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(57)【要約】
【課題】導電性マイエナイト型化合物は、コールド電子エミッター、導電体、有機ＥＬ電
子注入電極、熱電変換材料、熱電子発電材料、還元剤、酸化剤、触媒、などへの応用が期
待されている。比表面積が大きい導電性マイエナイト型化合物が得られれば、各用途の有
用性は著しく高まる。
【解決手段】（１）原料粉末と水の混合物を水熱処理して前駆体粉末を形成する工程、（
２）前記前駆体粉末を加熱脱水してマイエナイト型化合物粉末を形成する工程、（３）化
合物粉末を不活性ガス雰囲気又は真空中で加熱して活性化したマイエナイト型化合物粉末
を形成する工程、（４）前記活性化したマイエナイト型化合物粉末と還元剤を混合し、還
元処理によりマイエナイト型化合物に電子を注入する工程によって、伝導電子濃度が１０
15

‑3

ｃｍ

造する。

2

以上であり、比表面積が５ｍ ｇ

‑1

以上の導電性マイエナイト型化合物粉末を製
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）マイエナイト型化合物の原料粉末と水の混合物を水熱処理してマイエナイト型化合
物の前駆体粉末を形成する工程、
（２）前記前駆体粉末を加熱脱水してマイエナイト型化合物粉末を形成する工程、
（３）前記マイエナイト型化合物粉末を不活性ガス雰囲気又は真空中で４００〜１０００
℃の温度範囲で、３時間以上加熱して活性化したマイエナイト型化合物粉末を形成する工
程、
（４）前記活性化したマイエナイト型化合物粉末と還元剤を混合し、４００〜１１００℃
の温度範囲に加熱して還元処理によりマイエナイト型化合物に電子を注入する工程、

