を提供するものである。
１．有機配位子により安定化され、所定の原子数で金原子を有する金クラスター化合物を
担体上に複数担持させた後処理することにより、金原子を複数個集合させてなるクラスタ
ーを、担体上に担持させてなる金クラスター触媒であって、
前記クラスターの粒子径が１０ｎｍ以下であり、前記クラスターがほぼ金原子のみからな
るクラスターであることを特徴とする金クラスター触媒。
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２．前記のほぼ金原子のみからなるクラスターが、前記有機配位子の除去率が９０重量％
以上のクラスターであることを特徴とする１記載の金クラスター触媒。
３．上記クラスターを構成する金原子の数が、１１、１３、５５、１０１、１４７からな
る群より選択される数である１又は２記載の金クラスター触媒。
４．上記担体が、セリア又はジルコニアからなる１〜３のいずれかに記載の金クラスター
触媒。
５．酸素原子含有有機化合物の水素化触媒として用いられる１〜４のいずれかに記載の金
クラスター触媒。
６．１記載の金クラスター触媒の製造方法であって、有機配位子により安定化され、所定
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の原子数で金原子を有する金クラスター化合物を担体上に複数担持させた後、酸素プラズ
マ処理するプラズマ処理工程を行う金クラスター触媒の製造方法。
７．前記プラズマ処理工程を行った後、さらに１００〜８００℃で空気中焼成する焼成工
程を行うことを特徴とする６記載の金クラスター触媒の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の金クラスター触媒は、高い選択性をもって種々化合物の合成を行うことができ
るものである。
また、本発明の金クラスター触媒の製造方法は、金原子数が制御され且つ有機配位子が
除去された金原子のみからなる金クラスター触媒を製造することができるものである。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の金クラスター触媒の製造に用いられる酸素プラズマ処理装置を
摸式的に示す斜視図である。
【図２】図２は、実施例１で得られた金クラスター触媒の電子顕微鏡写真（図面代用写真
）である。
【図３】図３は、実施例１で得られた金クラスターサイズを示すヒストグラムである。
【図４】図４は、実施例１で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスターの電
子顕微鏡写真（図面代用写真）である。
【図５】図５は、実施例１で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスターのサ
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イズを示すヒストグラムである。
【図６】図６は、実施例１及び実施例７で得られた金クラスター触媒のＦＴ−ＩＲチャー
トである。
【図７】図７は、実施例２で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスターの電
子顕微鏡写真（図面代用写真）である。
【図８】図８は、実施例２で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスターのサ
イズを示すヒストグラムである。
【図９】図９は、実施例３で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスターの電
子顕微鏡写真（図面代用写真）である。
【図１０】図１０は、実施例３で中間物質として得られたホスフィン保護Ａｕクラスター
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のサイズを示すヒストグラムである。
【図１１】図１１は実施例で得られた触媒の触媒活性を見る試験の結果を示す棒グラフで
ある。
【図１２】図１２は実施例で得られた触媒の触媒活性を見る試験の結果を示す棒グラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
本発明（第１発明）の金クラスター触媒は、有機配位子により安定化され、所定の原子
数で金原子を有する金クラスター化合物を担体上に複数担持させた後処理することにより
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、金原子を複数個集合させてなるクラスターを、担体上に担持させてなり、前記クラスタ
ーの粒子径が特定の範囲内であり、前記クラスターがほぼ金原子のみからなる。
以下、本発明の金クラスター触媒についてさらに詳細に説明する。
【００１３】
＜担体＞
上記担体は、金原子が２００から数万個集合してなる金ナノ粒子、または２００個以内
の原子が集合してなる金クラスターを担持できるものであれば特に制限なく用いることが
でき、具体的にはたとえば、その構成成分としては、ＭｇＯ，Ａｌ２Ｏ３，ＳｉＯ２，Ｃ
ａＯ，ＴｉＯ２，Ｖ２Ｏ５，Ｃｒ２Ｏ３，ＭｎＯｘ，

