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【産業技術】  ナノテク  

ナノスケール材料による触媒(米国) 
 

－ 国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジ・ワークショップ 
「エネルギーのためのナノサイエンス探求」分野横断的テーマ その１－ 

 
1．はじめに 

触媒は、化学結合の形成・分裂の頻度を制御することにより、化学反応において

より多くの希望する生成物の産出を高めることができる。触媒はしたがって、健全

経済にとって重要であると同様に、エネルギー変換や環境保護にとって特に重要で

ある。触媒は、石油や化石燃料の転換、自動車や化石燃料発電所の排気の清浄化に

とって非常に重要である。触媒に依存する石油、化学、製薬産業は、米国の国民総

生産に毎年 5000 億ドル分を貢献している。 
 
今日、我々は、代替燃料開発、環境浄化、地球温暖化の原因への対処および有害

物質や病原菌から我々を安全に保つための新しい挑戦に直面している。触媒は、我々

がこれらの問題に対処することを支援することができる。しかしながら、触媒の複

雑性および多様性は、それらを設計し使用する方法に革命を求めている。この革命

は、ナノサイエンスから出現する新しい材料や方法の利用によって可能にすること

ができる。 
 
触媒が基礎的なレベルでどのように作用しているかを理解し予測する可能性は、

密度関数理論、高解像度ナノスケール画像計測、また産業プロセスで使用される高

温や高圧力で動作する触媒を試験する専用施設のような強力な予測方法の出現によ

り過去 20 年に劇的に進展してきた。迅速な処理能力の触媒試験方法およびテラスケ

ール規模の計算技法のような新しいアプローチが、ナノサイエンスの出現とそれを

支援する研究施設と一体となって、触媒科学をエネルギー変換の新しい理解および

新しい技術の入り口に位置付けている。 
 
触媒のナノサイエンスによる研究挑戦は、ナノ構造化触媒材料と関係を持ちなが

ら、化学反応物質のエネルギー環境を調整することを習得している。生物学の教訓

から引き出して、我々は、希望の生成物への反応物の構造的配位を調和させ、反応

経路を制御するようにナノ構造化材料を設計しなければならない。このことを遂行

するために、その場評価の新しく効率的な方法および触媒特性の迅速な処理能力を

持った試験が必要である。ナノ構造化触媒の構造機能関係についての基礎的な理解

を絶えず改善することにより、材料、構造パラメータおよび実験計画の選択がガイ

ドされなければならない。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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２．背景/最先端技術 

