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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
結晶性プラチナ粒子と、
アミン化合物および水素化アルミニウムの錯体と
を５０〜３００℃において接触させて少なくともプラチナおよびアルミニウムからなる複
合粒子を形成し、
該複合粒子を酸または塩基と接触させて該複合粒子中のアルミニウムを溶出させる工程を
経ることを特徴とする、多孔質プラチナ粒子の製造方法。
【請求項２】
上記結晶性プラチナ粒子が、
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プラチナ錯化合物と
酸と
炭素数２〜１２の１級アルコールと
脂肪族１級アミンと
を有機溶媒中で接触させて得られたものである、請求項１に記載の多孔質プラチナ粒子の
製造方法。
【請求項３】
上記複合粒子を形成後、酸またはアルカリと接触させる前に、該複合粒子を２００〜６
００℃において加熱する工程をさらに経るものである、請求項１または２に記載の多孔質
プラチナ粒子の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、多孔質プラチナ粒子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
プラチナは高い触媒能を有し、石油精製、石油化学、自動車および工場の排ガス浄化、
医農薬製造、化成品製造などの幅広い分野で極めて重要な触媒として知られている。
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プラチナ触媒は、旧来から金属酸化物または活性炭担体上に担持した複合粒子の形態で
反応に供されている。この場合、担体上に担持されたプラチナ粒子のサイズの最適値は反
応ごとに異なり（非特許文献１）、しかも担持触媒の調製法によってプラチナ粒子サイズ
は異なるため（非特許文献２）、各反応に特化された担持型プラチナ触媒製造法の最適化
が広く検討されている。
一方、プラチナ粒子の形状と触媒活性との間に何らかの関係があることが明らかになり
つつある。例えば非特許文献３では、ヘキサシアノ鉄（ＩＩＩ）とチオ硫酸イオンとの反
応におけるプラチナ触媒の活性は、粒子形状に依存することが明らかにされた。
【０００３】
そこで、異なる形状を有するナノ構造、特に大きな比表面積が期待できる多孔質ナノ構
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造、を有するプラチナの合成法の提供が渇望される。
多孔質ナノ構造を有する粒子は、例えばテンプレート合成法（非特許文献４）、一次ナ
ノ粒子の位置選択的付着法（非特許文献５）などの方法により合成される。しかしこれら
のうちの前者は反応のスケールアップが困難であることから工業的実施は事実上不可能で
あり、一方後者は表面が互いに類似の原子配置をとっている一次ナノ粒子の組み合わせに
のみ適用可能であるため適用範囲が極めて狭いとの指摘がなされている。
近年、プラチナ錯化合物を特定の界面活性を含有する水溶液中で水素化ホウ素ナトリウ
ムによって還元することによってスポンジ状のプラチナ粒子を製造する方法が提案された
（特許文献１）。この技術は、大粒径であって多孔質ナノ構造を有する大表面積のプラチ
ナ粒子を容易に製造しうるものであるが、本技術によって得られる多孔質プラチナ粒子は
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、一次微粒子がゆるく凝集した凝集体であり、分散媒中における分散安定性に乏しく、保
存中にさらなる凝集が起こるとの欠点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−４５５８２号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】荒井ら、「超微粒子−その化学と機能」、朝倉書店、１２４（１９９３
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）
【非特許文献２】内田ら、触媒、２２、３１０（１９７７）
【非特許文献３】Ｎａｎｏ．

Ｌｅｔｔ．，

【非特許文献４】Ｓｃｉｅｎｃｅ，
【非特許文献５】Ｃｈｅｍ．

４，

２７８，

８３８（１９９７）

Ｍａｔｅｒ．，

【非特許文献６】Ｊ．

Ａｍ．

Ｃｈｅｍ．

【非特許文献７】Ｊ．

Ｃｈｅｍ．

【非特許文献８】Ｊ．

Ａｍ．

１８，

２４６８（２００６）

Ｓｏｃ．，

Ｓｏｃ．，

Ｃｈｅｍ．

１３４３（２００４）

８２，２１４１（１９６０）

３７４２（１９６３）

Ｓｏｃ．，

１１３

，

８１８３（１９

９１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、各種の反応において従
来のプラチナ触媒よりも有意に高い活性を示し、しかも分散媒中における分散安定性に優
れる粒径の大きな多孔質プラチナ粒子を製造する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明によると、本発明の上記目的および利点は、
結晶性プラチナ粒子と、
アミン化合物および水素化アルミニウムの錯体と
を５０〜３００℃において接触させて少なくともプラチナおよびアルミニウムからなる複
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合粒子を形成し、
該複合粒子を酸または塩基と接触させて該複合粒子中のアルミニウムを溶出させる工程を
経る、多孔質プラチナ粒子の製造方法によって達成される。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によると、非常に高い活性を示し、分散媒中における分散安定性に優れる多孔質
プラチナ粒子を製造する方法が提供される。
本発明の方法によって製造された多孔質プラチナ粒子は、例えば燃料電池の電極触媒、
車輌排気ガスの除害化触媒、各種化学反応の触媒（例えば石油化学工業におけるクラッキ
ング触媒など）などの用途に好適に使用することができる。
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本発明の方法によって製造された多孔質プラチナ粒子のそれぞれは、大粒径であって分
散媒中に独立して存在しうるから互いに接着して凝集することがなく、分散媒中の分散安
定性に優れるから、該分散媒中における反応を均一且つ高効率で触媒することができるほ
か、該分散物を用いて多孔質プラチナ粒子を任意の形状に加工して使用に供することも容
易且つ安価に行うことができる。またこの多孔質プラチナ粒子は、微細なナノ構造を有し
て比表面積が極めて大きく、これにより各種の反応において従来のプラチナ触媒よりも有
意に高い活性を示すから、高価なプラチナの使用量を顕著に減ずることができ、触媒反応
を利用して製造される各種化学工業製品の製造コストないし触媒反応を利用して行う各種
製品の運転コストの著しい削減に資する。
【図面の簡単な説明】

