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(57)【要約】
【課題】金ナノ粒子の微粒化を可能とする新規な炭素担
持金ナノ粒子材料の製造方法を提供する。
【解決手段】
炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法は、第一工程ない
し第四工程を含む。第一工程では、炭素材料とアルカリ
土類金属イオン含有溶液とを接触させ、乾燥して、アル
カリ土類金属化合物分散炭素材料を得る。第二工程では
、金化合物溶液にカルコゲン化物を添加して、Ａｕ−カ
ルコゲン錯体含有溶液を得る。第三工程では、Ａｕ−カ
ルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭
素材料を添加して、炭素担持金カルコゲナイドを得る。
第四工程では、炭素担持金カルコゲナイドを加熱する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素材料とアルカリ土類金属イオン含有溶液とを接触させ、乾燥して、アルカリ土類金
属化合物分散炭素材料を得る第一工程と、
金化合物溶液にカルコゲン化物を添加して、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液を得る第二
工程と、
前記Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液に前記アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を添加
して、炭素担持金カルコゲナイドを得る第三工程と、
前記炭素担持金カルコゲナイドを加熱する第四工程と、を含むことを特徴とする炭素担
持金ナノ粒子材料の製造方法。
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【請求項２】
前記カルコゲン化物が、硫黄原子を含む請求項１に記載の炭素担持金ナノ粒子材料の製
造方法。
【請求項３】
前記カルコゲン化物が、硫化水素ナトリウムを含む請求項２に記載の炭素担持金ナノ粒
子材料の製造方法。
【請求項４】
前記Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液の溶媒が、水であり、
前記アルカリ土類金属化合物分散炭素材料が、粉末であり、
前記第三工程において、前記Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液に前記アルカリ土類金属化

