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ニッケル触媒 1

H2を解離吸着 /水素化・脱水素・水素化脱硫

1897年 Paul Sabatier:金属Ni粉末によるエチレンの水素化
（1912年ノーベル化学賞）

アルケン、ニトリル、重質油、油脂などの水素化
一酸化炭素、二酸化炭素のメタン化触媒

水素化 C6H6,C6H6O→ C6H12

水素化分解 Ni,Moを固体酸に担持（脱硫,脱窒）
ガソリン・灯油等の中間留分製造

水蒸気改質 CmHn +  mH2O → mCO + (m+0.5n)H2 ･･･合成ガスの製造
CmHn + 2mH2O → mCO2 + (2m+0.5n)H2 ･･･水素ガスの製造

メタネーション CO + 3H2→ CH4 + H2O

電極触媒 固体酸化物型燃料電池 燃料極
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ニッケル触媒 2
US$ /kg*

Ni 15

35

2,250

64,300

6,200

Pt 28,600

Co

Ru

Rh

Pd

埋蔵量ベース /万t

11,000

900

7

*2005年平均

金属触媒のなかで資源的に恵まれ安価
年国内需要の0.3％ (450 t)が触媒として利用

ベンゼン水素化反応（150 ºC）
Rh＞ Ru≫ Pt≫ Pd≫ Ni＞ Co

Pt：低温条件で活性を示す

水蒸気改質反応（500 ºC）
Rh, Ru＞ Ni ≫ Pd, Pt≫ Co, Fe

Ni: ＞数十 nm ⇔ Pt: 数 nm

PEFC*（<100 ºC）Pt/C-Pt/C
SOFC**（1000 ºC）Ni/YSZ†-LSM‡

1000万台の燃料電池車を作ると，
世界中の白金が必要
（日経エレクトロニクス 2005/10/28 ）

*Solid oxide fuel cells, **Polymer electrolyte fuel cells
†Yttria stabilized zirconia, ‡Lanthanum Strontium Manganate)

NiによるPt触媒代替化
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活性 選択性 耐久性 作業性

触媒に求められる4要素

ナノサイズ制御の重要性

Niのサイズ制御は非常に困難

►ナノサイズ化 表面積拡大
(単分散化） 不飽和結合部分の増加

選択性の向上

►安定化 凝集・凝結防止
耐久性・作業性の向上
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触媒調製手法 1

金属塩の水溶液中に担体を浸漬した後、
水分を蒸発して得られた乾固物を焼成、水素還元．

均一な高分散触媒
の調製に不向き

共沈法

触媒金属と金属酸化物担体の原料となるそれぞれの
金属塩を水溶液とし、これをアルカリ水溶液に加え
ることで水酸化物・炭酸塩を得る．
その後水洗、乾燥、焼成、水素還元．

分散度
担
持
量

含浸法

含浸液の濃度と量で担持量自由に調節

10wt%Ni/TiO2 impregnation
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触媒調製手法 2

金属カチオン、錯体アニオンを表面水酸基やイ
オン交換能を有する担体表面のH+，OH－および
カチオンとイオン交換した後、水洗したものを
乾燥、焼成、水素還元．

金属塩の水溶液中に担体を浸漬した後、担体表面
に吸着されなかった金属成分をろ過により除去し
た後、焼成、水素還元．

担持量は吸着量に依存
制御が困難

イオン交換法

平衡吸着法

分散度

担
持
量

高分散金属触媒，高価な白金族触媒に有効

Ni/TiO2 adsorption
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触媒調製手法 3
ラネーニッケル(発泡ニッケル)

Ni-Al合金から、アルカリでAlのみ除去
細孔を持ち表面積が大きい
あらかじめ多量の水素が吸着→低温で活性

~100 ºCの触媒反応 Al-leached Raney nickel
B. H. Zeifert, et al.,
Microsc. Microanal., 9 (2003) 404.高温での反応には不向き

取り扱い注意

電極触媒

NiO-YSZ cermet
S. Ramanathan, et al.,
J. Mater. Sci., 39 (2004) 3339. 