10

によって伝導電子濃度が１０15ｃｍ‑3以上であり、比表面積が５ｍ2ｇ‑1以上の導電性マ
イエナイト型化合物粉末を得ることを特徴とするマイエナイト型化合物の製造方法。
【請求項２】
請求項１記載の製造方法において、工程（４）の後に、さらに、（５）迅速昇温加熱法（
ＲＴＡ法）により、３０〜６０℃ｍｉｎ‑1の昇温速度、９００〜１１００℃の加熱保持を
繰り返す工程を有することを特徴とするマイエナイト型化合物の製造方法。
【請求項３】
マイエナイト型化合物が、１２ＣａＯ・７Ａｌ2Ｏ3であることを特徴とする請求項１又は
２記載のマイエナイト型化合物の製造方法。
【請求項４】
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還元剤が、Ｃａ又はＣａＨ2であることを特徴とする請求項１又は２記載のマイエナイト
型化合物の製造方法。
【請求項５】
請求項１又は２に記載した方法で製造した導電性マイエナイト型化合物粉末に遷移金属触
媒を含浸法、物理的混合法、熱分解法、液相法、スパッタリング法又は蒸着法により担持
させることを特徴とする担持金属触媒の製造方法。
【請求項６】
請求項５記載の方法で製造した担持金属触媒を窒素ガス（Ｎ2）と水素ガス（Ｈ2）を反応
させてアンモニアガス（ＮＨ3）を生成する合成反応に用いることを特徴とするアンモニ
ア合成法。
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【請求項７】
請求項1記載の工程（１）〜（３）で得られた、粉末の表面又はケージ骨格内を活性化し
たことを特徴とするマイエナイト型化合物粉末。
【請求項８】
請求項1記載の工程（１）〜（４）で得られた、伝導電子濃度が１０15ｃｍ‑3以上であり
、比表面積が５ｍ2ｇ‑1以上であることを特徴とするマイエナイト型化合物。
【請求項９】
請求項５記載の方法で得られた、導電性マイエナイト型化合物粉末に遷移金属触媒を担持
させたことを特徴とする担持金属触媒。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気伝導性を有する電子材料や触媒材料などに有用な、比表面積の大きい導
電性マイエナイト化合物粉末の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＣａＯ、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2を構成成分とするアルミノケイ酸カルシウム中に、鉱物名
をマイエナイトと呼ぶ物質があり、その結晶と同型の結晶構造を有する化合物を「マイエ
ナイト型化合物」という。マイエナイト型化合物は、１２ＣａＯ・７Ａｌ2Ｏ3（以下、「
Ｃ１２Ａ７」と記す）なる代表組成を有し、Ｃ１２Ａ７結晶は、２分子を含む単位胞にあ
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る６６個の酸素イオンの内の２個が、結晶骨格で形成されるケージ内の空間に「フリー酸
素」として包接されているという、特異な結晶構造を持つことが報告されている（非特許
文献１）。
【０００３】
２００３年以降、マイエナイト型化合物に含まれるフリー酸素イオンが種々の陰イオン
で置換できることが本発明者らにより明らかにされた。特に、強い還元雰囲気にＣ１２Ａ
７を保持すると、全てのフリー酸素イオンを電子で置換することができる。フリー酸素イ
オンを電子で置換したＣ１２Ａ７は、化学式で、[Ｃａ24Ａｌ28Ｏ64]4+（ｅ‑）4（以下、
「Ｃ１２Ａ７：ｅ‑」）と記すことができる。また、このように、陰イオンに対し電子が
置き換わった物質を「エレクトライド」と呼び、エレクトライドは良好な電子伝導特性を
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示す特徴を有する（非特許文献２）。
【０００４】
本発明者らは、（イ）Ｃ１２Ａ７の単結晶や微粉末の静水圧プレス成型体をアルカリ金
属又はアルカリ土類金属蒸気中、６００〜８００℃に保持する方法、（ロ）Ｃ１２Ａ７の
薄膜に不活性イオンをイオン打ち込みする方法、又は、（ハ）Ｃ１２Ａ７の微粉末の静水
圧プレス成型体を還元雰囲気で溶融し、融液から直接固化する方法で、１×１０19ｃｍ‑3
以上の濃度の伝導電子を有するＣ１２Ａ７：ｅ‑及びＣ１２Ａ７と同型化合物が得られる
ことを見出した（特許文献１）。
【０００５】
また、本発明者らは、良好な導電性マイエナイト型化合物の原料物質を溶融し、低酸素
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分圧の雰囲気中で保持してから冷却凝固させる方法に関する発明（特許文献２）、原料粉
末を高温保持して固相反応で焼結した焼結物を粉砕した粉末、その粉末のプレス成型体、
又はその成型体を１２００〜１３５０℃で焼結した焼結体に炭素、Ａｌ、Ｔｉ等の還元剤
を加えて、６００〜１４１５℃で熱処理して導電性を付与（すなわち、フリー酸素イオン
と電子の置換）する方法に関する発明（特許文献３、４）を特許出願した。さらに、Ｃ１
２Ａ７単結晶をチタン金属（Ti）蒸気中でアニールし、金属電気伝導性を示すＣ１２Ａ７
：ｅ‑を得ることに成功し、その製法及び電子放出材料としてのその用途に関する発明を
特許出願した（特許文献５）。
【０００６】
導電性マイエナイト型化合物の製造方法としては、例えば、非水溶液原料を５００〜１
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５００℃に加熱焼成して得られる１２Ｃa1‑xＳｒxＯ７Ａｌ2Ｏ3(ｘ＝０〜１)で示される
複合酸化物膜を７００〜１５００℃に加熱して還元処理する方法（特許文献６）、混合し
た原料を還元雰囲気下で、酸素分圧が１０００Ｐａ以下の不活性雰囲気又は真空雰囲気中
において、１２００〜１４１５℃で加熱する方法（特許文献７）、金属Ａｌや金属Ｃａ等
の還元剤と原料の混合物を１２００〜１４１５℃で焼結するか、１４１５〜１６００℃で
溶融する方法（特許文献８）、マイエナイト型化合物粉末を３００〜１２００℃に加熱し
て開気孔を有する焼結体を形成し、得られた焼結体を還元性雰囲気中で１２００〜１４５
０℃に加熱する方法（特許文献９）などに関する発明が特許出願されている。
【０００７】
金属電気伝導性を示すＣ１２Ａ７：ｅ‑に関しては、ＣａＣＯ3及びＡｌ2Ｏ3を１１：７
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で混合して、１３００℃で加熱した生成物を金属Ｃａ蒸気雰囲気中で加熱することで粉末
を直接合成することもできる（非特許文献３）。導電性マイエナイト型化合物は、電子エ
ミッター、フィールドエミッションディスプレイ装置、冷陰極蛍光管、平面型照明装置、
及び電子放出材料（特許文献１０）、放電ランプ用電極（特許文献１１）等に使用される
。
【０００８】
さらに、導電性マイエナイト型化合物であるＣ１２Ａ７のＡｌの一部をＧａ又はＩｎで
置換したマイエナイト型化合物に係わる発明の出願がなされており、これは、ＰＤＰ保護
膜材料や、有機ＥＬデバイスにおける電荷注入材料など、高温加熱処理が必要とされる電
極材料として適する（特許文献１２）。
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【０００９】
本発明者らは、導電性マイエナイト型化合物に、ＲｕやＦｅなどの金属を担持したアン
モニア合成反応の触媒に関する発明（特許文献１３）及び導電性マイエナイト型化合物を
用いて二酸化炭素を一酸化炭素に還元する方法に関する発明（特許文献１４）について特
許出願した。また、Ｃ１２Ａ７は、導電性を有しないものでも触媒や触媒担体としての用
途を有し、例えば、原料の錯体溶液を噴霧乾燥後１３００〜１４００℃で２時間以上仮焼
して得られた触媒を軟質オレフィン生成用の水蒸気分解反応触媒として使用することが知
られている（特許文献１５）。最近では、水熱法やゾルーゲル法で前駆体を合成後、焼成
する方法により高比表面積の担体を得る方法が提案されている（非特許文献４，５）。
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【００１０】
なお、Ｃ１２Ａ７を、水分を含む雰囲気に放置すると水酸基イオン（ＯＨ‑）がケージ
中に包接され、高温でも離脱し難いことが報告されている（非特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】ＷＯ２００５/０００７４１
【特許文献２】ＷＯ２００５/０７７８５９
【特許文献３】ＷＯ２００６/１２９６７４
【特許文献４】ＷＯ２００６/１２９６７５
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【特許文献５】ＷＯ２００７/０６０８９０
【特許文献６】特開２００９−１０７８５８号公報
【特許文献７】特開２０１０−１３２４６７号公報
【特許文献８】特開２０１２−０８２０８１号公報
【特許文献９】特開２０１２−１２６６１８号公報
【特許文献１０】ＷＯ２００６/１１２４５５
【特許文献１１】ＷＯ２０１１/０２４８２１
【特許文献１２】特開２００９−２０３１２６号公報
【特許文献１３】ＷＯ２０１２/０７７６５８
【特許文献１４】特開２０１２−０２５６３６号公報
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【特許文献１５】米国特許第６，６９６，６１４号明細書
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｖｏｎ

Ｈａｎｓ

ｅｒ，"Ｎ．Ｊａｈｒｂｕｃｈ

Ｂａｒｔｌ

ｕｎｄ

Ｔｈｏｍａｓ

Ｓｃｈｅｌｌ

Ｆ．Ｍｉｎｅｒａｌｏｇｉｅ．Ｍｏｎａｔｓｈｅｆｔｅ"

，３５，５４７−５５２，（１９７０）
【非特許文献２】Ｓ．Ｍａｔｓｕｉｓｈｉ，Ｙ．Ｔｏｄａ，Ｍ．Ｍｉｙａｋａｗａ，Ｋ．
Ｈａｙａｓｈｉ，Ｔ．Ｋａｍｉｙａ，Ｍ．Ｈｉｒａｎｏ，Ｉ．Ｔａｎａｋａ