Ｆｅ２Ｏ３，Ｃｏ３Ｏ４，ＮｉＯ

，ＣｕＯ，ＺｎＯ，ＳｒＯ，ＺｒＯ２，Ｎｂ２Ｏ５，

ＭｏＯ３，ＳｎＯ２，ＢａＯ，Ｌ
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ａ２Ｏ３，ＣｅＯ２，Ｂｉ２Ｏ５，ＣｅＯ２−ＺｒＯ２（重量比１：１、１：３）など、
卑金属の酸化物および複合酸化物が挙げられる。
中でも、ＺｒＯ２（ジルコニア）及びＣｅＯ２（セリア）を特に好ましく用いることが
でき、特にセリアは金クラスターとの相互作用が強いと考えられ、金クラスターが凝集せ
ずにそのまま（あるべき状態のまま）担体上に担持されて、特異な触媒特性が得られるの
で好ましい。また、セリアとしては市販品を用いることもでき、たとえばＣｅＯ２−１信
越化学社製ＢＥＴ（比表面積，ｍ２／ｇ）１６１、ＣｅＯ２−２第一稀元素化学工業社製
ＢＥＴ１６６、ＣｅＯ２−３さくら社製ＢＥＴ２５．４等を挙げることができる。さらに
、規則性の多孔構造を有する金属酸化物も担体として使うこともできる。例えば、２ｎｍ
以下のミクロ細孔を持つチタノシリカライト‐1（ＴＳ−１）や２ｎｍ以上のメソ細孔を
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持つシリカであるＭＣＭ−４１やＳＢＡ−１５が挙げられる。
上記担体の形状は、球状、板状、フラワー状、ロッド（棒）状等種々形態とすることが
できる。
また、上記担体の大きさは、平均粒子径で１ｎｍ〜１μｍであるのが好ましく、１０ｎ
ｍ〜１００ｎｍであることがさらに好ましい。また、担持される上記金クラスターの粒子
径の４〜２０倍であるのが好ましい。板状、フラワー状、ロッド（棒）状である場合には
、厚さを５ｎｍ〜１００ｎｍとするのが好ましい。
【００１４】
＜金クラスター＞
そして、本発明の金クラスター触媒は、前記金クラスターの粒子径が１０ｎｍ以下、好
ましくは０．８〜５．０
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ｎｍ、特に好ましくは０．８〜２．０ｎｍの金クラスター触媒

であることを特徴とする。ここで、上記粒子径は、金クラスター粒子の最長粒子径を示す
。
また、前記粒子径が１０ｎｍを超えると触媒活性が低下するので上記範囲内とする必要
がある。なお、本明細書において上記担体上に担持される上記金クラスターが「ほぼ金原
子のみからなるクラスターである」とは、有機配位子が少なくとも９０％（当初導入され
ていた有機配位子の分子数の割合として）以上除去された金クラスターを意味し、特に好
ましくは９５％以上除去されたクラスターである。
上記金クラスターは、有機配位子により安定化され所定原子数の金原子を有する金クラ
スター化合物を上記担体上に複数担持させた後、処理することにより形成されてなる金原
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子を複数個集合させてなるものであり、この処理により有機配位子が除去されて金原子の
みからなる金クラスターが担体上に担持された状態となる。このように有機配位子を除去
することにより有機配位子による触媒活性の妨害作用がなくなり、より高度な触媒活性を
得ることができる。
この際、上記所定原子数は、１１、１３、５５、１０１、１４７からなる群より選択され
る数であるのが好ましく、特に１１、５５、１０１からなる群より選択される数であるの
が特に好ましい。
このように金原子のみからなる上記金クラスターは、所定数の金原子のみからなる物で
あれば、その形状等は特に制限されないが、熱的に安定な性質を持つためには半球状で担
40

体とぴったりとくっついた形状等を有するのが好ましい。
【００１５】
（金クラスター触媒の全体形態）
上記担体に上記金クラスターが担持されてなる本発明の金クラスター触媒は、上述の金
クラスターが上述の担体に両者の相互作用により固着されたものである。
この金クラスター触媒全体の大きさや形状は上記の担体及び金クラスターにより形成さ
れていれば特に制限されないが、平均粒子径で

１ｎｍ〜

１０ｎｍであるのが好ましい

。
また、金クラスター触媒における金原子と担体との重量比は、担体１００重量部に対し
て金原子

０．１〜５．０重量部とするのが好ましい。

【００１６】
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＜製造方法＞
本発明の金クラスター触媒の製造方法は、有機配位子により安定化され、所定の原子数
で金原子を有する金クラスター化合物を担体上に複数担持させた後、酸素プラズマ処理す
るプラズマ処理工程を行うことにより実施することができる。
以下さらに説明する。
【００１７】
（前工程）
本発明においては、上記プラズマ処理工程に先立って、有機配位子により安定化され所
定の原子数で金原子を有する金クラスター化合物を製造する金クラスター化合物製造工程
10

