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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
白金、パラジウム、ロジウムおよび金から選択される複数種の貴金属のイオンを含有す
る原料溶液中に、金属イオン還元細菌および電子供与体を添加し、
前記貴金属のイオンを金属イオン還元細菌によって還元することで、
１つの粒子中に複数種の前記貴金属を含有する合金ナノ粒子を析出させるバイオ還元工
程を含み、
前記金属イオン還元細菌は、シワネラ
びシワネラ

アルゲ（Ｓｈｗａｎｅｌｌ

オネイデンシス（Ｓｈｗａｎｅｌｌ

ａｌｇａｅ）およ

Ｏｎｅｉｄｅｎｓｉｓ）の少なくとも

いずれかであり、
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前記電子供与体はギ酸塩であり、前記電子供与体の初期濃度は１００〜２００ｍＭであ
る、合金ナノ粒子の製造方法。
【請求項２】
前記バイオ還元工程の温度は５〜３５℃である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
前記バイオ還元工程の後に、
超音波破壊または化学的破壊で菌体を破壊することにより、前記金属イオン還元細菌と
前記合金ナノ粒子とを分離する、分離工程を含む、請求項１または２に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、合金ナノ粒子の製造方法、それを用いて製造された合金ナノ粒子、および、
それを含む触媒に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、大半のガソリン車が、三元触媒コンバータを使用した排ガス浄化システムを搭載
している。この三元触媒コンバータは、一酸化炭素（ＣＯ）、チッソ酸化物（ＮＯｘ）、
未燃焼の炭化水素を、二酸化炭素、チッソ、水に変換して、ガソリンエンジンからの排ガ
スを浄化する。
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【０００３】
触媒コンバータは、基本構造としてハニカム（モノリス）構造を有しており、ハニカム
構造体の表面には触媒コーティングが施されている。触媒コーティングを行う際は、まず
、ウォッシュコート（触媒担体保持材）の薄膜でハニカムの表面を被覆し、そのウォッシ
ュコート上に触媒を被覆する。触媒としては、例えば、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ
）、ロジウム（Ｒｈ）などの白金族金属（ＰＧＭ：Ｐｌａｔｉｎｕｍ

Ｇｒｏｕｐ

Ｍｅ

ｔａｌｓ）を含む貴金属系微粒子が用いられる。
【０００４】
従来の貴金属系微粒子を用いた排ガス浄化用触媒の製造方法としては、例えば、貴金属
系微粒子を含有するコロイド溶液等を混合し、高温で加熱（焼成）する方法が知られてい
る（例えば、特許文献１：特開２０１１−１４３３３９号公報）。しかし、このような方
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法は、工程数が多く煩雑であり、加熱のために多くのエネルギーを消費し、高温に耐え得
る特別な設備が必要であるといった問題があった。
【０００５】
また、アスコルビン酸等の化学薬品を用いて二金属ナノ粒子（例えば、Ｐｄからなる核
の表面にＰｔが析出してなるコアーシェル構造の金属ナノ粒子）を合成する方法が幾つか
報告されている（例えば、非特許文献１：Byungkwon
Nanodendrites

with

High

Activity

for

Lim

Oxygen

et

al.，Pd‑Pt

Bimetallic

Reduction，Science，324，130

2，2009年）。しかし、この方法も工程数が多く煩雑であるという問題があった。
【０００６】
一方で、嫌気性雰囲気で白金族元素と電子供与体等を含む溶液中に鉄還元細菌を添加す
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ると、鉄還元細菌の金属イオン還元力により、鉄還元細菌の微生物細胞表面に単一種の白
金族元素からなるナノ粒子が析出することが知られている（例えば、特許文献２：特開２
０１０−１６２４４２号公報、特許文献３：特開２０１１−１１３７８８号公報）。しか
しながら、鉄還元細菌等の微生物を用いて、１つの粒子中に複数種の貴金属を含むナノ粒
子（複合貴金属ナノ粒子）を製造する方法については、これまで知られていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１−１４３３３９号公報
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【特許文献２】特開２０１０−１６２４４２号公報
【特許文献３】特開２０１１−１１３７８８号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Byungkwon
High

