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(57)【要約】

（修正有）

【課題】高い触媒活性で水素化反応を行い、ギ酸などの
化合物を効率よくかつ低い圧力で製造することが可能な
水素化触媒、前記触媒の製造方法、及び前記触媒を用い
た水素キャリア物質の製造方法の提供。
【解決手段】層状複水酸化物の表面に、水素解離可能な
金属原子が単原子で担持されている水素化触媒。前記水
素解離可能な金属原子が、ルテニウム、パラジウム、イ
リジウム、ロジウム、ニッケル、金、及び、銀から選択
された金属原子であり、水素解離可能な金属原子に水酸
基又はハロゲンが結合している水素化触媒。層状複水酸
化物を準備する第１工程と、金属原子を含む化合物の水
溶液を準備する第２工程と、前記水溶液に前記層状複水
酸化物を加える第３工程と、を有する、水素化触媒の製
造方法。水素化触媒を用いて、原料ガスまたは原料溶液
を水素化して水素キャリア物質を製造する水素キャリア
物質の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
層状複水酸化物の表面に、水素解離可能な金属原子が単原子で担持されている水素化触
媒。
【請求項２】
前記水素解離可能な金属原子が、ルテニウム、パラジウム、イリジウム、ロジウム、ニ
ッケル、金、及び、銀から群から選択された金属原子である請求項１に記載の水素化触媒
。
【請求項３】
前記水素解離可能な金属原子に水酸基又はハロゲンが結合している請求項１又は２のい
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ずれかに記載の水素化触媒。
【請求項４】
前記ハロゲンが、塩素、臭素、フッ素、ヨウ素からなる群から選択された元素である請
求項３に記載の水素化触媒。
【請求項５】
前記層状複水酸化物が、２価の金属イオンと３価の金属イオンとを含み、２価の金属イ
オンと３価の金属イオンの比率が４：１〜６：１の範囲にある請求項１記載の水素化触媒
。
【請求項６】
前記２価の金属イオンが、Ｍｇ２＋、Ｎｉ２＋、Ｚｎ２＋、Ｍｎ２＋、Ｆｅ２＋、Ｃｕ
２＋

２＋

、Ｃｄ

、Ｃｏ

２＋
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２

、Ｓｎ

、及びアルカリ土類金属の金属イオンから選択され、

３＋

前記３価の金属イオンが、Ａｌ

、Ｆｅ３＋、Ｃｒ３＋、Ｃｏ３＋、及び周期律表で

Ａｌと同族の金属イオンから選択される、請求項５に記載の水素化触媒。
【請求項７】
前記２価の金属イオンがＭｇイオンであり、３価の金属イオンがＡｌイオンである請求
項５又は６に記載の水素化触媒。
【請求項８】
請求項１〜７のいずれか一項に記載の水素化触媒の製造方法であって、
層状複水酸化物を準備する第１工程と、
金属原子を含む化合物の水溶液を準備する第２工程と、
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前記水溶液に前記層状複水酸化物を加える第３工程と、を有する、水素化触媒の製造方
法。
【請求項９】
前記第２工程及び第３工程の少なくとも一方の工程において、無機塩基を加える、請求
項８に記載の水素化触媒の製造方法。
【請求項１０】
請求項１〜７のいずれか一項に記載の水素化触媒を用いて、原料ガスまたは原料溶液を
水素化して水素キャリア物質を製造する水素キャリア物質の製造方法。
【請求項１１】
前記原料ガスが二酸化炭素であり、かつ、前記水素キャリア物質がギ酸である請求項１
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０に記載の水素キャリア物質の製造方法。
【請求項１２】
前記原料溶液がトルエンであり、かつ、前記水素キャリア物質がメチルシクロヘキサン
である請求項１０に記載の水素キャリア物質の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水素化触媒、水素化触媒の製造方法、及び水素キャリア物質の製造方法に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
水素は、様々な分野で使用されている。例えば、石油精製や石油製品の製造、半導体、
食品、及び金属加工などの工業用途に加え、燃料電池や車の燃料や電池における使用など
、様々な分野で応用が増えている。しかしながら気体であるために、水素の製造場所から
、遠く離れた、水素の様々な使用場所に移動させる場合、一度に大量に運ぶことが困難で
あった。また水素を貯蔵する際に、大量の気体を貯蔵する為には、高圧タンクが必要であ
った。液体で貯蔵する場合には、超低温に冷却する必要があり大きなエネルギーが必要で
あった。またパイプラインで輸送する方法も使用されているが、大規模なインフラの製造
が必要であった。
【０００３】
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水素そのものを保存や移動するのではなく、気体である水素から、水素をキャリアする
液体や固体の化合物を製造し、これを保存や移動する方法も検討されている。気体や固体
へと形体を変える事により、体積を小さくし、移動や、貯蔵を容易にすることができる。
水素をキャリアした化合物は、移動先に到着すると、貯蔵用容器に貯蔵をされる、あるい
は、適当な時期に水素が取り出され使用される。前記水素をキャリアする化合物から水素
を分離する際は、触媒を使用する等の様々な方法が選択される。移動手段としては、車や
電車や船等の移動手段やパイプラインなど、必要に応じて様々な設備が使用される。
上記以外にも、化合物の水素化は、様々な分野で応用可能である。水素をキャリアする
化合物は上記用途以外にも、薬品分野や繊維分野や食品分野や電気や機械分野等の様々な
分野で使用でき、非常に有用である。その為、様々な方法がこれまで提案されてきている
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。しかしながら、十分開発されつくしたとは言えない。
【０００４】
水素をキャリアでき、かつ水素の取り出しが容易な化合物としては、アンモニアボラン
（ＮＨ３ＢＨ３）、アンモニア（ＮＨ３）、メチルシクロヘキサン（Ｃ６Ｈ１１ＣＨ３）
などの有機ハイドライド、及びギ酸（ＨＣＯＯＨ）などが知られている。
【０００５】
水素をキャリアする化合物を製造する為に、様々な触媒を用いた、水素化反応などの方
法が、これまで提供されてきた。例えば、水素から、水素をキャリアする化合物を製造す
るために使用される触媒としては、主に均一系錯体触媒の開発が行われてきた。均一系錯
体触媒は、溶液に溶かして用いられる触媒である。均一系錯体触媒は高活性であるが、操
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作性や安定性に課題があり、かつ有機溶媒や添加剤の使用が必要であった。
一方で、不均一系錯体触媒の報告例はまだ少ない。これまで報告されてきた不均一系錯
体触媒、すなわち固体触媒では、様々な解決すべき課題があった。有機溶媒やトリエチル
アミンなどの有機アミン系塩基を必須とする、及び／又は、製造工程において非常に高い
圧力や、高い触媒濃度などを必要とし大きな設備投資が必要である例が多かった（例えば
、特許文献１〜３）。
毒性が無く安価な化合物から、工業的に使用可能な水素をキャリアする化合物を容易に
合成する、新しい技術が待ち望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００１―２８８１３７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１６／０２４２９３号
【特許文献３】国際公開第２０１３／１８６１５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、水素化触媒、水素化触媒の製造方法、及び前記触媒を用いた水素キャリア物
質の製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、金属原子を担持した層状複水
酸化物である水素化触媒が優れた水素化反応を供することを見出し、本発明を完成するに
至った。
【０００９】
すなわち本発明の第一の態様は、以下の触媒を提供する。
（１）層状複水酸化物の表面に、水素解離可能な金属原子が単原子で担持されている水素
化触媒。
本発明の第一の態様は、以下の特徴を好ましく有する。以下の特徴は組み合わせて使用
10

