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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機化合物の酸化反応に際して所定の酵素を触媒として用いた場合に過酸化物を発生する
酸化反応系に用いられる酸化触媒であって、
上記酵素と金含有粒子とを含み、
上記金含有粒子が、金ナノ粒子を担体に担持させてなる粒子であり、
上記担体が金属酸化物であり、該金属酸化物がＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＣｅＯ２又はＳｉ
Ｏ２であることを特徴とする酸化触媒。
【請求項２】
上記酵素と上記金含有粒子との配合割合が、重量比で１：０．１〜１０であることを特徴
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とする請求項1記載の酸化触媒。
【請求項３】
上記有機化合物がグルコースであり、上記の所定の酵素がグルコースオキシダーゼであり
、上記過酸化物が過酸化水素である請求項１〜３のいずれかに記載の酸化触媒。
【請求項４】
請求項１記載の酸化触媒を用いる有機酸化物の製造方法であって、
有機化合物を、上記酸化触媒の存在下、６０℃以下の温度で且つｐＨ６〜８の中性領域で
酸化反応させることを特徴とする製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、酸化触媒及び有機酸化物の製造方法に関し、さらに詳しくは、反応効率が高
く、しかも常温常圧に近い低コストな反応条件下で有機酸化物の製造を行うことができる
酸化触媒及び有機酸化物の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
有機化合物の合成技術は、製薬、化学、食品、材料などを始めとしたあらゆる分野で応
用されており、これまで、種々技術が提案されている。その結果、人工的に合成を行うこ
とが可能となった有機化合物は飛躍的に増加したが、それでもなお、人工的に合成を行う
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ことが困難な有機化合物や合成できても効率が悪い有機化合物や反応系も多数存在するの
が現状である。
そのような有機化合物として有機酸化物があり、かかる有機酸化物の合成方法の１つと
して、反応選択性が高い酵素を用いた反応や金属触媒を用いた反応などが提案されている
。
例えばグルコン酸の製造において、特許文献１では、従来の微生物を用いた発酵法による
製造法に代わる方法として、グルコースオキシダーゼ及びカタラーゼを、微生物を介する
ことなく特定の条件で触媒として用い、従来の発酵法よりも製造に要する時間が短く、収
率が高くなる方法が提案されている。
また、特許文献２では、炭素材料表面に金ナノ粒子が担持されてなる金ナノ触媒を用い
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て、グルコン酸を効率よく酸化する反応系について提案されている。また、特許文献３で
は、酵素とルテニウムやパラジウム等の金属とを併用することにより、反応効率を高くす
る有機酸化物の製造方法が提案されている。
また、特許文献４には、グルコ−スオキシダ−ゼと貴金属微粒子とを高分子ゲルビ−ズに
固定化してなるゲルビーズ触媒を用いてグルコン酸を製造する製造方法が提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表平１０−５０２８２５号公報
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【０００４】
【特許文献２】特開２００９−２２００１７号公報
【０００５】
【特許文献３】特開２００１−１６１３８８号公報
【０００６】
【特許文献４】特開平０６−７０７８５号公報
【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酸化触媒及び有機酸化物の製造方法は、未だ不十分
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で要求されているレベルにはないものであった。
すなわち、特許文献１に記載の提案では、ある程度低い温度条件でも反応が進行するも
のの未だ反応効率の点で不十分であった。
特許文献２に記載の提案では、反応温度を高く設定しなければならないなど反応条件を
通常のよりも厳しい条件とする必要があり、非効率であった。
特許文献３に記載の提案では、酵素を用いた系における過酸化水素の発生というネガテ
ィブ要素を排除することにより、酵素を用いた系の効率をより高めることは可能となった
ものの、常温常圧に近い低コストな反応条件下で反応が進行しているとは言えず不十分な
ものであった。
特許文献４に記載の提案は、単に貴金属（Ｐｄ，Ｐｔ等）触媒の併用により、Ｈ２Ｏ２
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の分解を促進させて酵素活性を維持するものであり、一定の効果は得られるものの、未だ
に反応速度が遅く、常温常圧に近い低コストな反応条件下での製造ではなく未だ不十分で
あった。
このため、従来提案されている方法よりも、反応効率が高く、しかも常温常圧に近い低
コストな反応条件下で有機酸化物の製造を行うことができる酸化触媒及び有機酸化物の製
造方法の開発が要望されているのが現状である。
【０００８】
したがって、本発明の目的は、反応効率が高く、しかも常温常圧に近い低コストな反応
条件下で有機酸化物の製造を行うことができる酸化触媒及び有機酸化物の製造方法を提供
することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、上記課題を解消すべく鋭意検討した結果、酵素反応における副生成物で
ある過酸化物を除去できる化合物を酵素と併用する際に通常の金属では酵素の活性を阻害
するなどの問題を生じてしまうことを知見し、酵素と相性がよく相乗効果を発揮し得る金
属触媒についてさらに検討した結果、本発明を完成するに至った。
【００１０】
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