Activity

for

Lim

Oxygen

et

al.，Pd‑Pt

Bimetallic

Nanodendrites

with

Reduction，Science，324，1302，2009年

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
上述のとおり、従来の貴金属系微粒子を用いた排ガス浄化用触媒の製造方法は、工程数
が多く煩雑であり、製造効率が低いといった問題があった。
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【００１０】
そこで、本発明の目的は、低エネルギーおよび低環境負荷型の簡易な処理により、効率
的に複合貴金属ナノ粒子を製造する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、複数種の貴金属のイオンを含有する原料溶液中に、金属イオン還元細菌およ
び電子供与体を添加し、
前記貴金属のイオンを金属イオン還元細菌によって還元することで、
１つの粒子中に複数種の前記貴金属を含有する複合貴金属ナノ粒子を析出させるバイオ
還元工程を含む、複合貴金属ナノ粒子の製造方法である。
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【００１２】
前記複合貴金属ナノ粒子は、複数種の前記貴金属からなる合金であることが好ましい。
また、前記貴金属は、白金族金属および金から選択されることが好ましい。前記白金族金
属は、白金、パラジウムおよびロジウムから選択されることが好ましい。また、前記バイ
オ還元工程の温度は常温であることが好ましい。
【００１３】
前記バイオ還元工程の後に、
超音波破壊または化学的破壊で菌体を破壊することにより、前記金属イオン還元細菌と
前記複合貴金属ナノ粒子とを分離する、分離工程を含むことが好ましい。
【００１４】
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また、本発明は、上記の製造方法によって製造される、複合貴金属ナノ粒子にも関する
。該複合貴金属ナノ粒子の平均粒径は１〜１００ｎｍであることが好ましい。
【００１５】
また、本発明は、上記の複合貴金属ナノ粒子を含む、触媒にも関する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の製造方法によれば、低エネルギーおよび低環境負荷型の簡易な処理により、効
率的に複合貴金属ナノ粒子を製造することができる。また、本発明の製造方法で製造され
た複合貴金属ナノ粒子は、単一金属からなるナノ粒子に比べて触媒機能が大幅に優れてお
り、触媒として好適に用いることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１における金属イオン還元細菌の透過電子顕微鏡写真による撮影像である
。
【図２】図１の撮影像の部分拡大図である。
【図３】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＲｈ（ロ
ジウム）のマッピング図である。
【図４】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＰｄ（パ
ラジウム）のマッピング図である。
【図５】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＰｔ（白
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金）のマッピング図である。
【図６】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＣ（炭素
）のマッピング図である。
【図７】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＮ（窒素
）のマッピング図である。
【図８】図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に基づくＯ（酸素
）のマッピング図である。
【図９】試験例１における各ナノ粒子の化学反応速度（相対値）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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＜複合貴金属ナノ粒子の製造方法＞