することも好ましい。
（２）前記水素解離可能な金属原子が、ルテニウム、パラジウム、イリジウム、ロジウム
、ニッケル、金、及び、銀からなる群から選択された金属原子である。
（３）前記水素解離可能な金属原子に水酸基又はハロゲンが結合している。
（４）前記ハロゲンが、塩素、臭素、フッ素、ヨウ素からなる群から選択された元素であ
る。
（５）前記層状複水酸化物が、２価の金属イオンと３価の金属イオンとを含み、２価の金
属イオンと３価の金属イオンの比率が４：１〜６：１の範囲にある。
（６）前記２価の金属イオンが、Ｍｇ２＋、Ｎｉ２＋、Ｚｎ２＋、Ｍｎ２＋、Ｆｅ２＋、
Ｃｕ２＋、Ｃｄ２＋、Ｃｏ２＋、Ｓｎ２、及びアルカリ土類金属の金属イオンから選択さ
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れ、
３＋

前記３価の金属イオンが、Ａｌ

３＋

、Ｆｅ

３＋

、Ｃｒ

３＋

、Ｃｏ

、及び周期律表で

Ａｌと同族の金属イオンから選択される、請求項５に記載の水素化触媒。
（７）前記２価の金属イオンがＭｇイオンであり、３価の金属イオンがＡｌイオンである
。
【００１０】
本発明の第二の態様は、第一の態様の触媒の製造方法を提供する。
（８）層状複水酸化物を準備する第１工程と、
金属原子を含む化合物の水溶液を準備する第２工程と、
前記水溶液に前記層状複水酸化物を加える第３工程と、を有する、第一の態様の触媒の
製造方法。
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本発明の第二の態様は、以下の特徴を好ましく有する。
（９）前記第２工程及び第３工程の少なくとも一方の工程において、無機塩基を加える。
本発明の第三の態様は、第一の態様の触媒を用いた、水素キャリア物質の製造方法を提供
する。
（１０）第一の態様の水素化触媒を用いて、原料ガス又は原料溶液を水素化して水素キャ
リア物質を製造する水素キャリア物質の製造方法。
本発明の第三の態様は、以下の特徴を好ましく有する。
（１１）前記原料ガスが二酸化炭素であり、また、前記水素キャリア物質がギ酸である。
（１２）前記原料溶液がトルエンであり、また、前記水素キャリア物質がメチルシクロヘ
キサンである。
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【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、水素化反応を効率よく、かつ低圧で行う事ができる水素化触媒と、水
素化触媒の製造方法、及び前記触媒を用いた水素キャリア物質の製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の水素化触媒の１例を示す模式図である。
【図２】本発明で使用される層状複水酸化物の１例を示す図である。
【図３】本発明の水素化触媒の１例を製造する方法の例を示す図である。
【図４】本発明の水素化触媒の例を上及び横から観察した模式図である。
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【図５】本発明の水素化触媒の１例を用いた、ギ酸の製造の推定反応機構を示す図である
。
【図６】本発明の水素化触媒の１例を、ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭで観察した図である。
【図７】本発明の水素化触媒の１例及び比較化合物を、ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトルで
観察した図である。
【図８】本発明の水素化触媒の１例を、ｉｎｖｅｒｓｅ

ＦＴ−ＥＸＡＦＳスペクトルを

用いて評価した図である。
【図９】本発明の水素化触媒の１例と、Ｒｕをそれぞれ担持させた他の触媒（ＭｇＯ、Ｍ
ｇ（ＯＨ）２、ＡｌＯ３、ＡＬ（ＯＨ）３）との、活性差を表すグラフである。
【図１０】本発明の水素化触媒の２例（Ｒｕ／ＬＤＨ、ＲｕＣｌ／ＬＤＨ）と、Ｒｕをそ
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れぞれ担持させた他の触媒との活性差と、ＸＰＳ測定結果を示すグラフである。
【図１１】本発明の水素化触媒の６例における、構成元素の違いによる触媒の活性差を示
すグラフである。
【図１２】本発明の水素化触媒の６例の化合物における、構成元素の違いによる、二酸化
炭素吸着と触媒活性との比較を示すグラフである。
【図１３】本発明の水素化触媒の１例と、前記酸化物の製造に使用されるＲｕＣｌ３溶液
との、触媒の活性差を示したグラフである。
【図１４】本発明の水素化触媒の、担持金属原子の違いによる、触媒の活性差を示した、
グラフである。
【図１５】本発明の水素化反応における、添加される塩基の有無や種類の違いによる、触
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媒の活性差を示すグラフである。
【図１６】本発明の水素化反応における、使用される層状複水酸化物や、使用される水酸
化ナトリウム溶液の濃度の差による、触媒の活性差を示したグラフである。
【図１７】本発明の水素化触媒の一例（Ｒｕ／ＬＤＨ）の、曲線あてはめ結果を表す表で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下本発明の好ましい例を詳細に説明する。しかしながら本願発明はこれら例だけに限
定されない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、数値や比率や数など、付加、省略
、変更、置換等、種々の変更を加えることが可能である。また説明を容易にするために、
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図に使用された寸法や比率が実際のものとは異なることがある。
【００１４】
＜水素化触媒＞
本発明の水素化触媒は、層状複水酸化物の表面に、水素解離可能な金属原子が単原子で
担持されている。なお本発明において、「水素化触媒」とは、水素ガスを還元剤として化
合物に対して水素原子を付加する還元反応である水素化に用いることができる触媒を意味
する。
（層状複水酸化物（Ｌａｙｅｒｅｄ Ｄｏｕｂｌｅ Ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ））
図２に、本発明で好ましく使用される層状複水酸化物の例を示す。本発明の層状複水酸
化物は、これに限定されず、一般的に層状の複水酸化物として知られている化合物を使用
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することができる。本発明で使用される層状の複水酸化物は、以下の式（１）で表される
ことも好ましい。
［Ｍ２＋１−ｘＭ３＋ｘ（ＯＨ）２］［Ａｎ−Ｘ／ｎ・ｍＨ２Ｏ］
２＋