有機化合物の酸化反応に際して所定の酵素を触媒として用いた場合に過酸化物を発生

する酸化反応系に用いられる酸化触媒であって、
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上記酵素と金含有粒子とを含み、
上記金含有粒子が、金ナノ粒子を担体に担持させてなる粒子であることを特徴とする酸
化触媒。
２

上記酵素と上記金含有粒子との配合割合が、重量比で１：０．１〜１０であることを

特徴とする１記載の酸化触媒。
３

上記担体が金属酸化物であり、該金属酸化物がＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＣｅＯ２又は

ＳｉＯ２である１又は２記載の酸化触媒。
４

上記有機化合物がグルコースであり、上記の所定の酵素がグルコースオキシダーゼで

あり、上記過酸化物が過酸化水素である１〜３のいずれかに記載の酸化触媒。
５

１記載の酸化触媒を用いる有機酸化物の製造方法であって、

30

有機化合物を、上記酸化触媒の存在下、５０℃以下の温度で且つｐＨ６〜８の中性領域で
反応させることを特徴とする製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明の酸化触媒は、反応効率が高く、しかも常温常圧に近い低コストな反応条件下で
有機酸化物の製造を行うことができるものである。
また、本発明の有機酸化物の製造方法によれば、反応効率が高く、しかも常温常圧に近
い低コストな反応条件下で有機酸化物の製造を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】図１は実施例１及び２、比較例１〜３において行ったグルコース酸化反応におけ
るグルコースのグルコン酸への転化率を経時的に示すグラフである。
【図２】図２は、実施例１のグルコース酸化反応の生成物をＨ−ＮＭＲで分析した結果を
示すチャートであり、（ａ）は、チャート全体を示すものであり、（ｂ）は、グルコン酸
部分を拡大して示すものである。
【図３】図３は実施例１、比較例１、４及び５において行ったグルコース酸化反応におけ
るグルコースのグルコン酸への転化率を経時的に示すグラフである。
【図４】図４は実施例１及び３において行ったグルコース酸化反応におけるグルコースの
グルコン酸への転化率を経時的に示すグラフである。
【図５】図５は実施例１及び比較例６において行ったグルコース酸化反応におけるグルコ
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ースのグルコン酸への転化率を経時的に示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、本発明をさらに詳細に説明する。
本発明の酸化触媒は、有機化合物の酸化反応に際して所定の酵素を触媒として用いた場
合に過酸化物を発生する酸化反応系に用いられる酸化触媒であって、上記酵素と金含有粒
子とを含み、上記金含有粒子が、金ナノ粒子を金属酸化物に担持させてなる粒子である、
酸化触媒である。
【００１４】
10

