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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固相混
合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、還元
することを特徴とする担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法
。
【請求項２】
　昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固相混
合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、還元
することにより担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法におい
て、
　前記昇華性の金錯体が、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ
（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、（Ｃ2Ｈ5）

2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（Ｃ6Ｈ5ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、Ｃｌ
ＡｕＰ（ＣＨ3）3、ＣＨ3ＡｕＰ（ＣＨ3）3および下記一般式（１）あるいは（２）で表
される金錯体から選ばれた少なくとも一種であり、
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【化１】

（式中、Ｒ1は－ＣＨ3または－ＣＦ3を表す。）
【化２】

（式中、Ｒ2は、－ＣＨ3または－ＣＦ3を表し、Ｒ3は、バレリル基、イソバレリル基、ピ
バロイル基、チグロイル基、アンゲロイル基、セネシオイル基、フェニル基、チエニル基
、またはフリル基を表す。）
　前記無機または有機担体が、高分子、金属錯体、炭素系物質、金属酸化物、金属水酸化
物および金属硫化物から選ばれた少なくとも一種で、多孔質の粒子であり、
　前記還元が、還元性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする担体表面もしくは担体の
細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法。
【請求項３】
　昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固相混
合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、還元
することにより担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法におい
て、
　前記昇華性の金錯体が、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ
（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、（Ｃ2Ｈ5）

2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（Ｃ6Ｈ5ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、Ｃｌ
ＡｕＰ（ＣＨ3）3、ＣＨ3ＡｕＰ（ＣＨ3）3および下記一般式（１）あるいは（２）で表
される金錯体から選ばれた少なくとも一種であり、
【化１】
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（式中、Ｒ1は－ＣＨ3または－ＣＦ3を表す。）
【化２】