本発明は、複合貴金属ナノ粒子の製造方法に関する。複合貴金属ナノ粒子とは、１つの
粒子中に複数種の貴金属を含有するナノ粒子である。
【００１９】
複合貴金属ナノ粒子は、複数種の貴金属からなる合金であることが好ましい。合金とは
、単一の金属元素からなる純金属とは異なり、複数種の金属元素から成るか、あるいは、
少なくとも１種の金属元素と少なくとも１種の非金属元素から成る金属様のものである。
合金には、金属が他の金属に溶け込んでいる固溶体、結晶レベルでは複数種の金属がそれ
ぞれ独立している共晶合金、原子のレベルで複数種の金属が一定割合で結合した金属間化
合物などが含まれる。ただし、本発明の複合貴金属ナノ粒子は、合金に限らず、ある金属
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の核が他の金属の層で覆われた構造（コア−シェル構造）を有する金属ナノ粒子、複数種
の貴金属粒子の複合体などであってもよい。
【００２０】
貴金属は、白金族金属および金（Ａｕ）から選択されることが好ましい。白金族金属と
しては、例えば、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）、ルテニウム（
Ｒｕ）、イリジウム（Ｉｒ）が挙げられる。白金族金属は、工業触媒で使用されるＰｔ、
ＰｄおよびＲｈから選択されることが好ましい。
【００２１】
複合貴金属ナノ粒子に含まれる具体的な貴金属の組み合わせとしては、例えば、（１）
Ｐｔ、ＰｄおよびＲｈ、（２）ＰｔおよびＰｄ、（３）ＰｔおよびＲｈ、または、（４）
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ＡｕおよびＰｄが挙げられる。
【００２２】
［バイオ還元工程］
本発明の複合貴金属ナノ粒子の製造方法は、
複数種の貴金属のイオンを含有する原料溶液中に、金属イオン還元細菌および電子供与
体（例えばギ酸ナトリウム）を添加し、
前記貴金属のイオンを金属イオン還元細菌によって還元することで、複合貴金属ナノ粒
子を析出させるバイオ還元工程を基本的に含む。
【００２３】
バイオ還元工程では、原料溶液中に含まれる貴金属イオンを、金属イオン還元細菌を用
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いて還元することにより複合貴金属ナノ粒子を析出させる。具体的には、例えば、貴金属
を含む原料溶液、電子供与体（例えばギ酸ナトリウム）、および、金属イオン還元細菌の
懸濁液を嫌気性雰囲気中、常温で混合することにより、液中の白金族金属イオンが還元さ
れて白金族金属が菌体内に析出する。
【００２４】
（原料溶液）
原料溶液は、貴金属のイオンを含有する溶液であれば特に限定されないが、例えば、複
数種の貴金属化合物を含む溶液（例えば、塩化白金、塩化パラジウムおよび塩化ロジウム
の溶液、または、塩化パラジウムおよび塩化金の溶液）を用いることができる。また、原
料溶液として、例えば、貴金属を含む触媒含有ウォッシュコートから得た浸出貴液（貴金
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属を主成分として含む溶液）等を用いることもできる。
【００２５】
原料溶液のｐＨは、特に限定されないが、金属イオン還元細菌の培養条件と同様である
ことが好ましく、例えば、ｐＨ６〜ｐＨ７である。
【００２６】
（金属イオン還元細菌）
金属イオン還元細菌とは、金属イオンを還元する能力を有する細菌である。金属イオン
還元細菌は、電子供与体から電子の供給を受けて（有機物を酸化して発生する電子を利用
して）、金属イオンを金属に還元し、析出させる機能を持つ。例えば、自然界の水環境の
底泥などに生息する通性嫌気性細菌が挙げられる。工業的応用では、病原性細菌ではなく
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安全性が確保できる点、また培養の栄養源コストが低く、増殖が速い点（低コストで迅速
に菌体を供給可能）が、大きなメリットとなる。
【００２７】
金属イオン還元細菌としては、例えば、シワネラ属（Ｓｈｅｗａｎｅｌｌａ
ｅ：シワネラ
Culture