＜所定の酵素＞
本発明において用いられる上記の所定の酵素は、有機化合物の酸化反応に用いられるも
のであれば特に制限されないが、過酸化水素を発生させるオキシダーゼ等が挙げられ、具
体的には、グルコースオキシダーゼ、アルコールオキシダーゼ、アスコルビン酸オキシダ
ーゼ、サルコシンオキシダーゼ等が好ましく挙げられる。
【００１５】
＜金含有粒子＞
本発明において用いられる上記金含有粒子は、金ナノ粒子を金属酸化物などの担体に担
持させてなる粒子である。
上記金含有粒子の平均粒子径は１０ｎｍ〜１μｍであるのが好ましく、上記金ナノ粒子と
上記担体との構成比は、重量比で、上記金ナノ粒子１に対して上記担体１０〜５００とす
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るのが好ましい。
（金ナノ粒子）
上記金ナノ粒子とは、金原子が好ましくは１０〜５０，０００個集合してなる粒子をい
い、さらに好ましくは２００〜１０，０００個集合してなる粒子をいう。
上記金ナノ粒子の粒子径は、平均粒子径で２〜１０ｎｍであるのが好ましく、２〜５ｎ
ｍであるのがさらに好ましい。
【００１６】
（担体）
本発明において用いられる担体としては、金属酸化物、カーボン、又はセルロースなど
が挙げられ、特に金属酸化物を好ましく挙げることができる。
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上記金属酸化物は、上記金ナノ粒子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、上記金属酸化物としては、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＣｅＯ２、ＳｉＯ２などが挙
げられ、ＺｒＯ２、又は、Ａｌ２Ｏ３を好ましく挙げることができる。
上記金属酸化物の形状は、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、上記金属酸化物の大きさは、平均粒子径で１０ｎｍ〜１μｍであるのが好ましい
。
また、上記金属酸化物の大きさは、金ナノ粒子の粒子径の４〜２０倍であるのが好まし
い。
また、上金属酸化物の形状が、板状、フラワー状、ロッド（棒）状である場合には、厚さ
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を５ｎｍ〜１００ｎｍとするのが好ましい。
また、上記カーボンとしては、ダイヤモンド結晶構造を有するナノサイズのダイヤモン
ドである、ナノダイヤモンドを好ましく挙げることができる。上記セルロースとしては、
天然物、人工物の別なく用いることができ、ニトロセルロースやアセチルセルロースなど
の誘導体を用いることもできる。これらカーボンやセルロースの形状、大きさは上述の金
属酸化物を同様とすることができる。
【００１７】
（製造方法）
上記金含有粒子は

金化合物と上記担体としての上記金属酸化物とを混合し、得られた

混合物を焼成及び／又は還元することにより得ることができる。
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上記金化合物としては、Ａｕ［Ｃ２Ｈ４（ＮＨ２）２］２Ｃｌ３等のエチレンジアミン
金錯体、ジメチル（アセチルアセトナート）金（ＩＩＩ）、などのジメチル金β‐ジケト
ン誘導体錯体金錯体化合物が挙げられる。
上記混合に際しては、固相混合法、湿式混合法などの混合方法を用いることができる。
上記固相混合法は、上記金化合物と上記金属酸化物とを乳鉢などの混合器を用いて両者
固体状のまま混合する方法である。
上記湿式混合法は、アセトン、メタノール等の溶媒に上記金化合物と上記金属酸化物と
を溶解又は分散させた系でボールミルなどの混合装置を用いる方法である。
上記焼成は、上記混合により得た混合物を電気炉で１００〜４００℃の温度条件にて１
〜１０時間空気焼成することにより行うことができる。
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上記金属酸化物と上記金化合物との混合比は、金属酸化物１００重量部に対して上記金
化合物０．１〜５重量部とするのが好ましい。
また、担持後に得られる金ナノ粒子が金属酸化物に担持されてなる金含有粒子に対して
、後処理もしくは焼成と同時に行う処理として、還元処理、焼成処理、プラズマ処理など
の処理を常法に従って行うことにより、得られる金含有粒子に付着した不純物や副生物を
除去することもできる。
また、上記担体として上記カーボンやセルロースを用いた場合も上記金属酸化物を用い
る場合に準じて製造することができる。
【００１８】
（酸化触媒の形態、配合割合）
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本発明の酸化触媒は、上記金含有粒子と上記酵素とを含有していれば、その使用形態は
特に制限されず、後述する反応系に混合した後で投入しても別々に投入してもよい。
また、本発明の酸化触媒には、本発明の所望の効果を損なわない範囲で通常この種の酸
化触媒に併用される緩衝液、各種塩、補酵素等の添加剤を含有させてもよい。
また、上記金含有粒子と上記酵素とを混合した形態とする場合の混合方法は、酵素活性
を失活させない方法であれば特に制限されない。
酵素と金含有粒子との配合割合は、重量比で酵素：金含有粒子＝１：０．１〜１０であ
ることが好ましく、１：０．２〜５であることが特に好ましい。
【００１９】
＜使用方法＞
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本発明の酸化触媒は、有機化合物の酸化反応に際して所定の酵素を触媒として用いた場
合に過酸化物を発生する酸化反応系に用いられる酸化触媒であり、上記有機化合物の酸化
反応の触媒として用いられるのが好ましい。
以下に本発明の酸化触媒を使用した本発明の有機酸化物の製造方法を詳細に説明する。
本発明の有機酸化物の製造方法は、上記酸化触媒を用いて、上記有機化合物を所定の温
度と所定のｐＨで反応を行う有機酸化物の製造方法である。
上記温度は、６０℃以下の温度であり、５０℃以下であるのが好ましい。温度が５０℃
を超えると反応実行時の操作が煩雑になり、特別な装置設備が必要になる等コストが高く
なるので、上記温度範囲内とする必要がある。
上記ｐＨは、ｐＨ６〜８の中性領域である。中性領域でない場合、たとえば大量のアル
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カリを必要とする場合には、反応後に中和作業が必要で工程数の増加による反応操作の煩
雑化とそれに伴うコストの増加が生じるので、上記範囲内とする必要がある。
換言すると、本発明の酸化触媒は、５０℃以下の温度で且つｐＨ６〜８の中性領域で酸化
反応を行うことができるものである。
ｐＨの調製は、水酸化ナトリウム溶液などのアルカリ溶液を反応時に添加して生成する
グルコン酸を中和する方法、反応溶液にｐＨ６〜８に緩衝作用がある緩衝液を用いる方法
、などの方法を用いて行うことができる。中和する方法を採用した場合には得られたグル
コン酸ナトリウムを常法に従ってグルコン酸とすることにより目的物であるグルコン酸を
得ることができる。
本発明の酸化触媒は種々有機化合物の酸化反応に際して使用することができ、その際、
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常温に近い反応温度、常圧に近い圧力条件、中性領域で高い反応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有機化合物の合成反応系における酸化反応触
媒として好ましく用いることができる。
【００２０】
（グルコースの酸化反応）
下記式（化１）に示す反応によりグルコースを酸化してグルコン酸を製造する際の酸化
反応である。
この場合の酸化触媒としては、酵素としてグルコースオキシダーゼを用い、金ナノ粒子
を金属酸化物としてのＺｒＯ２に担持させてなる金含有粒子を用いてなるものを好ましく
10