を行うことができる。
上記金クラスター化合物製造工程は、たとえば、塩化金酸四水和物等のハロゲン化金化合
物とトリフェニルホスフィンなどの一連のホスフィン化合物とを０〜５０℃で反応させる
ことにより行うことができる。
上記金クラスター化合物製造工程において、所望の金原子数とするには、原子数により異
なり、それぞれ公知の合成方法に準じて行うことができる。たとえば、原子数１１のクロ
ロ（トリフェニルホスフイン）Ａｕ１１クラスター（ホスフィンで保護されたＡｕ１１の
クラスター、以下、Ａｕ１１のようにＡｕの右に下付き文字で数字を記載している場合に
はクラスターにおける金原子の数を示す）を得たい場合には、クロロ（トリフェニルホス
フイン）Ａｕに水素化ホウ素ナトリウムを作用させ、Ａｕ５５クラスターを得たい場合に
はボラン−テトラヒドロフランコンプレックス（ＴＨＦ）（ＢＨ３−ＴＨＦ錯体）を作用
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させ、Ａｕ１０１クラスターを得たい場合には、塩化金酸とテトラオクチルアンモニウム
ブロミド（ＴＯＡＢ）との反応溶液にトリフェニルホスフィンを添加して作用させること
により得ることができる。
【００１８】
（プラズマ処理工程）
上述の前工程により得られる所定の数の金原子を含む上記金クラスター化合物としては
、ホスフィンで保護されたＡｕ１１クラスター、ホスフィンで保護されたＡｕ１０１クラ
スター等を挙げることができる。
そして、上記金クラスター化合物を上記担体に担持させる方法としては、固相混合法と
30

湿式混合法とを挙げることができる。
上記固相混合法は、上記金クラスター化合物と上記担体とを乳鉢などで混合し、その後
電気炉で１００〜４００℃で１〜１０時間空気焼成することにより行うことができる。
上記湿式混合法は、溶媒を加えた系でボールミルなどの混合装置を用いて担体と金クラ
スター化合物とを混合し、その後電気炉で１００〜４００℃で１〜１０時間空気焼成する
ことにより行うことができる。
【００１９】
そして、本発明の製造方法は、金クラスター化合物を担体に担持させてなる金クラスタ
ー化合物担持物に酸素プラズマ処理を施すプラズマ処理工程を行うことを特徴とする。
すなわち、本発明の金クラスター触媒は、所定原子数の金原子からなる金錯体化合物を

40

上記担体上に担持させた後、上記プラズマ処理してなるのが好ましい。
上記プラズマ処理は、たとえば図１に示す装置を用いて行うことができる。
図１に示す装置１は、反応容器１０と、試料載置台２０と、プラズマスプレイ３０と、酸
素注入管４０と、容器内の空気を吸引する吸引管５０とからなる。このような装置は、特
開２００８−４９２８２号公報、特開２００８−４９２８０号公報などに記載のプラズマ
処理の原理に基づくものである。
そして、試料を試料載置台２０に載置した後、周波数

１〜

１００ｋＨｚで、電圧（

入力電圧）１０〜１００Ｖ（実際の印加電圧は１０ｋＶ〜２０ｋＶ）、消費電力

１〜

１０Ｗの条件で、酸素を酸素注入管４０より注入しつつ、吸引管５０から内部の気体を吸
引しながらプラズマを照射する。この際、照射時間は試料の重量により任意であるが、重
量１ｇに対して

１〜

１０分とするのが好ましい。
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【００２０】
本発明においては、前記プラズマ処理工程を行った後、さらに１００〜８００℃で空気
中焼成する焼成工程を行うこともできる。
上記空気中焼成は、温度条件が好ましくは１００〜８００℃であり、更に好ましくは２
００〜４００℃である。温度が１００℃未満であると、有機配位子が燃焼除去されず触媒
活性が抑制される場合があり、８００℃を超えると金クラスターや金ナノ粒子が融解し大
きな粒子となる場合があるので好ましくない。また、焼成時間は１〜１０時間とするのが
好ましく、２〜４時間とするのがさらに好ましい。
また、焼成は電気炉を用いて空気中で行うことができる。
また、水素還元を行うこともできる。特に担体として、高分子材料を用いるときには、