固体酸化物燃料電池燃料極
NiOとYSZをボールミルで物理混合
1300 ºC焼結→900 ºC還元

ナノ粒子に適用困難
構造制御不可
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担持触媒（工業触媒）の限界

《従来の触媒調製法の問題点》

分散度を大きくする（＝粒径を小
さくする）には、担持量を少なく
せざるを得ない．

理想とされる数nmにするには、
たとえばPtの場合、担持量を3 %
程度に制限せざるを得ない．

担持量を多くすると
粒径が大きくなる

触媒全体の活性は、一般に担
持量に比例するので、
粒径はそのままで担持量を多
くしたい

焼成・還元過程で
粒成長

従来

分散度

担
持
量

これから
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担体 1.6 g·dm－3

NaOH

[金属塩] = 2.0 mM
(HAuCl4, RuCl3, RhCl3, PdCl2, H2IrCl6, H2PtCl6)

静置(室温, 24 h)

経時（100 ºC, 48 h）

必要に応じて還元処理

Au, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt金属超微粒子

19wt%Pt/TiO2
(Pt: 1~2 nm, TiO2:38 m2·g－1)

加水分解・加水分解・選択析出選択析出

水酸化物水酸化物錯体形成錯体形成

超音波分散

担体表面に吸着・核生成担体表面に吸着・核生成

選択析出（Selective Deposition）法
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選択析出法による担持Ptナノ粒子の諸物性

担体 比表面積

/m2·g－1
調製法 担持率

/wt%
粒子サイズ

/nm
分散度

H*/M†

1-octene転化率
/%

選択析出 3.0 1.1

選択析出 18.9 1.3 0.86 35.7

イオン交換 3.6 1.4 0.98 3.7

Al2O3, JRC-ALO6 156 選択析出 18.0 1.6 0.85 52.1

含浸 20.0 6.3 0.40 9.7

2.0

10—50

0.99 11.9

2.4

4.6

5.0SiO2, sphere 4.2 選択析出 13.6 0.31

19.4

*水素吸着量. †金属原子数.

TiO2, ellipsoid
anatase

37.5

α-Fe2O3, ellipsoid 136 選択析出 22.0 0.09

ZrO2, sphere 118 選択析出 18.0 0.86

触媒の高担持と高分散の両立に初めて成功

白金族元素に限定
これをニッケルに応用するには障壁が多い

焼結開始温度が低い→還元処理が重要
Ptに比べNiは容易に粒成長

シリカには付きにくい
表面電荷に依存している
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本研究の位置づけ

Ni触媒の高分散化と安定化の両立

Ni触媒のさらなる高活性化

Niは凝集・凝結し、粒子成長しやすい
既存触媒調製法を用いては、活性の向上は不可能

Niのナノサイズ化を可能にし、凝集を防止する
新規触媒調製法の開発

金属触媒全般のナノサイズ化
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より高活性な触媒を得る触媒調製法の開発

液相還元選択析出法の開発

既存触媒調製法では困難であったNiの高分散と高担持

• Ni触媒

• 粒子径： シングルナノメートル（1 ~ 5 nm）

• 担持率： 0 ~ 10 wt%まで

Objectives
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液相還元法

Niナノ粒子サイズ: 2-10nm
Zn添加→Ni粒子径低下→水素化触媒活性向上
凝集体として存在→反応中活性低下に繋がる

Aggregated nanoparticles

Ni(acac)2を2-propanol溶液中で沸点82 ºCにおいてNaBH4還元

金属Niナノ粒子
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新しい調製法開発の指針

(1)担体に吸着しかつ還元反応制御可能な前駆金属錯体の選択
温度や濃度等のパラメータで容易に制御可能な錯体

(2)前駆錯体の含浸・吸着
→ 還元剤による液相還元
→ 不均一核生成
→ 溶液から直接析出による成長

(3)溶液仕込み量による担持量制御

液相還元による担体上への金属ナノ粒子の析出、粒子生成

• 金属一般に適用可能
• 金属が直接析出するので、凝集・凝結の可能性がある水素還元
（熱処理）不要

• １段（複数のステップなし）で担持金属触媒が得られる方法
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コンセプト ～溶液中～