（Ｍ

は２価の金属カチオン、Ｍ

３+

（１）

は３価の金属カチオン、Ａｎ

−

はＣＯ３２−など

のアニオンを表す。Ｘは０．１≦Ｘ≦０．３５、ｎは１〜２までの整数、ｍは０以上の数
字を表す。）
【００１５】
層状複水酸化物は、２価の金属酸化物に、３価の金属イオンが固溶した、複水酸化物で
ある。２つ以上の基体層（ホスト層９）を有する。ホスト層の数は任意に選択できるが、
３〜２００が好ましく、５０〜２００がより好ましく、５０〜１００も好ましい。３〜１
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００や５０〜１００などであっても良い。基体層は３価の金属イオンと、２価の金属イオ
ンを含む。層状複水酸化物は、複数の基体層の層間に、負に帯電する陰イオン（Ａｎ−）
及び水分子の層（ゲスト層９）を、それぞれ挟んだ、積層構造を有する。
前記３価の金属イオンとしては、Ａｌ３＋、Ｆｅ３＋、Ｃｒ３＋、又はＣｏ３＋などが
挙げられる。なお層状複水酸化物の３価の金属イオンはこれらに限定されず、３価の金属
イオンであれば、任意に選択及び使用できる。周期律表に記載されている、如何なる金属
のイオンも使用してよい。例えば、周期律表でＡｌと同族の金属イオンの、例えば、ガリ
ウムやインジウム又はタリウムの、３価のイオンも挙げることができる。
前記２価の金属イオンとしては、Ｍｇ２＋、Ｎｉ２＋、Ｚｎ２＋、Ｍｎ２＋、Ｆｅ２＋
、Ｃｕ２＋、Ｃｄ２＋、Ｃｏ２＋、又は、Ｓｎ２などが挙げられる。なお層状複水酸化物
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の２価の金属イオンはこれらに限定されず、２価の金属イオンであれば、任意に選択及び
使用できる。周期律表に記載されている、如何なる金属のイオンも使用してよい。例えば
、アルカリ土類金属の金属イオンの、例えば、ベリリウム、カルシウム、ストロンチウム
、又はバリウムの、２価のイオンなども挙げることができる。
前記陰イオンは任意に選択できるが、ＣＯ３２−や、Ｃｌ−や、ＮＯ３−、ＯＨ−、Ｆ
‑

、Ｂｒ−、ＳＯ４2‑、ＣＨ３ＣＯＯ−が挙げられる。
３価の金属イオンと２価の金属イオンの組み合わせは任意に選択できる。例えば、Ｍｇ

２＋

とＡｌ３＋、Ｎｉ２＋とＡｌ３＋、Ｍｇ２＋とＦｅ３＋、及びＺｎ２＋とＡｌ３＋の

組合わせが挙げられる。これらを用いると、金属原子を担持させた場合、ＣＯ２、Ｈ２、
または酸性有機物質などの化合物に対して、強い濃縮効果を有するので、優れた水素化触
２＋

媒活性が得られる。なかでも、Ｍｇ
２＋

活性が得られる。Ｍｇ

20

とＡｌ

３＋

を使用すると、特に優れた水素化触媒

とＡｌ

３＋

を使用した例として図２が参照される。

【００１６】
２価の金属イオンと、３価の金属イオンの比率（Ｍ２＋／Ｍ３+）は、任意に選択でき
る。２価の金属イオンと３価の金属イオンの比率が、２：１〜８：１にあることが一般的
であり、４：１〜６：１の範囲にあることが好ましい。具体的には、例えば、４：１、５
：１、及び６：１、７：１、８：１などが好ましく挙げられる。２価の金属イオンと３価
の金属イオンの比率は、５：１が触媒活性を高める点から特に好ましい。Ｍｇ２＋／Ａｌ
３＋

が５：１の割合で使用されることが最も好ましい。Ｍｇ２＋とＡｌ３＋の組み合わせ

を、５：１の割合で使用すると、特に優れた効果が得られ好ましい。二酸化炭素吸着が大

30

きいという優れた触媒活性が優れる（図１２参照）。本発明で使用される層状複水酸化物
は、表面に規則的、かつ、豊富な塩基性の水酸基を有するため、高いＣＯ２吸着特性を得
る点から好ましい。
本明細書では、図２に示されるような、Ｍｇ２＋／Ａｌ３＋が５：１の割合の層状複水
酸化物を、ＬＤＨと記載することがある。
【００１７】
（水素化触媒）
図１及び４に、本発明の金属原子を担持した層状複水酸化物（水素化触媒）の例の模式
図を示す。
図１の水素化触媒において、Ｘは金属原子を表し、Ｙは水酸基又はハロゲンを表す。Ｚ

40

は金属原子を担持した層状複水酸化物（水素化触媒）を示す。金属原子Ｘは、ルテニウム
、パラジウム、イリジウム、ロジウム、ニッケル、金、及び銀、から選択される少なくと
も１つの金属原子である事が好ましい。Ｙは水酸基、またはハロゲン原子のいずれであっ
ても良い。二酸化炭素を水素化する場合などは、Ｙが水酸基である方が、高い触媒活性が
得られるので好ましい。
本発明の水素化触媒は、担持金属触媒として使用でき、さらに固体触媒として使用でき
る。本発明は、層状複水酸化物の電子供与性の水酸基に着目した発明である。本発明では
、層状複水酸化物の表面にある、塩基性の水酸基を配位子とし、複数の水酸基の上に、電
子リッチな１つの金属原子を設けている。これより、優れた触媒特性を得ることができる
。豊富な塩基性の水酸基を有することから、気相中のＣＯ２を吸着及び濃縮するので、効
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率よく触媒反応が行われる。
【００１８】
より具体的に説明すれば、図４（４Ａと４Ｂ）に示されるように、本発明の水素化触媒
には、層状複水酸化物の表面にある複数の水酸基のうち、隣り合う、言い換えると互いの
距離が最も近い、３つの水酸基に、１つの金属原子７が担持されている。金属原子７には
、上に更に水酸基が結合している。金属原子は、層状複水酸化物上に３点で担持される。
このように１つの金属原子には、層状複水酸化物状の３つの水酸基が結合する。層状複水
酸化物の表面上に担持される金属原子の数は、製造条件や材料の種類や条件をコントロー
ルすることで、任意に選択できる。ホスト層とゲスト層の厚さは任意であるが、図４Ｂに
示される例では、ホスト層が０．４６ｎｍ程度であり、ゲスト層が０．３３ｎｍ程度であ

10

る。
また本発明の水素化触媒は、微粒子や微粒子が凝集した凝集粒子であってもよい。本発
明の水素化触媒の形状は任意に選択できるが、例と挙げれば、平均粒子径が０．１〜