10

焼成温度を２００℃以上に上げることができないので有用である。水素還元は、公知の装
置を用いて以下の条件で行うことができる。
条件：
ガス流量：１０〜３０ｍｌ／分
Ａｒ：Ｈ２＝３０：１〜０：１
焼成温度：１００〜４００℃
昇温時間：０．５〜３時間
焼成時間：１〜３ｈｏｕｒｓ
（後工程）
上述のようにして得られた金クラスター触媒は、通常金化合物を得た際に用いられる手

20

法を用いて精製処理を行うなどして後工程を行うこともできる。
【００２１】
＜使用方法＞
以上のように、本発明の金クラスター触媒は、担体上に、金原子を複数個集合させてな
るクラスターを、担持させてなる金触媒であって、所定原子数の金原子からなる金錯体化
合物のクラスターを上記担体上に担持させた後、プラズマ処理してなる金触媒であるが、
酸素原子含有有機化合物の水素化触媒として用いられるのが好ましい。
以下に、本発明の金クラスター触媒の使用方法について説明する。
本発明の金クラスター触媒は種々化合物の製造に際して使用することができ、その際、
高い反応選択性をもって目的化合物を得ることができるが、中でも下記するような酸素原

30

子含有有機化合物の水素化触媒として好ましく用いることができる。
【００２２】
（シンナムアルデヒドの水素化）
本発明の金クラスター触媒は、下記式に示す反応によりシンナムアルデヒド（下記化学
反応式中の１）を水素化してシンナミルアルコール（２）を製造する際の水素化触媒とし
て有効である。
【化１】

40

特に、金原子数が１０１の金クラスターを含有する金クラスター触媒が有用である。
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【００２３】
（ニトロベンゼンからアゾベンゼンのワンポット合成）
本発明の金クラスター触媒は、下記式に示す反応によりニトロベンゼン（１）からアゾ
ベンゼン（３）をＯＮＥ−ＰＯＴ合成（一つの反応容器（通常はフラスコ）に反応物を一
度にもしくは順に投入することで多段階の反応を行う合成手法）する際に用いる触媒とし
て有用である。
【化２】

10

特に、金原子数が１１の金クラスターを含有する金クラスター触媒が有用である。
【００２４】

20

（ニトロベンゼンの水素化によるアニリンの合成）
本発明の金クラスター触媒は、下記式に示す反応によりニトロベンゼンからアニリンを
合成する際に用いる触媒として有用である。
【化３】

30

特に、金原子数が１１の金クラスターを含有する金クラスター触媒および平均粒子径４
．２ｎｍの金ナノ粒子触媒が有用である。
本発明の金クラスター触媒は、上述の各反応系以外でもシクロヘキサノールの酸素酸化
反応など種々反応系で応用可能である。
【００２５】
また金クラスター触媒の比表面積は、５０〜２００ｍ２／ｇであるのが好ましい。

40

【００２６】
なお、粒子径は、球状粒子の場合は直径、他の形状の粒子の場合は長径であり、走査型
電子顕微鏡（ＳＥＭ）観察あるいは透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察から、粒子径分布を
作り、平均値を計算することで求めることができる。
【００２７】
＜第３成分＞
また、本発明の金クラスター触媒には、上述の担体及び金クラスター以外に本発明の所
望の効果を損なわない範囲で他の成分を配合してもよい。
【００２８】
これまでの金触媒は金の前駆体を直接担体上に分散・固定化して調製されていたので、
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金のナノ粒子の直径や厚みには分布が存在するのは避けられなかった。そのため、触媒特
性（表面露出原子当たりの活性と選択性）に対する寸法の効果については通常小さい方が
有利であるとされてきた。しかし、単分散（ナノ粒子では標準偏差１０％以内、クラスタ
ーでは原子数を１個のレベルで規定）の金ナノ粒子や金クラスターを用いると、特異的に
優れた触媒特性を発現する寸法（厚みと直径）および原子数（マジック数）を持つ金ナノ
粒子や金クラスターが存在する例が報告されるようになり、この寸法特異性についてこれ
まで明確な概念、方法論、触媒試料の製造方法は提案されていないのが現状である。
そのため、金の寸法をでき得る限り規定できる担持金ナノ粒子触媒および担持金クラス
ター触媒を製造する方法の開発を行うとともに、具体的反応事例を探索し、寸法特異性の
10