国家の主要なエネルギー源は、当面の間、化学結合の形で見つけられる。このエ

ネルギー源へのアクセスおよび使用は、我々が効率的で選択的かつ経済的な触媒を

開発することに大きく依存している。ナノ材料は触媒の開発のために新しいパラダ

イムを提供する。バルクの形ではほとんどまたは全く触媒作用をしない材料が、ナ

ノスケールの形式では優れた触媒現象の振る舞いを示すことができる。最良の例は、

二酸化チタン基板上に担持された金ナノ粒子システムである。バルク形式の金は不

活性な特性で知られており、耐腐食性の被膜や芸術および歯の詰め物として役立っ

ている。しかしながら、チタニア基板上に分散させた 5nm の大きさの金のナノ粒子

が、低温で炭化水素のエポキシ化および一酸化炭素の酸化のような重要な反応に著

しく活性になることが発見された [1]。この最初の研究は、金のナノ粒子サイズと基

板担体の役割の重要性の研究に拍車をかけた。 
 
しかしながら、これらの材料は、複雑で、非一様であり、またあまりよく分かっ

ていないナノ構造を持っている。もし研究者やエンジニアが正確にそのような材料

の構造を設計できるならば、触媒構造と触媒化学の関係をコントロールできるであ

ろう。エネルギー生産や民生や産業応用での使用に対する影響ははかりしれない。

ナノサイエンスはこのような精密な設計のための機会を提供する。自然の触媒すな

わち酵素は、基本的にすべての生物反応を可能とし、驚くほど効率的な触媒が存在

し得ることを示している。今日の技術と比較すると酵素はどれだけの改良の可能性

が存在するかを提示している。触媒がどのように作用するかを理解し、また特定の

反応のための触媒を設計する方法を知ることにより、自然によって実証されている

ものに匹敵する化学的変換の制御および効率が、無数の既知や未知の反応にとって

期待できる。これまでに考えることも出来ないような目的や利益のために、完全に

新しい触媒や触媒プロセスを設計する壮大な挑戦に我々は直面している。ナノサイ

エンスの新しく現れたツールが、この挑戦を可能とする中心となるであろう。これ

らのツールにより、セルロースや炭酸ガスの液体燃料へのワンステップ変換、水素

経済のための水素(また酸素)へ水の経済的な光触媒変換、および自動車の動力供給や

家庭の暖房のために水素を変換する効率的な燃料電池のような技術の構想を描くこ

とを可能とする。 
 
３．主要な技術的挑戦 
ほとんどの触媒は高温と高圧力下で作用させる必要がある。したがって、これら

の条件の下で安定しているナノ材料が要求される。触媒はまた安定に分散していな

ければならない。すなわち反応物分子にアクセス可能である固体担体上に存在する

こと。担体は、単位体積当たりに高い表面積を提供し、したがって通常ナノスケー

ルの多孔性材料である。触媒は、通常これらの担体の表面上に存在するか、あるい
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は部分的に埋め込まれている。したがって、触媒は典型的にはナノ多孔性材料内の

ナノ粒子である。 
 
触媒の性能は、ナノ粒子の構成、サイズ、形態および均一性の度合い、担持材な

らびに両者の間の界面で決定される。したがって、触媒を理解し、かつそれらの性

能を予測するための基礎を発展させるために、ナノ材料およびナノ材料界面科学を

理解する必要がある。ナノ材料科学は、この報告書内に要約されているように重要

な挑戦を提供する。ナノ触媒材料の科学は、それ自身に固有な問題をもたらし、そ

のいくつかはこの材料の反応的な性質や隠れた界面の存在に関係している。 
 
ナノ触媒材料によってもたらされる 1 つの大きな問題は、反応環境でその構造を

決定しなければならないことである。環境が変化するとともに構造や構成さえが変

わるので時には非常に重要となり、構造や構成の小さな変化がしばしば反応に大き

く影響するので本質的な問題である。更に、ナノ構造と構成の微細な変化が触媒の

性能に非常に大きな結果を持たらすので、応用のための最良の触媒を見つける過程

で、多くの候補の性能をテストする迅速で効率的な方法を開発しなければならない。 
 

水素化触媒 MoS2 ナノクラスタ 
燃料加工技術で大規模に使用される触媒は、高温と高圧力での H2との反応である水素化により、

燃料の性能を高めるために使用される金属担体硫化物である。数 10 年間にわたり、これらの触媒

のナノ相の性質を理解するために研究が行われてきている。また、産業界では、触媒を向上させ

るために主に経験的方法を適用してきた。アーザス大学、デンマーク工科大学、またデンマーク

企業の協力グループによって報告された最近の研究では、触媒のナノクラスタを画像化するため

に STM を使用し、化学的性質を解析するために DFT を使用している。 
画像は個々の原子を示し、ナノクラスターのサイズおよび形態を図示する。この観察は、ナノ

クラスター形態が触媒環境に敏感でバルクの MoS2 と一般に異なることを示している。初期の分光

器データと一致する DFT 計算は、化学的性質の詳細を示し、分子レベルでの触媒の作用に対する

洞察を与える。産業界の研究者は、向上した触媒を作るためにこれらのナノ構造評価からの洞察

を使用している [2]。 
 

４．燃料電池触媒 

燃料電池技術の現状に関する最近のワークショップやレビューはすべて、燃料電

池のすべての構成要素の新しい材料がナノ技術の広範囲の導入が重要である、と結

論を下している [3-6]。これらは、価格低下と同様に、例えばより高速な反応や毒性

へ不感性などの性能および信頼度や耐久性の大幅な向上を強く要求している。向上

した電極触媒は、陽極や陰極さらにおよそ 150 度 C 以下の低温燃料電池の向上した

イオン伝導膜にとり不可欠である。より明確には、新しくより多くの錯体触媒材料

を探究する時に、現実的な燃料電池構成および設計で規定通り迅速に材料を評価で

きるように、3～5nm までの直径のナノ粒子形成への効率的で一般に適用可能な手

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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段を見つけなければならない。 
 