１

００μmの粒子や凝集粒子であってもよく、これらは０．５〜３０μｍであることがより
好ましく、１〜１０μｍであることがさらに好ましい。これら測定は電子顕微鏡などによ
って行う事ができる。その他、ロッド状、針状、板状などの形状を有しても良い。
【００１９】
本発明の水素化触媒を使用した場合では、電子リッチな金属イオンと、層状複水酸化物
状に存在する多くの水酸基と、の組み合わせの効果により、二酸化炭素等の水素化反応が
効率よく進む。これは、供される二酸化炭素等の化合物の圧力が弱い場合でも、前記化合
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物の集まりが促進され、二酸化炭素の水素化が効率よく進むためと考えられる。
詳しく説明すると、本発明の水素化触媒では、圧力を固定し水素の圧力を変えた場合と
、水素の圧力を固定して二酸化炭素の圧力を変えた場合とを比較すると、二酸化炭素を変
えた方が、触媒活性の変化率が少ないことが、発明者により確認されている。これは本願
の水素化触媒が二酸化炭素の吸着特性を有していることを示す。すなわち、二酸化炭素の
圧力が変動しても、二酸化炭素の吸着特性により、その変化を受けにくいという優れた効
果を意味する。
【００２０】
本明細書において、金属原子が「単原子で担持されている」とは、ＥＸＡＦＳあるいは
ＳＴＥＭ等の表面解析手法によって、層状複水酸化物の表面において水素解離可能な金属
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原子が単原子ごとに孤立して担持されていることが確認できることを意味する。従って、
水素解離可能な金属原子のすべてが単原子で担持されていない場合であっても、表面解析
手法によって単原子で担持されていることが確認できる場合には、本発明の範囲に含まれ
る。また本明細書において「水素解離可能な」とは、金属原子が水素分子を解離吸着し、
解離水素によって、化合物の水素化反応を引き起こすことが可能であることを意味する。
図６、７、８及び１７に、ＯＨが結合したＲｕ金属原子が担持されたＬＤＨの分析結果
を示す。図６において、輪で囲まれた白い点が、Ｒｕ原子を示す。
【００２１】
図１０に、ＯＨが結合したＲｕ金属原子が担持されたＬＤＨと、Ｃｌが結合したＲｕ金
属原子が担持されたＬＤＨと、一般的に使用される触媒（Ｒｕ添加したもの）の、ルテニ
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ウム原子状態と触媒活性の関係を示す。図１０のグラフでは、横軸がルテニウム原子状態
を示し、値が小さいほど電子リッチである。縦軸は触媒活性を示す。Ｒｕ３ｐ結合エネル
ギーが小さくなるほど、すなわち、この数字が大きくなるほど、ＴＯＮの値が大きくなる
。また図１０から分かるように、Ｒｕ金属原子にＯＨが結合している方が、Ｃｌが結合し
ているよりも、触媒活性が良い。このことから、層状複水酸化物表面上に順序良くならん
だ、多くの水酸基の配置が、金属原子の触媒活性の為に、有益な台座を形成していると予
測される。順序良く並んだ水酸基の配置が、表面の電気陰性度を高め、ＣＯ２の吸着を補
助する。規則的に並んだ、かつ豊富に存在する塩基性水酸基が、ＣＯ２の高い吸着性に貢
献する。
なお本明細書の図において、ＯＨが結合しているＲｕの記載が、図中においてＲｕと省
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略して記載されることがある。また図中のＭｇＯなどの他の触媒において、Ｒｕの記載は
省略されている。
【００２２】
＜水素化触媒の製造方法＞
本発明の水素化触媒の製造方法は、上述した水素化触媒の製造方法であって、前記層状
複水酸化物を準備する第１工程と、前記金属原子を含む化合物の水溶液を準備する第２工
程と、前記水溶液に前記層状複水酸化物を加える第３工程と、を有する。
図３に、本発明の水素化触媒の製造例を示す。
本発明の水素化触媒は、原料としての層状複水酸化物を製造した後、これを、例えば、
金属原子を含む化合物の水溶液、例を挙げれば、塩化ルテニウムの水溶液など、を用意し

10

、混合する等の方法で、製造することができる。ただし上記方法に限定されない。また金
属原子を含む化合物も塩化ルテニウムに限定されず任意に選択してよい。例えばＲｕＢｒ
３、ＲｕＩ３、Ｒｕ（ＮＯ）Ｃｌ３、Ｒｕ（ＣＯ）３などを好ましく挙げることができる

。

金属原子を含む化合物の水溶液が酸性に傾いており、かつ、層状複水酸化物が酸性条

件に弱い場合、層状複水酸化物の一部が、溶解する可能性がある。その為、金属原子を含
む化合物の水溶液には、予め、無機塩基などの他の化合物を加えても良い。無機塩基の例
としては、ＫＯＨ、ＮａＯＨ、ＮａＨＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３などが挙げられる。具体例を挙
げれば、ＮａＯＨ水溶液などのアルカリ性水溶液を、金属原子を含む化合物の水溶液に、
予め加えることも好ましい。アルカリ性水溶液は、任意に選択でき、水酸化ナトリウム水
溶液や、水酸化カリウム水溶液や、炭酸ナトリウム水溶液などが例として挙げられる。し

20

かしながらこれら水溶液に限定されない。
使用するアルカリ性水溶液の濃度は任意に選択できるが、ｐＨ８〜１３位が一般的であ
り、ｐＨ９〜１０が好ましい。使用するアルカリ性水溶液の濃度は、層状複水酸化物の量
や、金属原子を含む化合物の量に応じて選択しても良い。
上記調整により、層状複水酸化物の一部が溶解することを防止できる。またアルカリ性
水溶液の使用により、より高い活性を有する層状複水酸化物を得ることができる。
【００２３】
本発明の水素化触媒は、具体例を挙げれば、以下のようにして製造することができる。
層状複水酸化物として、例えば、Ｍｇ１０Ａｌ２（ＯＨ）２４ＣＯ３を用意する（便宜上
、以下、Ｍｇ１０Ａｌ２（ＯＨ）２４ＣＯ３をＬＤＨと表すことがある）。これを、塩化
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ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物（ＲｕＣｌ３・ｎＨ２Ｏ）を溶かした水溶液に、０．２Ｍ
の水酸化ナトリウム水溶液に加えた混合液に、室温で混合する。その結果、灰色の紛体が
得られる。
【００２４】
製造された本発明の担持後の層状複水酸化物と、担持前の層状複水酸化物とを、Ｘ線回
析すると、担持した後でも、ｄ００１のピークシフトも見られない。この事から、層状複
水酸化物上に担持された金属（例えばＲｕ）種は、層状複水酸化物の内側の空間を保ちつ
つ、分離も剥離もなく、維持されたことが分かる。
【００２５】
なお上述したように、上記のような製造方法において、塩化ルテニウムに、水酸化ナト
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リウム水溶液などのアルカリ溶液を加えることも、好ましく使用される。この理由は、塩
基性の層状複水酸化物が溶解してしまうことを防止できる上に、［Ｒｕ（ＯＨ）６］３−
のような，電子リッチなルテニウム水酸化物前駆体が製造できるためである。
塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物の水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を加えたとこ
ろ、４００ｎｍあたりに、添加前にはなかった、Ｒｕ−ＯＨ 結合を示すピークが発生し
たことが、紫外可視分光法（ＵＶ−ｖｉｓ ｓｐｅｃｔｒｕｍ）の評価によって、発明者
により観察されている。
【００２６】
また塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物の水溶液の、ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトルに
おいても、水酸化ナトリウム水溶液を添加することで、従来の結合から変化が生じている
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こと、すなわち、ＲｕとＯＨの結合が生じていることが、発明者により確認されている。
また塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物の水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を加え、
ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトルのフーリエ変換で観察したところ、以下の結果が発明者に
より確認されている。すなわち、１．９ÅあたりにみられるＲｕ−Ｃｌ結合のピークが消
え、Ｒｕ−Ｏのピークが新たに１．６Åあたりに発生したことが、確認されている。
【００２７】
＜水素キャリア物質の製造方法＞
本発明の水素キャリア物質の製造方法は、本発明の水素化触媒を用いて、原料ガスや原
料溶液を水素化して水素キャリア物質を製造するものである。
図５に、本発明の水素化触媒を使用する、水素化触媒反応の好ましい例を示す。本発