30

【０００９】
【図１】合成例１で得られた結晶性プラチナ粒子のＴＥＭ像である。
【図２】実施例１および２ならびに比較例１で得られたサイクリックボルタモグラムであ
る。
【図３】実施例３で得られた複合粒子のＴＥＭ像である。
【図４】実施例３で得られた多孔質プラチナ粒子のＴＥＭ像である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明の多孔質プラチナ粒子の製造方法は、
結晶性プラチナ粒子と、
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アミン化合物および水素化アルミニウムの錯体と
を５０〜３００℃において接触させて少なくともプラチナおよびアルミニウムからなる複
合粒子を形成し、
該複合粒子を酸または塩基と接触させて該複合粒子中のアルミニウムを溶出させる工程を
経ることを特徴とする。
以下、本発明について詳細に説明する。
【００１１】
＜結晶性プラチナ粒子＞
本発明に使用される結晶性プラチナ粒子としては、その粒径が大きいものを使用するこ
とが、得られる多孔質プラチナ粒子の粒径を大きくしうる点で好ましい。本発明に使用さ
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れる結晶性プラチナ粒子は、その平均粒径が１０ｎｍを超えることが好ましく、１５ｎｍ
以上であることがより好ましく、特に３０〜５０ｎｍであることが好ましい。本明細書に
おける「粒子」とは、球形および略球形のほか、キューボクタヘドロン（ｃｕｂｏｃｔａ
ｈｅｄｒｏｎ＝立方八面体）に結晶成長した結晶性固体、かかる立方体の頂点近傍におい
て結晶が過成長した略ｏｃｔａｐｏｄ状の結晶性固体およびこれらの形状の頂点および辺
のうちの少なくとも１つが丸みを帯びた如き形状を有する固体をも含む概念である。
本発明に使用される結晶性プラチナ粒子としては、面心立方晶系をとる略立方体状また
は略ｏｃｔａｐｏｄ状の単結晶のプラチナ粒子であることが好ましい。この場合における
平均粒径とは、結晶性プラチナ粒子の透過型電子顕微鏡像から算出された一辺の長さ（略
ｏｃｔａｐｏｄ形状の場合には隣接する頂点間の距離）の平均値であるものとして理解さ
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れるべきである。
このような結晶性プラチナ粒子は、例えば
プラチナ錯化合物と
酸と
炭素数２〜１２の１級アルコールと
脂肪族１級アミンと
を、有機溶媒中で接触させることにより製造することができる。
以下、本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に使用される各成分について
説明する。
20

【００１２】
［プラチナ錯化合物］
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられるプラチナ錯化合物とし
ては、後述の有機溶媒に溶解し、後述の１級アルコールにより還元されることによって金
属プラチナとなりうる錯化合物であれば制限なく使用することができる。ここで「錯化合
物」とは、錯体および化合物の双方を包含する概念であり、特に下記に例示されるものを
包含する概念である。
本発明におけるプラチナ錯化合物としては、プラチナ（ＩＩ）またはプラチナ（ＩＶ）
の錯化合物であることが好ましく、下記式（Ｐ１）〜（Ｐ５）
【００１３】
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【化１】

40
【００１４】
（式（Ｐ１）中、Ｒ１は、それぞれ、炭素数１〜６のアルキル基、炭素数１〜６のアルコ
キシル基、炭素数１〜６のフルオロアルキル基または炭素数１〜６のフルオロアルコキシ
ル基であり、Ｒ２は、それぞれ、水素原子または炭素数１〜６のアルキル基である。）
ＰｔＸ２・Ｄａ

（Ｐ２）

（式（Ｐ２）中、Ｘはハロゲン原子であり、Ｄはモノエン配位子、ジエン配位子、炭素数
１〜６のアルキル基を有するチオエーテル配位子、トリアリールホスフィンまたは芳香族
配位子であり、ａは１または２である。）
Ｐｔ（ＣＯ）ｂＸｃ

（Ｐ３）

（式（Ｐ３）中、Ｘはハロゲン原子であり、ｂは０または２であり、ｃは２または４であ
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る。）
Ｐｔ（ＮＨ３）４Ｙ２Ｚｄ

（Ｐ４）

（式（Ｐ４）中、Ｙはハロゲン原子、水酸基または硝酸イオン（ＮＯ３−）であり、Ｚは
水配位子であり、ｄは０または１である。）
【００１５】
【化２】
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【００１６】
のそれぞれで表される錯化合物、ビス（ジベンジリデンアセトン）プラチナ、トリス（ジ
ベンジリデンアセトン）ジプラチナ、Ｈ２ＰｔＣｌ６、［Ｐｔ（ＮＨ３）４］［ＰｔＣｌ
４］、Ｐｔ（ＮＨ３）２Ｃｌ４およびＰｔ（ＮＨ３）２（ＯＣＯＣＨ３）２よりなる群か
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ら選択される少なくとも１種であることがより好ましい。上記Ｈ２ＰｔＣｌ６は、カリウ
ム塩、ナトリウム塩などの塩の形態で使用してもよい。
上記式（Ｐ１）におけるＲ１の炭素数１〜６のアルキル基としては、例えばメチル基、
エチル基、ｉ−プロピル基、ｔ−ブチル基などを；
Ｒ１の炭素数１〜６のアルコキシル基としては、例えばメトキシル基、エトキシル基、ｉ
−プロポキシル基、ｔ−ブトキシル基などを；
Ｒ１の炭素数１〜６のフルオロアルキル基としては、例えばトリフルオロメチル基、２，
２，２−トリフルオロエチル基、パーフルオロエチル基などを；
Ｒ１の炭素数１〜６のフルオロアルコキシル基としては、例えばトリフルオロメトキシル
基、２，２，２−トリフルオロエトキシル基、パーフルオロエトキシル基などを、それぞ
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１

れ挙げることができる。Ｒ

としては、炭素数１〜６のアルキル基またはフルオロアルキ

ル基であることが好ましく、メチル基またはトリフルオロメチル基であることがより好ま
しい。上記式（Ｐ１）におけるＲ２の炭素数１〜６のアルキル基としては、例えばメチル
基、エチル基、２−プロピル基、ｔ−ブチル基などを挙げることができる。Ｒ２としては
、水素原子であることが好ましい。
【００１７】
上記式（Ｐ１）で表される錯化合物の具体例としては、例えばプラチナビス（アセチル
アセトナート）、プラチナビス（１，１，１，５，５，５−ヘキサフルオロアセチルアセ
トナート）などを挙げることができる。
上記式（Ｐ２）におけるＸのハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ
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素原子などを挙げることができる。Ｄのモノエン配位子としては、例えばエチレン、プロ
ピレンなどを；
ジエン配位子としては、例えば１，５−ヘキサジエン、ノルボルナ−２，５−ジエン、１
，３−シクロペンタジエン、１，５−シクロオクタジエン、ビシクロペンタジエンなどを
；
炭素数１〜６のアルキル基を有するチオエーテル配位子としては、例えばジメチルチオエ
ーテル、ジエチルチオエーテル、ジイソプロピルチオエーテルなどを；
トリアリールホスフィンとしては、トリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィンなど
を；
芳香族配位子としては、例えばピリジン、ピリミジン、トリアジン、シアノベンゼンなど
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を、それぞれ挙げることができる。上記式（Ｐ２）において、ｃが４であるとき、ｂは０
であることが好ましい。
【００１８】
上記式（Ｐ２）で表される錯化合物の具体例としては、例えばＰｔＣｌ２（Ｃ２Ｈ４）
２、ＰｔＣｌ２（１，５−ヘキサジエン）、ＰｔＣｌ２（ノルボルナジエン）、ＰｔＣｌ
２（１，３−シクロペンタジエン）、ＰｔＣｌ２（１，５−シクロオクタジエン）、Ｐｔ