（式中、Ｒ2は、－ＣＨ3または－ＣＦ3を表し、Ｒ3は、バレリル基、イソバレリル基、ピ
バロイル基、チグロイル基、アンゲロイル基、セネシオイル基、フェニル基、チエニル基
、またはフリル基を表す。）
　前記無機または有機担体が、高分子、金属錯体、炭素系物質、金属酸化物、金属水酸化
物および金属硫化物から選ばれた少なくとも一種で、多孔質の粒子であり、
　前記還元が、焼成還元法により行われることを特徴とする担体表面もしくは担体の細孔
内部に金微粒子を分散・固定する方法。
【請求項４】
　金微粒子の平均粒径が２０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金微粒子を担体に分散・固定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　貴金属は、種々の装飾材料、歯科用材料、電子回路材料、触媒材料、例えば有機物の酸
化あるいは還元反応触媒、自動車排気ガスの浄化触媒や、燃料電池用の触媒などとして広
く用いられている。触媒として用いる場合、貴金属は高価なことと、その性能を最大限引
き出すため、ナノ粒子として露出表面積を大きくする工夫がなされている。具体的には、
比表面積が大きく、熱的、化学的安定性の高いシリカやアルミナ、チタニアなどの金属酸
化物、あるいは活性炭、カーボンブラックなどの炭素材料を担体に用い、その表面に貴金
属がナノ粒子として分散・固定された状態とされて用いられている。
【０００３】
　貴金属中、金は他の貴金属に比べれば安価であるものの、触媒活性が極めて乏しいと従
来考えられていた。これに対し、発明者は、金を好ましくは直径１０ｎｍ以下の超微粒子
（ナノ粒子）として種々の金属酸化物担体上に分散・固定することにより、高い触媒活性
が発現されること、さらに金ナノ粒子触媒は、低温ＣＯ酸化、ＨＣＨＯ酸化、プロピレン
の気相一段エポキシ化、低温水性ガスシフト反応、酸素と水素からの直接過酸化水素合成
、炭化水素類の部分酸化など、多くの反応に対して、他の貴金属より優れた触媒活性を発
現することを見出している（例えば、特許文献１、非特許文献１参照）。また、その他に
も、金ナノ粒子は、不飽和化合物の水添、アルコールの酸化、ＮＯxの還元、エポキシド
やアミンのカルボニル化などの触媒活性を有することも報告されている。さらに、本発明
者は、金の粒子径が２ｎｍ以下、原子数で３００個以内のクラスターになると、触媒特性
がさらに激変する場合があることも見出した。
【０００４】
　金属酸化物に金微粒子を分散・固定化する方法としては、従来、含浸法、共沈法、析出
沈殿法等、種々の方法が知られているが、これらの方法は、水などの溶媒を用いることが
必要とされる上、高温での焼成が必要とされることから、担体として有機高分子を用いる
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場合には採用できない。また、炭素材料上に金微粒子を分散固定する方法として、例えば
塩基前処理した活性炭を用い、含浸法でナノサイズに粒径を揃えた活性炭担持白金触媒の
粉体と、フェロセンあるいはルテノセンの粉体を固相混合し水素還元することにより、活
性炭担持Ｒｕ－Ｐｔ、Ｐｔ－Ｆｅバイメタリック触媒を調製する方法が知られている（例
えば、非特許文献２参照）。この方法では、一段階目の白金担持の際含浸法を用いており
、含浸法では水溶液としてＰｔ前駆体を活性炭に含浸させることが必要とされ、比表面積
の小さい高分子担体に対してはこのような含浸法は採用できない。また、この方法では、
固相混合も高温、不活性気体中で行うことが必要とされる。
【０００５】
　高分子表面への金微粒子の分散・固定化方法として、表面析出還元法が知られている。
しかしこの方法においても溶媒中での処理が必要とされるし、無機酸化物ではナノオーダ
ーの小さな粒径の金微粒子は得られない。これ以外にも、高分子結晶と硝酸銀水溶液もし
くは硝酸銀メタノール溶液とをメノウ乳鉢で混合し、光還元することにより平均粒径５ｎ
ｍ程度の銀ナノ粒子を調製する方法が知られている（例えば、非特許文献３、４参照）。
しかし、この方法では、ポリムコン酸のカルボキシレートを銀イオンに交換すること、お
よび担体は層状高分子結晶であることが必須である。さらには、ＮａＯＨ水溶液で前処理
した第四級アンモニウム基を官能基として有するイオン交換樹脂を加熱乾燥後金前駆体水
溶液で処理し、１５０℃で６時間加熱することにより金ナノ粒子を担持させる方法（非特
許文献５参照）、陽イオン交換樹脂に金微粒子を担持する方法（非特許文献６参照）も知
られているが、これらの方法は、特定のイオン交換樹脂を用いる、水溶液中で処理する、
加熱処理するあるいは還元剤を用いるなどの必要性がある。
【０００６】
　さらには、金微粒子の担体への分散・固定化法として、気相蒸着法が知られている（例
えば、非特許文献７～９参照）。この方法は無機酸化物、高分子担体両方に適用でき、従
来法の中では最も汎用性は高いが、上述の方法に比べ得られる金微粒子の粒径が比較的大
きくなる欠点がある。また、有機金錯体減圧吸着法も知られている（例えば、特許文献２
参照）が、この方法では減圧装置を用いることが必要とされ、また金前駆体による担体処
理方法も煩雑である。
【０００７】
【特許文献１】特公平５－４９３３８号公報
【特許文献２】特開平９－１２２４７８号公報
【非特許文献１】Ｈａｒｕｔａ，Ｍ．Ｃｈｅｍ．Ｒｅｃｏｒｄ，２００３，３（２），７
５－８７．
【非特許文献２】Ｈｏｄｏｓｈｉｍａ，Ｓ．ｅｔ　ａｌ，Ｓｔｕｄ．Ｓｕｒｆ．Ｓｃｉ．
Ｃａｔａｌ．２００１，１３２、３２３－３２６．
【非特許文献３】Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，Ａ．ｅｔ　ａｌ，Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．
Ｐｈｙｓ．２００６，２０７，３６１．
【非特許文献４】Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，Ａ．ｅｔ　ａｌ，Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．２００４