ａｎｄ

Ｈ

．Ｈｏｓｏｎｏ，"Ｓｃｉｅｎｃｅ"，３０１，６２６−６２９，（２００３）
【非特許文献３】Ｓ．Ｍａｔｓｕｉｓｈｉ，Ｔ．Ｎｏｍｕｒａ，Ｍ．Ｈｉｒａｎｏ，Ｋ．
Ｋｏｄａｍａ，Ｓ．Ｓｈａｍｏｔｏ
ｏｆ

ａｎｄ

Ｈ．Ｈｏｓｏｎｏ，"Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
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Ｍａｔｅｒｉａｌｓ"，２１，２５８９−２５９１，（２００９）

【非特許文献４】Ｌ．Ｇｏｎｇ，Ｚ．Ｌｉｎ，Ｓ．Ｎｉｎｇ，Ｊ．Ｓｕｎ，Ｊ．Ｓｈｅｎ
，Ｙ．Ｔｏｒｉｍｏｔｏ

ａｎｄ

Ｑ．Ｌｉ，"Ｍａｔｅｒｉａｌ

Ｌｅｔｔｅｒｓ"，６

４，１３２２−１３２４，（２０１０）
【非特許文献５】Ｃ．Ｌｉ，Ｄ．Ｈｉｒａｂａｙａｓｈｉ
"Ｍａｔｅｒｉａｌｓ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ａｎｄ

Ｋ．Ｓｕｚｕｋｉ，

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ"，４６，１３０７−１３１

０，（２０１１）
【非特許文献６】Ｋ．Ｈａｙａｓｈｉ，Ｍ．Ｈｉｒａｎｏ

ａｎｄ

Ｈ．Ｈｏｓｏｎｏ，

"Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ"，１０９，１１９００−１１９０６，（２００５）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
導電性マイエナイト型化合物は、コールド電子エミッター、導電体、有機ＥＬの電子注
入電極、熱電変換材料、熱電子発電材料、還元剤、酸化剤、触媒、などへの応用が期待さ
れている。
【００１４】
伝導電子を１０15ｃｍ‑3以上含む導電性マイエナイト型化合物を製造するための公知方
法においては、例えば、還元剤を混合した原料を１２００℃以上の高温で焼成すると同時
に還元処理する（特許文献８）か、１２００℃以上の高温で焼成して合成したマイエナイ
ト型化合物に対して還元処理する（特許文献８）等の方法のように、高温の合成工程が必
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要である。
【００１５】
そのため、比表面積の大きな原料を用いてもマイエナイト型化合物が生成、結晶化する
過程において粒子のシンタリングが生じ、結果として表面積が小さい粒子又は塊となって
しまうので、比表面積がせいぜい２ｍ2ｇ‑1程度の小さなマイエナイト型化合物しか得ら
れない。したがって、従来、比表面積が大きく、且つ、１０15ｃｍ‑3以上の伝導電子を含
むマイエナイト型化合物及び、その製造手段は知られていない。比表面積が５ｍ2ｇ‑1以
上の導電性マイエナイト型化合物が得られれば、導電性マイエナイト型化合物の上記の各
用途の有用性は著しく高まると考えられる。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、比表面積が大きい導電性
マイエナイト型化合物粉末の製造方法を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１７】
すなわち、従来の方法では、マイエナイト型化合物に１２００℃以上の高温での還元処
理による電子注入操作が必要であり、比表面積の大きな原料粉末を用いても高温処理によ
る原料粉体の焼結により、比表面積の大きな粉末が得られなかったが、本発明者らは１１
００℃以下の低温で電子注入操作が可能な手段を見出し、比表面積が５ｍ2ｇ‑1以上の導
電性マイエナイト型化合物粉末の製造を実現した。
【００１８】
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本発明は、（１）マイエナイト型化合物の原料粉末と水の混合物を水熱処理してマイエ
ナイト型化合物の前駆体粉末を形成する工程、
（２）前記前駆体粉末を加熱脱水してマイエナイト型化合物粉末を形成する工程、
（３）前記マイエナイト型化合物粉末を不活性ガス雰囲気又は真空中で４００〜１１００
℃の温度範囲で、３時間以上加熱して活性化したマイエナイト型化合物粉末を形成する工
程、
（４）前記活性化したマイエナイト型化合物粉末と還元剤を混合し、４００〜１１００℃
の温度範囲に加熱して還元処理によりマイエナイト型化合物に電子を注入する工程、
を少なくとも含む、伝導電子濃度が１０15ｃｍ‑3以上であり、比表面積が５ｍ2ｇ‑1以上
の導電性マイエナイト型化合物粉末の製造方法、である。
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【００１９】
また、本発明は、上記の製造方法において、工程（４）の後に、さらに、（５）迅速昇
温加熱法（ＲＴＡ法）により、３０〜６０℃ｍｉｎ‑1の昇温速度、９００〜１１００℃の
加熱保持を繰り返す工程を有する導電性マイエナイト型化合物粉末の製造方法、である。
【００２０】
本発明の方法において、マイエナイト型化合物は、代表的には１２ＣａＯ・７Ａｌ2Ｏ3
である。また、還元剤は、好ましくはＣａ又はＣａＨ2である。
【００２１】
比表面積が５ｍ2ｇ‑1以上の導電性マイエナイト型化合物粉末が得られた理由は以下の
２点である。まず、１点目として、水熱合成法を用いることで、マイエナイト型化合物の
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原料、例えば、Ｃ１２Ａ７の場合はＣａ源とＡｌ源が均一によく混ざり、低温で結晶の元
となる水和酸化物を前駆体として形成することができる。その前駆体を加熱脱水すること
で、固相合成よりも低温でマイエナイト化合物が得られる。その結果、得られたマイエナ
イト化合物はサブマイクロオーダーの微粒子であるため高い比表面積を有する。しかし、
このような微粒子は従来の方法と同様な方法では還元能力が高い還元剤を用いても、還元
剤が機能せず、電子の注入は困難である。このような比表面積が大きいマイエナイト化合
物粉末を８００〜１０００℃で真空排気処理すると、吸着水、表面水酸基、ケージ内のＯ
Ｈ‑等を十分除去できるため、還元剤を失活させることなく利用できる。また、還元能力
の高いＣａＨ2を用いると、低温（７００〜８００℃）で還元処理することで、導電性マ
10