体系化が要望されているのが現状である。
【実施例】
【００２９】
以下、実施例および比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらになん
ら制限されるものではない。
【００３０】
〔実施例１〕金原子数１１の金クラスター触媒の調製
（クロロ（トリフェニルホスフィン）Ａｕ（Ｉ）の合成）
塩化金酸四水和物１ｇを窒素雰囲気でエタノール３５ｍＬに加え攪拌し溶解させて、塩化
金酸溶液を得た。トリフェニルホスフィン１．３６４ｇが溶解されたエタノール溶液５０
ｍｌを窒素雰囲気下で上記塩化金酸溶液に加えて、反応を行った。反応液は黄色から白色

20

になり、白い沈澱が生成した。その沈殿物をジクロロメタン５ｍｌに溶解させ、ペンタン
１２０ｍｌをゆっくりと加え、冷凍庫で一晩保存し、白色物を析出させ、該白色物を吸引
濾過し、真空乾燥させることにより生成物（クロロ（トリフェニルホスフィン）Ａｕ（Ｉ
））を得た。
【００３１】
（Ａｕ１１の金クラスター化合物の合成）
得られたクロロ（トリフェニルホスフィン）Ａｕ（Ｉ）０．２５ｇを脱水エタノール２
０ｇに分散させ、５分間攪拌した。その後、水素化ホウ素ナトリウム２７ｍｇを２０分間
かけて添加しながら、２時間攪拌した。その生成物をヘキサン（１２５ｍｌ）に入れ、２
０時間沈殿させた。これをジクロロメタン溶液に加えた後、ろ過し、乾燥させることによ

30

り、金原子数が１１のホスフィン保護Ａｕ１１クラスターを得た。
【００３２】
（担体への担持）
次に、上記のように調製したＡｕ１１の金クラスター化合物
２０ｍｌに溶液に分散させ、そこにＺｒＯ２担体を

１６ｍｇをＣＨ２Ｃｌ２

１．０ｇ投入してさらに攪拌し、

真空乾燥させた後空気中電気炉で、３００℃、４時間の条件で焼成を行った。これらの操
作によりＡｕ１１複合物クラスターをＺｒＯ２担体に担持し、金錯体化合物担持物を得た
。
【００３３】
（有機配位子の除去のための酸素プラズマ処理）

40

得られた金錯体化合物担持物について、空気焼成の前に酸素プラズマ処理を行い、金錯
体化合物の有機配位子を除去して、金原子クラスターが担体に担持されてなる金クラスタ
ー触媒を得た。
酸素プラズマ処理は、図１に示す装置を用い以下の条件のもとで行った。
酸素プラズマ処理条件：
時間２分
試料の質量０．２ｇ
周波数２９ｋＨｚ
電圧６５Ｖ
入力電力２．４Ｗ
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【００３４】
得られた金クラスター触媒は、高角度散乱暗視野走査透過電子顕微鏡（ＨＡＡＤＦ−Ｓ
ＴＥＭ）を用い観察を行い所望の金クラスター触媒が得られているか否か確認した。
観察は以下の手順で行った。
まず、得られた金クラスター触媒をエタノールとジクロロメタン溶液との混合溶液（１
：１、重量比）に分散させ分散液を得、その分散液を銅グリッドに１滴滴下し、デシケー
タ中で一晩、室温で真空乾燥させ、その後、上からカーボンを三回蒸着させ、グリッドの
作成を行った。ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭは装置、商品名「ＪＥＭ−３２００ＦＳ」（日本電
子株式会社製）を用いた。
その結果、平均粒径は、０．８±０．４ｎｍであった。

10

粒子の電子顕微鏡写真を図２に、金クラスターサイズを示すヒストグラムを図３に示す
。
また、別にホスフィン保護Ａｕ１１クラスターについても同様にして電子顕微鏡写真を
図４に、金クラスターサイズを示すヒストグラムを図５に示す。
次に、得られた金クラスターの触媒表面に吸着した有機配位子の除去を確認するために
、ＦＴ−ＩＲ分光拡散反射法による測定を行った。
ＦＴ−ＩＲは装置、商品名「ＪＡＳＣＯ