，３３，４２．
【非特許文献５】Ｆｅｎｇ　Ｓｈｉ他４名，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．２００５，１
２７，２１，４１８２－４１８３．
【非特許文献６】Ｇｉｔａｎｊａｎｉ　Ｍａｊｕｍｄａｒ他４名，Ｌａｎｇｍｕｉｒ，２
００５，２１，５，１６６３－１６６７．
【非特許文献７】Ｏｋｕｍｕｒａ，Ｍ．ｅｔ　ａｌ，“Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｏｌｄ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｏｎ　ＭＣＭ－
４１　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｃａｔａｌｙｔｉｃ　Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈ
ｅ　Ｌｏｗ－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＣＯ　ａｎｄ　Ｈ2
”，Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．１９９８，３１５－３１６．
【非特許文献８】Ｒｏｌａｎｄ　Ａ．Ｆｉｓｃｈｅｒ他４名、“Ｌｏａｄｉｎｇ　ｏｆ　
ｐｏｒｏｕｓ　ｍｅｔａｌ－ｏｒｇａｎｉｃ　ｏｐｅｎ　ｆｒａｍｅｗｏｒｋｓ　ｗｉｔ
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ｈ　ｏｒｇａｎｏｍｅｔａｌｌｉｃ　ＣＶＤ　ｐｒｅｃｕｒｓｏｒｓ：ｉｎｃｌｕｓｉｏ
ｎ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｙｐｅ［ＬｎＭ］ａ＠ＭＯＦ－５”，Ｊ．Ｍ
ａｔｅｒ．Ｃｈｅｍ．２００６，１６，２４６４－２４７２．
【非特許文献９】Ｒｏｌａｎｄ　Ａ．　Ｆｉｓｃｈｅｒ他７名、“Ｍｅｔａｌ＠ＭＯＦ：
Ｌｏａｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｌｙ　Ｐｏｒｏｕｓ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｐｏ
ｌｙｍｅｒｓ　Ｈｏｓｔ　Ｌａｔｔｉｃｅｓ　ｂｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ”，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．
Ｅｄ．２００５，４４，６２３７－６２４１．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように、従来金微粒子を担体に担持させる方法として種々の方法が知られているが
、従来知られた方法は、いずれも煩雑な処理が必要とされる上、担体上に金前駆体を析出
または担持させるために、水系など溶液中での処理が必要とされる、後処理での高温処理
の必要性がある、乾式での処理により金微粒子あるいは金前駆体の担持が可能となったと
しても乾式処理のために特殊な装置が必要とされる、対象となる担体材料が特定のものに
限定される、ナノオーダーの金微粒子を担体に分散・固定することができない、処理に長
時間を要するなどの種々の問題を有するものであり、担体の材質に関係なく、短時間且つ
簡便に金微粒子担持触媒を製造することができるものではなかった。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みなされたもので、上記のごとき問題を有さない、すな
わち、担体の材質に関係なく、短時間且つ簡便にナノオーダーの金微粒子あるいは金クラ
スターを担体上に担持させる方法を提供することである。
【００１０】
　本発明者は、鋭意研究を行ったところ、金前駆体として昇華性の金前駆体を用い、これ
と担体とを固相で摩擦を加えながら混合するだけで、担体表面もしくは担体の細孔内部に
金前駆体が担持され、これを還元処理することにより、担体の種類を問わず、また短時間
に２０ｎｍ以下の金ナノ粒子または金クラスターがその表面もしくは担体の細孔内部に分
散・固定された触媒が得られることを見出して、本発明をなしたものである。なお、以下
において単に金微粒子あるいは金ナノ粒子という場合、これらには金クラスターをも包含
するものとして使用される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は次の（１）～（４）に記載の担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分
散・固定する方法を包含する。
【００１２】
（１）昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固
相混合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、
還元することを特徴とする担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する
方法。
【００１３】
（２）昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固
相混合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、
還元することにより担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法に
おいて、
　前記昇華性の金錯体が、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ
（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、（Ｃ2Ｈ5）