担体に吸着しうる金属錯体
を選択・設計する

吸着できる環境を整える

温度、溶媒、pHなど
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コンセプト ～核生成～

核生成は吸着物を中心に

不均一核生成のみ起こさ
せる

液相での均一核生成は防
止する

通常、均一核生成の
方が高い過飽和度を
要求するので、安定核
サイズが大きくなる
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コンセプト ～粒子成長～

物質の供給は溶液から

吸着物同士の凝集・凝
結による核生成、成長を
防止する

分散度低下を招く

溶液からの直接析出の
みのルートにする

凝集・凝結の防止

サイズ制御できなく
なる
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Ni(acac)2
Zn(acac)2

Ni（-Zn)/TiO2

NaBH4
+ 2-propanol

82 ºC

2-propanol

ultrasonication

characterization
(XRD, XPS, TEM)

catalytic reaction
(1-octene hydrogenation)

Synthesis procedure

Anatase, 9.5 m2 g－1
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TEM image of as-prepared materials

一部液相での析出

10 wt%Ni/TiO2Ni nanoparticles

担体表面積
9.5 m2·g－1

300 m2·g－1
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TEM image
10 wt%Ni/TiO2 in-situ observation (heat treatment) 

500 ºCまで熱的に安定

10 wt%Ni/TiO2 by impregnation method

100 nm

100 nm
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1-octene hydrogenation

82 ºC, 2 h. Ni 2.5×10－3 mol, 1-octene 5 ml, H2 50 mmol h－1.
2-propanol 50 ml as solvent.

10 wt%Ni/TiO2 after reaction
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TiO2 10%Ni/TiO2

10%Ni-10%Zn/TiO2

ca 1 nm

ca 6 nm

ca 1 nm

10%Ni-5%Zn/TiO2

ZnZn添加効果添加効果

Catalyst Ni amount 
/mmol

n-octene conversion 
/%

10%Ni/TiO2 22.8

10%Ni-
2%Zn/TiO2

2.5
37.5

Znは Ni粒子サイズを
小さくする効果

↓
触媒活性向上

82 ºC, 2 h, 1-octene 5 ml, H2 50 mmol h－1, 2-propanol 50 ml as solvent.

1-octene hydrogenation
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合成されたNiナノ粒子
→ metallic
→ amorphous like structure (or very small diameter)

XRD XPS

X-ray measurement /Nimeasurement /Ni
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合成されたZn粒子
→ oxide, NaBH4では還元されない

X-ray measurement /Znmeasurement /Zn
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ICP measurement

ほぼすべてのNiが還元され固相析出

還元反応後、溶液中の残留金属量

Ni /% Zn /%

無担持Ni 0.57 —
10%Ni/TiO2 0.26 —
10%Ni-
2%Zn/TiO2

0.23 1.05

Residual amount of metal species in solution
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(1) Ni及びZn錯体がTiO2表面に吸着する．

(2) TiO2表面上のNi(acac)2がNaBH4と反応し核生成サイトとなる．

(Zn添加：Ni(acac)2吸着量が増加 → 核生成サイト数増加）

(3) 核生成サイトからナノ粒子が成長する．

(Zn(acac)2：Ni近傍で加水分解 → ナノ粒子の成長を抑制)

(4) 還元反応及び加水分解反応はTiO2表面上のみ起こり，

Ni金属ナノ粒子が成長するが，Zn添加は成長機構に関与しない．

想定するメカニズム
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まとめ
液相還元選択析出法の開発に成功し、Niナノ粒子をTiO2上に

高分散化・高担持することに初めて成功した．

Valence Ni → metallic,  Zn→ oxide 
Morphology Ni nanoparticles on the TiO2

→ アモルファス

→ 粒子サイズ : 5-6 nm (Ni), 1-2 nm (Ni-Zn). 
Effect of Zn and TiO2

Zn添加 →ニッケル粒子サイズの低下

＝有効表面積の増加

TiO2 担持 →凝集防止

→熱安定性の向上

Catalytic activities
表面積の増加、担体上への固定化による凝集防止によって活性向上:

Ni  < Ni/TiO2 < Ni-Zn/TiO2

Niのナノサイズ制御が触媒金属全般のナノサイズ化への大きな足掛かり
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