ＦＴ−ＩＲ−６１００」（日本分光株式会社製

）を用いた。
測定条件は、以下の通りにした。
積算回数２００回、

20

−１

分解能２ｃｍ

。

バックグラウンドは鏡面セルを使用。
得られた拡散反射スペクトルをクベルカ‐ムンク（ＫＭ）式により、透過スペクトルに
相当するＫＭ吸収スペクトルに変換した。有機配位子の除去は、ＦＴ−ＩＲのＣ−Ｈ伸縮
振動のピークの観察により行い、その結果、有機配位子の除去が確認された。得られたＦ
Ｔ−ＩＲ測定結果を図６に示す。また、酸素プラズマ処理を行う前の金錯体化合物担持物
の測定結果も合わせて図６に示す。この結果から、有機配位子が９５％以上除去されてい
ることがわかる。
【００３５】
〔実施例２〕金原子数５５の金クラスター触媒の調製

30

Ａｕクラスターの調製を以下に示すようにして行った以外は実施例１と同様にして金ク
ラスター触媒を得た。ホスフィン保護Ａｕ５５クラスターの電子顕微鏡写真を図７に、金
クラスターサイズを示すヒストグラムを図８に示す。
（Ａｕ５５クラスターの合成）
実施例１と同様にして調製を行ったクロロ（トリフェニルホスフィン）Ａｕ（Ｉ）（０．
２５ｇ）を窒素雰囲気でベンゼン２０ｍｌを加え攪拌し溶解させた。続いて該溶液に窒素
雰囲気下でボラン−テトラヒドロフランコンプレックス（ＴＨＦ）（ＢＨ３−ＴＨＦ錯体
）溶液３ｍｌを室温で２時間かけて滴下しながら、攪拌して生成物を得た。その生成物を
ジクロロメタン溶液５ｍｌに入れ、ろ過し、乾燥させた。該生成物にペンタン１２０ｍｌ
をゆっくりと加え、ろ過し、乾燥させることにより最終生成物（Ａｕ５５クラスター）を

40

得た。
【００３６】
〔実施例３〕金原子数が１０１の金クラスター触媒の調製
Ａｕクラスターの調製を以下に示すようにして行った以外は実施例１と同様にして金ク
ラスター触媒を得た。ホスフィン保護Ａｕ１０１クラスターの電子顕微鏡写真を図９に、
金クラスターサイズを示すヒストグラムを図１０に示す。
（Ａｕ１０１クラスターの合成）
塩化金酸（２．５４ｍｍｏｌ）が溶解された蒸留水５０ｍｌ（ａ溶液）、及び、テトラ
オクチルアンモニウムブロミド（ＴＯＡＢ）（２．９３ｍｍｏｌ）が溶解されたトルエン
６５ｍｌ（ｂ溶液）を調製した。調製したａ溶液とｂ溶液を窒素雰囲気で３０分かけて混
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合し、反応を行った。反応により生成した金塩は水層からトルエン層へ移動しているので
、該溶液から５０ｍｌの注射器を用いて水を除去した後、室温で激しく攪拌した。３０分
後、トリフェニルホスフィン（８．８５ｍｍｏｌ）を該溶液に添加し反応を行った。該溶
液の色は、反応開始５分以内で深赤から淡黄色へ変化し、１時間後に乳白色になった。引
き続き、該溶液に、水素化ホウ素ナトリウム（３７．３ｍｍｏｌ）が溶解された蒸留水（
６ｍｌ）をすばやく添加し、室温で１８０分攪拌しながら反応させ、生成物を得た。該生
成物にペンタン（１２５ｍｌ）を加え、再結晶させ、乾燥させることにより最終生成物（
Ａｕ１０１クラスター）を得た。
【００３７】
〔実施例４〜６〕担体をセリアとした金クラスター触媒の調製

10

担体をＺｒＯ２からＣｅＯ２−１に代えた以外は実施例１〜３と同様にしてそれぞれＡ
ｕ１１、Ａｕ５５、Ａｕ１０１の金クラスター触媒を得た。得られた金クラスター触媒に
おける有機配位子の除去率は９０％以上であった。
【００３８】
〔実施例７〜９〕
下記の焼成処理を酸素プラズマ処理の後に行った以外は実施例１〜３と同様にしてそれ
ぞれＡｕ１１、Ａｕ５５、Ａｕ１０１の金クラスター触媒を得た。有機配位子の除去率は
９０％以上であった。
＜焼成処理＞
酸素プラズマ処理終了後の金クラスター触媒を電気炉に投入し、１５０℃で２時間焼成