５．向上したナノ粒子プラチナ基盤触媒 

エネルギー関連分野の最先端の合成の例は、燃料電池の水素酸化ナノ触媒の合成

に関係している。ブルックヘブン米国立研究所の研究者は、電気化学からの技術を

利用して、水素経済用の燃料電池の水素酸化用触媒として、表面上にプラチナ原子

のサブ単分子層を持ったルテニウムナノ粒子を合成した。すべてのプラチナ原子が

表面上に現れるので、潜在的に少ないプラチナ装填量となり、この触媒の利用は魅

力的である。この合成技術は、燃料電池試験のためのナノ触媒の注意深い制御およ

び量的生産を可能とする。 
 
このナノ触媒の燃料電池への効果が、燃料電池が非常に高濃度の一酸化炭素に暴

露された時間の関数として電流が示された。商用触媒の一酸化炭素被毒に起因する

電流の減少と比較して、ナノ触媒が一酸化炭素被毒に対して 5 倍以上という著しく

向上した耐性を実証している。この高められた一酸化炭素毒性に対する耐性は少な

いプラチナ装填と結びついて、この種のハイブリッドナノ触媒を非常に興味のある

ものとしている。 
 
６．触媒選択性の挑戦 

ナノ触媒の重要な挑戦は、酵素と競合できる性能特性を持った触媒の開発である。

これらの触媒は、生物内のほとんどすべての反応操作に関与している。それらは構

造的に非常に複雑で作用は巧妙である。室温で多種類の反応分子が混合した状態の

希薄な水溶液中で作用し、酵素は高度に活性でありまた 100%選択的で、生体合成に

よって生物内で必要なときに置き換えられる。酵素に近い特性を持った合成触媒は、

真にエネルギー変換技術を革新するだろう。例えば、人々はバイオマスを燃料に変

換する際に、廃棄物フリーやグリーン化学の構想を描く。この目的のために、自然

は莫大な手引きや洞察を提供できる。また、ナノ材料による触媒の将来は生物学か

ら無数の着想を間違いなく引き出すことができる。 
 
７．インフラ整備の必要性 
新しい変換用の新しい触媒を予測する究極の挑戦への対応は、我々の科学インフ

ラの大幅な増強を必要とする。 
 
反応的環境でのナノ材料についての基本的理解は、斬新な方法およびナノ粒子や

ナノポーラス材料また界面を含むその組み合わせの構成、構造および形態を解明す

る設備を必要とする。特に、すべて同じ条件の下で、原子の規模でこれらの材料を

画像化し、多種類のスペクトルを解析し、計算および理論を適用することが必要で

ある。この大きな挑戦は、ナノ材料合成のための新しい方法、新しく向上した機器
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や設備、および実験家と理論家の間の広範囲な協力を必要とする。画像やスペクト