ａｌｇａ

アルゲ（以下、「Ｓ．ａｌｇａｅ」という）：ＡＴＣＣ（American

Collection）５１１８１株、Ｓｈｅｗａｎｅｌｌａ

：シワネラ

Type

ｏｎｅｉｄｅｎｓｉｓ

オネイデンシス：ＡＴＣＣ７００５５０株など）、ゲオバクター属（代表種

：Ｇｅｏｂａｃｔｅｒ

ｍｅｔａｌｌｉｒｅｄｕｃｅｎｓ：ゲオバクター

メタリレデュ

ーセンス：ＴＣＣ５３７７４株）、デスルフォモナス属（代表種：Ｄｅｓｕｌｆｕｒｏｍ
ｏｎａｓ

ｐａｌｍｉｔａｔｉｓ：デスルフォモナス

パルミタティス：ＡＴＣＣ５１７

０１株）、デスルフォムサ属（代表種：Ｄｅｓｕｌｆｕｒｏｍｕｓａ
：デスルフォムサ
d

キシンリ：ＤＳＭ（Deutsche

Sammlung

von

ｋｙｓｉｎｇｉｉ

Mikroorganismen

Zellkulturen）７３４３株）、ペロバクター属（代表種：Ｐｅｌｏｂａｃｔｅｒ

ｅｎｅｔｉａｎｕｓ：ペロバクター
ナス属（Ｆｅｒｒｉｍｏｎａｓ

un
ｖ

ベネティアヌス：ＡＴＣＣ２３９４株）、フェリモ

ｂａｌｅａｒｉｃａ：フェリモナス

Ｍ９７９９株）、エアロモナス属（Ａｅｒｏｍｏｎａｓ
モナス
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バレアリカ：ＤＳ

ｈｙｄｒｏｐｈｉｌａ：エアロ

ヒドロフィラ：ＡＴＣＣ１５４６７株）、スルフロスピリルム属（代表種：Ｓｕ

ｌｆｕｒｏｓｐｉｒｉｌｌｕｍ

ｂａｒｎｅｓｉｉ：スルフロスピリルム

ＡＴＣＣ７０００３２株）、ウォリネラ属（代表種：ウォリネラ
ｉｎｅｌｌａ

スシノゲネス：Ｗｏｌ

ｓｕｃｃｉｎｏｇｅｎｅｓ：ＡＴＣＣ２９５４３株）、デスルフォビブリ

オ属（代表種：Ｄｅｓｕｌｆｏｖｉｂｒｉｏ
ビブリオ

バーネシイ：
20

ｄｅｓｕｌｆｕｒｉｃａｎｓ：デスルフォ

デスルフリカンス：ＡＴＣＣ２９５７７株）、ゲオトリクス属（代表種：Ｇｅ

ｏｔｈｒｉｘ

ｆｅｒｍｅｎｔａｎｓ：ゲオトリクス

フェルメンタンス：ＡＴＣＣ７０

０６６５株）、デフェリバクター属（代表種：Ｄｅｆｅｒｒｉｂａｃｔｅｒ
ｏｐｈｉｌｕｓ：デフェリバクター

ｔｈｅｒｍ

リオ属（代表種：Ｇｅｏｖｉｂｒｉｏ

テルモフィルス：ＤＳＭ１４８１３株）、ゲオビブ
ｆｅｒｒｉｒｅｄｕｃｅｎｓ：ゲオビブリオ

フ

ェリレデューセンス：ＡＴＣＣ５１９９６株）、ピロバクルム属（代表種：Ｐｙｒｏｂａ
ｃｕｌｕｍ

ｉｓｌａｎｄｉｃｕｍ：テルモプロテウス

アイランディカム：ＤＳＭ４１

８４株）、テルモトガ属（代表種：Ｔｈｅｒｍｏｔｏｇａ
ガ

ｍａｒｉｔｉｍａ：テルモト

マリティマ：ＤＳＭ３１０９株）、アルカエグロブス属（代表種：Ａｒｃｈａｅｏｇ

ｌｏｂｕｓ

ｆｕｌｇｉｄｕｓ：アルカエグロブス
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フルギダス：ＡＴＣＣ４９５５８株