20

合物分散炭素材料を添加し、前記アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を前記Ａｕ−カル
コゲン錯体含有溶液中に分散させる請求項１〜３のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ
粒子材料の製造方法。
【請求項５】
前記アルカリ土類金属イオン含有溶液が、カルシウムイオン及び／又はマグネシウムイ
オンを含む請求項１〜４のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法。
【請求項６】
前記炭素材料が、活性炭、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン、及びグラファ
イトから選ばれる少なくとも１種を含む請求項１〜５のいずれか１項に炭素担持金ナノ粒
子材料の製造方法。
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【請求項７】
前記金化合物溶液の溶質が、四塩化金酸、四塩化金酸塩、三塩化金、シアン化金、シア
ン化金(III)酸カリウム、三塩化ジエチルアミン金、酢酸金、エチレンジアミン金錯体及
びその誘導体、ジメチル金β−ジケトン誘導体金錯体、ジエチル金β−ジケトン誘導体金
錯体、並びに金／アミノ酸系化合物錯体から選ばれる少なくとも１種を含む請求項１〜６
のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法。
【請求項８】
前記第四工程において、加熱温度が１１０〜８００℃である請求項１〜７のいずれか１
項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法。
【請求項９】
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前記第四工程において、還元雰囲気下で加熱する請求項１〜８のいずれか１項に記載の
炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法。
【請求項１０】
炭素材料と、前記炭素材料に担持した複数の金ナノ粒子と、前記炭素材料に分散した複
数のアルカリ土類金属化合物粒子と、を備えることを特徴とする炭素担持金ナノ粒子材料
。
【請求項１１】
前記複数の金ナノ粒子の平均粒子径が、２０ｎｍ以下である請求項１０に記載の炭素担
持金ナノ粒子材料。
【請求項１２】
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前記複数の金ナノ粒子の担持量が、前記炭素材料に対して、０．０１質量％〜５０質量
％である請求項１０又は１１に記載の炭素担持金ナノ粒子材料。
【請求項１３】
前記複数の金ナノ粒子の少なくとも一部が、前記複数のアルカリ土類金属化合物粒子上
に配置されている請求項１０〜１２のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料。
【請求項１４】
前記複数のアルカリ土類金属化合物粒子の材質が、カルシウム化合物及び／又はマグネ
シウム化合物を含む請求項１０〜１３のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料。
【請求項１５】
請求項１０〜１４のいずれか１項に記載の炭素担持金ナノ粒子材料を含む触媒。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法、炭素担持金ナノ粒子材料、及び触媒に
関する。
【背景技術】
【０００２】
担体の表面に金ナノ粒子を担持させた金ナノ粒子触媒は、低温ＣＯ酸化、プロピレンの
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気相一段エポキシ化、低温水性ガスシフト反応、酸素と水素からの直接過酸化水素合成、
炭化水素類の部分酸化など、多くの反応に対して、他の貴金属よりも優れた触媒活性を発
現することが知られている。さらに、金の粒子径が２ｎｍ以下、原子数で３００個以内の
クラスターになると、触媒特性がさらに激変する場合があることが知られている。
【０００３】
粒径の小さい金ナノ粒子を担持させた金ナノ粒子触媒として、特許文献１には、活性炭
担持金ナノ粒子が具体的に開示されている。この活性炭担持金ナノ粒子は、四塩化金酸水
溶液に硫化ナトリウム水溶液を加えて黄橙色の溶液を得、得られた溶液に活性炭（関西熱
化学（株）製の「マックスソーブ（登録商標）」）を加え、次いで濃塩酸を加えて溶液の
ｐＨをおよそ１にし、洗浄、吸引ろ過してろ取物を得、得られたろ取物を３００℃でか焼
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して得られたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９−２４０９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１に記載の方法で得られた活性炭に担持した金ナノ粒子の粒子
径は大きく、さらなる金ナノ粒子の微粒化が求められている。
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【０００６】
そこで、本発明の課題は、金ナノ粒子の微粒化を可能とする新規な炭素担持金ナノ粒子
材料の製造方法、炭素担持金ナノ粒子材料、及び触媒を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、以下によって前記課題を
解決することを見出し、本発明に至ったものである。
【０００８】
本発明の炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法は、炭素材料とアルカリ土類金属イオン含
有溶液とを接触させ、乾燥して、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を得る第一工程と
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、金化合物溶液にカルコゲン化物を添加して、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液を得る第二
工程と、前記Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液に前記アルカリ土類金属化合物分散炭素材料
を添加して、炭素担持金カルコゲナイドを得る第三工程と、前記炭素担持金カルコゲナイ
ドを加熱する第四工程と、を含む。
【０００９】
本発明の炭素担持金ナノ粒子材料は、炭素材料と、前記炭素材料に担持した複数の金ナ
ノ粒子と、前記炭素材料に分散した複数のアルカリ土類金属化合物粒子と、を備える。
【００１０】
本発明の触媒は、前記炭素担持金ナノ粒子材料を含む。
【発明の効果】
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【００１１】
本発明によれば、金ナノ粒子を微粒化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施例１〜２の炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法の概略説明図である
。
【図２】図２は、実施例１のアルカリ土類金属化合物分散炭素材料の蛍光Ｘ線分析（ＸＲ
Ｆ：X‐ray Fluorescence、Ｃｕターゲットで測定）結果を示す。
【図３】図３は、実施例１の第一乾燥物、比較例１の第二乾燥物、比較例２の金箔、及び
Au‑Sの結合を分析するための標本の動径構造関数（ＲＳＦ：Radial Structure Function
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）を示す。
【図４】図４Ａは、実施例１の第一乾燥物のＸＲＦ分析（Ｃｕターゲットを使用）結果を
示す。図４Ｂは、実施例１の第一乾燥物のＸＲＦ分析（ＲＸ−９ターゲット（株式会社リ
ガク製）を使用）結果を示す。
【図５】図５は、実施例１の第一か焼物、比較例１の第五か焼物、比較例２の金箔の動径
構造関数を示す。
【図６】図６Ａは、実施例１の第一か焼物の表面の高角散乱環状暗視野走査透過電子顕微
鏡（ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ：High−Angle Annular Dark Field Scanning Transmission E
lectron Microscopy）画像（倍率：５０万倍）を示す。図６Ｂは、実施例１の第一か焼物
の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ画像（倍率：７０万倍）を示す。
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【図７】図７Ａは、実施例２の第二か焼物のＸＲＦ分析（Ｃｕターゲットを使用）結果を
示す。図７Ｂは、実施例２の第二か焼物のＸＲＦ分析（ＲＸ−９ターゲットを使用）結果
を示す。
【図８】図８は、実施例２の第二か焼物、及び比較例２の金箔の動径構造関数を示す。
【図９】図９Ａは、実施例３の第三か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ画像（倍率：７
０万倍）を示す。図９Ｂは、実施例３の第三か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ画像（
倍率：５０万倍）を示す。図９Ｃは、実施例３の第三か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥ
Ｍ画像（倍率：１７万倍）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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以下、本発明を実施するための形態を説明する。
【００１４】
［炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法］
本実施形態に係る炭素担持金ナノ粒子材料の製造方法は、炭素材料とアルカリ土類金属
イオン含有溶液とを接触させ、乾燥して、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を得る第
一工程と、金化合物溶液にカルコゲン化物を添加して、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液を
得る第二工程と、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭素材料
を添加して、炭素担持金カルコゲナイドを得る第三工程と、炭素担持金カルコゲナイドを
加熱する第四工程と、を含む。本実施形態では、第一工程、第二工程、第三工程、及び第
四工程をこの順で行う。
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【００１５】
このように、本実施形態では、炭素材料とアルカリ土類金属イオン含有溶液とを接触さ
せ、乾燥して得られるアルカリ土類金属化合物分散炭素材料を、金ナノ粒子の担体に用い
る。そのため、従来の製造方法の生産物よりも、金ナノ粒子を微粒化した炭素担持金ナノ
粒子材料が得られる。これは、以下の理由によると推測される。すなわち、炭素材料とア
ルカリ土類金属イオン含有溶液とを接触させることで、炭素材料がアルカリ土類金属イオ
ンを吸着し、次いで、乾燥により、アルカリ土類金属化合物が表面に固定・担持されたア
ルカリ土類金属化合物分散炭素材料が得られる。このアルカリ土類金属化合物の存在が、
粒子径がより小さい金ナノ粒子の生成を促進するためと推測される。
【００１６】
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なお、本実施形態では、第一工程、第二工程、第三工程、及び第四工程をこの順で行う
が、本発明はこれに限定されない。その例として、本発明では、第二工程、第一工程、第
三工程、及び第四工程をこの順で行ってもよい。
【００１７】
〔第一工程〕
第一工程では、炭素材料とアルカリ土類金属イオン含有溶液とを接触させ、乾燥して、
アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を得る。すなわち、炭素材料とアルカリ土類金属イ
オン含有溶液を混合して炭素材料含有溶液を得、得られる炭素材料含有溶液を乾燥させて
アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を得る。
【００１８】
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（炭素材料）
炭素材料は、金ナノ粒子の担体として主に機能する。炭素材料は、炭素を主成分として
構成される。そのため、炭素材料は、シリカ（ＳｉＯ２）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）など
の無機酸化物を担体に用いる場合よりも、耐熱性、耐酸性、耐塩基性に優れる。
【００１９】
炭素材料の形状は、炭素担持金ナノ粒子材料の使用用途などに応じて適宜調整すればよ
く、例えば、粉末状、板状、ロッド状などが挙げられる。粉末状とは、炭素材料の粒子の
集合体である。粒子の形態は、中実体、中空体、多孔体などであってもよい。炭素材料が
粉末状（以下、炭素材料粉末という場合がある）である場合、その平均粒子径は、好まし
くは２ｎｍ〜１０ｍｍ、より好ましくは２ｎｍ〜５ｍｍ、さらに好ましくは１μｍ〜３ｍ
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ｍである。炭素材料が板状である場合、その平均板厚は、好ましくは１０ｎｍ以上１０ｍ
ｍ以下である。炭素材料粉末の平均粒子径の測定方法としては、球状粒子の場合は直径、
楕円形粒子の場合は長径であり、例えば微細な粒子径を有する場合、走査型電子顕微鏡（
ＳＥＭ）観察又は透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察から粒子径分布を作り、平均値を求め
る方法；ミクロンオーダーの粒子径については、コールターカウンターなどにより測定す
る方法；さらに大きい粒子径については、篩法で測定する方法を採用すればよい。
【００２０】
炭素材料のＢＥＴ比表面積は、好ましくは１００〜２０００ｍ２／ｇ、より好ましくは
３００〜１５００ｍ２／ｇである。炭素材料のＢＥＴ比表面積が上記範囲内であれば、無
数の細孔を有するので、金ナノ粒子を分散させるのにより適する。炭素材料の全細孔容積
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は、好ましくは０．０５〜０．８ｍＬ／ｇである。なお、炭素材料のＢＥＴ比表面積及び
全細孔容積は、実施例に記載の方法と同様に測定される値である。
【００２１】
炭素材料の材質としては、例えば、非晶質（微結晶）炭素、ナノカーボン、３次元結晶
などを用いることができる。これらの炭素材料は単独で用いられてもよいし、必要であれ
ば２種以上を併用してもよい。非晶質（微結晶）炭素としては、活性炭、カーボンブラッ
ク、メソポーラスカーボン、カーボンファイバーなどが挙げられる。ナノカーボンとして
は、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーンなどが挙げられる。３次元結晶としては
、グラファイトなどが挙げられる。なかでも、活性炭、カーボンナノチューブ、カーボン
ナノホーン、及びグラファイトから選ばれる少なくとも１種を含むことが好ましく、活性
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炭がより好ましい。
【００２２】
炭素材料の材質として活性炭を用いれば、金ナノ粒子の粒子径がより小さい炭素担持金
ナノ粒子材料が得られやすい。これは、活性炭は、多孔性で、大きな比表面積をもつから
である。さらに、副要因として、その表面に酸素官能基であるカルボキシル基等を有する
ため、表面にアルカリ土類金属化合物が固定・担持されたアルカリ土類金属化合物分散炭
素材料が得られやすい。表面にアルカリ土類金属化合物が固定・担持されたアルカリ土類
金属化合物分散炭素材料が得られやすいのは、第一工程において、炭素材料含有溶液中で
、活性炭の表面にアルカリ土類金属イオンが物理吸着し、また活性炭表面のカルボキシル
基等に、炭素材料含有溶液中のアルカリ土類金属イオンが結合しやすいためと推測される