20

を行った。
また、実施例７で得られた触媒について実施例１と同様にしてＦＴ−ＩＲを測定した。
その結果を図６に示す。この結果から有機配位子が９５％以上除去されていることがわか
る。
【００３９】
〔実施例１０〜１２〕
担体をＺｒＯ２からＣｅＯ２−１に代え、焼成温度を３００℃とした以外は実施例７〜
９と同様にしてそれぞれＡｕ１１、Ａｕ５５、Ａｕ１０１の金クラスター触媒を得た。得
られた金クラスター触媒における金クラスターの粒子径は２ｎｍ以下であり、有機配位子
30

の除去率は９０％以上であった。
【００４０】
〔試験例１〕アゾベンゼンのｏｎｅ−ｐｏｔ合成
触媒の液相反応容器にオートクレーブを用い、オートクレーブに実施例１〜１２で得られ
た触媒（基質に対してＡｕ０．３ｍｏｌ％）を入れ、基質としてニトロベンゼンを０．５
ｍｍｏｌ、内標準物質としてドデカンを５０μＬ、溶媒を３ｍＬそれぞれ加え、水素０．
５ＭＰａで加圧し６０℃で、６時間反応させた。反応後の溶液を０．４５μｍのメンブラ
ンフィルターでろ過した。得られたろ液についてＡｇｉｌｅｎｔ７８９０ＡＧＣ（ガスク
ロマトグラフィー、商品名、アジレント社製）を用いて定量分析を行なった。その結果、
いずれの触媒についても高い触媒活性が認められた。
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【００４１】
〔試験例２〕シンナムアルデヒドの水素化
実施例６及び１２で得られた触媒をそれぞれ反応容器としてのオートクレーブに（基質
に対してＡｕ１ｍｏｌ％（計算量：１ｍｏｌ％

実際量：０．６ｍｏｌ％））を入れ、基

質としてシンナムアルデヒドを０．５ｍｍｏｌ、内標準物質としてアニソルを２５μＬ、
溶媒を３ｍＬそれぞれ加え、水素０．５ＭＰａで加圧し８０℃で、２２（２５）時間反応
させた。反応後の溶液を０．４５μｍのメンブランフィルターでろ過した。得られたろ液
についてＡｇｉｌｅｎｔ７８９０ＡＧＣ（ガスクロマトグラフィー、商品名、アジレント
社製）を用いて定量分析を行なった。
その結果を図１１に示す。
また、比較として酸素プラズマ処理及び焼成処理のいずれも行っていないものについて
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も触媒活性を確認した。その結果も合わせて示す。
なお、図１１中、比較対象は「前処理なし」と、実施例６の触媒は「ＰＬ」と、実施例
１２の触媒は「ＰＬ,３００」と示す。
図１１から、酸素プラズマ処理してなる本発明の金クラスター触媒（実施例６で得られ
た触媒）は、シンナミルアルコールの選択率が高く、最高８３％となった。また、酸素プ
ラズマ処理し、３００℃空気中処理した触媒（実施例１２で得られた触媒）はシンナムア
ルデヒドの転化率が最も高く、シンナミルアルコールの選択率も高いものであった。
【００４２】
〔試験例３〕ニトロベンゼンの水素化
オートクレーブに実施例１で得られた触媒、実施例７で得られた触媒をそれぞれ（基質

10

に対してＡｕ１ｍｏｌ％）入れ、基質としてニトロベンゼンを０．５ｍｍｏｌ、内標準物
質としてドデカン５０ μＬ、溶媒としてトルエンを３ｍＬそれぞれくわえ、水素０．５
ＭＰａで加圧し６０℃で、６時間反応させた。反応後の溶液を０．４５μｍのメンブラン
フィルターでろ過した。得られたろ液についてＡｇｉｌｅｎｔ７８９０ＡＧＣを用いて定
量分析を行なった。その結果を図１２に示す。
また、比較として酸素プラズマ処理及び焼成処理のいずれも行っていないものについて
も触媒活性を確認した。その結果も合わせて示す。
なお、図１２中、比較対象は「前処理なし」と、実施例１の触媒は「ＰＬ」と、実施例
７の触媒は「ＰＬ,１５０」と示す。
図１２に示す結果から明らかなように、本発明の金触媒（特に実施例７）は高い触媒活
性を示すことがわかる。

【図１】

【図３】

【図２】
【図４】
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【図６】
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【図８】

【図１０】

【図９】
【図１１】
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