）、ピロコックス属（代表種：Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ

ｆｕｒｉｏｓｕｓ：ピロコックス

フリオサス：ＡＴＣＣ４３５８７株）、ピロディクティウム属（代表種：Ｐｙｒｏｄｉ
ｃｔｉｕｍ

ａｂｙｓｓｉ：ピロディクティウム

アビーシイ：ＤＳＭ６１５８株）が挙

げられる。好ましくはシワネラ属であり、特に好ましくはＳ．ａｌｇａｅである。これら
の金属イオン還元細菌は、嫌気性細菌（通性嫌気性細菌）である。
【００２８】
本発明で用いる金属イオン還元細菌は、当該細菌に適した培地を用いて、増殖および維
持を行うことができる。増殖および維持のための培地のｐＨは、好ましくは、ｐＨ６〜ｐ
Ｈ７である。培地は、電子供与体および電子受容体を含有することが好ましい。具体的な
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培地としては、例えば、ｐＨが７．０で、電子供与体として乳酸ナトリウム（３２ｍｏｌ
／ｍ３）と、電子受容体としてＦｅ（ＩＩＩ）イオン（５６ｍｏｌ／ｍ３）とを含むクエ
ン酸第二鉄培地（ＡＴＣＣ

Ｎｏ．１９３１）を用いることができる。

【００２９】
例えば、Ｓ．ａｌｇａｅは、ｐＨが７．０で、電子供与体として乳酸ナトリウム（３２
ｍｏｌ／ｍ３）、電子受容体としてＦｅ（ＩＩＩ）イオン（５６ｍｏｌ／ｍ３）を含むク
エン酸第二鉄培地（ＡＴＣＣ

Ｎｏ．１９３１）を用いて、嫌気性雰囲気下で回分培養し

て増殖させ、維持することができる。鉄イオンの塩は、この例では、クエン酸塩であるが
、使用する培地、使用する金属イオン還元細菌の種類により、適宜選択すればよい。また
、Ｓ．ａｌｇａｅは、好気培養することもできる。好気培養に用いる培地としては、例え
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ば、ＴＳＢ（トリプトソイブロス）液体培地（ｐＨ７．２）が挙げられる。
【００３０】
なお、Ｓ．ａｌｇａｅは、バイオセ−フティが「レベル１」と安全であるとともに、培
養するための栄養源コストが低く抑えられ、増殖が速いことから、安全かつ低コストで迅
速に菌体を供給できる、工業的応用に適した微生物である。
【００３１】
一方、バイオ還元工程のための培地（例えば、原料溶液と金属イオン還元細菌の懸濁液
との混合液）のｐＨは、好ましくは、ｐＨ６〜ｐＨ７である。
【００３２】
また、前記バイオ還元工程の温度は、常温（例えば、５〜３５℃）であることが好まし

10

く、より好ましくは２０〜３０℃である。金属イオン還元細菌を添加した後は、基本的に
は放置しておけば、貴金属イオンが還元され複合貴金属ナノ粒子が菌体中（特に細胞膜付
近）に析出する。本発明では、このような低エネルギーおよび低環境負荷型の簡易な処理
により、複合貴金属ナノ粒子を製造することができる。ただし、必要に応じて撹拌等の操
作を行ってもよい。
【００３３】
本工程で用いる金属イオン還元細菌の数は、特には制限されない。一般的に細胞数が多
いほど、処理時間が短くなる。金属イオン還元細菌の懸濁液と原料溶液との混合液中の細
菌数（細胞濃度）は、好ましくは１．０×１０１４ｃｅｌｌｓ／ｍ３〜１．０×１０１６
ｃｅｌｌｓ／ｍ３、より好ましくは１．０×１０１５ｃｅｌｌｓ／ｍ３〜８．０×１０１
５
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ｃｅｌｌｓ／ｍ