10

。
【００２３】
活性炭としては、特に限定されず、例えば、市販の活性炭や、木質バイオマスを４００
〜１０００℃で加熱処理して得られたものを用いることができる。木質バイオマスは、再
生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）であって木材からなる。木質バイオマ
スとしては、樹木の伐採や造材のときに発生する枝、葉などの林地残材；製材工場などか
ら発生する樹皮、のこ屑；住宅の解体材；街路樹の剪定枝などを挙げることができる。こ
のような木質バイオマスは、加熱処理を施す前に、１００〜１２０℃で８〜４８時間乾燥
させることによって水分を除去しておくことが好ましい。加熱処理の処理時間は、０．５
〜３．０時間であることが好ましい。

20

【００２４】
炭素材料は、必要に応じて過酸化水素水、水酸化ナトリウム水溶液などで前処理を行う
こともできる。
【００２５】
（アルカリ土類金属イオン含有溶液）
アルカリ土類金属イオン含有溶液は、アルカリ土類金属イオンを含有する溶液である。
アルカリ土類金属イオンとしては、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、ストロンチ
ウムイオン、バリウムイオン、ラジウムイオンなどが挙げられる。なかでも、金粒子の微
粒化の観点から、カルシウムイオン及び／又はマグネシウムイオンを含むことが好ましく
、カルシウムイオンを含むことがより好ましい。
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【００２６】
アルカリ土類金属イオン含有溶液の濃度は、好ましくは０．１〜２０ｇ／ｌ、より好ま
しくは０．１〜５ｇ／ｌである。アルカリ土類金属イオン含有溶液の濃度が上記範囲内で
あれば、金ナノ粒子の粒子径がより小さい炭素担持金ナノ粒子材料が得られやすい。
【００２７】
アルカリ土類金属イオン含有溶液の溶質としては、例えば、アルカリ土類金属の水酸化
物、酸化物、炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩、塩化物などを用いることができる。これらの化合
物は単独で用いられてもよいし、必要であれば２種以上を併用してもよい。さらに、それ
らの複塩を用いてもよい。アルカリ土類金属の水酸化物としては、例えば、水酸化マグネ
シウム、水酸化カルシウム、水酸化ストロンチウム、水酸化バリウム、水酸化ラジウムな
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どが挙げられる。アルカリ土類金属の酸化物としては、例えば、酸化マグネシウム、酸化
カルシウム、酸化ストロンチウム、酸化バリウム、酸化ラジウムなどが挙げられる。アル
カリ土類金属の炭酸塩としては、例えば、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸スト
ロンチウム、炭酸バリウム、炭酸ラジウムなどが挙げられる。アルカリ土類金属の硝酸塩
としては、例えば、硝酸マグネシウム、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸バリ
ウム、硝酸ラジウムなどが挙げられる。アルカリ土類金属の硫酸塩としては、例えば、硫
酸マグネシウム、硫酸カルシウム、硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、硫酸ラジウムな
どが挙げられる。アルカリ土類金属の塩化物としては、例えば、塩化マグネシウム、塩化
カルシウム、塩化ストロンチウム、塩化バリウム、塩化ラジウムなどが挙げられる。
【００２８】
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アルカリ土類金属イオン含有溶液の溶媒は、例えば、水、非水溶媒などを用いることが
でき、これらの混合物であってもよい。なかでも、コスト、環境汚染対策などの観点から
水を用いることが好ましい。非水溶媒としては、例えば、水溶性有機溶剤などを用いるこ
とができる。水溶性有機溶剤としては、例えば、エタノール、メタノールなどを用いるこ
とができる。溶媒に用いられる水は、蒸留、イオン交換処理、フィルター処理、各種吸着
処理などにより有機不純物、金属イオンが除去されていることが好ましい。
【００２９】
＜接触方法＞
炭素材料をアルカリ土類金属イオン含有溶液と接触させる方法としては、例えば、アル
カリ土類金属イオン含有溶液中に炭素材料を添加して炭素材料含有溶液を得、得られる炭
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素材料含有溶液を撹拌する方法などが挙げられる。撹拌時間は、特に限定されないが、例
えば、１分〜４８時間である。撹拌時間が上記範囲内であれば、炭素材料がアルカリ土類
金属イオンを吸着しやすくなる。炭素材料含有溶液を撹拌する際、炭素材料含有溶液の温
度は、特に限定されないが、好ましくは５〜７０℃、より好ましくは５〜４０℃である。
撹拌方法としては、撹拌装置を用いる方法などが挙げられる。撹拌装置としては、超音波
照射装置、マグネチックスターラー、ディスパーザー、アトランタ―などを用いることが
できる。接触させる際の、炭素材料とアルカリ土類金属イオン含有溶液の量は特に限定さ
れず、その付着量等にあわせて適宜調整できるが、例えば、炭素材料２ｇに対して、０．
０１ｍｏｌ／Ｌのアルカリ土類金属イオン含有溶液を０．２Ｌ用いる。
【００３０】
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＜乾燥方法＞
炭素材料含有溶液を乾燥させる方法としては、例えば、炭素材料含有溶液を蒸発乾固さ
せる方法；炭素材料含有溶液を固液分離する方法などが挙げられる。蒸発乾固させる方法
としては、例えば、炭素材料含有溶液の溶媒が水である場合、ホットプレート上や乾燥機
内で炭素材料含有溶液を加熱し水分を蒸発させる第一の方法；炭素材料含有溶液を常温・
常圧下で放置して、炭素材料含有溶液の溶媒を蒸発させる第二の方法；炭素材料含有溶液
を溶媒が沸騰しない程度の温度に加熱して、炭素材料含有溶液の溶媒を蒸発させる第三の
方法などが挙げられる。第一の方法において、ホットプレートや乾燥機内の設定温度は、
ホットプレート・乾燥機と加熱容器の大きさなどに応じて適宜調整すればよく、具体的に
は例えば８０〜２００℃である。第三の方法において、炭素材料含有溶液を加熱する方法