Ｂｒ２（１，５−シクロオクタジエン）、ＰｔＩ２（１，５−シクロオクタジエン）、Ｐ
ｔＣｌ２（ビシクロペンタジエン）、ＰｔＣｌ２（Ｓ（Ｃ２Ｈ５）２）２、ＰｔＣｌ２（
ピリジン）、ＰｔＣｌ２（シアノベンゼン）などを挙げることができ、これらのうちＰｔ
Ｃｌ２（ビシクロペンタジエン）が好ましい。
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上記式（Ｐ３）におけるＸのハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子などを挙げることができる。
上記式（Ｐ３）で表される錯化合物の具体例としては、例えばＰｔ（ＣＯ）２Ｃｌ２、
Ｐｔ（ＣＯ）２Ｂｒ２、Ｐｔ（ＣＯ）２Ｉ２、ＰｔＣｌ２、ＰｔＢｒ２、ＰｔＩ２、Ｐｔ
Ｃｌ４などを挙げることができる。
上記式（Ｐ４）におけるＸのハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子などを挙げることができる。
上記式（Ｐ４）で表される錯化合物の具体例としては、例えばＰｔ（ＮＨ３）４Ｃｌ２
（Ｈ２Ｏ）、Ｐｔ（ＮＨ３）４（ＯＨ）２（Ｈ２Ｏ）、Ｐｔ（ＮＨ３）４（ＮＯ３）２な
どを挙げることができる。
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本発明におけるプラチナ錯化合物としては、プラチナ（ＩＩ）の錯化合物であることが
好ましく、特に上記式（Ｐ１）で表される錯化合物、上記式（Ｐ２）で表される化合物の
うちのＤがジエン配位子である錯化合物、ビス（ジベンジリデンアセトン）プラチナおよ
びトリス（ジベンジリデンアセトン）ジプラチナよりなる群から選択される少なくとも１
種であることが好ましい。
【００１９】
［酸］
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられる酸は、上記プラチナ錯
化合物から配位子を脱離させ、プラチナ原子を後述の１級アルコールによる還元反応に対
して活性化する機能を有する成分であり、例えば無機酸および有機酸よりなる群から選択
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される少なくとも１種を使用することができる。上記無機酸の具体例としては、例えば塩
酸、硫酸、硝酸、リン酸などを；
上記有機酸の具体例としては、例えばギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草
酸、２−メチル酪酸、カプロン酸、３，３−ジメチル酪酸、２−エチル酪酸、４−メチル
ペンタン酸、ｎ−ヘプタン酸、２−メチルヘキサン酸、ｎ−オクタン酸、２−エチルヘキ
サン酸、安息香酸、グリコ−ル酸、乳酸、グリオキシル酸、３−ヒドロキシ酢酸、２−ヒ
ドロキシ酢酸、ヒドロアクリル酸、ピルビン酸、クロトン酸、グルコン酸、マンデル酸、
グリセリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、
マレイン酸、フタル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸などを、それぞれ挙げることができ
る。

40

これらのうち、有機酸を使用することが好ましく、脂肪族モノカルボン酸を使用するこ
とがより好ましく、炭素数２〜６の脂肪族モノカルボン酸を使用することがさらに好まし
く、特に酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸およびカプロン酸よりなる群から選択され
る少なくとも１種を使用することが好ましい。
【００２０】
［炭素数２〜１２の１級アルコール］
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられる１級アルコールは、上
記の酸によって活性化された上記プラチナ錯化合物のプラチナ原子を還元する機能を有す
る成分である。この１級アルコールは、１級水酸基を有するアルコール化合物であればよ
く、２価アルコール、１級水酸基のほかに２級または３級水酸基を有する多価アルコール
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などをも包含する概念である。
かかる１級アルコールの炭素数としては、２〜１０であることが好ましい。このような
１級アルコールの具体例としては、例えばエタノール、１−プロパノール、１−ブタノー
ル、１−ペンタノール、１−ヘキサノール、１−ヘプタノール、１−オクタノール、エチ
レングリコール、プロピレングリコール、グリセリンなどを挙げることができ、これらの
うち、１−ブタノール、１−ヘキサノール、１−オクタノール、エチレングリコール、プ
ロピレングリコールおよびグリセリンよりなる群から選択される少なくとも１種を使用す
ることが好ましい。
【００２１】
10

［脂肪族１級アミン］
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられる脂肪族１級アミン（以
下、単に「１級アミン」ともいう。）は、上記プラチナ錯化合物中のプラチナ原子が上記
酸および１級アルコールの作用によって還元されて成長した結晶性粒子の有機キャップ層
（保護コロイド）として機能するとともに、該キャップ層を通してプラチナ前駆体である
上記プラチナ錯化合物を運搬し、さらなる還元反応によって結晶性粒子を成長させる役割
を具備する成分である。
かかる１級アミンとしては、炭素数８〜２２の脂肪族１級アミンであることが好ましく
、炭素数８〜２０の脂肪族１級アミンであることがより好ましく、特に下記式（１）
Ｒ３ＮＨ２