３

である。

【００３４】
金属イオン還元細菌の懸濁液の調製においては、例えば、まず指数増殖末期に達した金
属イオン還元細菌培養液を、窒素ガスにより嫌気状態にしたグローブボックス内で採取し
、遠心分離機で集菌する。集菌した菌液を、水（蒸留水、イオン交換水、純水などを含む
）を用いて所定の濃度に調整する。
【００３５】
原料溶液と金属イオン還元細菌の懸濁液との混合液中には、電子供与体が添加されてい
ることが好ましい。電子供与体としては、例えば、有機酸塩が挙げられる。有機酸塩とし
ては、例えば、炭素数１〜７のカルボン酸塩（ギ酸塩、酢酸塩など）、芳香族カルボン酸
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塩（脂式カルボン酸塩（脂肪酸塩）、安息香酸塩など）、オキソカルボン酸塩（ピルビン
酸塩など）、その他のカルボン酸塩（乳酸塩など）が挙げられる。また、有機酸塩以外の
電子供与体としては、例えば、アルコール（エタノールなど）、不飽和芳香族（トルエン
フェノールなど）、水素ガス（分子状水素）が挙げられる。なお、アルコールおよび不飽
和脂肪酸の炭素数は、好ましくは１〜７である。
【００３６】
好適な電子供与体は、使用する金属イオン還元細菌の種類により異なり、適宜選択すれ
ばよい。例えば、Ｓ．ａｌｇａｅについては、有機酸塩を電子供与体として好適に用いる
ことができる。電子供与体の混合液中の初期濃度は、好ましくは１０〜１０００ｍＭであ
り、より好ましくは２０〜２００ｍＭである。
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【００３７】
バイオ還元工程の処理時間は、特に制限はされないが、処理効率を考慮し、原料溶液中
の貴金属の濃度と使用する金属イオン還元細菌の数を調整して、複合貴金属ナノ粒子の製
造効率が高くなるように調整すればよい。なお、一般的な製造効率の観点から、回分操作
の処理時間は３時間以下であることが好ましい。
【００３８】
［分離工程］
本発明の複合貴金属ナノ粒子の製造方法は、バイオ還元工程の後に、さらに、金属イオ
ン還元細菌と複合貴金属ナノ粒子とを分離する、分離工程を含むことが好ましい。
【００３９】
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金属イオン還元細菌と複合貴金属ナノ粒子とは、例えば、菌体を遠心分離やろ過等によ
り液中から分離した後に、種々公知の方法で分離することができる。菌体からの複合貴金
属ナノ粒子の分離は、超音波破壊や、アルカリ溶液（ＮａＯＨ水溶液など）を用いた化学
的破壊で菌体を破壊することにより実施することが好ましい。一方、焼成等により菌体等
の有機物を除去する方法は、貴金属合金等からなる複合貴金属ナノ粒子同士が結合するこ
とで、粒子径が大きくなってしまう恐れがあるため、望ましくない。
【００４０】
上記の製造方法によって製造される複合貴金属ナノ粒子の平均粒径は１〜１００ｎｍで
あることが好ましく、より好ましくは１〜１０ｎｍである。これにより、触媒として使用
される際の反応表面積を大きくすることができ、高い活性を有する触媒を得ることができ