用いることができる。
反応条件は上述の好ましい範囲であるが、アルカリ溶液の添加により反応液のｐＨを中
性に保つこともできる。また、反応温度や圧力は上記の使用方法の欄に記載したような比
較的低温条件で且つ常圧とすることができる。
【００２１】
【化１】
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【００２２】
本発明の酸化触媒は、上記グルコン酸製造の酸化反応以外でも種々の酸化反応系で応用
可能である。
例えば、以下の反応系が挙げられる。
ヒドロキシル基をカルボニル基へ変換する反応系
Ｒ２Ｃ−ＯＨ

→

Ｒ２Ｃ＝Ｏ

ホルミル基をカルボキシル基へ変換する反応系
Ｒ−ＣＨＯ

→
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Ｒ−ＣＯＯＨ

アミノ基を酸化的脱アミノ化する反応系
Ｒ−ＣＨ２ＮＨ３＋

→

Ｒ−ＣＨＯ

ＮＨ−ＣＨ反応系
Ｒ−ＮＨ２＋−ＣＨ３

→

Ｒ−ＮＨ３＋

窒素化合物反応系
Ｒ−ＣＨ２ＮＯ２

→

Ｒ−ＣＨＯ

硫黄化合物反応系
ＲＳＯ３２−

→

ＲＳＯ４２−

上述の各式中、Ｒはすべてアルキル基などの脂肪族基、フェニル基などの芳香族基、その
他の一価の置換基を示す。
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【００２３】
＜用途＞
本発明の酸化触媒は、種々の有機化合物の酸化反応に用いることができ、高効率に、常
温常圧に近い条件且つ中性領域、たとえばｐＨ＝７．０、温度３０℃、１気圧の条件で反
応を行うことができるものである。
また、酵素は固定化せず、液中に溶解させるだけで使用できるので簡便な操作で各種反
応を行うことが可能である。
【実施例】
【００２４】
以下、本発明について実施例及び比較例を示してさらに具体的に説明するが本発明はこ
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れらに何ら制限されるものではない。
【００２５】
〔実施例１〕酸化触媒（Ａｕ／ＺｒＯ２とグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触媒
）を用いたグルコース酸化反応
金化合物としてのジメチル（アセチルアセトナート）金（ＩＩＩ）（トリケミカル社製
、商品名「ジメチル金アセチルアセトナート錯体」）４．２ｍｇと、金属酸化物としての
ＺｒＯ２（第一稀元素社製、商品名「ＺｒＯ２
ＲＣ−１００」）０．５ｇとを、メノウ乳鉢で２０分間混合し、Ｈ２／Ｎ２（２０％／８
０％、体積比）流通下、１２０℃、２時間の条件で還元処理を行い、ＺｒＯ２にＡｕが担
持されてなる金含有粒子を得た。得られた金含有粒子の詳細を以下に示す。
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金含有粒子の平均粒子径：５〜１０ｎｍ（平均粒子径はＨＲ−ＴＥＭ（高分解能透過形電
子顕微鏡）により測定）
金ナノ粒子の平均粒子径：４．２ｎｍ（平均粒子径はＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ（高角散乱環
状暗視野走査透過形電子顕微鏡）により測定）
金ナノ粒子と金属酸化物との構成比（重量比）＝５：１０００
次に、Ｄ−グルコースを０．１ｍｏｌ／Ｌの濃度となるようにビーカー中で蒸留水に溶
解させ、得られた溶液をウォーターバスで３０℃に加温し、撹拌しながら、６０ｍＬ／分
の流量のＯ２で３０分間バブリングした。
バブリング後の上記溶液に、酸化触媒としての上記金含有粒子とグルコースオキシダー
ゼ（和光純薬工業社製、商品名「２００００U」）とを、それぞれの濃度が０．２６ｇ／
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Ｌと０．１３ｇ／Ｌとになるように添加、混合し、グルコース酸化反応を開始させた。
グルコース酸化反応は、６０ｍＬ／分の流量でＯ２のバブリングを続け、ウォーターバ
スで３０℃に加温し、ｐＨが７．０になるように１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム溶液を
滴下し続ける条件の下で行った。
グルコースのグルコン酸への転化率（％）は、反応開始から５分毎の１Ｍ水酸化ナトリ
ウム溶液の滴下量により、以下の数式（数式）で算出した。
【００２６】
【数１】
30

【００２７】
その結果を図１に示す。
また、グルコースのグルコン酸への転化初速度を、上記転化率の経時変化データの開始
から開始１０分後の転化率の傾きを計算することにより算出した。その結果を表１に示す
。
加えて、グルコース酸化反応の生成物を調べるために、反応終了後の反応溶液をＨ−Ｎ
ＭＲ（日本電子社製、装置名「ＪＭＮ−ＥＣＳ３００」）で常法に従って分析した。
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その結果を図２に示す。
【００２８】
〔実施例２〕酸化触媒（Ａｕ／Ａｌ２Ｏ３とグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触
媒）を用いたグルコース酸化反応
金属酸化物としてＡｌ２Ｏ３を用いた以外は、実施例１と同様にして金含有粒子を調製
した。