イエナイト化合物粉末を得ることができる。
【００２２】
２点目として、前記還元処理後に表面の一部が絶縁的になった粉末表面をさらに還元す
る際に、迅速昇温加熱法（Ｒａｐｉｄ

Ｔｈｅｒｍａｌ

Ａｎｅａｌｉｎｇ（以下、ＲＴ

Ａ法という）を用いると、高速昇温ができるため、粒子の焼結・凝集が起こる前に還元処
理を終えることができるため、比較的高い温度（９００〜１１００℃）で加熱還元しても
、高い比表面積の導電性マイエナイト化合物が得られる。
【００２３】
さらに、本発明は、上記の方法で製造した導電性マイエナイト型化合物粉末に金属触媒
を含浸法、物理的混合法、熱分解法、液相法、スパッタリング法又は蒸着法により担持さ
せて担持金属触媒を製造する方法である。
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【００２４】
担持金属成分は特に限定しないが、１Ａ族元素から選ばれる、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、
あるいはＣｓ、２Ａ族元素から選ばれるＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ、あるいはＢａ、３Ａ族から選
ばれるＳｃ、Ｙ、ランタニド、あるいはアクチニド、４Ａ族元素から選ばれるＴｉ、Ｚｒ
、あるいはＨｆ、５Ａ族元素のＶ、Ｎｂ、あるいはＴａ、６Ａ族元素のＣｒ、Ｍｏあるい
はＷ、７Ａ族元素のＭｎ、Ｔｃ、あるいはＲｅ、８族遷移金属のＦｅ、Ｒｕ、あるいはＯ
ｓ、９族元素のＣｏ、Ｒｈ、あるいはＩｒ、１０族元素のＮｉ、Ｐｄ、あるいはＰｔ、１
１族元素のＣｕ、Ａｇ、あるいはＡｕ、１２族元素のＺｎ、Ｃｄ、あるいはＨｇ、１３族
元素のＢ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、あるいはＴｌ、１４族元素から選ばれるＳｉ、Ｇｅ、Ｓｎ
、あるいはＰｂ、１５族元素から選ばれるＡｓ、Ｓｂ、あるいはＢｉ、１６族元素から選
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ばれるＳｅ、あるいはＴｅのいずれかを用いることができる。あるいは、これら成分を組
み合わせることもできる。
【００２５】
本発明の触媒は、酸化、水素化、異性化、不均化、エステル化、縮合反応、酸塩基反応
、あるいは重合反応など各種の触媒反応に用いることができるが、これに限定されるもの
ではない。なかでも遷移金属元素は均一系・不均一系の触媒として各種の合成反応に使用
されており、特に、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｃｏ、Ｒｈ、Ｍｏ等の６族、８族又は９族遷移金
属は、水素と窒素との直接反応によりアンモニアを合成する触媒として適する。
【００２６】
例えば、アンモニア合成活性をもつ遷移金属として、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｅ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｒ
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ｕ、Ｒｈ、Ｏｓが知られており、これら成分にアルカリ金属、アルカリ土類金属などの電
子注入材で修飾した触媒、あるいは前述元素の組み合わせや、８族又は６Ｂ族遷移金属の
窒化物やＣｏ・Ｍｏ複合窒化物を触媒に用いることができる。
【００２７】
マイエナイト型化合物粉末や多孔体を担体として用いる場合は、前記工程で得られた伝
導電子を１×１０15ｃｍ‑3以上含むマイエナイト型化合物粉末や多孔体を、遷移金属化合
物と含浸法や物理的混合法で混合した後に加熱して、遷移金属化合物を遷移金属に還元分
解することで得られる。さらに、遷移金属化合物をその表面にＣＶＤ法、スパッタ法等で
堆積させ、該遷移金属化合物を熱分解して遷移金属を析出させるなどの方法を使用できる
。
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【００２８】
遷移金属化合物は特に限定されないが、例えば、トリルテニウムドデカカルボニル[Ru3
(CO)12]、ジクロロテトラキス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）[RuCl2(PPh3
)4]、ジクロロトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（II）[RuCl2(PPh3)3]、ト
リス（アセチルアセトナト）ルテニウム（III）[Ru(acac)3]、ルテノセン[Ru(C5H5)]、塩
化ルテニウム[RuCl3]、ペンタカルボニル鉄[Fe(CO)5]、ノナカルボニル鉄[Fe2(CO)9]、テ
トラカルボニル鉄ヨウ化物[Fe(CO)4I2]、塩化鉄[FeCl3]、フェロセン[Fe(C5H5)2]、トリ
ス（アセチルアセトナト）鉄（III）[Fe(acac)3]、ドデカカルボニル三鉄[Fe3(CO)12]、
塩化コバルト[CoCl3]、トリス（アセチルアセトナト）コバルト（III）[Co(acac)3]、コ
バルト（II）アセチルアセトナト[Co(acac)2]、コバルトオクタカルボニル[Co2(CO)8]、
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コバルトセン[Co(C5H52]、トリオスミウムドデカカルボニル[Os3(CO)12]、モリブデンヘ
キサカルボニル[Mo(CO)6]、などの熱分解し易い無機金属化合物又は有機金属錯体などを
例示できる。
【００２９】
含浸法としては、次の工程を採用できる。例えば、炭体粉末を遷移金属化合物溶液（例
えば、Ｒｕカルボニル錯体のヘキサン溶液）に分散し、撹拌する。この際、遷移金属化合
物は、担体粉末に対して０．０１〜４０ｗｔ％、好ましくは０．０２〜３０ｗｔ％、より
好ましくは０．０５〜２０ｗｔ％程度である。その後、窒素、アルゴン、ヘリウム等の不
活性ガス気流中、又は真空下、５０〜２００℃で３０分から５時間の間、加熱して溶媒を
蒸発させ乾固する。次に、乾固した遷移金属化合物からなる触媒前駆体を還元する。以上
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の工程により担体粉末に数ｎｍ〜数百ｎｍの粒子径の微粒子として遷移金属を坦持した担
持金属触媒が得られる。
【００３０】
遷移金属の量は担体粉末に対して０．０１〜３０ｗｔ％、好ましくは０．０２〜２０ｗ
ｔ％、より好ましくは０．０５〜１０ｗｔ％である。遷移金属が担持された担体粉末は、
担持工程後も当初と同程度の電子を包接しており、担体として仕事関数が小さいので遷移
金属への電子供与能力が大きく、遷移金属上での窒素及び水素の活性化を著しく促進する
結果、高性能なアンモニア合成触媒として機能する。
本発明の触媒は、アルカリ金属やアルカリ土類金属及びそれらの化合物を促進剤化合物
に用いないでも高性能なアンモニア合成触媒となるが、必要に応じてこれらの促進剤化合
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物を用いてもかまわない。
【００３１】
また、担持金属触媒は通常の成型技術を用い成型体として使用することができる。具体
的には、粒状、球状、タブレット、リング、マカロニ、四葉、サイコロ、ハニカム状など
の形状が挙げられる。また、適当な支持体にコーティングしてから使用することもできる
。
【００３２】
また、本発明は、上記の方法で製造した担持金属触媒を窒素ガス（Ｎ2）と水素ガス（
Ｈ2）を反応させてアンモニアガス（ＮＨ3）を生成する合成反応に用いるアンモニア合成
法、である。
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【発明の効果】
【００３３】
本発明の方法により、ＰＤＰ保護膜材料や高温加熱処理が必要とされる電極材料などの
電子材料部品や、あるいは触媒素材として有用な、比表面積の大きい、導電性マイエナイ
ト型化合物粉末を従来の還元剤を用いる電子注入法により提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
以下、本発明の製造法について詳細に説明する。
マイエナイト型化合物の結晶は、内径０．４ｎｍ程度の籠状の構造（ケージ）がその壁
面を共有し、三次元的に繋がることで構成される。通常、マイエナイト型化合物のケージ
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の内部にはＯ2‑などのアニオンが含まれているが、化学処理によってそれらを伝導電子に
置換できる。アニール時間を長くすることで、マイエナイト型化合物中の伝導電子濃度は
高くなる。
【００３５】
マイエナイト型化合物は、構造中に内包する酸化物イオン（Ｏ2‑）を置換した電子が伝
導電子となり、Ｃ１２Ａ７の場合、組成式（［Ｃａ24Ａｌ28Ｏ64］4+（Ｏ2‑）2‑x（ｅ‑）
2x）（０＜ｘ＜２）で示される。更に、酸化物イオンを電子で置換することにより、伝導
15
‑3