30

として、例えば、エバポレーターなどを用いることができる。炭素材料含有溶液を蒸発乾
固させた後、必要により、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料をさらに乾燥させてもよ
い。アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を乾燥させる方法としては、例えば、加熱乾燥
；風乾；乾燥剤を備えた真空デシケータ内に静置し、油回転真空ポンプで真空デシケータ
内を減圧することで、減圧乾燥する方法などが挙げられる。炭素材料含有溶液を固液分離
する方法としては、例えば、濾過、デカンテーション、遠心分離などが挙げられる。また
、固液分離後に得られたアルカリ土類金属化合物分散炭素材料についても蒸発乾固させた
場合と同様に、必要によりさらに乾燥させてもよい。
【００３１】
以上により、アルカリ土類金属化合物を炭素材料に対するアルカリ土類金属の質量分の
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比率で、好ましくは０．０１質量％〜２０質量％、より好ましくは０．０５質量％〜１０
質量％、さらに好ましくは、０．１質量％〜５質量％付着したアルカリ土類金属化合物分
散炭素材料を得ることができる。
【００３２】
［第二工程］
第二工程では、金化合物溶液にカルコゲン化物を添加して、Ａｕ−カルコゲン錯体含有
溶液を得る。Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液中には、Ａｕ−カルコゲン結合をもつＡｕ−
カルコゲン錯体が形成される。これにより、第三工程において、金化合物溶液に含まれる
金化合物と、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料との接触を抑制し、炭素の還元作用に
よる粗大な金粒子の生成を抑制することができる。
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【００３３】
（金化合物溶液）
金化合物溶液は、金化合物を含有する溶液である。金化合物溶液の濃度は、得られる炭
素担持金ナノ粒子材料の複数の金ナノ粒子の担持量などに応じて適宜調整すればよく、好
ましくは０．０１ｍｇ／Ｌ〜１ｇ／Ｌ、より好ましくは１〜２０ｍｇ／Ｌである。
【００３４】
金化合物溶液の溶質である金化合物は、金ナノ粒子の前駆体であり、例えば、金の水酸
化物、塩化物、カルボン酸塩、硝酸塩、塩化金酸、塩化金酸塩、酢酸金、金錯体化合物な
どが挙げられる。これらの化合物は単独で用いられてもよいし、必要であれば２種以上を
併用してもよい。具体的に、金化合物としては、例えば、四塩化金酸（ＨＡｕＣｌ４）、

10

四塩化金酸塩、三塩化金（ＡｕＣｌ３）、シアン化金（ＡｕＣＮ）、シアン化金(III)酸
カリウム（Ｋ〔Ａｕ（ＣＮ）４〕）、三塩化ジエチルアミン金〔（Ｃ２Ｈ５）２ＮＨ・Ａ
ｕＣｌ３〕、酢酸金、エチレンジアミン金錯体及びその誘導体、ジメチル金β−ジケトン
誘導体金錯体、ジエチル金β−ジケトン誘導体金錯体、シアン化金(I)酸カリウム｛Ｋ〔
Ａｕ（ＣＮ）２〕｝、（ＣＨ３）２Ａｕ（ＣＦ３ＣＯＣＨＣＯＣＨ３）、（ＣＨ３）２Ａ
ｕ（ＣＦ３ＣＯＣＨＣＯＣＦ３）、（Ｃ２Ｈ５）２Ａｕ（ＣＨ３ＣＯＣＨＣＯＣＨ３）、
（ＣＨ３）２Ａｕ（Ｃ６Ｈ５ＣＯＣＨＣＯＣＦ３）、金／アミノ酸系化合物錯体などを用
いることができる。四塩化金酸塩としては、例えば、ＮａＡｕＣｌ４などを用いることが
できる。エチレンジアミン金錯体としては、例えば、塩化物塩（Ａｕ[Ｃ２Ｈ４（ＮＨ２
）２］２Ｃｌ３）などを用いることができる。ジメチル金β−ジケトン誘導体金錯体とし
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ては、例えば、ジメチル金アセチルアセトナート（（ＣＨ３）２Ａｕ（ＣＨ３ＣＯＣＨＣ
ＯＣＨ３））などを用いることができる。金／アミノ酸系化合物錯体としては、例えば、
金−グリシン錯体（Ａｕ（ｇｌｙ）（ＯＨ）２）などを用いることができる。金／アミノ
酸系化合物錯体とは、金イオンを中心とし、配位子にアミノ酸系化合物を含む錯体である
。アミノ酸系化合物とは、その分子構造内にアミノ基及びカルボキシル基の両方を含む有
機化合物である。なかでも、四塩化金酸、四塩化金酸塩、三塩化金、シアン化金、シアン
化金(III)酸カリウム、三塩化ジエチルアミン金、酢酸金、エチレンジアミン金錯体及び
その誘導体、ジメチル金β−ジケトン誘導体金錯体、及びジエチル金β−ジケトン誘導体
金錯体、並びに金／アミン酸系化合物錯体から選ばれる少なくとも１種を含むことが好ま
しい。
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【００３５】
金化合物溶液の溶媒は、アルカリ土類金属イオン含有溶液の溶媒として例示したものと
同様の溶媒を用いることができる。
【００３６】
（カルコゲン化物）
カルコゲン化物は、例えば、アルカリ金属のカルコゲン水素化物、カルコゲン水素化合
物、金属カルコゲン化物、有機カルコゲン化物などを用いることができる。これらの化合
物は単独で用いられてもよいし、必要であれば２種以上を併用してもよい。アルカリ金属
のカルコゲン水素化合物としては、例えば、硫化水素ナトリウム（ＮａＨＳ）、硫化水素
カリウム（ＫＨＳ）、セレン化水素ナトリウム（ＮａＨＳｅ）、セレン化水素カリウム（

40

ＫＨＳｅ）、テルル化水素ナトリウム（ＮａＨＴｅ）、テルル化水素カリウム（ＫＨＴｅ
）などが挙げられる。アルカリ金属の金属カルコゲン化物としては、例えば、硫化ナトリ
ウム（Ｎａ２Ｓ）、硫化カリウム（Ｋ２Ｓ）、セレン化ナトリウム（Ｎａ２Ｓｅ）、セレ
ン化カリウム（Ｋ２Ｓｅ）、テルル化ナトリウム（Ｎａ２Ｔｅ）、テルル化カリウム（Ｋ
２Ｔｅ）などが挙げられる。アルカリ金属の有機カルコゲン化物としては、例えば、チオ

アセトアミド（ＣＨ３ＣＳＮＨ２）、セレノアセトアミド（ＣＨ３ＣＳｅＮＨ２）、テル
ロアセトアミド（ＣＨ３ＣＴｅＮＨ２）、有機カルコゲン化物として、例えば、チオ尿素
などが挙げられる。なかでも、カルコゲン化物は、硫黄原子を含むことが好ましく、カル
コゲン化物が、硫化水素ナトリウムを含むことがより好ましい。カルコゲン化物として、
硫化水素ナトリウム（ＮａＨＳ）を用いることで、例えば、金属カルコゲン化物（例えば
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、硫化ナトリウム（Ｎａ２Ｓ））を用いる場合よりも、Ａｕ−Ｓ錯体含有溶液のｐＨの変
動が緩慢となるため、後述する所望のｐＨに調整しやすくなる。さらに、得られる炭素担
持金ナノ粒子材料の炭素材料に担持する複数の金ナノ粒子の粒径をより均一にすることが
できる。Ａｕ−Ｓ錯体含有溶液のｐＨの変動が緩慢となるのは、金属カルコゲン化物（例
えば、硫化ナトリウム（Ｎａ２Ｓ））を用いると、水中で金属カルコゲン化物を構成する
金属は全て解離してカルコゲンイオン（例えば、硫化物イオン（Ｓ２−））となり、この
カルコゲンイオンのほとんどが加水分解してカルコゲン水素イオン（例えば、硫化水素イ
オン（ＨＳ−））になるためと推測される。
【００３７】
＜添加方法＞