ル測定と同時に触媒の性能をすべて高速で高効率に測定する方法が開発されなけれ

ばならない。3 次元の材料および界面の画像化の進歩が必要で、分光法はナノ規模に

適応させなければならない。進むべき重要な方向は、高解像度透過型電子顕微鏡

(TEM)および走査型プローブ顕微鏡(SPM)による画像化の新しい機能の効率的利用、

専用実験装置の改良と同様に光源および中性子源での分光評価および先端計算機に

よる理論的解釈を含んでいる。これらの組み合わせ技術による同一条件下で同じ試

料の研究を保証する試料取り扱い方法ならびに機器の進歩と同様に施設の重要な改

良を要求する。触媒の性能が画像やスペクトルにどのようにリンクするかを同時に

実証するために、触媒が作用する時に、ナノ触媒の構造変化の空間的時間的分解を

持つ画像化を可能にするための技術が必要である。 
 
実験と協力して計算や理論の応用によって促進されるナノサイエンスの進歩は、

触媒の飛躍的進歩を促進する。触媒科学は、一連の触媒特性を持つ非均一な材料の

複雑さの無い、基本的な理解を可能とする均一な触媒を作る新しい能力から大きな

利益が得られる。単一のナノ触媒粒子を画像化し、操作し、かつ分光的に調べる新

しい機能は、一様なナノ粒子での研究を補足する。ナノ粒子アレイの研究は、ナノ

粒子の相互作用および触媒材料の反応物および生成物の輸送を含み、ナノアーキテ

クチャーの影響についての理解を促進する。フェムト秒科学の進歩は、超高速の時

間スケール分解で構造変化の観測を可能とし、それにより、重要な化学反応の理解

に新しい次元を加える。理論は、現在、モデル触媒反応のために熱力学と力学の信

頼できる計算を提供できる。組み合わせ合成および迅速なスクリーニング法は、既

に信じられない速さの新しい触媒へと導いている。また、画像化とこれらの方法の

統合および作用中の触媒の分光学は、この分野を前進させる。走査型トンネリング

顕微鏡、シンクロトロンや中性子源、テラスケール計算手法さらに特に新しいナノ

サイエンス研究センターような新しく強力な技術はすべて、触媒科学を新しい理解

や新しい技術の入り口と位置付けている。構造生物学の進展は触媒の作用に対する

洞察を既に提供してきており、水性の環境でさえ、生物にヒントを得た将来の触媒

が穏やかな条件の下での、希薄な反応物の迅速で選択的な変換をもたらすという予

想に結びついている。 
 
不規則性の重要性 

エネルギー貯蔵や変換での向上した性能が、バッテリー化学や触媒電極燃料電池反応で、非常に

不規則なナノスケール無機材料を使用して実証されている。例えば、Li を V へ多量の化学量で V2O5

エーロゲル中へのリチウムイオンの挿入。ナノスケール Pt-RuOxHy は、ナノスケール Pt50Ru50 合

金よりメタノールの直接酸化が 250 倍以上活発である。この大きさの向上は、高結晶や高規則性材

料ではないこの高性能特性の評価を必要とする。 
ほとんどの標準材料科学的評価ツールは、バルクや規則性あるいは結晶構造材料についての高品

質情報を提供する。同様に、特にナノスケールでは、機能に関連した不規則性の高品質評価を必要

とする。さらに、エネルギー貯蔵や変換デバイスの使用時に、電界、磁界、フォトニックエネルギ

ー、温度、圧力そしてまた化学ポテンシャルに直面しているナノ材料およびナノアーキテクチャー

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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の機能に関連する不規則性を安定させる物理化学的な手段を見つける必要がある。ナノスケール設

計および不規則性高機能エネルギー材料の合成の将来の 1 つの進路は、ガラス科学を模倣すること

かもしれない。しかしながら、技術的に重要であるが不安定なガラス構成を安定させるために、別

の成分材料を必要とするかもしれない。安定化化構成材を選択する際には計算機化学が重要になる。 

 
８．触媒ナノサイエンス研究から何が出現するか？ 
我々は、メタノールや他の液体燃料へメタンの経済的なワンステップ変換を可能

とする新しい触媒の構想を描くことができる。同様に、セルロース原材料あるいは

炭酸ガスが液体燃料に変換されるかもしれない。向上した燃料電池触媒は、水素や

メタノールの変換さらにガソリン変換の経済的な燃料電池への道に結びつくであろ

う。さらに向上した触媒は、燃料電池の水素を液体燃料から変換する小型で軽量の

車載改質器を可能とし、水素貯蔵の必要性を取り除くであろう。 
以上 

(出典)  
     Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  

Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf,  pp13-18） 
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