電子濃度は１×１０

ｃｍ

以上になる。したがって、伝導電子を含むマイエナイト型化

合物は、「導電性マイエナイト型化合物」と称することができる。伝導電子の理論的最大
濃度はＣ１２Ａ７：ｅ‑の場合、２．３×１０21ｃｍ‑3であり、前記の方法により、理論

10

値に等しい量の伝導電子濃度を持つマイエナイト型化合物を得ることができる。
【００３６】
導電性マイエナイト型化合物は、２．８ｅＶ及び０．４ｅＶに光吸収を生じる。この光
吸収係数を測定することにより電子密度が得られる。試料が粉末体であるとき、拡散反射
法を用いると簡便に電子密度が得られる。また、ケージ中の電子はスピン活性があるので
、電子スピン共鳴（ＥＳＲ）を用いてケージ中の電子密度を測定することも可能である。
さらに、伝導電子を含むマイエナイト型化合物は、ヨウ素を含む溶液中に溶かすことでヨ
ウ素を還元する。この作用を利用し、酸化還元滴定でケージ中の電子密度を測定できる。
【００３７】
本発明に関して、比表面積は、液体窒素温度（−１９６℃）における窒素分子の吸着等
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温線により測定した値である。吸着等温線の平衡圧（Ｐ/Ｐ0；Ｐは−１９６℃で試料表面
と平衡状態にある吸着気体の分圧（Ｐａ）、Ｐ0は吸着気体の蒸気圧（Ｐａ））０．０５
〜０．３の範囲においてＢＥＴ（Ｂｒｕｎａｕｅｒ，Ｅｍｍｅｔｔ

ａｎｄ

Ｔｅｌｌｅ

ｒ）式を適用し、合成した導電性マイエナイト型化合物の比表面積を見積もった。
【００３８】
＜マイエナイト型化合物の合成＞
本発明の方法において、目的化合物の出発原料に用いるマイエナイト型化合物は、微粉
末（一次粒子サイズ１００nm以下）又は細孔構造を持ったバルクの多孔体であればより好
ましい。マイエナイト型化合物を微粒子にすることにより、グラム当たりの表面積が増加
し、粒子の間隙もメソ孔領域（２nmから１００nm以下）になる。マイエナイト型化合物の
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前駆体となる水酸化物は、水熱処理法により得ることができる。
【００３９】
＜水熱処理によるマイエナイト型化合物の合成方法＞
水熱合成法は結晶性の良い微粒子の無機酸化物を合成する方法として古くから検討され
ている。水やアルコール等の溶媒と原料を耐圧容器に入れて溶媒の沸点以上の温度で数時
間〜数日加熱することで前駆体化合物を得ることができる。
【００４０】
マイエナイト型化合物Ｃ１２Ａ７の前駆体となる水酸化物であるＣａ3Ａｌ2(ＯＨ)12は
水と水酸化カルシウム、水酸化アルミニウムを化学量論組成で混合し、例えば、１５０℃
、６時間程度加熱することで得ることができる。得られた前駆体を大気中で、４００〜１
2