10

金化合物溶液にカルコゲン化物を添加する方法としては、例えば、カルコゲン化物を金
化合物溶液の溶媒と同一の溶媒に溶解させたカルコゲン化物含有溶液を得、得られるカル
コゲン化物含有溶液を金化合物溶液に滴下する方法；カルコゲン化物がガス状である場合
には、カルコゲン化物を金化合物溶液中に吹き込む方法などが挙げられる。金化合物溶液
にカルコゲン化物を添加する際の金化合物溶液の温度は、好ましくは０〜１００℃、より
好ましくは１０〜３０℃である。金化合物溶液にカルコゲン化物を添加した後、Ａｕ−カ
ルコゲン錯体含有溶液を撹拌してもよい。金化合物溶液及びカルコゲン化物の使用量は、
Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液のｐＨが後述する範囲内となるように調整すればよく、好
ましくは、カルコゲン化物分子／Ａｕ原子＝２〜１０００である。
【００３８】

20

Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液のｐＨは、カルコゲン化物の種類などに応じて適宜調整
すればよい。カルコゲンが硫黄である場合、Ａｕ−Ｓ錯体含有溶液のｐＨは、好ましくは
３〜１４、より好ましくは６〜１３である。Ａｕ−Ｓ錯体含有溶液のｐＨが上記範囲内で
あれば、金ナノ粒子の粒子径がより小さい炭素担持金ナノ粒子材料が得られやすい。これ
は、Ａｕ−Ｓ錯体含有溶液のｐＨが上記範囲内であれば、硫化水素イオン（ＨＳ−）の存
在比率が高くなり、Ａｕ−Ｓ錯体の存在比率が支配的になるためと推測される。このＡｕ
−Ｓ錯体は、全体として疎水性を有し、疎水性を有する炭素材料との相性がよいため、金
水酸化物（Ａｕ（ＯＨ）３）に比べて、炭素材料に吸着されやすい。そのため、本実施形
態では、従来の製造方法のように、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液が酸性
となるように調整して、炭素材料の表面に金カルコゲナイドを析出沈殿させなくとも、ア
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ルカリ土類金属化合物分散炭素材料の表面に金カルコゲナイドを吸着させることができる
。
【００３９】
［第三工程］
第三工程では、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭素材料
を添加して、炭素担持金カルコゲナイドを得る。具体的には、Ａｕ−カルコゲン錯体含有
溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭素材料を添加してアルカリ土類金属化合物分散炭素
材料含有溶液を得、得られるアルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液から炭素担持
金カルコゲナイドを分離する。炭素担持金カルコゲナイドは、その担体であるアルカリ土
類金属化合物分散炭素材料の表面に金カルコゲン化物が担持されている。
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【００４０】
Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭素材料を添加する方法
としては、例えば、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金属化合物分散炭素材
料を直接加える方法；Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液の溶媒と同一の溶媒にアルカリ土類
金属化合物分散炭素材料を分散させたアルカリ土類金属化合物分散炭素材料分散液を得、
得られるアルカリ土類金属化合物分散炭素材料分散液にＡｕ−カルコゲン錯体含有溶液を
加える方法などが挙げられる。アルカリ土類金属化合物分散炭素材料の添加量は、炭素担
持金ナノ粒子材料の使用目的、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料の形状などに応じて
適宜調整すればよい。
【００４１】
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この際、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液の溶媒が水であり、アルカリ土類金属化合物分
散炭素材料が粉末である場合、例えば、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶液にアルカリ土類金
属化合物分散炭素材料を添加した後、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料をアルカリ土
類金属化合物分散炭素材料含有溶液中に分散させることが好ましい。これにより、アルカ
リ土類金属化合物分散炭素材料の表面に金カルコゲナイドが吸着されやすくなる。アルカ
リ土類金属化合物分散炭素材料をＡｕ−カルコゲン錯体含有溶液中に分散させる方法とし
ては、撹拌装置を用いる方法などが挙げられる。撹拌装置としては、超音波照射装置、マ
グネチックスターラー、ディスパーザー、アトランタ―などを用いることができる。この
際、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液の温度は、好ましくは１０〜８０℃で
ある。分散時間は、好ましくは１０分〜２時間、さらに好ましくは３０分〜１時間である

10

。アルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液のｐＨは、Ａｕ−カルコゲン錯体含有溶
液のｐＨと同等である。
【００４２】
金カルコゲナイドの組成は、用いるカルコゲン化物の種類によって異なり、カルコゲン
化物として硫黄原子を含むものを用いる場合には、例えば、Ａｕ２Ｓ３、Ａｕ２Ｓなどが
挙げられ、カルコゲン化物としてセレン原子を含むものを用いる場合には、例えば、Ａｕ
２Ｓｅ３、Ａｕ２Ｓｅなどが挙げられる。