（１）

（式（１）中、Ｒ３は炭素数８〜２０の直鎖のアルキル基または炭素数８〜２０の直鎖の
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アルケニル基である。）
で表される化合物であることがより好ましい。上記式（１）におけるアルケニル基中の二
重結合の数は、１個であっても２個以上であってもよい。上記式（１）で表される化合物
の具体例としては、Ｒ３が直鎖のアルキル基であるものとして例えばｎ−オクチルアミン
、ｎ−ノニルアミン、ｎ−デシルアミン、ｎ−ウンデシルアミン、ｎ−ドデシルアミン、
セチルアミンなどを；
Ｒ３が直鎖のアルケニル基であるものとして例えばオレイルアミン、パルミチルアミン、
エライジルアミン、バクセニルアミン、エイコセニルアミンなどを、それぞれ挙げること
ができる。これらのうち、ｎ−オクチルアミン、ｎ−ドデシルアミン、セチルアミン、オ
レイルアミン、パルミチルアミンおよびエイコセニルアミンよりなる群から選択される少
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なくとも１種を使用することが好ましい。
【００２２】
［有機溶媒］
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられる有機溶媒は、上記プラ
チナ錯化合物、酸、１級アルコールおよび１級アミンを溶解することができ、これらの反
応により生成する、１級アミンからなる有機キャップ層に保護された結晶性プラチナ粒子
を分散することができ、且つこれらと反応せず、後述の反応温度および反応圧力において
液体状態であるものであれば好適に使用することができ、単一種の溶媒のみからなってい
ても複数種類の混合物であってもよい。
かかる有機溶媒としては、例えば脂肪族炭化水素溶媒、芳香族炭化水素溶媒、ハロゲン
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化炭化水素溶媒、ケトン溶媒、エーテル溶媒、エステル溶媒、非プロトン性極性溶媒など
を挙げることができる。上記脂肪族炭化水素溶媒の具体例としては例えばｎ−ヘキサン、
ｎ−ヘプタン、ｎ−オクタン、ｎ−デカンなどを；
上記芳香族炭化水素溶媒の具体例としては例えばベンゼン、トルエン、キシレン、トリメ
チルベンゼン、インダン、テトラリンなどを；
上記ハロゲン化炭化水素溶媒の具体例としては例えばジクロロメタン、クロロホルム、１
，２−ジクロロエタン、１，４−ジクロロブタン、トリクロロエタン、クロルベンゼン、
ｏ−ジクロルベンゼンなどを；
上記ケトン溶媒の具体例としては例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチ
ルケトン、シクロヘキサノン、アセトフェノンなどを；
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上記エステル溶媒の具体例としては例えば乳酸エチル、乳酸ブチル、酢酸メチル、酢酸エ
チル、酢酸ブチル、メチルメトキシプロピオネート、エチルエトキシプロピオネート、シ
ュウ酸ジエチル、マロン酸ジエチルなどを、それぞれ挙げることができる。
【００２３】
上記非プロトン性極性溶媒としては、例えばアミド溶媒、スルホキシド溶媒、エーテル
溶媒、ニトリル溶媒などを挙げることができ、こららの具体例としては、アミド溶媒とし
て例えばγ−ブチロラクトン、Ｎ−メチル−２−ピロリドン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトア
ミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジエチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジブチ
ルホルムアミド、ヘキサメチルホスホルアミド、テトラメチル尿素などを；
スルホキシド溶媒として例えばジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシドなどを；
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上記エーテル溶媒としては例えばジエチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテ
ル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジ−ｎ−プロピルエーテ
ル、エチレングリコールジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジ−ｎ−ブチルエ
ーテル、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールジメチル
エーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエ
ーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、テトラヒドロ
フラン、ジオキサンなどを；
上記ニトリル溶媒として、例えばアセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリルな
どを、それぞれ挙げることができる。
本発明における好ましい結晶性プラチナ粒子の製造に用いられる有機溶媒としては、上
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記に例示した有機溶媒の２種以上からなる混合物であって、これらが互いに反応せず、且
つこれらのうちのいずれもが上記の酸、１級アルコールおよび１級アミンと反応しないも
のであれば好ましく使用することができ、芳香族炭化水素溶媒と非プロトン性極性溶媒と
の混合溶媒を使用することがより好ましく、特に芳香族炭化水素溶媒とアミド溶媒との混
合溶媒を使用することが好ましい。この場合、非プロトン性極性溶媒（好ましくはアミド
溶媒）の使用割合としては、混合溶媒の全量に対して、５〜９５重量％とすることが好ま
しく、２０〜８０重量％とすることがより好ましい。かかる有機溶媒を使用することによ
り、溶媒の極性的な効果を十分に享受することができ、反応系が相分離することなく反応
が進行することとなる点で好ましい。
【００２４】
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［接触条件］
本発明によれば、上記の如きプラチナ錯化合物と、酸と、１級アルコールと、１級アミ
ンとを、有機溶媒中で接触させることにより、結晶性プラチナ粒子を製造することができ
る。このとき、各成分を混合する順序は問わない。
酸の使用割合としては、上記プラチナ錯化合物中のプラチナ原子１モルに対して、１．
５〜３．０モルとすることが好ましく、１．８〜２．２モルとすることがより好ましい。
酸の使用割合をこの範囲とすることにより、反応が均一な状態で進行することとなる点で
好ましい。
上記の如き１級アルコールの使用割合としては、プラチナ錯化合物中のプラチナ原子１
モルに対して、１０〜１００モルとすることが好ましく、１５〜８０モルとすることがよ

40

り好ましい。１級アルコールの使用割合をこの範囲とすることにより、反応系が相分離す
ることなく、プラチナ原子の還元が均一に進行することなどの点で好ましい。
上記の如き１級アミンの使用割合としては、プラチナ錯化合物中のプラチナ原子１モル
に対して、０．１〜１０モルとすることが好ましく、０．５〜５モルとすることがより好
ましい。１級アミンの使用割合をこの範囲とすることにより、反応系が相分離することな
く、得られる結晶性プラチナ粒子の分散安定性をより高くすることができる点で好ましい
。
本発明における有機溶媒の使用割合としては、反応系の初期固形分濃度（上記プラチナ
錯化合物、酸、１級アルコールおよび１級アミンの仕込みベースの合計重量が反応溶液の
全量に対して占める割合）として、５〜５０重量％となる割合とすることが好ましく、１
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０〜３０％となる割合とすることがより好ましい。
【００２５】
上記の各成分を接触させる温度は、２５〜２５０℃とすることが好ましく、１００〜２
００℃とすることがより好ましい。接触時間は５〜５０時間とすることが好ましく、１０
〜２０時間とすることがより好ましい。
接触は、撹拌下に行ってもよく、あるいは撹拌せずに反応系を静置して行ってもよい。
接触時の圧力としては、接触温度において上記各成分、特に有機溶媒が液相となる圧力
とすることが好ましく、例えば０．１〜１０ＭＰａとすることができる。
かくして結晶性プラチナ粒子を含有する反応混合物が得られる。
この反応混合物は、これをそのままアミン化合物および水素化アルミニウムの錯体との
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接触に供してもよく、あるいは該反応混合物から結晶性プラチナ粒子を単離、回収のうえ
、アミン化合物および水素化アルミニウムの錯体との接触に供してもよい。この場合、結
晶性プラチナ粒子は、前記反応混合物から例えばろ取、遠心分離などの適当な方法により
有機溶媒から分離し、好ましくはエタノール、イソプロパノールなどの適当な溶媒で洗浄
後、溶媒を除去することにより、例えば粉末として回収することができる。
【００２６】
＜アミン化合物および水素化アルミニウムの錯体＞
水素化アルミニウム（しばしば慣用的にアランと呼ばれる）はアルミニウムと水素原子
とからなる化合物であり、一般的にはＡｌＨ３で表される示性式を持つと信じられている
20

。
本発明におけるアミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体を構成するアミン化合物は
下記式（２）で表される。
ＮＲＩ３