40

０００℃程度で加熱して脱水することにより、比表面積の大きな（２０〜６０ｍ ｇ

‑1

程

度）マイエナイト型化合物粉末Ｃ１２Ａ７が得られる。
【００４１】
＜マイエナイト型化合物の前処理＞
水熱処理を経由して合成した高比表面積のマイエナイト型化合物粉末は表面やケージ骨
格内に強固に結合した水酸基を保有しており、伝導電子を含ませる工程で還元剤が水酸基
と反応（２ＣａＨ2＋２ＯＨ→２ＣａＯ＋３Ｈ2）して消費されるため、電子を注入する工
程の前処理工程により水酸基を極力なくして粉末の表面又はケージ骨格内を活性化してお
く必要がある。前処理後の比表面積は前処理温度の上昇に伴い減少し、４００〜１０００
℃の温度範囲では比表面積は、例えば、６０ｍ2ｇ‑1から６ｍ2ｇ‑1に変化する。
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【００４２】
前処理法としては、４００〜１１００℃の温度で、不活性ガス雰囲気又は真空下で加熱
する方がよい。加熱温度は、好ましくは７００〜１０００℃、より好ましくは、８００〜
９００℃の範囲が良い。４００℃未満の温度では、高い比表面積を有する粉末が得られる
が、還元処理工程において還元剤が粉末に保有されている水酸基により消費されるため高
い伝導電子濃度を得ることはできない。一方、１１００℃を超える温度では、高い伝導電
子濃度が得られるが、粉末の焼結が進行するので、高い比表面積のマイエナイト型化合物
粉末を得ることはできない。活性化を十分行うために３時間以上加熱することが好ましい
。
【００４３】

10

＜マイエナイト型化合物に還元処理により伝導電子を含ませる工程＞
伝導電子を含んだマイエナイト型化合物の粉末を作製する場合、化学当量組成のマイエ
ナイト型化合物の原料の粉末を還元雰囲気下、４００〜１１００℃の範囲で加熱すればよ
い。好ましくは、６００〜９００℃の範囲が、より好ましくは７００〜８００℃が良い。
４００℃未満では、ケージ内の酸素イオンと還元剤との反応が不十分で、高い伝導電子濃
度を得る事が出来ない。一方、１１００℃超の温度では、高い伝導電子濃度を得ることが
できるが、シンタリングにより比表面積の低下が生じる。処理時間は十分に酸素イオンを
拡散させ、伝導電子と交換させるため３時間以上が好ましい。
【００４４】
還元剤としては、上記加熱温度範囲でケージ内の酸素イオンと反応するものであればよ

20

く、例えば、Ｎａ、Ｌｉなどのアルカリ金属、Ｍｇ、Ｃａ、ＣａＨ2などのアルカリ土類
金属及びそれらの水素化物が使用できる。ＣａＨ2は還元後ＣａＯとなって不純物として
残留するため導電性マイエナイト型化合物の有効表面積を低下させる要因となる。伝導電
子を含ませる処理工程を経たマイエナイト型化合物粉末は工程時の処理温度が高いほど比
表面積は小さくなり、例えばマイエナイト型化合物粉末を８００℃で前処理を行った試料
に対して６００℃から８００℃の温度領域で還元処理を行うと、例えば３０ｍ2ｇ‑1から
２０ｍ2ｇ‑1程度へと変化する。
【００４５】
＜ＲＴＡ処理法＞
還元剤と反応したマイエナイト型化合物粉末の表面の一部は、例えば酸化カルシウムに
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覆われて絶縁的になっていることがある。この絶縁的になった粉末表面を還元する方法と
して、ＲＴＡ法を使用できる。ＲＴＡ法は迅速昇温加熱法の略であり、半導体の結晶性を
向上させる方法として知られている。粉末の表面を加熱するための従来の方法では、昇温
速度が５〜１０℃ｍｉｎ‑1程度と遅く、粒子のシンタリングによる表面積の低下を防ぐこ
とはできなかった。一方、ＲＴＡ法を用いると表面積を低下させることなく、エレクトラ
イド表面の結晶性を上げることができ、かつマイエナイト型化合物粉末の表面を含めた伝
導化が可能である。ＲＴＡ法で結晶化する場合、不活性雰囲気、還元性雰囲気、又は真空
中で３０〜６０℃ｍｉｎ‑1の昇温速度で昇温し、加熱温度として９００〜１１００℃で５
〜１５秒間保持して、昇温と加熱保持工程を２〜５回繰り返し加熱する。好ましくは、保
持温度は９５０〜１１００℃の範囲が良い。

40

【００４６】
＜導電性マイエナイト型化合物を担体とする触媒の製造工程＞
上記の方法で製造した導電性マイエナイト型化合物粉末にＲｕ等の遷移金属触媒を含浸
法、物理的混合法、熱分解法、液相法、スパッタリング法、又は蒸着法により担持させる
ことにより触媒を製造することができる。物理的混合法は、導電性マイエナイト型化合物
粉末と遷移金属化合物粉末とを物理的混合法により固相混合した後に水素雰囲気等の還元
雰囲気で５０〜６００℃の温度範囲で遷移金属化合物を加熱還元することによって担持金
属触媒を得る。加熱還元の前に、真空中で昇温、維持を数回繰り返すことが担持金属粒子
のシンタリングを抑制させる点で望ましい。
【００４７】
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含浸法は、導電性マイエナイト型化合物粉末を遷移金属化合物の溶媒溶液に分散させる
工程、該溶媒溶液の溶媒を蒸発させて乾固した該遷移金属化合物からなる触媒前駆体を形
成する工程、還元雰囲気中で加熱して該遷移金属化合物を還元して前記金属触媒を形成す
る工程からなる。
【００４８】
遷移金属が担持された担体粉末は、担持工程後も当初と同程度の電子を包接しており、
担体として仕事関数が小さいので遷移金属への電子供与能力が大きく、かつ担体の比表面
積が大きいので遷移金属上での窒素及び水素の活性化を著しく促進する結果、比表面積の
小さい導電性マイエナイト粉末を用いた場合よりも高性能なアンモニア合成触媒として機
能する。これらの方法で導電性マイエナイト型化合物粉末に担持された遷移金属触媒を用