【００４３】
得られるアルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液から炭素担持金カルコゲナイド
を分離する方法としては、例えば、濾過法、遠心分離法などが挙げられる。濾過の場合、
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繰り返しデカンテーションを行った後に濾過するなど、分離の際に炭素担持金カルコゲナ
イドの洗浄を行うことが好ましい。
【００４４】
アルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液から炭素担持金カルコゲナイドを分離し
た後、分離した炭素担持金カルコゲナイドを乾燥させることが好ましい。乾燥温度は、好
ましくは８０〜１１０℃である。乾燥時間は、好ましくは１〜２４時間である。
【００４５】
［第四工程］
第四工程では、炭素担持金カルコゲナイドを加熱する。これにより、金カルコゲナイド
を金に熱還元し、炭素担持金ナノ粒子材料が得られる。
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【００４６】
加熱条件は、金カルコゲナイドを金に熱還元することができる条件であれば、特に限定
されない。加熱する際の雰囲気として、例えば、大気雰囲気、還元雰囲気などが挙げられ
、なかでも還元雰囲気が好ましい。還元雰囲気下で加熱することにより、大気雰囲気下で
加熱する場合よりも、金カルコゲナイドの還元反応を促進させることができる。還元雰囲
気としては、例えば、不活性ガス中に水素を混合した水素流通雰囲気などが挙げられる。
水素の混合比は、体積比で好ましくは２０〜１００％である。不活性ガスとしては、例え
ば、ヘリウム、窒素、アルゴンなどが挙げられる。
【００４７】
大気雰囲気下で加熱する場合、加熱温度は、好ましくは１１０〜８００℃、より好まし
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くは２００〜３００℃であり、加熱時間は、好ましくは１〜２４時間、より好ましくは２
〜４時間である。還元雰囲気、例えば、水素流通雰囲気下で加熱する場合、加熱温度は、
好ましくは１１０〜８００℃、より好ましくは１１０〜３００℃であり、加熱時間は、好
ましくは１〜２４時間、より好ましくは２〜４時間である。
【００４８】
［炭素担持金ナノ粒子材料］
本実施形態に係る炭素担持金ナノ粒子材料は、炭素材料と、炭素材料に担持した複数の
金ナノ粒子と、炭素材料に分散した複数のアルカリ土類金属化合物粒子と、を備える。
【００４９】
本実施形態に係る炭素担持金ナノ粒子材料は、後述する触媒、導電性材料、がん治療用
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マーカー、高感度ＤＮＡ検出素子、センサーなどとして好適に使用することができる。
【００５０】
（炭素担持金ナノ粒子材料）
複数の金ナノ粒子の平均粒子径は、好ましくは２０ｎｍ以下、より好ましくは０．８ｎ
ｍ以上５ｎｍ以下、さらに好ましくは０．８ｎｍ以上２ｎｍ以下である。金ナノ粒子の平
均粒子径は、実施例に記載の方法と同様に、Ｘ線吸収微細構造（ＸＡＦＳ：X‑ray Absorp
tion Fine Structure）分析により測定される値である。
【００５１】
各金ナノ粒子を構成する金原子の数（構成原子数）は、特に限定されないが、例えば、
１１、１３、５５、１０１、１４７、３０９、５６１からなる群より選択される１種以上

10

である。
【００５２】
複数の金ナノ粒子の担持量は、炭素材料に対して、好ましくは０．０１質量％〜５０質
量％、より好ましくは０．１質量％〜１０質量％、さらに好ましくは０．５質量％〜５質
量％である。複数の金ナノ粒子の担持量は、実施例に記載の方法と同様に測定される値で
ある。
【００５３】
ＣＯの低温酸化触媒等に用いる場合には、複数の金ナノ粒子の少なくとも一部が、複数
のアルカリ土類金属化合物粒子上に配置されていることが好ましい。これにより、より優
れた触媒活性を発現させることができる。また、複数の金ナノ粒子の形状は、特に限定さ
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れず、断面略半球状であることが好ましい。複数の金ナノ粒子は、各々均一であり、かつ
炭素材料の表面に均一に分散して配置されていることが好ましい。
【００５４】
（アルカリ土類金属化合物粒子）
本実施形態に係る炭素担持金ナノ粒子材料は、その表面に複数のアルカリ土類金属化合
物粒子が分散して付着されている。
【００５５】
複数のアルカリ土類金属化合物粒子の付着量は、炭素材料に対するアルカリ土類金属の
質量分の比率で、好ましくは０．０１質量％〜１０質量％、より好ましくは０．１質量％
〜５質量％である。複数のアルカリ土類金属化合物粒子の付着量は、ＸＲＦ分析等により
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測定される値である。
【００５６】
複数のアルカリ土類金属化合物粒子の材質は、アルカリ土類金属化合物である。アルカ
リ土類金属化合物としては、アルカリ土類金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩などが挙げら
れる。なかでもカルシウム化合物及び／又はマグネシウム化合物を含むことが好ましく、
カルシウム化合物を含むことがより好ましい。これにより、金粒子の微粒化ができる。カ
ルシウム化合物としては、例えば、カルシウムの酸化物、水酸化物、炭酸塩などが挙げら
れる。
【００５７】
なお、ここでいう第４工程後に炭素材料に分散されているアルカリ土類金属化合物は、
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第１工程におけるアルカリ土類金属化合物と同一のものでもよいし、第３工程及び／又は
第４工程の熱還元反応等を経て別の化合物でもよいし、それらが混合しているものでもよ
い。
【００５８】
（炭素材料）
炭素材料は、上述した本実施形態の製造方法の炭素材料として例示したものと同様のも
のを用いることができる。
【００５９】
（その他の成分）
本実施形態に係る炭素担持金ナノ粒子材料は、炭素材料と、複数の金ナノ粒子と、複数
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のアルカリ土類金属化合物粒子とを備えれば、本発明の所望の効果を損なわない範囲で他
の成分が配合されていてもよい。
【００６０】
［触媒］
本実施形態に係る触媒は、炭素担持金ナノ粒子材料を含む。本実施形態に係る触媒は、
様々な化合物の製造に際して使用することができ、例えば、一酸化炭素を二酸化炭素へ低
温酸化する際の触媒；プロピレンの気相一段合成反応する際の触媒；グルコースをグルコ
ン酸に酸化する際の触媒などに好適に用いることができる。
【実施例】
【００６１】

10

以下、本発明を実施例によって具体的に説明する。
【００６２】
［実施例１］（「1wt%‐Au／Ca／AC(300℃ 4h)」）
図１に示す手順に従って、以下のように、第一か焼物を得た。
【００６３】
（第一工程）
１０５℃で２４時間乾燥機で乾燥した「粒状白鷺ＷＨ２ｃ, ８／３２ＳＳ」（大阪ガス
ケミカル（株）製）を活性炭担体として用いた。活性炭粉末の粒子径は、８〜３２ｍｅｓ
ｈ（約５００μｍ〜２．４ｍｍ）である。活性炭粉末の全細孔容積は、相対圧力０．９８
における窒素吸着量から求めたところ、０．５５９ｍＬ／ｇであった。活性炭粉末のＢＥ