10

明の水素化触媒に、水素を加え、次に二酸化炭素を加えることで、水素化反応が進み、ギ
酸を製造される。この反応サイクルでは、水酸基が結合したＲｕ原子が、ＬＤＨに担持さ
れており、サイクルは液相で行われる。ギ酸を製造した後には、水酸基が結合したＲｕ原
子が、当初の層状複水酸化物に戻る。この反応サイクルにおいて、速度式は以下の式で表
される。
速度式: ｖ＝ ｋ ＰＨ２１．９５ ＰＣＯ２１．７１
この反応サイクルでは、まず、Ｒｕ原子が担持したＬＤＨへの水素の添加によって（ス
テップ１）、Ｒｕヒドリド種が形成される。この時、塩基性の水酸基は、Ｒｕ付近に吸着
されたＨ２のヘテロリシス解離を助ける（ステップ２）。次に、二酸化炭素を加えること
により（ステップ３）、異性化に続き、η1‑ギ酸Ｒｕ中間体が形成される（ステップ４）
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。続いて、ギ酸が製造され、当初の活性種のある状態に戻る（ステップ５）。このサイク
ルでは、Ｈ−Ｈ結合解離（ステップ１）あるいはヒドリドの形成（ステップ２）が律速す
る。
本発明では、この工程１〜５を繰りかえすことで、連続して水素化反応を行い、目的の
化合物を製造することができる。従って、連続して、触媒反応を行い、ギ酸の製造を繰り
返し行う事が可能である。なおアレニウスプロットにより得られた、Ｒｕ／ＬＤＨの二酸
化炭素の水素化反応における活性エネルギー（Ｅａ）は５４．３ｋＪｍｏｌ−１であった
。なお

Ｒｕ／ＬＤＨ

は、水酸基が結合したＲｕを担持したれＬＤＨを示す。

【００２８】
本発明の水素化触媒反応において、使用される水素化触媒の種類は、図５に記載された
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ものに限定されない。本発明の範囲から、適宜選択して使用できる。また水素化反応に使
用される原料ガスや原料溶液も、二酸化炭素のみに限定されず、本発明の水素化触媒を用
いて水素化反応を行うものであれば、如何なる化合物を使用しても良い。原料の例として
は、例えば、

トルエン、スチレンなどを挙げることができる。製造される水素キャリア

物質もギ酸に限定されず、前述で挙げた化合物の水素化反応から製造される化合物を得る
ことができる。例えば、メチルシクロヘキサン、エチルベンゼンなどを挙げることができ
る。
なお本発明の水素化触媒反応においては、原料ガスや原料溶液を先に触媒に加えて後か
ら水素を加えても良いし、水素を先に加えてから原料ガスや原料溶液を後で加えても良い
。いずれの順番でも、触媒上で反応が行われれば良い。

40

【００２９】
本発明の水素化触媒反応では、温度や圧力は任意で選択できる。
水素化触媒反応の温度は６０〜２００℃が好ましく、８０〜１２０℃がより好ましい。
この温度範囲であると、反応の効率化と触媒耐久性の向上という効果が得られる。
水素化触媒反応の水素を加えられた時の、容器内の圧力は、１〜５０気圧（ａｔｍ）で
あることが好ましく、３〜３５気圧がより好ましく、３〜２８気圧が更に好ましく、５〜
２０気圧が特に好ましい（１ａｔｍ＝１０１３２５Ｐａ）。この圧力範囲であると、反応
の効率化と触媒耐久性の向上という効果が得られる。
水素化触媒反応の二酸化炭素などの化合物を加えられた時の、容器内の圧力は、１〜５
０気圧であることが好ましく、３〜３５気圧がより好ましく、３〜２８気圧が更に好まし
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く、５〜２０気圧がより好ましい。この圧力範囲であると、反応の効率化と触媒耐久性の
向上という効果が得られる。
二酸化炭素などの化合物を加えた後に水素を加える際に、密閉された容器内の圧力は上
昇しても良い。その上昇の程度も任意に選択できる。例を挙げれば、１〜３０気圧変化し
ても良く、５〜２０気圧変化しても良く、５〜１５気圧変化しても良い。
水素化触媒反応の反応時間も任意で選択できるが、水素を加えてから、二酸化炭素など
の化合物を加えるまでの時間は、０．０１〜１０時間が好ましく、０．０５〜６時間がよ
り好ましく、０．１〜２時間が更に好ましい。加える順番が逆である場合も前記時間が好
ましく使用できる。この時間範囲であると、反応の効率化という効果が得られる。水素を
加えてから、水素キャリア化合物を得るまでの時間も任意に選択できる。例を挙げると、

10

１〜１００時間であり、好ましくは１〜５０時間であり、より好ましくは２〜３５時間で
ありさらに、特に好ましくは１０〜３０時間である。
【００３０】
本発明の水素化反応の方法において、使用される溶媒は任意に選択されるが、例を挙げ
れば、水、エタノール

、アセトニトリル、テトラヒドロフランなどが挙げられる。これ

らは単独で使用されても、２種以上を組み合わせて使用しても良い。安価で取扱いが容易
なことから、水が好ましく使用される。
本発明の水素化反応の方法は、塩基の存在下で行う事が好ましい。
使用される塩基の例としては、水酸化ナトリウムや、炭酸水素ナトリウムや、水酸化カ
リウムや、トリエチルアミンなどを使用することができる。水酸化ナトリウムや、炭酸水

20

素ナトリウムや、水酸化カリウムが、生成したギ酸の分離の点から好ましく使用される。
これら塩基が使用される濃度は任意であるが、０．００５〜２ｍｏｌ／Ｌなどが一般的で
あり、０．０１〜２ｍｏｌ／Ｌなどが好ましく、０．０１〜１．５ｍｏｌ／Ｌがより好ま
しく、０．１〜１ｍｏｌ／Ｌが更に好ましい。０．００５〜０．５ｍｏｌ／Ｌなども好ま
しく使用される。
本発明の反応では、一般的な水素化触媒での触媒反応に使用されるトリエチルアミン等
の有機アミン化合物を使用しなくても、水素化反応を行う事が出来る。他の触媒では、高
い活性を得るためにはトリエチルアミンが使用される傾向がある。しかしながら、発明で
は水や塩基とも組み合わせで、十分な反応活性をえることができる。トリエチルアミン等
の有機アミン化合物の使用は、生成したギ酸などの化合物と複合材を形成する可能性があ

30

り、ギ酸を取り出すための分離作業が必要となり、好ましくない。
以上に説明したように、本発明の方法では、有機溶媒を使用しなくてもギ酸等の化合物
の製造を行うことができる。また高圧条件や高温条件を必要とせず、トリエチルアミン等
のアミン系塩基の使用も必要ない。
【００３１】
（ギ酸）
水素キャリア物質の一例であるギ酸は、アンモニアボランやアンモニアや有機ハイドラ
イドなどと比べると、安全性が高く、脱水素に要するエネルギーも低い。ギ酸は、添加助
剤や、加工助剤や溶剤等として、用途も広い。さらに、低温でこれの脱水素を行い、水素
を製造することが可能である。また室温で液体であることから使いが容易である。またギ

40

酸の体積貯蔵密度や質量貯蔵密度（重量貯蔵密度：ｗｔ％）も、扱いが容易な範囲に収ま
る。ギ酸は、毒性が低く、安定な化合物であり、水素含有量が高い（４．４重量％）。脱
水素エネルギーも、アンモニアやメチルシクロヘキサンなどの有機ハイドライドと比べて
低い。室温から１００℃の比較的低温で、ギ酸から水素を取り出すことが可能である。
本発明の水素キャリア物質では、二酸化炭素からギ酸を好ましく製造することができる
。ギ酸は室温で液体であり、４．４重量％の水素を含む。本発明の層状複水酸化物を用い
て、二酸化炭素などの水素化処理を行う事により、ギ酸を、高い触媒活性で、製造するこ
とが可能である。
【実施例】
【００３２】
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以下、実施例を参照して、本発明の好ましい例を詳細に説明する。なお本発明はこれら
の実施例により限定されるものではない。
【００３３】
実施例１
（層状複水酸化物の製造）
層状複水酸化物の１例である、Ｍｇ10Ａｌ2（ＯＨ）24ＣＯ３（水は記載を省略。以下
ＬＤＨということがある。）を製造した。
Ａｌ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏ（０．０１ｍｏｌ）、及びＭｇ(ＮＯ３)２・６Ｈ２Ｏ （
０．０５ｍｏｌ）を、脱イオン水１００ｍｌに溶かした。別途、Ｎａ２ＣＯ３ (０．０３
ｍｏｌ)及びＮａＯＨ（０．０７ｍｏｌ）を含む、６０ｍｌの第二の溶液を用意した。