10

い、反応装置内で、１００℃から６００℃以下の反応温度、１０ｋＰａ〜３０ＭＰａの反
応圧力条件で、原料の窒素と水素を前記触媒上で反応させてアンモニアを合成することが
できる。
【実施例１】
【００４９】
＜マイエナイト型化合物粉末の合成＞
Ｃａ(ＯＨ)2とＡｌ(ＯＨ)3をＣａ：Ａｌ＝１２：１４となるように秤量し、混合した。
混合粉体の重量が１０ｗｔ％となるように蒸留水を測りとり、合計１６０ｇを遊星型ボー
ルミルにて４時間撹拌・混合した。得られた混合溶液を耐圧密閉容器に入れ、撹拌しなが
ら１５０℃、６時間加熱処理（水熱処理）を施した。得られた沈殿物を濾別し、乾燥後粉

20

砕してマイエナイト型化合物の前駆体粉末：Ｃａ3Ａｌ2(ＯＨ)12約２０ｇを得た。この前
駆体粉末を大気中で６００℃、５時間加熱脱水を施し、原料の比表面積の大きいマイエナ
イト型化合物粉体を得た。この原料の比表面積は６０ｍ2ｇ‑1であった。
【００５０】
＜前処理＞
前処理として前記粉体をシリカガラス管内に入れ、１×１０‑4Ｐａの真空中で９００℃
、５時間排気しながら加熱して取り出した。この段階で得られた粉体の比表面積は約３０
ｍ2ｇ‑1であった。
【００５１】
30

＜還元処理による電子注入＞
前処理後の粉体３ｇに対し還元剤であるＣａＨ2を０．４ｇ加え十分に混合して混合物
とした後、Ｔａ製チューブに前記混合物を詰めた。前記混合物の詰まったＴａ製チューブ
をシリカガラス管内に入れて、１×１０‑4Ｐａの真空中で７００℃、１５時間加熱した。
伝導電子濃度が１.０×１０21ｃｍ‑3、比表面積が１７ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化
合物粉末を得た。
[比較例１]
【００５２】
＜マイエナイト型化合物粉末の合成＞
ＣａＣＯ3及びＡｌ2Ｏ3の各粉末をＣａとＡｌの割合が１１：１４となるように混合し
、合計３０ｇをアルミナ坩堝中にて１３００℃で６時間加熱した。得られた粉末をシリカ

40

‑4

ガラス管内に挿入し１×１０

Ｐａの真空中で１１００℃、１５時間加熱し原料のマイエ

ナイト型化合物粉末を得た。この段階で得られた粉体の比表面積は１ｍ2ｇ‑1以下であっ
た。
【００５３】
＜還元処理による電子注入＞
上記の合成法によって得た粉末３ｇを、シリカガラス管内に金属Ｃａ粉末０．１８ｇと
ともに挿入し、７００℃で１５時間加熱することにより内部を金属Ｃａ蒸気雰囲気として
粉体と反応させた。真空に封管された試料を取り出し、乳鉢ですりつぶした後、再びシリ
カガラス管内に詰めて真空に引きながら封管した。このシリカガラス管を１１００℃、２
時間加熱することで伝導電子濃度が約２×１０21ｃｍ‑3、比表面積は１ｍ2ｇ‑1の導電性
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マイエナイト型化合物粉末Ｃ１２Ａ７：ｅ‑（Ｃ１２Ａ７ｅ21と表記する）を得た。
【実施例２】
【００５４】
実施例１の原料の前処理温度９００℃に代えて、８００℃で前処理した以外は実施例１
と同じ条件で比表面積の大きいマイエナイト型化合物粉末の合成を実施した。この段階で
得られた粉体の比表面積は４０ｍ2ｇ‑1となっていた。
【００５５】
＜還元処理による電子注入＞
実施例１の還元処理温度を７００℃に代えて、６００℃で還元処理した以外は実施例１
と同じ条件で導電性マイエナイト化合物粉末の合成を実施した。伝導電子濃度が１.０×

10

１０21ｃｍ‑3であり、比表面積は３１ｍ2ｇ‑1であった。
【実施例３】
【００５６】
＜還元処理による電子注入＞
実施例１の還元処理温度を７００℃に代えて、６００℃で還元処理した以外は実施例１
と同じ条件で導電性マイエナイト化合物粉末の合成を実施した。伝導電子濃度が０．８×
１０21ｃｍ‑3であり、比表面積は２０ｍ2ｇ‑1であった。
【実施例４】
【００５７】
＜前処理＞

20

実施例１の原料の前処理温度９００℃に代えて、８００℃で前処理した以外は実施例１
と同じ条件で比表面積の大きいマイエナイト型化合物粉末の合成を実施した。この段階の
比表面積は４０ｍ2ｇ‑1となっていた。
【００５８】
＜還元処理による電子注入＞
実施例１と同様の条件で還元処理して導電性マイエナイト化合物粉末の合成を実施した
。伝導電子濃度が１．０×１０21ｃｍ‑3であり、比表面積は２３ｍ2ｇ‑1であった。
【実施例５】
【００５９】
＜前処理＞

30

実施例１の原料前処理温度９００℃に代えて、８００℃で前処理した以外は実施例１と
同じ条件で比表面積の大きいマイエナイト型化合物粉末の合成を実施した。この段階の比
表面積は４０ｍ2ｇ‑1となっていた。
【００６０】
＜還元処理による電子注入＞
実施例１の還元処理温度を７００℃に代えて、８００℃で還元処理した以外は実施例１
と同じ条件で導電性マイエナイト化合物粉末の合成を実施した。伝導電子濃度が０．４×
１０21ｃｍ‑3であり、比表面積は１０ｍ2ｇ‑1であった。
[比較例２]
【００６１】

40

実施例1と同じ方法でマイエナイト型化合物粉末を合成した。ただし、実施例１の前処
理を行わず、還元処理による電子注入も実施しなかった。伝導電子濃度はゼロで、比表面
積は６０ｍ2ｇ‑1であった。
【実施例６】
【００６２】
＜前処理＞
実施例１の原料の前処理温度９００℃に代えて、１０００℃で前処理した以外は実施例
１と同じ条件でエレクトライドの合成を実施した。伝導電子濃度が１.４×１０21ｃｍ‑1
、比表面積が６ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物粉末が得られた。
【実施例７】
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【００６３】
＜マイエナイト型化合物の合成＞
実施例１で得たＣａ3Ａｌ2(ＯＨ)12を酸素気流中、８００℃で２時間加熱脱水し、原料
のマイエナイト型化合物粉末を得た。
【００６４】
＜前処理＞
この原料の前処理として粉体をシリカガラス管内に入れ、１×１０‑4Ｐａの真空中で８
００℃、２０時間排気しながら加熱した。
【００６５】
＜還元処理による電子注入＞