（２）
Ｉ

（式（２）中、Ｒ

は水素原子、炭素数１〜１２のアルキル基、アルケニル基、アルキニ

ル基、環式アルキル基またはアリール基であり、３個存在するＲＩは互いに同一であって
も相異なっていてもよい。）
式（２）中のＲＩの具体例としては、水素、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル
基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシ
ル基、ドデシル基の如き飽和アルキル基、メタアリル基の如き不飽和基を有するアルケニ
ル基、フェニルエチニル基の如きアルキニル基、シクロプロピル基の如き環式アルキル基
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、フェニル基、ベンジル基の如きアリール基を有する基などを好適に使用することができ
る。またこれらアルキル基、アルケニル基、アルキニル基は直鎖状でもよく環状でもよく
また分岐していてもよい。
【００２７】
式（２）で示されるアミン化合物の具体例としては、アンモニア、トリメチルアミン、
トリエチルアミン、トリ−ｎ−プロピルアミン、トリ−イソプロピルアミン、トリシクロ
プロピルアミン、トリ−ｎ−ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリ−ｔ−ブチルア
ミン、トリ−２−メチルブチルアミン、トリ−ｎ−ヘキシルアミン、トリシクロヘキシル
アミン、トリ（２−エチルヘキシル）アミン、トリオクチルアミン、トリフェニルアミン
、トリベンジルアミン、ジメチルフェニルアミン、ジエチルフェニルアミン、ジイソブチ
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ルフェニルアミン、メチルジフェニルアミン、エチルジフェニルアミン、イソブチルジフ
ェニルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ−ｎ−プロピルアミン、ジイソプロ
ピルアミン、ジシクロプロピルアミン、ジ−ｎ−ブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジ
−ｔ−ブチルアミン、メチルエチルアミン、メチルブチルアミン、ジ−ｎ−ヘキシルアミ
ン、ジシクロヘキシルアミン、ジ（２−エチルヘキシル）アミン、ジオクチルアミン、ジ
フェニルアミン、ジベンジルアミン、メチルフェニルアミン、エチルフェニルアミン、イ
ソブチルフェニルアミン、メチルメタクリルアミン、メチル（フェニルエチニル）アミン
、フェニル（フェニルエチニル）アミン、メチルアミン、エチルアミン、ｎ−プロピルア
ミン、イソプロピルアミン、シクロプロピルアミン、ｎ−ブチルアミン、イソブチルアミ
ン、ｔ−ブチルアミン、２−メチルブチルアミン、ｎ−ヘキシルアミン、シクロヘキシル
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アミン、２−エチルヘキシルアミン、オクチルアミン、フェニルアミン、ベンジルアミン
、エチレンジアミン、１−アザ−ビシクロ［２．２．１］ヘプタン、１−アザ−ビシクロ
［２．２．２］オクタン（キヌクリジン）、１−アザシクロヘキサン、１−アザ−シクロ
ヘキサン−３−エン、Ｎ−メチル−１−アザシクロヘキサン−３−エン、モルホリン、Ｎ
−メチルモルホリン、Ｎ−エチルモルホリン、ピペラジンなどを用いることができる。こ
れらのうち、炭素数１〜８のアルキル基を有するアミン化合物が好ましく、特にトリエチ
ルアミン、トリ−ｎ−ブチルアミン、トリ−ｎ−ヘキシルアミンまたはトリ−ｎ−オクチ
ルアミンを使用することが好ましい。これらのアミン化合物は、単独でも、あるいは２種
以上の化合物を混合して使用することができる。
10

【００２８】
本発明におけるアミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体は、上記の如きアミン化合
物を用いて、例えば非特許文献６（Ｊ．
４１（１９６０））、非特許文献７（Ｊ．

Ａｍ．

３）、非特許文献８（Ｊ．

Ａｍ．

Ｃｈｅｍ．

Ｃｈｅｍ．

Ｃｈｅｍ．

Ｓｏｃ．，

Ｓｏｃ．，

Ｓｏｃ．，

８２，２１

３７４２（１９６

１１３

，

８１８３（

１９９１））などの方法に準じて合成することができる。
例えば、上記の如きアミン化合物を酸塩とし、該酸塩とリチウムアルミニウムハイドラ
イドとを、好ましくはエーテル溶媒中で反応させることにより、アミン化合物と水素化ア
ルミニウムとの錯体を得ることができる。アミン化合物の酸塩に使用される酸としては、
例えば塩化水素酸、臭化水素酸などを挙げることができる。アミン化合物の酸塩の使用割
合は、リチウムアルミニウムハイドライド１モルに対して、好ましくは１〜５モルであり
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、より好ましくは１〜３モルである。
【００２９】
アミン化合物の酸塩とリチウムアルミニウムハイドライドとを接触する際に好ましく使
用されるエーテル溶媒としては、例えばジエチルエーテル、エチレングリコールジメチル
エーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジ−ｎ−プロピル
エーテル、エチレングリコールジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジ−ｎ−ブ
チルエーテル、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールジ
メチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、テトラ
30

ヒドロフラン、ジオキサンなどを挙げることができる。
溶媒の使用割合は、反応液中の固形分濃度（反応液中のアミン化合物の酸塩とリチウム
アルミニウムハイドライドとの合計重量が反応液の全重量に占める割合）として、好まし
くは１〜５０重量％であり、より好ましくは１〜２０重量％である。反応温度は、２５〜
２００℃とすることが好ましく、５０〜１５０℃とすることが好ましい。反応時間は、０
．１〜１０時間とすることが好ましく、０．５〜５時間とすることが好ましい。
かくしてアミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体を含有する反応混合物が得られる
。この反応混合物は、副生物であるリチウム塩を除いた後に溶液状態で結晶性プラチナ粒
子との接触に供してもよく、あるいはアミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体を単離
したうえで結晶性プラチナ粒子との接触に供してもよい。
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【００３０】
なお、アミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体は、下記式（３）
ＡｌＨ３・（ＮＲＩ３）ｎ

（３）

Ｉ

（式（３）中、Ｒ

は上記式（２）におけるのと同義である。）

においてｎが１である１付加体とｎが２である２付加体との混合物として存在し、両者が
平衡状態にあるものと信じられており、当業者はしばしば下記式（３
Ｉ

ＡｌＨ３・（ＮＲ
（式（３

３）１．ｘ

（３

）

）

）中、Ｒ

Ｉ

は上記式（２）におけるのと同義であり、「１．ｘ」は１〜２の範

囲の不特定の数値を表す。）
と表記する。本発明におけるアミン化合物と水素化アルミニウムとの錯体としては、上記
式（３）における数値ｎが特定されない、１付加体と２付加体との混合物として使用すれ
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ば足りる。以下、本明細書においてはかかる態様を包含するアミン化合物と水素化アルミ
ニウムとの錯体一般につき、「アラン錯体」と略称することがある。
【００３１】
＜プラチナおよびアルミニウムからなる複合粒子の形成＞
本発明の多孔質プラチナ粒子の製造方法においては、先ず、上記の如き結晶性プラチナ
粒子とアラン錯体とを、５０〜３００℃において接触させて、少なくともプラチナおよび
アルミニウムからなる複合粒子を形成する。ここで、「少なくともプラチナおよびアルミ
ニウムからなる」とは、該複合粒子がプラチナおよびアルミニウム以外に、分散媒中への
分散を安定化するための保護コロイド、該複合粒子表面のアルミニウムが酸化されてなる
酸化物層などを、さらに有していてもよいとの趣旨である。

10

上記結晶性プラチナ粒子とアラン錯体との接触は、好ましくは長鎖アミンの存在下、適
当な極性溶媒中で行われる。
ここで使用されるアラン錯体の割合は、結晶性プラチナ粒子に含まれるプラチナ原子の
１モルに対して、１〜５０モルとすることが好ましく、５〜３０モルとすることがより好
ましい。
【００３２】
上記長鎖アミンは、特に炭素数がおおむね４以下のアルキル基を有するアミン化合物を
用いて調製されたアラン錯体を用いた場合に、結晶性プラチナ粒子とアラン錯体との接触
の際の加熱によってアミン化合物が脱離したアラン錯体が重合して不活性化することを回
避する目的のほか、得られる複合粒子の保護コロイドを形成して該複合粒子の分散安定性