10

る。また、従来の方法では、特に１０ｎｍ以下のナノ粒子を得ることは難しかった。なお
、ここでいう平均粒径とは、例えば、高分解能ＳＴＥＭ像より求められる、平均粒径であ
る。
【００４１】
＜触媒＞
本発明の複合貴金属ナノ粒子は、製造が簡単であり、触媒活性に優れているため、自動
車の排ガス除去用触媒（３元触媒など）や、工場の排気ガス処理用触媒、化学合成用の工
業触媒、燃料電池用触媒等の多くの用途に利用することができる。特に、酸化還元反応の
触媒として用いることができる。
【００４２】
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本発明の複合貴金属ナノ粒子は、種々公知の方法により触媒として用いることができ、
例えば、ウォッシュコート（触媒担体保持材）の表面に担持することにより、３元触媒と
して使用することができる。
【実施例】
【００４３】
以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００４４】
なお、以下の実施例において、金属イオン還元細菌の懸濁液の調製は、まず指数増殖末
期に達した金属イオン還元細菌培養液を、窒素ガスにより嫌気状態にしたグローブボック
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ス内で採取し、遠心分離機で集菌した。次に、集菌した菌液をイオン交換水で再懸濁し所
定の濃度に調整した。
【００４５】
［実施例１］
なお、本実施例では、触媒ウォッシュコート等から回収した貴金属の浸出貴液を、複合
貴金属ナノ粒子の原料溶液として用いた。このように、触媒ウォッシュコートを再利用し
て複合貴金属ナノ粒子を製造する場合において、さらに全体の工程が簡略化され、製造効
率が高められる。
【００４６】
なお、ウォッシュコートの材質としては、コンバータの触媒能（反応が起きる表面積）
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を大きくするために通常、多孔質の無機酸化物（アルミナ、チタニア、ジルコニア、シリ
カ−アルミナなどの一般に触媒担体として用いられる無機酸化物）が用いられ、特に、活
性アルミナが多く使われている。活性アルミナは、ランタンやセリウム等の希土類元素や
バリウム等のアルカリ土類元素を含んでいる場合も多い。
【００４７】
（原料溶液の調製）
まず、使用済み自動車用触媒コンバータから回収した粉末状の触媒含有ウォッシュコー
ト（Ａｌ：２９％，Ｃｅ：１４％，Ｆｅ：０．９７％，Ｌａ：５．９％，Ｐｄ：０．２４
％，Ｐｔ：０．４０％，Ｒｈ：０．０８３％）を用意した。なお、触媒含有ウォッシュコ
ート中の各金属含有率は、王水で溶解させた後、溶液中の金属濃度を誘導結合プラズマ（
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Plasma）発光分光法により測定して求めた値である。

【００４８】
次に、触媒含有ウォッシュコート中の約６割を占めるＡｌを白金族金属から分離するた
めの操作を行った。具体的には、触媒ウォッシュコートの粉末を４ｋｍｏｌ／ｍ３の水酸
化ナトリウム水溶液中に、初期固液混合比率が５８．８ｋｇ／ｍ３となるように添加した
。その後、オートクレーブを用い、温度１６０℃、圧力５．８ａｔｍで、３時間の回分操
作を行った。そして、浸出残渣をろ過により回収した。
【００４９】
次に、回収した浸出残渣に対して、王水（濃塩酸と濃硝酸とを３：１の体積比で混合し
た液）による白金族金属の浸出を行った。なお、濃塩酸とは３５ｗ／ｖ％ＨＣｌ水溶液で
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あり、濃硝酸とは６０ｗ／ｖ％ＨＮＯ３水溶液である。王水に対する浸出残渣の混合比率
（初期固液混合比率）は２５ｋｇ／ｍ３とした。温度９０℃、大気圧下で、３時間の操作
を行った。なお、浸出貴液中の各白金族金属濃度を誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発光分光
法により測定し、２時間後に白金族金属（Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ）の大部分が浸出貴液中に浸
出していることを確認した。
【００５０】
次に、得られた浸出貴液に、該浸出貴液中の重金属成分（Ａｌ，Ｆｅ，Ｃｅ，Ｌａ）の
モル数の和の５倍以上の量のリン酸二水素カリウム（ＫＨ２ＰＯ４）を添加した後、さら
に水酸化ナトリウム溶液を添加してｐＨが６付近になるように調整した。なお、このｐＨ
調整工程により、白金族金属以外の重金属成分の大部分を沈殿除去でき、この沈殿に伴う
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白金族金属の共沈殿はほとんど生じない。
【００５１】
（バイオ還元工程）
以上のようにして得られたｐＨ調整後の浸出貴液を原料溶液として用い、白金族金属（
Ｐｔ，Ｐｄ，Ｒｈ）のバイオ還元工程を回分操作で行った。
【００５２】
すなわち、浸出貴液、電子供与体（ギ酸ナトリウム）、金属イオン還元細菌の懸濁液と
を混合した。金属イオン還元細菌としては、Ｓ．