10

第一の溶液を、第二の溶液へと、混合しながら徐々に加えた。この後、得られた混合液
は、撹拌しながら、１８時間、６５℃で加熱された。白いスラリーが得られ、このスラリ
ーは室温まで冷却された。その後、ろ過、及び大量の脱イオン水を用いて洗浄され、１１
０℃で一晩かけて乾燥された。このようにして、金属イオンとしてＭｇイオンとＡｌイオ
ンを含む、層状複水酸化物（ＬＤＨ）を得た。
【００３４】
（水素化触媒の製造）
塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物（ＲｕＣｌ３・ｎＨ２Ｏ）６．８０ｍｇを、２００
ｍｌのフラスコに入れ、８５ｍＬの脱イオン水を加えて溶解した。さらに０．２Ｍの水酸
化ナトリウム水溶液１０ｍＬを加え、混合した。前記混合溶液に、０．５ｇの層状複水酸

20

化物を加え、５０℃で８時間撹拌を行った。得られたスラリーは、遠心分離、脱イオン水
による洗浄、及び減圧下で一晩放置した。このようにして、水酸基が結合したＲｕがＬＤ
Ｈに担持されている、灰色の紛体（Ｒｕ／ＬＤＨ）を得た。誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）
分析測定によるＲｕ含量は０．３６重量％であった。なお表１中では、記載を分かりやす
くする為に、金属原子に結合した水酸基が省略されて記載されるものがある。
【００３５】
（水素化触媒の確認１）
製造された化合物Ｒｕ／ＬＤＨについて、ＦＴ−ＥＸＡＦＳスペクトルを用いて、評価
を行った。その結果、Ｒｕ−Ｒｕ結合のピーク（２．５Å）や、Ｒｕ−Ｏ−Ｒｕのピーク
（３．３Å）は観察されなかった（図７参照）。これら結果により、単金属原子が、ＬＤ

30

Ｈ上にそれぞれ担持されていることが確認された。また２．０Åに現れるＲｕ−Ｃｌ結合
のピークも観察されなかった。
なお比較の為に、ＲｕＣｌ３とＲｕＯ２とＲｕ金属ホイルの評価を行った。
【００３６】
（水素化触媒の確認２）
製造されたＲｕ／ＬＤＨについて、ｉｎｖｅｒｓｅ

ＦＴ−ＥＸＡＦＳスペクトルを用

いて、評価を行った。ｋ＝７Å−１あたりに最大値が観察された（図８参照）。比較の為
に、Ｒｕ金属ホイル、ＲｕＯ２、ＲｕＣＬ３も測定が行われ、Ｒｕ金属ホイルの１１Å−
１

や、ＲｕＯ２の９Å−１やＲｕＣＬ３の８Å−１などが得られた（図示せず）。このよ

うに低いｋ＝７Å−１という値は、Ｒｕ／ＬＤＨの軽い原子を有する、第二のシェル相互

40

作用（ｓｅｃｏｎｄ ｓｈｅｌｌ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）を示唆する。ｉｎｖｅｒｓｅ
ＦＴ−ＥＸＡＦＳスペクトルの結果は、図１７に示す、３つの長いＲｕ−Ｏ結合（２．
０４Å）と、１つの短いＲｕ−Ｏ結合（１．８１Å）という、シェルパラメーターと、よ
く一致する。
【００３７】
（水素化触媒の確認３）
ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭ（高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡（Ｈｉｇｈ−ａｎｇｌｅ
Ａｎｎｕｌａｒ Ｄａｒｋ Ｆｉｅｌｄ Ｓｃａｎｎｉｎｇ ＴＥＭ）を用いて、製造された
Ｒｕ／ＬＤＨの評価を行った。撮影された画像には、白い小さな点が多数確認された。こ
れは金属（ここではＲｕ原子）が、大きな凝集を形成することなく、１つの原子毎に分散
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して担持されている様子を示す。
これらのことから、１つの水酸基を有し、かつ、４面体状の配位構造をもつ、１つの金
属原子種（ここではＲｕ）が、層状複水酸化物の表面にある水酸基に起因する３つの酸素
原子にグラフトされている、すなわち結合していることが分かる。（図４の４Ａと４Ｂ参
照）図６に示すＨＡＡＦＤ−ＳＴＥＭには、分かりやすくする為に記載された輪で囲まれ
た、白い点が写っているが、これはＲｕ原子を示す。非常に小さいことから原子であるこ
とが理解される。
【００３８】
（水素キャリア物質の製造方法）
以下の方法により、上記で製造されたＲｕ／ＬＤＨを用いた、水素化反応を行った。

10

０．１ｇのＲｕ／ＬＤＨを、１０ｍＬのＮａＨＣＯ３水溶液（０．０１ｍｏｌ／Ｌ）と共
に、圧力計及び温度計を具備した３０ｍＬのオートクレーブに入れ密閉した。その後、二
酸化炭素を１．０ＭＰａになるまで加えた。その後、水素を加えることで、２．０ＭＰａ
まで、容器の内圧を上昇させた。撹拌を行いながら加熱し、１００℃で、２４時間の反応
を行った。圧力は保持された。加える水素（Ｈ２）と二酸化炭素（ＣＯ２）の比は、１：
１とした。
収量は、Ａｍｉｎｅｘ

ＨＰＸ−８７Ｈイオン交換カラム及びＡｍｉｎｅｒｇａｎｉｃ

分析カラム（ＢＩＯ−ｒａｄ社製）を備えた、島津製作所製の、高速液体クロマトグラフ
（ＨＰＬＣ）装置を用いた、液体クロマトグラフによって求められた。ギ酸の収量は１．
６ ｍｍｏｌであった。

20

得られたギ酸収量ｍｏｌ/反応に使用したＲｕ量ｍｏｌ＝ターンオーバー数（ＴＯＮ）
として、ターンオーバー数を表１、及び図９に記載した。合わせて、水素化反応前のＬＤ
ＨのＢＥＴ比表面積も測定した窒素の吸着と脱着を用いたＢＥＴ表面積測定では、担持前
の層状複水酸化物では、８１．６ｍ２・ｇ−１であり、担持後の層状複水酸化物では、８
４．３ｍ２・ｇ−１であった。
【００３９】
実施例２（entry

８）

金属が担持された層状複水酸化物の製造において、塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物
を使用しなかった以外は、実施例１と同様にして、合成、反応、及び評価を行った。
実施例３（entry９）

30

塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物のかわりに、ロジウムを含む化合物、具体的にはＲ
ｈＣｌ３を１０．８ｍｇ使用した以外は、実施例１と同様にして、合成、反応、及び評価
を行った。
実施例４（entry１０）
塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物のかわりに、イリジウムを含む化合物、具体的には
ＩｒＣｌ３を１２．６ｍｇ使用した以外は、実施例１と同様にして、合成、反応、及び評
価を行った。
【００４０】
実施例５（entry１１）
水素化反応において、塩基として水酸化ナトリウムを使用した以外は、実施例１と同様