金含有粒子の平均粒子径：２０〜５０ｎｍ（平均粒子径はＨＲ−ＴＥＭにより測定）
金ナノ粒子の平均粒子径：１１．１ｎｍ（平均粒子径はＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭにより測定
）
金ナノ粒子と金属酸化物との構成比（重量比）＝５：１０００
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これ以外は実施例１と同様にして酸化触媒を調製し、実施例１と同様にしてグルコース酸
化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図１に示す。
また、実施例１と同様に転化初速度を算出した。その結果を表１に示す。
【００２９】
〔比較例１〕酵素のみを用いたグルコース酸化反応
金含有粒子を用いずに酵素（グルコースオキシダーゼ）のみ添加した以外は実施例１と
同様にしてグルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図１に示す。
また、実施例１と同様に転化初速度を算出した。その結果を表１に示す。
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【００３０】
〔比較例２〕Ａｕ／ＺｒＯ２のみを用いたグルコース酸化反応
グルコースオキシダーゼを用いずに実施例１で用いた金含有粒子のみを酸化触媒として
用いた以外は実施例１と同様にグルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図１に示す。
【００３１】
〔比較例３〕Ａｕ／Ａｌ２Ｏ３のみを用いたグルコース酸化反応
グルコースオキシダーゼを用いずに金含有粒子（Ａｕ／Ａｌ２Ｏ３）を酸化触媒として
用いた以外は実施例２と同様にしてグルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図１に示す。
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【００３２】
〔比較例４〕Ｐｔ／ＺｒＯ２とグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触媒を用いたグ
ルコース酸化反応
金化合物としてのジメチル（アセチルアセトナート）金（ＩＩＩ）をビスアセチルアセ
トナト白金に代えた以外は、実施例１と同様に粒子を合成してＰｔ含有粒子を得、金含有
粒子に代えて得られたＰｔ含有粒子を用いた以外は実施例１と同様にしてグルコース酸化
反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図３に示す。
また、実施例１と同様に転化初速度を算出した。その結果を表１に示す。
【００３３】
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〔比較例５〕Ａｕ／ケッチェンブラックとグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触媒
を用いたグルコース酸化反応
金属酸化物としてのＺｒＯ２に代えてケッチェンブラック（以下「ＫＢ」と呼ぶことも
ある。）を用いた以外は実施例１と同様に粒子を合成し金含有ケッチェンブラック粒子を
得、金含有粒子に代えて得られた金含有ＫＢ粒子及びグルコースオキシダーゼを酸化触媒
として用いた以外はグルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図３に示す。
また、実施例１と同様に転化初速度を算出した。その結果を表１に示す。
【００３４】
〔実施例３〕Ａｕ／ＺｒＯ２とグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触媒を用いたグ
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ルコース酸化反応（４０℃）
グルコース酸化反応時の反応溶液の温度を４０℃に変えた以外は、実施例１と同様にし
て、グルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図４に実施例１の結果と合わせて示す。
【００３５】
〔比較例６〕Ａｕ／ＺｒＯ２とグルコースオキシダーゼとを含有する酸化触媒を用いたグ
ルコース酸化反応（ｐＨ９．５）
グルコース酸化反応時の反応溶液のｐＨを９．５となるように調整した以外は、実施例
１と同様にして、グルコース酸化反応を行い、転化率を算出した。
その結果を図５に実施例１の結果と合わせて示す。
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【００３６】
以下、結果について考察する。
図１に示す結果から、本発明の酸化触媒は、酵素のみ（比較例１）からなる酸化触媒に
比してグルコン酸の転換率及び転換速度が顕著に高く、酸化触媒として有用であることが
わかる。
一方、金含有金属酸化物のみを用いた比較例２及び３は、グルコン酸への転換がほとん
ど見られず、これらの酸化触媒では常温中性に近い反応条件では反応が進まず、高温及び
／又は塩基性という特別な反応条件を整えなければ反応を進行させられないことがわかる
。この結果から、本発明の酸化触媒は、より安価に酸化反応を行いうるものであることが
10