20

を向上する目的で使用される成分である。
かかる長鎖アミンとしては、下記式（４）
ＮＲＩＩＲＩＩＩ２

（４）

ＩＩ

（式（４）中、Ｒ

は炭素数６〜１５のアルキル基であり、ＲＩＩＩは水素原子または

炭素数１〜４のアルキル基である。）
で表される化合物を使用することが好ましい。このような長鎖アミンの例としては、例え
ばＮ，Ｎ−ジメチルオクチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチルデシルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチル
ドデシルアミン、Ｎ，Ｎ−ジメチルセチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジエチルオクチルアミン、Ｎ
，Ｎ−ジエチルオレイルアミンなどを挙げることができ、これらのうちから選択される少
なくとも１種を使用することが好ましい。
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かかる長鎖アミンの使用割合は、アラン錯体の１モルに対して、１０モル以下とするこ
とが好ましく、０．１〜５モルとすることがより好ましく、特に０．５〜３モルとするこ
とが好ましい。
【００３３】
上記極性溶媒としては、例えば沸点１５０℃以上のエーテル化合物を好適に使用するこ
とができ、その具体例として例えばメチルアニソール、エチルアニソール、ｎ−プロピル
アニソール、ｎ−ブチルアニソール、フェニルアニソール、エチルフェニルエーテル、ブ
チルフェニルエーテル、ジフェニルエーテルなどを挙げることができ、これらのうちから
選択される１種以上を使用することが好ましい。
かかる極性溶媒の使用割合としては、接触時の反応液における固形分濃度（反応液中の
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溶媒以外の成分の合計重量が反応液の全重量に占める割合）として、好ましくは０．１〜
５０重量％であり、より好ましくは１〜２０重量％である。
本発明における結晶性プラチナ粒子とアラン錯体との接触の際の温度は５０〜３００℃
であるが、この温度は８０〜２５０℃であることが好ましく、１００〜１７０℃であるこ
とがより好ましく、特に１２０〜１５０℃であることが好ましい。接触時間は、好ましく
は０．１〜１２時間であり、より好ましくは１〜５時間である。
上記の如き接触により、少なくともプラチナおよびアルミニウムからなる複合粒子が得
られる。この複合粒子は、プラチナ−アルミニウム合金からなる粒子であるか、あるいは
プラチナ−アルミニウム合金からなる表層と結晶性プラチナからなるコアとを有する粒子
であり、好ましい条件下で合成された場合は粒子の外部にさらに保護コロイドを有するも
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のと考えられる。
【００３４】
かかる複合粒子が得られる機構につき、本発明者らは以下のように推察している。すな
わち、上記反応液中においてアラン錯体が結晶性プラチナ粒子と接触することによって、
プラチナの触媒作用によりアラン錯体中のアルミニウムイオンが還元されて金属アルミニ
ウムとなり、結晶性プラチナ粒子表面に析出する。ここで、結晶性プラチナ粒子は好まし
くは保護コロイドに覆われているが、アラン錯体は該保護コロイド層を通過して結晶性プ
ラチナ粒子表面に到達し、反応することができる。そして反応が進んで相当量の金属アル
ミニウムが結晶性プラチナ粒子表面に析出したとしても、驚くべきことに表層のプラチナ
−アルミニウム合金層は成長を続けることができるのである。その理由は、プラチナ原子

10

がアルミニウム層中を拡散して粒子表面に到達して、常にプラチナ原子が粒子表面に一定
割合で存在することとなり、該プラチナ原子がさらに新たなアラン錯体と反応することに
よるものと推察される。
このような機構により、使用するアラン錯体の相対量が少ない場合にはプラチナ−アル
ミニウム合金からなる表層と結晶性プラチナからなるコアとを有する粒子を得ることがで
き、アラン錯体の相対量が十分に多い場合にはプラチナ−アルミニウム合金からなる粒子
とすることができるものと考えられるのである。
かかる複合粒子の大きさ（球換算の平均粒径）は、原料として用いる結晶性プラチナ粒
子よりも大きくすることができ、該結晶性プラチナ粒子の粒径の１．１〜１０倍の粒径と
することができる。複合粒子の好ましい粒径は５ｎｍ以上であり、より好ましくは１０〜
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１００ｎｍであり、さらに好ましくは２０〜５０ｎｍである。
【００３５】
かかる複合粒子は、これをそのまま次工程の酸または塩基との接触に供することができ
るが、任意的に加熱処理（アニーリング）を施した後に酸または塩基との接触に供するこ
ととしてもよい。このような加熱処理を施すことにより、複合粒子が結晶性プラチナから
なるコアを有する場合であっても粒子の全体にわたって合金化が進み、より表面積が大き
く高活性の多孔質プラチナ粒子とすることができる利点を有する。
この加熱処理は、好ましくは２００〜６００℃、より好ましくは２５０〜５００℃の温
度において、好ましくは１〜６０分間、より好ましくは５〜３０分間行うことができる。
この加熱処理を行う際の雰囲気としては、不活性雰囲気（例えば窒素、アルゴンなどの

30

不活性気体中）または還元性雰囲気（例えば水素などの還元性気体と上記の如き不活性気
体徒からなる混合気体）とすることが好ましい。加熱処理を行う際の圧力は任意であり、
特に加圧または減圧とする必要はなく、１気圧下における加熱で足りる。
【００３６】
＜酸または塩基との接触＞
上記の如き複合粒子を次いで酸または塩基と接触することにより、該複合粒子からアル
ミニウムが（該複合粒子が酸化物層を有する場合には該酸化物層も）溶解・除去されて多
孔質プラチナ粒子を得ることができる。この接触は、好ましくは適当な溶媒の存在下に行
われる。
ここで使用することのできる酸としては、ｐＫａ≦０．５の酸であれば無機酸でも有機
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酸でもよい。このような無機酸の例としては、例えば塩化水素酸、臭化水素酸、硫酸など
を；
有機酸の例としては例えばトリフルオロ酢酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸
などを、それぞれ挙げることができる。
ここで使用することのできる塩基としては、ｐＫａ≧１０の塩基であれば無機塩基でも
有機塩基でもよく、無機塩基として例えば水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カ
リウムなどを；
有機塩基として例えば水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウ
ムなどを、それぞれ挙げることができる。
複合粒子と酸または塩基との接触に使用することのできる溶媒としては、例えば親水性
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溶媒、親水性溶媒と水との混合溶媒などを挙げることができる。
【００３７】
上記親水性溶媒としては、例えば親水性のアルコール、親水性のエーテルなどを挙げる
ことができる。上記親水性のアルコールとしては、炭素数１〜４のアルキル基を有するア
ルコールが好ましく、その具体例として例えばエタノール、ｎ−プロパノール、イソプロ
パノールなどを挙げることができる。
上記親水性のエーテルとしては、例えばテトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリ
コール、ジメチルエーテルなどを挙げることができる。
複合粒子と酸または塩基との接触に使用される溶媒としては、親水性溶媒と水との混合
溶媒が好ましく、特にアルコールと水との混合溶媒が好ましい。