40

にして、合成、反応、及び評価を行った。
実施例６（entry１２）
水素化反応において、塩基として水酸化カリウムを使用した以外は、実施例１と同様に
して、合成、反応、及び評価を行った。
実施例７（entry１３）
水素化反応において、塩基を使用しなかった以外は、実施例１と同様にして、合成、反
応、及び評価を行った。
【００４１】
比較例１（entry２）
金属原子を担持しないＬＤＨを用いた以外は、実施例１と同様にして、合成、反応、及
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び評価を行った。
比較例２（entry３）
触媒として、塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物１．０ｍｇを用いた以外は、実施例１
と同様に反応、及び評価を行った。
比較例３（entry４）
触媒として、Ｒｕ／ＭｇＯ（和光純薬社製）を用いた以外は、実施例１と同様に反応、
及び評価を行った。
【００４２】
比較例４（entry５）
触媒として、Ｒｕ／Ｍｇ（ＯＨ）２（ナカライテスク社製）を用いた以外は、実施例１

10

と同様に反応、及び評価を行った。
比較例５（entry６）
触媒として、Ｒｕ／Ａｌ２Ｏ３（商品名：ＳＴＲＥＭ ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ社製）を用
いた以外は、実施例１と同様に反応、及び評価を行った。
比較例６（entry７）
Ｒｕ／Ａｌ（ＯＨ）３（商品名：ナカライテスク社製）を用いた以外は、実施例１と同
様に反応、及び評価を行った。
【００４３】
【表１】
20

30

【００４４】
表１中、

−

は添加が無い、あるいは、測定を行わなかったことを示す。

実施例１の化合物である、Ｒｕ／ＬＤＨ（Ｍｇ２＋／Ａｌ３＋＝５）は、４６１という
ターンオーバー数（ＴＯＮ）、すなわち代謝回転数をもって、９９％以上の選択性をもつ

40

、効果的な水素化触媒であることが判明した。
一方、比較例１の金属を担持しないＬＤＨでは、触媒反応は観察されなかった。比較例
２の塩化ルテニウム水溶液は、触媒活性を示したが、実施例１の化合物のような高い触媒
活性は観察されなかった。また比較例３〜６に示される、Ｒｕ／ＭｇＯや、Ｒｕ／Ｍｇ（
ＯＨ）２Ｒ、ｕ／Ａｌ２Ｏ３のような触媒や、使用する塩基の組み合わせでは、実施例１
のような優れた触媒活性は見られなかった。なお比較例３〜６では、本発明と異なり金属
原子が単原子で担持されているわけではない。
【００４５】
実施例２〜７に示される、本発明の水素化触媒も、触媒活性を示した。実施例３は、製
造時に、水酸化ナトリウム水溶液を使用せずに金属を担持させたために、金属元素の上に
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水酸基ではなく、塩素が配置している。実施例１の化合物ほどは活性が挙がらず、水酸化
ナトリウム水溶液の使用が好ましいことが示される。
実施例３と４の化合物は、担持金属原子の種類が異なる以外は、実施例１と同様に製造
された化合物である。活性は示されたが、実施例１の化合物と同等の活性は得られなかっ
た。実施例５〜７では、塩基を変えたり、あるいは、塩基を使用しない条件下で、酸化反
応が行われた。実施例１よりは劣るが、活性は得られる事が示された。
【００４６】
（水素化反応によるＲｕ／ＬＤＨの影響の確認１）
実施例１の化合物Ｒｕ／ＬＤＨについて、二酸化炭素と反応する前と完了した後での、
ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトル観察を行った。その結果、Ｒｕ／ＬＤＨ上のＲｕ原子触媒

10

部分に、構造の変化がないことが観察された。
（水素化反応によるＲｕ／ＬＤＨの影響の確認２）
また実施例１の化合物Ｒｕ／ＬＤＨについて、ろ液について、誘導結合プラズマ発光分
光分析（ＩＣＰ）を行ったところ、Ｒｕの量が非常にわずかであり、そのことから、水素
化反応はＬＤＨの表面で起こっていると考えられた。
【００４７】
（層状複水酸化物の確認）
層状複水酸化物、または水素化触媒は、以下の方法で評価及び確認を行った。
【００４８】
20

（触媒活性の測定）
以下の式より、触媒回転数を計算した。
得られたギ酸収量ｍｏｌ

/

反応に使用したＲｕ量ｍｏｌ

＝

ターンオーバー数（Ｔ

ＯＮ）
（ＢＥＴ表面積の測定）
ＢＥＴ表面積測定は、窒素吸着及び脱着型測定装置（商品名：ＢＥＬＳＯＲＰ−ｍａｘ
、マイクロトラック・ベル株式会社製）を用いて、７７Ｋ（−１９６℃）で評価が行われ
た。評価されるサンプルは、データ測定が行われる前に、２４時間、８０℃で、減圧下で
前処理された。
【００４９】
30

（ＩＣＰ−ＯＥＳの測定）
誘導結合プラズマ発光分光分析（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｐｌａｓｍ
ａ Ａｔｏｍｉｃ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ

Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：ＩＣＰ−ＯＥＳ）を行

うにあたっては、分析装置として、ＩＣＡＰ−５７５ （型式：日本ジャーレル・アッシ
ュ社製）を使用した。
【００５０】
（ＴＥＭによる画像撮影）
ＴＥＭ写真の撮影には、２００ｋＶで操作されるエネルギー分散型Ｘ線分析装置（Ｋｅ
ｖｅｘ社製）を備えた、電界放射型透過電子顕微鏡（ＨＦ−２０００（商品名）、日立社
製）を用いた。
（ＨＡＡＤＦ−ＳＴＥＭによる画像撮影）
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高角散乱環状暗視野走査透過顕微鏡（Ｈｉｇｈ−ａｎｇｌｅ Ａｎｎｕｌａｒ Ｄａｒｋ
Ｆｉｅｌｄ Ｓｃａｎｎｉｎｇ ＴＥＭ）の画像撮影には、電子顕微鏡（ＪＥＭ−２１０
０Ｆ：商品名、ＪＥＯＬ社製）を使用した。
【００５１】
（ＸＰＳスペクトルによる測定）
ＸＰＳ（Ｘ−ｒａｙ Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）スペクト
ルは、Ｘ線光電子分光装置（ＡＸＩＳ−ＵＬＴＲＡ ＤＬＤ（商品名）、島津製作所製）
を用いて測定を行った。
【００５２】
（ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトル）
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ＲＵ−Ｋ端ＸＡＦＳスペクトルは、Ｓｉ（３１１）モノクロメーターを有するビームラ
イン０１Ｂ１により、蛍光収量法により、測定した。
実験においては、ペレット状のサンプルを、ｉｎ−ｓｉｔｕ

ＸＡＦＳ測定セルに入れら

れた。
ＸＡＦＳデータは、ＲＥＸ２０００（ＸＡＦＳ解析ソフト、Ｒｉｇａｋｕ社製）を使用し
て分析された。
【００５３】
（ＣＯ２吸着容量の測定）
ＣＯ２吸着は、熱重量・示差熱同時測定 （ＴＧ−ＤＴＡ）により、示差熱天秤（Ｔｈ
ｅｒｍｏ