20

Ｔ比表面積は、ＢＥＴ比表面積測定装置（Quantachrome製、「AUTOSORB‑1‑C」）を用いて
、吸着温度７７．４Ｋ、相対圧力０．０１〜１．０の範囲で窒素の吸着等温線を作成し、
ＢＥＴプロットから測定したところ、１２５０ｍ２／ｇであった。
【００６４】
乾燥後の活性炭粉末 ２ｇを２００ｍＬの三角フラスコにとり、これにＣａ（ＯＨ）２
水溶液（濃度：０．０１ｍｏｌ／ｌ）２００ｍｌを添加して活性炭含有水溶液を得た。こ
の活性炭含有水溶液を２０℃で２４時間浸漬した後、ろ別し、１０５℃に設定した乾燥機
（アズワン株式会社製、「ONW‑450S」）で２４時間乾燥して、粉末状のアルカリ土類金属
化合物分散炭素材料を得た。得られたアルカリ土類金属化合物分散炭素材料の蛍光Ｘ線分
析（ＸＲＦ、株式会社リガク製エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置ＥＤＸＬ３００、Ｃｕ
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ターゲットで測定）を行った結果を図２に示す。この結果から、得られたアルカリ土類金
属化合物分散炭素材料の表面にカルシウム元素があることを確認した。なお、それ以外の
Ｆｅ等のピークは、活性炭担体に由来するものである。
【００６５】
（第二工程）
２０ｐｐｍ Ａｕ（０．１ｍｍｏｌ／Ｌ）の四塩化金酸（Ｈ［ＡｕＣｌ４］）水溶液
５００ｍＬに、１ｍｏｌ／Ｌの硫化水素ナトリウム（ＮａＨＳ）水溶液（１Ｍ）を０．３
ｍＬ（０．３ｍｍｏｌ相当）加えてよく撹拌してＡｕ−Ｓ錯体含有溶液を得た。このＡｕ
−Ｓ錯体含有溶液のｐＨはおよそ１２であった。
【００６６】
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（第三工程）
このＡｕ−Ｓ錯体含有溶液に、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を１．０ｇ加えて
、超音波をかけて、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料を溶液中に１時間分散させ、ア
ルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液を得た。
【００６７】
次いで、アルカリ土類金属化合物分散炭素材料含有溶液のデカンテーションを繰り返し
ながら洗浄し、吸引濾過によって第一濾取物を得た。
【００６８】
得られた第一濾取物の一部を、大気雰囲気下、室温で２４時間以上乾燥させて、第一乾
燥物を得た。得られた第一乾燥物のＸ線吸収微細構造（ＸＡＦＳ）分析及びＸＲＦ分析（
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Ｃｕターゲット、ＲＸ−９ターゲット（株式会社リガク製）を使用）を行った。測定結果
を図３、図４Ａ、及び図４Ｂに示す。
【００６９】
このＸＡＦＳ分析の際、振動抽出範囲は波数ｋ＝２〜１６、ＦＥＦＦ解析をするにあっ
て、Ｒ空間はＲ＝１．８−３．３とした。以下のＸＡＦＳ分析も同じ条件で行った。図３
中、「1wt%‐Au／Ca／AC（RT‐dry）」は第一乾燥物を指す。
【００７０】
また、図３中、「Au‐S complex solution」はAu‑Sの結合を分析するための標本である
。具体的には、０．１ｍｏｌ／ＬのＨＡｌＣｌ４水溶液と１ｍｏｌ／ＬのＮａＯＨ水溶液
を混合後１６時間静置し、そこにさらに０．４ｍｏｌ／ＬのＮａＨＳ水溶液を加えて撹拌
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後、最後に１ｍｏｌ／ＬのＨＮＯ３水溶液を混合・撹拌して得られた、Ａｕ−Ｓ錯体含有
水溶液の分析結果を示す。
【００７１】
図３のグラフは動径構造関数であり、横軸（Ｒ（Å））は中心原子（金原子）に対する
結合距離を意味し、縦軸（｜χ（Ｒ）｜（Å−４））の値はその配位数に依存する値であ
る。
【００７２】
また、図４Ａ、及び図４ＢのＸＲＦ分析結果より、得られた第一乾燥物の表面にカルシ
ウム元素、金元素、硫黄元素があることを確認した。なお、それ以外のＦｅ、Ｃｌ等のピ
ークは、活性炭担体に由来するものである。
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【００７３】
（第四工程）
得られた第一濾取物の一部を、大気雰囲気下、１０５℃で２４時間乾燥させ、次いで電
気炉で、大気雰囲気下、３００℃、４時間か焼して、第一か焼物を得た。
【００７４】
得られた第一か焼物の蛍光Ｘ線分析（ＸＲＦ）及びＸＡＦＳ分析を行った。ＸＲＦ分析
の結果から、第一か焼物の表面にカルシウム元素が存在していることを確認した。また、
ＸＡＦＳ分析の測定結果を図５に示す。図５中、「1wt%‐Au／Ca／AC(300℃ 4h)」は、第
一か焼物を指す。図５中のグラフは動径構造関数であり、横軸（Ｒ（Å））は中心原子（
金原子）に対する結合距離を意味し、縦軸（｜χ（Ｒ）｜（Å−４））の値はその配位数
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に依存する値である。
【００７５】
さらに、得られた第一か焼物を、高角散乱環状暗視野走査透過電子顕微鏡（ＨＡＡＤＦ
−ＳＴＥＭ：High−Angle Annular Dark Field Scanning Transmission Electron Micros
copy）で観察した。第一か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ画像（倍率：５０万倍）を
図６Ａに示す。第一か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ画像（倍率：７０万倍）を図６
Ｂに示す。図６Ａ及び図６Ｂ中、白色部が金粒子を指す。
【００７６】
一方、原子吸光分析（ＡＡＳ：Atomic Absorption Spectrometry）により、吸引濾過に
より得られた液体（濾液）の金濃度を決定し、元のＨ［ＡｕＣｌ４］水溶液との差分から
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金の担持量を見積もったところ、金の担持量は、担体（活性炭粉末）に対して１質量％で
あった。また、ＸＲＦ分析によりカルシウム化合物の付着量を測定したところ、カルシウ
ムとして、担体（活性炭粉末）に対して０．２５質量％であった。
【００７７】
〔触媒特性（ＣＯ酸化）〕
第一か焼物 １５０ｍｇをガラス製Ｕ字型反応管（内径１０ｍｍ）に充填して触媒層を
形成し、窒素と酸素の混合ガスを流通しながら触媒層の温度が２５０℃となるように電気
炉で加温し、３０分間窒素と酸素の混合ガスを流通させた。次いで、室温〜３００℃の測
定温度で、ガス組成が一酸化炭素／酸素／窒素＝１／２０／７９（ＣＯ容積１％）の混合
ガスを毎分５０ｍＬの流量で反応管に流通させた。反応開始後３０分の反応器出口ガスの
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分析をガスクロマトグラフィーにて行ったところ、ＣＯ酸化反応に対する触媒活性が認め
られた。
【００７８】
［実施例２］（「Au／Ca／AC」）
第四工程において、得られた濾取物の一部を電気炉でか焼する代わりに、水素流通下、
３００℃、２時間の条件でか焼した他は、実施例１と同様にして、第二か焼物を得た。金
の担持量は、担体（活性炭粉末）に対して１質量％であった。得られた第二か焼物のＸＲ
Ｆ分析（Ｃｕターゲット、ＲＸ−９ターゲットを使用）及びＸＡＦＳ分析を行った。測定
結果を図７Ａ、図７Ｂ、図８に示す。図７Ａ、図７ＢのＸＲＦ分析結果より、得られた第
二か焼物の表面にカルシウム元素、金元素、硫黄元素があることを確認した。なお、それ