10

酸を使用する場合、接触の際に使用される酸の使用割合は、溶液のｐＨが５以下となる
割合とすることが好ましく、ｐＨが０．５〜３となる割合とすることがより好ましい。一
方、塩基を使用する場合、接触の際に使用される塩基の使用割合は、溶液のｐＨが８以上
となる割合とすることが好ましく、ｐＨが９〜１１となる割合とすることがより好ましい
。ここで、接触中に溶液のｐＨが上記範囲内に維持されるよう、必要に応じて酸または塩
基を適時に追加することが好ましい。
溶媒の使用割合としては、接触時の反応液中の固定分濃度（反応液中の溶媒以外の成分
の合計重量が反応液の全重量に占める割合）として、好ましくは５〜５０重量％であり、
より好ましくは１０〜３０重量％である。
接触時の温度としては、好ましくは５〜１００℃であり、より好ましくは１０〜５０℃

20

である。接触時間は、好ましくは１０〜１２０分であり、より好ましくは２０〜８０分で
ある。
この接触は、撹拌下に行うことが好ましく、撹拌方法としては、例えば機械的撹拌、超
音波の印加、気体のバブリングおよびこれらのうちの２つ以上の組み合わせなどを挙げる
ことができる。
接触後、粒子を接触反応液から回収し、好ましくはエタノール、イソプロパノールなど
のアルコール、これらアルコールと水との混合溶媒などの適当な溶媒で洗浄した後に乾燥
することにより、多孔質プラチナ粒子を得ることができる。
【００３８】
＜多孔質プラチナ粒子＞

30

このようにして得られる多孔質プラチナ粒子は、粒径が大きい。多孔質プラチナ粒子の
粒径は、原料として用いた結晶性プラチナ粒子（好ましくは大粒径のもの）の粒径よりも
さらに大きいものであり、例えば５ｎｍ以上であることができ、さらには１０〜１００ｎ
ｍであることができ、特に２０〜５０ｎｍであることができる。本発明の方法によって製
造された多孔質プラチナ粒子は、大粒径であっても分散媒中に独立して存在しうるから互
いに接着して凝集することがなく、分散媒中の分散安定性に優れる。従って該多孔質プラ
チナ粒子は、該分散媒中における反応を均一に触媒することができるほか、該分散物を用
いて多孔質プラチナ粒子を任意の形状の成形体に加工して使用に供することも容易且つ安
価に行うことができる。
またこの多孔質プラチナ粒子は、微細なナノ構造を有して比表面積が極めて大きいもの
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であり、各種の反応において従来のプラチナ触媒よりも有意に高い活性を示すから、高価
なプラチナの使用量を顕著に減ずることができ、触媒反応を利用して製造される各種化学
工業製品の製造コストないし触媒反応を利用して行う各種製品の運転コストの著しい削減
に資する。
本発明の方法によって製造された多孔質プラチナ粒子（またはこれから得られる成形体
）は、例えば燃料電池の電極触媒、車輌排気ガスの除害化触媒、各種化学反応の触媒（例
えば石油化学工業におけるクラッキング触媒など）などの用途に好適に使用することがで
きる。
【実施例】
【００３９】
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合成例１（結晶性プラチナ粒子の合成例）
テフロン（登録商標）でライニングした１０ｍＬのステンレス製オートクレーブ中で、
プラチナ（ＩＩ）アセチルアセトナート（Ｐｔ（ａｃａｃ）２）を１０ｍｍｏｌ／Ｌ含有
するトルエン溶液２ｍＬ、酢酸８０ｍｍｏｌ／Ｌ含有するトルエン溶液０．５ｍＬ、オレ
イルアミンを０．１ｍｏｌ／Ｌ含有するトルエン溶液１ｍＬ、１−ブタノール１ｍＬおよ
びＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド２．５ｍＬを混合した。このオートクレーブを炉中に設
置し、撹拌せずに１８５℃にて１６時間加熱した後、室温まで放冷した。得られた反応混
合物を遠心分離して、沈殿を回収した。該沈殿をエタノールで２回洗浄することにより、
オレイルアミンからなる保護コロイド層を有する結晶性プラチナ粒子を黒色の粉末として
10

２ｍｇ得た（収率約５０％）。
上記で得られた結晶性プラチナ粒子につき、高解像度透過型電子顕微鏡（ＨＲＴＥＭ、
Ｈ９０００ＮＡＲ、３００ｋＶ、（株）日立ハイテクノロジーズ製）を用いて撮影したＴ
ＥＭ像を図１（ａ）に、この結晶性プラチナ粒子の１個について撮影した高解像度ＴＥＭ
像を図１（ｂ）に、それぞれ示した。図１（ａ）から調べた結晶性プラチナ粒子の平均粒
径は約３５ｎｍであった。図１（ｂ）を見ると、この結晶性プラチナ粒子は立方八面体の
頂点近傍において結晶が過成長した略ｏｃｔａｐｏｄ状の形状をとっていることが分かる
。
また、この結晶性プラチナ粒子の超高解像度ＴＥＭ像および電子線回折像を調べたとこ
ろ、この粒子は単結晶状態にあることが分かった。
この合成例を上記のスケールで繰り返すことにより、以下の実施例における結晶性プラ
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チナ粒子の必要量を確保した。なお合成バッチにより、結晶性プラチナ粒子の平均粒径は
２９〜４０ｎｍの範囲で若干変動した。
【００４０】
合成例２（アラン錯体の合成例）
非特許文献２（Ｊ．

Ａｍ．

Ｃｈｅｍ．

Ｓｏｃ．，

８２，２１４１（１９６０）

）に記載の方法に従って、アラン錯体を合成した。
乾燥窒素で満たしたフラスコに、リチウムアルミニウムハイドライド４．０ｇおよび乾
燥ジエチルエーテル１５０ｍＬを仕込んだ後、さらにトリエチルアミンの塩化水素酸塩８
．０ｇを２回に分けて加えた。得られた混合物を室温で２０分間撹拌し、反応を行った。
反応系からの気体の発生が終了した後、ろ過によって不溶分を除去してアラン錯体のジエ
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チルエーテル溶液が得られた。この溶液から、減圧にて溶媒を除去することにより、無色
透明液体状のアラン錯体が７．３ｇ得られた（収率８８％）。このアラン錯体につき１Ｈ
−ＮＭＲ分析を行うことにより、このものが水素化アルミニウムのトリエチルアミン錯体
（Ｎ／Ａｌ＝１．１（原子比））であることを確認した。
【００４１】
実施例１
＜複合粒子の合成＞
４−メチルアニソール中に、上記合成例１で得た結晶性プラチナ粒子１０ｍｇを超音波
を印加して分散した。酸素濃度２．０ｐｐｍ以下に調整した窒素を満たしたグローブボッ
クス中で、上記分散液に上記合成例２で得たアラン錯体０．２ｍＬおよびＮ，Ｎ−ジメチ