Ｐｌｕｓ

ＥＶＯ

ＩＩ、Ｒｉｇａｋｕ社製）を用いて行われた。サンプルを

10

１１０℃まで加熱し、この温度で３時間、窒素を流しながら（１００ｍｌ／分）維持し、
物理的に吸着されている水を除去した。その後サンプルは３０℃まで冷却され、サンプル
の重さと温度を安定させる為に、その温度のまま６０分維持した。吸着されたＣＯ２の量
は、二酸化炭素（１０ｍＬ／ｍｉｎ）及び窒素（９０

ｍＬ／ｍｉｎ）を流しながら、１

３時間モニターされた。この吸着時間は、偽平衡容量における吸着されたＣＯ２の量を考
慮するのに、十分な時間である。
【００５４】
実施例７
実施例１で製造したＲｕ／ＬＤＨを使用して、圧力を固定し水素の圧力を変えていった
場合の触媒活性と、水素の圧力を固定して、二酸化炭素の圧力を変えた場合の、ギ酸の製

20

造を行った場合の触媒活性を調べた。その結果、二酸化炭素を変えた実験の方が、変化率
が少なかった。これは本願の金属原子が担持した層状複水酸化物が二酸化炭素の吸着特性
を有していることから、二酸化炭素の圧力が変動しても、その変化を受けにくいという優
れた効果を示すことが分かった。
【００５５】
実施例８
材料として、Ｎｉ(ＮＯ３)2・６Ｈ２Ｏ（０．０１ｍｏｌ）、及びＡｌ(ＮＯ３)３・９
Ｈ２Ｏ （０．０５ｍｏｌ）を使用した以外は、実施例１とほぼ同様にして、Ｎｉ２＋と
Ａｌ３＋を金属として含み、これらの比率が５：１である、Ｒｕ原子を担持した層状複水
酸化物を製造した。この層状複水酸化物のサイクルの触媒活性を実施例１と同様に測定し

30

、ターンオーバー数（ＴＯＮ）として、実施例１の結果と共に、図１１に示した。
実施例９
材料として、Ｍｇ(ＮＯ３)２・６Ｈ２Ｏ（０．０１ｍｏｌ）、及び

Ｆｅ(ＮＯ３)２・９

Ｈ２Ｏ （０．０５ｍｏｌ）を使用した以外は、実施例１とほぼ同様にして、Ｍｇ２＋と
Ｆｅ３＋を金属として含み、これらの比率が５：１である、Ｒｕ原子を担持した層状複水
酸化物製造した。この層状複水酸化物のサイクルの触媒活性を、実施例８と同様に測定し
、図１１に示した。
【００５６】
実施例１０
材料として、Ｚｎ(ＮＯ３)２・６Ｈ２Ｏ（０．０１ｍｏｌ）、及びＡｌ(ＮＯ３)３・９
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２＋

Ｈ２Ｏ（０．０５ｍｏｌ）を使用した以外は、実施例１とほぼ同様にして、Ｚｎ

とＡ

ｌ３＋を金属として含み、これらの比率が５：１である、Ｒｕ原子を担持した層状複水酸
化物製造した。この層状複水酸化物のサイクルの触媒活性を、実施例８と同様に測定し、
図１１に示した。
【００５７】
実施例１１
Ａｌ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏと、Ｍｇ(ＮＯ３)２・６Ｈ２Ｏのモル比を１：４に変えた
以外は、実施例１と同様にして、Ｒｕ原子を担持した層状複水酸化物を製造した。この層
状複水酸化物のサイクルの触媒活性を、実施例８と同様に測定し、図１１に示した。
実施例１２
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Ａｌ（ＮＯ３）３・９Ｈ２Ｏと、Ｍｇ(ＮＯ３)２・６Ｈ２Ｏのモル比を１：６に変えた
以外は、実施例１と同様にして、Ｒｕ原子を担持した層状複水酸化物を製造した。この層
状複水酸化物のサイクルの触媒活性を、実施例８と同様に測定し、図１１に示した。
実施例１３
塩化ルテニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物のかわりに、パラジウムを含む化合物、具体的には
Ｎａ２ＰｄＣｌ４を１２．５ｍｇ使用した以外は、実施例１と同様にして、合成、反応、
及び評価を行った。結果を、実施例１、３及び４の結果と共に、表１４に示した。
【００５８】
図１１に示す結果から、Ｍｇ２＋とＡｌ３＋を金属として含む場合、特に触媒活性が高
いことが分かった。

10

図１４に示す結果から、ＬＤＨとＲｕ原子の組み合わせが、特に触媒活性が高いことが
分かった。
【００５９】
実施例１４
ＣＯ２の水素化反応における塩基の添加効果を調べるために、塩基を添加しない又は塩
基の種類及び濃度をかえた以外は、実施例１と同様にして水酸化反応を行い、触媒活性を
調べた。結果を図１５示す。塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、及
び水酸化カリウムが、それぞれ使用された。水酸化ナトリウムの使用により、特に触媒活
性が高いことが分かった。
また比較の為に、図１３に、ＮａＯＨを１ｍｏｌ／Ｌの濃度で使用した以外は、塩化ル
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テニウム（ＩＩＩ）ｎ水和物１．０ｍｇを用いた比較例２と同様にして製造及び測定した
結果を示した。比較の為に同じ塩基の条件下で得られた本発明の触媒の結果も示した（図
１３と図１５の左端のカラムは同じ条件から得た同じデータである）。
実施例１５
Ｒｕ／ＬＤＨを製造する際の、アルカリ性水溶液の添加濃度による効果を調べるために
、濃度を変えて実験を行った。具体的には、水酸化ナトリウムの水溶液の濃度を、なし、
０．０１Ｍ、０．０２Ｍ、及び０．２Ｍと変更し、評価を行った。結果を図１６に示す。
０．２Ｍで最も高い触媒活性が得られる事が分かった。
実施例１６
水素キャリア物質の製造方法において、二酸化炭素のかわりに、トルエンを使用し、以

30

外を変更した以外は、実施例１と同様にして、水素化反応を行った。溶媒として塩基性の
水溶液は使用せず、トルエンを溶媒かつ反応物（原料溶液）とした。具体的には、０．１
ｇのＲｕ／ＬＤＨを、１０ｍＬのトルエンと共に、圧力計及び温度計を具備した３０ｍＬ
のオートクレーブに入れ密閉した。その後、水素を加えることで、０．５ＭＰａまで、容
器の内圧を上昇させた。撹拌を行いながら加熱し、１００℃で、４時間の反応を行った。
その結果、トルエンの水素化反応により、メチルシクロヘキサンが生成することが確認さ
れた。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
本発明によれば、水素化触媒、水素化触媒の製造方法、及び水素キャリア物質の製造方
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法が得られる。本発明によれば、高い触媒活性で、水素化反応を行い、ギ酸などの化合物
を効率よく、かつ低い圧量で、製造することが可能である。
【符号の説明】
【００６１】
１

Ｍｇ２＋

２

Ａｌ３＋

３

ＯＨ−

４

Ｈ２Ｏ

５

ＣＯ３２−

６

１つのＲｕ原子
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７

層状複水酸化物

８

ホスト層

９

ゲスト層

Ｘ

１つの金属原子

Ｙ

水酸基またはハロゲン

Ｚ

水素化触媒

Ｌ

層状複水酸化物の基体層の厚さ

Ｍ

層状複水酸化物のゲスト層の厚さ
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