10

実施例１のＣａＨ2の代わりに、還元剤としてＣａメタルを用いた。前処理後の粉体２
ｇに対し還元剤であるＣａメタルを０.１２ｇ加えて、シリカガラス管内に入れて、１×
１０‑4Ｐａの真空中で７００℃、１５時間加熱した。
【００６６】
＜ＲＴＡ処理＞
さらに粉体の表面活性化のため、タンマン管に詰めて真空封管したのち、４５℃ｍｉｎ
‑1

の昇温速度で昇温し、９５０℃で５秒間加熱保持する工程を、２回繰り返してＲＴＡ処

理した。伝導電子濃度は０．５×１０21ｃｍ‑1、比表面積が１９ｍ2ｇ‑1の導電性マイエ
ナイト型化合物粉末が得られた。
【実施例８】

20

【００６７】
＜ＲＴＡ処理＞
実施例７のＲＴＡ処理温度９５０℃に代えて、処理温度１０００℃でＲＴＡ処理したこ
と以外は実施例７と同じ条件で導電性マイエナイト型化合物粉末の合成を実施した。伝導
電子濃度が１.５×１０21ｃｍ‑1、比表面積が１４ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物
粉末が得られた。
実施例１〜８、比較例１、２の合成及び処理条件を表１にまとめて示す。
【表１】
30

40

【実施例９】
【００６８】
＜導電性マイエナイト型化合物粉末へのＲｕの担持＞
実施例１で得られた電子注入量が１．０×１０21ｃｍ‑3であり、比表面積が１７ｍ2ｇ‑
1

のＣ１２Ａ７ｅ‑粉末１ｇとＲｕ3（ＣＯ）12０．０４２ｇをパイレックス（登録商標）

ガラス管に入れ、真空封管した。真空封管したものを電気炉内で回転させながら以下のプ
ログラムで加熱処理をした。
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【００６９】
［４０℃、２０ｍｉｎ昇温→４０℃、６０ｍｉｎ維持→７０℃、１２０ｍｉｎ昇温→７０
℃、６０ｍｉｎ維持→１２０℃、１２０ｍｉｎ昇温→１２０℃、６０ｍｉｎ維持→２５０
℃、１５０ｍｉｎ昇温→２５０℃、１２０ｍｉｎ維持］
その後、真空封管を破り、水素ガス（２６．７ｋＰａ）雰囲気下、３００℃で５時間昇
温、２時間加熱処理をすることで、２ｗｔ％のＲｕを担持した導電性マイエナイト型化合
物粉末を得た。
【００７０】
＜アンモニア合成反応＞
窒素ガス（Ｎ2）と水素ガス（Ｈ2）を反応させてアンモニアガス（ＮＨ3）を生成する

10

反応を行った。得られた触媒０．２ｇを石英ガラス管に詰め、固定床流通系反応装置に取
り付けて反応を行った。ガスの流量は、Ｎ2：１５ｍＬ
ｍｉｎ‑1，Ｈ2：４５ｍＬｍｉｎ‑1，計６０ｍＬｍｉｎ‑1に設定し、圧力：大気圧、反応
温度：３２０〜４００℃で反応を行った。流通系の反応器から出てきたガスを０．００５
Ｍ硫酸水溶液中にバブリングさせ、生成したアンモニアを溶液中に溶解させ、生じたアン
モニウムイオンをイオンクロマトグラフにより定量した。３４０℃におけるアンモニアの
生成速度は、２３８８マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１であった。
【００７１】
[比較例３]
比較例１で得られた電子注入量が２．０×１０21ｃｍ‑3であり、比表面積が１ｍ2ｇ‑1

20

21

のＣ１２Ａ７ｅ

粉末を使う以外は実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製

し、アンモニア合成反応を実施した。３４０℃におけるアンモニア生成速度は、１２２９
マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１であった。
【実施例１０】
【００７２】
実施例２で得られた比表面積が３１ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物粉末を使う
以外は実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製し、アンモニア合成反応を実
施した。３４０℃におけるアンモニア生成速度は、１５７５マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１
であった。
【実施例１１】

30

【００７３】
実施例３で得られた比表面積が２０ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物粉末を使う
以外は実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製し、アンモニア合成反応を実
施した。３４０℃におけるアンモニア生成速度は、１８３１マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１
であった。
【実施例１２】
【００７４】
実施例４で得られた比表面積が２３ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物粉末を使う
以外は実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製し、アンモニア合成反応を実
施した。３４０℃におけるアンモニア生成速度は、１６９６マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１

40

であった。
【実施例１３】
【００７５】
実施例５で得られた比表面積が１０ｍ2ｇ‑1の導電性マイエナイト型化合物粉末を使う
以外は実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製し、アンモニア合成反応を実
施した。３４０℃におけるアンモニア生成速度は、１７９３マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１
であった。
[比較例４]
【００７６】
比較例２で得られた比表面積が６０ｍ2ｇ‑1のマイエナイト型化合物粉末を使う以外は
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実施例９と同様な方法で２ｗｔ％Ｒｕ担持触媒を調製し、アンモニア合成実験を実施した
。３４０℃におけるアンモニア生成速度は８９５マイクロｍｏｌｇ−１ｈ−１であった。
実施例９〜１３、比較例３、４の結果を表２にまとめて示す。
【００７７】
【表２】

10

20
【産業上の利用可能性】
【００７８】
本発明の製造方法で得られる比表面積の大きい導電性マイエナイト型化合物は、電子的
特性の優れた透明電極やコールドエミッターなどの電子材料として利用することができる
。さらに、高性能な還元剤や触媒材料などとしても利用可能である。
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