40

ルオクチルアミン０．２ｍＬを加えた。次いで分散液を加熱した。分散液の温度が１００
℃付近となったとき、気泡が発生した。１１０〜１２０℃の温度を２時間維持して反応を
行った。反応混合物を室温まで放冷した後、生成した沈殿を脱水トルエンおよびエタノー
ルで順次に洗浄し、さらに乾燥することにより、複合粒子１２ｇを得た。
＜複合粒子の加熱処理＞
この複合粒子につき、１気圧の窒素気流中で、５００℃にて５分の加熱処理を行った。
＜多孔質プラチナ粒子の合成例：複合粒子と塩基との接触＞
上記で得た複合粒子１０ｍｇを、超音波印加下エタノール５ｍＬ中に分散し、該分散液
に濃度２モル／ＬのＮａＯＨ水溶液５ｍＬを加えた。ＮａＯＨ水溶液を加えた直後より気
泡の発生が見られた。引き続き室温（２５℃）において１時間、無撹拌の条件下で接触を
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行った。
その後、遠心分離により反応混合物から沈殿を回収し、過剰のエタノール／水混合物（
混合比１：１（体積比））で洗浄し、乾燥することにより、多孔質プラチナ粒子を８．０
ｇ得た。
この多孔質プラチナ粒子につき、上記合成例１におけるのと同じ装置を用いて撮影した
ＴＥＭ像から算出した平均粒径は約４０ｎｍであった。
【００４２】
＜触媒活性の試験＞
上記で得られた多孔質プラチナ粒子を用いて、メタノール酸化反応に対する電気触媒性
10

能を調べた。
Ｎａｆｉｏｎ（登録商標）溶液（Ａｌｄｒｉｃｈ製の市販品、製品番号「５２７０８４
」。低級アルコールおよび水からなる混合溶媒中に５重量％のＮａｆｉｏｎを含有する。
）をエタノールで希釈してＮａｆｉｏｎ含量２．５重量％の溶液を調製した。この希釈Ｎ
ａｆｉｏｎ溶液３ｍＬ中に上記多孔質プラチナ粒子３ｍｇを投入し、超音波印加下で１時
間分散して分散液を得た。この分散液１２μＬをガラス状炭素電極上に滴下し、真空オー
ブン中室温で１時間加熱することにより、試験用作用電極を調製した。
上記作用電極につき、窒素ガスで１分間パージし、高速スキャン速度において電気化学
的クリーニングを行った後に、０．５モル／ＬのＨ２ＳＯ４および２モル／ＬのＣＨ３Ｏ
Ｈを含有する電解質溶液中、スキャン速度５０ｍＶ／ｓにてサイクリックボルタンメトリ
ーを行った。カウンタ電極および参照電極としては、それぞれ、プラチナワイヤおよび飽
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和カロメル電極（ＳＣＥ）を用いた。
このときのサイクリックボルタモグラムを図２に示した。本実施例において電流密度は
４．７ｍＡ／ｃｍ２に達した。
【００４３】
実施例２
上記実施例１において、複合粒子合成後の加熱処理を行わず、複合粒子と塩基との接触
を、実施例１における無撹拌条件下、１時間の接触から、接触液中に空気を３〜１０ｍＬ
／分の流速でバブリングしつつ一晩の接触としたほかは実施例１と同様にして結晶性プラ
チナ粒子を合成した。
このプラチナ粒子につき、上記実施例１におけるのと同様にして調べた平均粒径は４５
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ｎｍであった。
ここで合成した多孔質プラチナ粒子を用いて、実施例１と同様にしてメタノール酸化反
応に対する電気触媒性能を調べた。
このときのサイクリックボルタモグラムを図２に示した。本実施例において電流密度は
１０．２ｍＡ／ｃｍ２に達した。
【００４４】
比較例１
上記実施例１において、多孔質プラチナ粒子の代わりに市販のプラチナ黒（Ａｌｄｒｉ
ｃｈ社製、

Ｆｕｅｌ

Ｃｅｌｌ

Ｇｒａｄｅ

平均粒径＝４．０ｎｍ）を使用したほか

は、実施例１と同様にしてメタノール酸化反応に対する電気触媒性能を調べた。

40

このときのサイクリックボルタモグラムを図２に示した。本比較例において到達した電
流密度の値は約２ｍＡ／ｃｍ２にすぎなかった。
【００４５】
参考例１
本参考例では、プラチナ−アルミニウム合金からなる層の成長の様子を調べた。
上記実施例１における複合粒子の合成と同じ条件で反応を行い、ただし反応開始後１時
間および２時間のときにそれぞれ複合粒子をサンプリングし、上記合成例１におけると同
じ装置を用いてＴＥＭ観察を行って粒子の直径およびコア部の直径をそれぞれ調べ、原料
として使用した結晶性プラチナ粒子の値と比較した。結果を表１に示した。なお、本参考
例において原料として使用した結晶性プラチナ粒子の平均粒径は約２９ｎｍであった。
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【００４６】
【表１】

【００４７】

10

表１を見ると、複合粒子の直径は、原料結晶性プラチナ粒子における２９ｎｍから、１
時間後には３５ｎｍに、２時間後には５２ｎｍに、それぞれ増加した。一方、コア部の直
径は、原料結晶性プラチナ粒子における２９ｎｍから、１時間後には１６ｎｍに、２時間
後には１２ｎｍに、それぞれ減少した。このことから、原料結晶性プラチナ粒子のプラチ
ナ原子は、シェル層（プラチナ−アルミニウム合金からなる層）に徐々に拡散しつつシェ
ル層が成長する機構であると考えられる。
【００４８】
実施例３
本実施例では、複合粒子および多孔質プラチナ粒子につき、上記合成例１におけると同
じ装置を用いてＴＥＭ観察を行って両粒子の構造を調べた。

20

上記実施例１と同様にして得られた複合粒子のＴＥＭ像を図３（ａ）に、この複合粒子
の１個について撮影した高解像度ＴＥＭ像を図３（ｂ）に、それぞれ示した。
図３（ａ）から、この複合粒子の平均直径は５３ｎｍであることが分かった。また、図
３（ｂ）を見ると、この複合粒子は、中心部に直径約１０ｎｍの暗色のコア部、該コア部
を被覆する厚さ約１７ｎｍの灰色のシェル部および該シェル部の外側の厚さ約５ｎｍの層
からなることが理解される。このコア部は結晶性プラチナ粒子の残滓であり、灰色のシェ
ル部はプラチナ−アルミニウム合金からなる層であり、最外層は複合粒子表面のアルミニ
ウム原子が空気中の酸素および／または水と反応して生成した酸化物層であると考えられ
る。
上記複合粒子につき、上記合成例１におけるのと同様にして塩基との接触を行い、多孔
質プラチナ粒子を得た。
この多孔質プラチナ粒子につき、上記合成例１におけると同様の装置を用いてＴＥＭ観
察を行った。ここで得られた多孔質プラチナ粒子のＴＥＭ像を図４（ａ）に、単一の多孔
質プラチナ粒子の高解像度ＴＥＭ像を図４（ｂ）に、それぞれ示した。図４（ａ）および
（ｂ）から、スポンジ状の多孔質粒子が確認できる。
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【図２】

【図１】
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【図３】

【図４】
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