10

以外のＦｅ、Ｓｉ等のピークは活性炭担体に由来するものである。また、図８中、「Au／
Ca／AC」は、第二か焼物を指す。図８中のグラフは動径構造関数であり、横軸（Ｒ（Å）
）は中心原子（金原子）に対する結合距離を意味し、縦軸（｜χ（Ｒ）｜（Å−４））の
値はその配位数に依存する値である。
【００７９】
［実施例３］（「1wt%‐Au／Mg／AC(300℃ 4h)」）
第一工程において、水酸化カルシウム水溶液を用いる代わりに、水酸化マグネシウム水
溶液（濃度：０．０１ｍｏｌ／ｌ）を用いた他は実施例１と同様にしてＭｇ化合物粒子及
び金ナノ粒子を備えた第三か焼物を得た。金の担持量は、担体（活性炭粉末）に対して１
質量％であった。
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【００８０】
得られた第三か焼物を、ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭで観察した。第三か焼物の表面のＨＡＡ
ＤＦ−ＳＴＥＭ画像（倍率：７０万倍）を図９Ａに示す。第三か焼物の表面のＨＡＡＤＦ
−ＳＴＥＭ画像（倍率：５０万倍）を図９Ｂに示す。第三か焼物の表面のＨＡＡＤＦ−Ｓ
ＴＥＭ画像（倍率：１７万倍）を図９Ｃに示す。図９Ａないし図９Ｃ中、白色部が金粒子
を指す。
【００８１】
〔触媒特性（ＣＯ酸化）〕
第一か焼物１５０ｍｇの代わりに第三か焼物１５０ｍｇを用いた他は、実施例１と同様
にして流通させたガスの分析を行ったところ、CO酸化反応に対する触媒活性が認められた
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。
【００８２】
［実施例４］（「1wt%‐Au／Sr／AC(300℃ 4h)」）
第一工程において、水酸化カルシウム水溶液を用いる代わりに、水酸化ストロンチウム
水溶液（濃度：０．０１ｍｏｌ／ｌ）を用いた他は実施例１と同様にしてＳｒ化合物粒子
及び金ナノ粒子を備えた第四か焼物を得た。金の担持量は、担体（活性炭粉末）に対して
１質量％であった。
【００８３】
［比較例１］（「1wt%‐Au／AC(300℃ 4h)」）
第一工程において水酸化カルシウム水溶液を用いず、第二工程においてアルカリ土類金

40

属化合物分散炭素材料の代わりに第一工程で得られた活性炭粉末を用いた他は、実施例１
と同様にして、第二濾取物を得た。
【００８４】
第二濾取物の一部を、実施例１と同様に乾燥させて、第二乾燥物を得た。得られた第二
乾燥物のＸＡＦＳ分析を行った。測定結果を図３に示す。図３中、「1wt%‐Au／AC（RT‐
dry）」は第二乾燥物を指す。
【００８５】
次いで、第二濾取物の一部を、実施例１と同様にしてか焼して、第五か焼物を得た。金
の担持量は、担体（活性炭粉末）に対して１質量％であった。
【００８６】
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得られた第五か焼物のＸＡＦＳ分析を行った。測定結果を図５に示す。図５中、「1wt%
‐Au／AC(300℃ 4h)」は、第五か焼物を指す。
【００８７】
第一か焼物１５０ｍｇの代わりに第五か焼物１５０ｍｇを用いた他は、実施例１と同様
にして流通させたガスの分析を行ったところ、ＣＯ酸化反応に対する触媒活性が認められ
なかった。
【００８８】
［比較例２］（Au‐foil）
金箔（厚み：５μｍ）のＸＡＦＳ分析を行った。測定結果を図３、図５、及び図８に示
す。図３、図５及び図８中、「Au‑foil」は金箔を指す。
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【００８９】
［実施例及び比較例の結果］
図３から、実施例１の第一乾燥物（「1wt%‐Au／Ca／AC（RT‐dry）」)、及び比較例１
の第二濾取物（「1wt%‐Au／AC（RT‐dry）」）では、Au‑Sの結合を分析するための標本
（「Au‐S complex solution」）と同様に、中心原子（金原子）に対する結合距離１．９
Åの位置に、最大のピークを示した。実施例１の第一乾燥物、及び比較例１の第二濾取物
は、各々の原料に硫黄原子を含むこと；Ａｕ−Ｓ結合の結合長は１．５〜２Åであること
から、実施例１の第一乾燥物、及び比較例１の第二濾取物は、Ａｕ−Ｓ結合を有すること
が確認できた。すなわち、実施例１の第一乾燥物（「1wt%‐Au／Ca／AC（RT‐dry）」)の
ＸＡＦＳ分析の結果から、担体（アルカリ土類金属化合物分散炭素材料）の表面に金カル
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コゲナイドが支配的に存在していることがわかった。
【００９０】
図５から、実施例１の第一か焼物（「1wt%‐Au／Ca／AC(300℃ 4h)」）、比較例１の第
五か焼物（「1wt%‐Au／AC（RT‐dry）」）では、比較例２の金箔（「Au‑foil」）と同様
に、中心原子（金原子）に対する結合距離２．６Åの位置に、最大のピークを示した。比
較例２の金箔は金を主成分とすること；Ａｕ−Ａｕ結合の結合長は２．８Åであることか
ら、実施例１の第一か焼物、及び比較例１の第五か焼物は、Ａｕ−Ａｕ結合を有すること
が確認できた。さらに、中心原子（金原子）に対する結合距離２．６Åにおいて、実施例
１の第一か焼物の金原子の配位数（金粒子の構成原子数）は８．１（粒子径１．２９ｎｍ
に相当）、比較例１の第五か焼物の金原子の配位数は１１．１（粒子径５．７５ｎｍに相
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当）、比較例２の金箔の金原子の配位数は１２であった。これらのＸＡＦＳ分析の結果、
ＸＲＦ分析の結果及びＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ分析の結果から、実施例１の第一か焼物は、
金ナノ粒子を担持し、かつカルシウム化合物粒子が分散されており、その平均粒子径が１
．２９ｎｍであることがわかった。さらに、比較例１の第五か焼物は、アルカリ土類金属
化合物粒子が分散されておらず、金ナノ粒子のみを担持し、その平均粒子径が５．７５ｎ
ｍであることがわかった。
【００９１】
すなわち、実施例１では、活性炭粉末と水酸化カルシウム水溶液とを接触させ、乾燥し
て得られるアルカリ土類金属化合物分散炭素材料を金ナノ粒子の担体に用いたので、活性
炭粉末をそのまま担体に用いた比較例１よりも、金ナノ粒子の平均粒子径が小さかった。
【００９２】
また、図８から同様に、中心原子（金原子）に対する結合距離２．６Åにおいて、実施
例２の第二か焼物の金原子の配位数（金粒子の構成原子数）は７．３（粒子径１．０４ｎ
ｍに相当）であった。これらのＸＡＦＳ分析の結果、ＸＲＦ分析等の結果から、実施例２
の第二か焼物は、金ナノ粒子を担持し、かつカルシウム化合物粒子が分散されており、そ
の平均粒子径が１．０４ｎｍであることがわかった。
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