わかる。
【００３７】
図２に示す結果から本発明の酸化触媒を用いてグルコース酸化反応を行った場合（実施
例１）、高選択的にグルコン酸が得られることがわかる。
【００３８】
図３に示す結果から、白金含有粒子を用いてなる酸化触媒（比較例４）では、本発明の
酸化触媒と比較して活性が低いことがわかる。

また、金属酸化物の代わりにケッチェン

ブラックを用いて調整した金含有粒子を用いた酸化触媒（比較例５）は、酵素のみからな
る酸化触媒（比較例１）よりも活性が低く、本発明の酸化触媒よりも著しく活性が低いこ
とがわかる。
【００３９】
【表１】
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【００４０】
表１は実施例１及び２、比較例１、４及び５において行ったグルコース酸化反応におけ
るグルコースのグルコン酸への転化初速度を示すデータである。
表１に示す結果から、本発明の酸化触媒を用いた系に比して各比較例の酸化触媒では添
加初速度が低く、活性に劣ることがわかる。
【００４１】
図４に示す結果から、本発明の酸化触媒では、反応温度が３０℃〜４０℃といった常温
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に近い温度条件で良好に反応が進行することがわかる。
【００４２】
図５に示す結果から、塩基性条件下の反応（ｐＨ９．５，比較例６）では、反応開始か
らある程度時間が経過すると、急激に反応効率活性が低下し、最終的な転化率も低く、ｐ
Ｈが塩基性条件となる範囲では反応が高活性に進まないことがわかる。
【００４３】
以上の結果から、本発明の酸化触媒は、常温に近く、また中性領域のｐＨで、製造コス
トが低く、高い活性で反応を行うことができるものであることがわかる。
また、本発明の有機酸化物の製造方法によれば、中性領域のｐＨで、特別にアルカリな
どを添加することなく、高効率で酸化反応を行うことができることがわかる。
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【産業上の利用可能性】
【００４４】
本発明の酸化触媒は種々有機化合物の酸化反応に際して使用することができ、その際、高
収率で反応選択性をもって目的化合物を得ることができるため、製薬、化学、食品、材料
、バイオなどを始めとしたあらゆる分野で応用が可能である。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図５】
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