ａｌｇａｅ（ＡＴＣＣ５１１８１株）

を用いた。バイオ還元工程の主な操作条件は、細胞濃度：５．０×１０１５ｃｅｌｌｓ／
ｍ３、電子供与体（ギ酸塩）初期濃度：１００ｍｏｌ／ｍ３、溶液ｐＨ６、室温、嫌気環
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境下、操作時間：２ｈとした。
【００５３】
図１に、実施例１におけるバイオ還元工程後の金属イオン還元細菌の透過電子顕微鏡（
ＳＴＥＭ）写真による撮影像を示す。楕円形の金属イオン還元細菌の細胞内の白点が、複
合貴金属ナノ粒子である。また、図２に、図１の撮影像の部分拡大図を示す。高分解能Ｓ
ＴＥＭ像で認められる複合貴金属ナノ粒子の粒子径は、１．５〜４ｎｍ程度であった。
【００５４】
また、図３〜図８に、図２と同じ範囲における複合貴金属ナノ粒子のＥＤＸ元素分析に
基づく各元素（Ｒｈ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃ、Ｎ、Ｏ）のマッピング図を示す。図２に示される
複合貴金属ナノ粒子の位置と、図３〜５に示される各元素（Ｒｈ、Ｐｄ、Ｐｔ）の位置が
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一致している。また、ナノ粒子の中央部と端部で組成比の大きな違いは認められなかった
。また、図２では、ナノ粒子の結晶格子縞が認められる。これらのことから、実施例１で
得られた複合貴金属ナノ粒子は、３種の元素（Ｒｈ、Ｐｄ、Ｐｔ）からなる合金であると
考えられる。一方、図６〜８に示されるように、菌体の構成元素であるＣ、ＮおよびＯは
、複合貴金属ナノ粒子の位置とは関係なく全体的に分布している。
【００５５】
［実施例２］
（原料溶液の調製）
原料溶液として、塩化パラジウムおよび塩化金の溶液を用いることにより、等モル量（
０．５ｍｏｌ／ｍ３）のＡｕイオンおよびＰｄイオンを含有する水溶液を調製した。
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【００５６】
（バイオ還元工程）
原料溶液、電子供与体（ギ酸ナトリウム）、および、金属イオン還元細菌の懸濁液を混
合した。金属イオン還元細菌としては、Ｓ．

ｏｎｅｉｄｅｎｓｉｓ（ＡＴＣＣ７００５

５０株）を用いた。バイオ還元工程の主な操作条件は、細胞濃度：５．０×１０１５ｃｅ
ｌｌｓ／ｍ３、電子供与体（ギ酸塩）初期濃度：５０ｍｏｌ／ｍ３、溶液ｐＨ７、室温、
嫌気環境下、操作時間：２ｈとした。
【００５７】
＜試験例１＞
上記実施例２のＰｄ／Ａｕ合金ナノ粒子（上述のバイオ調製により製造され、細菌細胞
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に担持された状態）、Ａｕナノ粒子（バイオ調製により製造され、細菌細胞に担持された
状態）および市販Ｐｄナノ粒子（製品名：パラジウム担持活性炭触媒、和光純薬工業株式
会社社製）について、化学反応速度を測定した。Ａｕナノ粒子は、原料溶液に含有される
Ａｕイオンの組成が１ｍｏｌ／ｍ３である以外は、実施例２と同様にして製造されたナノ
粒子である。
【００５８】
化学反応速度の相対値は、モデル化学反応（４−ニトロフェノール還元脱色反応、室温
）における触媒能（反応速度）の比較により求めた。
【００５９】
図９は、試験例１における各ナノ粒子の化学反応速度（相対値）を示すグラフである。
図９に示されるように、実施例２のＰｄ／Ａｕ合金ナノ粒子の化学反応速度は、Ａｕナノ
粒子および市販Ｐｄナノ粒子の３倍程度であり、本発明の複合貴金属ナノ粒子が高い活性
を有していることが分かる。
【００６０】
今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によっ
て示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
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