2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（Ｃ6Ｈ5ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、Ｃｌ
ＡｕＰ（ＣＨ3）3、ＣＨ3ＡｕＰ（ＣＨ3）3および下記一般式（１）あるいは（２）で表
される金錯体から選ばれた少なくとも一種であり、
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【化１】

（式中、Ｒ1は－ＣＨ3または－ＣＦ3を表す。）
【化２】

（式中、Ｒ2は、－ＣＨ3または－ＣＦ3を表し、Ｒ3は、バレリル基、イソバレリル基、ピ
バロイル基、チグロイル基、アンゲロイル基、セネシオイル基、フェニル基、チエニル基
、またはフリル基を表す。）
　前記無機または有機担体が、高分子、金属錯体、炭素系物質、金属酸化物、金属水酸化
物および金属硫化物から選ばれた少なくとも一種で、多孔質の粒子であり、
　前記還元が、還元性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする担体表面もしくは担体の
細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法。
【００１４】
（３）昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを、室温で、機械的摩擦を加えながら固
相混合することにより前記無機または有機担体に前記昇華性の金前駆体を担持させた後、
還元することにより担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法に
おいて、
　前記昇華性の金錯体が、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ
（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、（Ｃ2Ｈ5）

2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（Ｃ6Ｈ5ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、Ｃｌ
ＡｕＰ（ＣＨ3）3、ＣＨ3ＡｕＰ（ＣＨ3）3および下記一般式（１）あるいは（２）で表
される金錯体から選ばれた少なくとも一種であり、

【化３】

（式中、Ｒ1は－ＣＨ3または－ＣＦ3を表す。）
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【化４】

（式中、Ｒ2は、－ＣＨ3または－ＣＦ3を表し、Ｒ3は、バレリル基、イソバレリル基、ピ
バロイル基、チグロイル基、アンゲロイル基、セネシオイル基、フェニル基、チエニル基
、またはフリル基を表す。）
　前記無機または有機担体が、高分子、金属錯体、炭素系物質、金属酸化物、金属水酸化
物および金属硫化物から選ばれた少なくとも一種で、多孔質の粒子であり、
　前記還元が、焼成還元法により行われることを特徴とする担体表面もしくは担体の細孔
内部に金微粒子を分散・固定する方法。
【００２０】
（４）金微粒子の平均粒径が２０ｎｍ以下であることを特徴とする上記（１）～（３）の
いずれかに記載の担体表面もしくは担体の細孔内部に金微粒子を分散・固定する方法。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明においては金ナノ粒子または金クラスター担持触媒および着色剤が、昇華性の金
前駆体と担体を固相で混合後還元することにより得られる。本発明は固相で混合するので
従来の方法に比べて溶媒を用いずに金微粒子を担持できる。また本発明の方法は、化学気
相蒸着のように特別な装置を必要とせず、調製時間も大幅に短縮でき、簡便にナノオーダ
ーの金微粒子（ナノ粒子、クラスター）を担持することができる。

【００２６】
　また、本発明では、担体は高分子、無機酸化物、多孔性高分子金属錯体、活性炭など種
々幅広い材料に適用可能であり、担体に特定の官能基なども必要としない。また担体は多
孔性であってもなくてもよい。
【００２７】
　また、本発明で製造された金ナノ粒子および金クラスター担持担体は、高活性の触媒特
性を示し、さらに担体の材質、金担持量、金微粒子の大きさなどにより薄緑色、薄青色、
薄青緑色、緑色、灰緑色、薄黄色、ピンク色、薄茶色、紫色、灰色など種々の色に着色し
た粒子が得られることから、種々の色に対応した着色剤として利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
　本発明の金微粒子を担持する担体は、昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを機械
的摩擦を加えながらの固相混合（例えば、摩砕、物理混合など）後、固相混合により表面
もしくは担体の細孔内部に金前駆体を担持する担体を還元処理することにより得られる。
【００２９】
　本発明の方法で用いられる金前駆体は、少なくとも昇華性であることが必要とされるが
、昇華性であることのほかは特に限定されるものではない。また、昇華性の程度も特に限
定されるものではない。本発明で用いられる昇華性の金前駆体としては、有機金錯体が好
ましいものとして挙げられる。これら昇華性の有機金錯体としては、例えば（ＣＨ3）2Ａ
ｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（ＣＨ3

）2Ａｕ（ＣＦ3ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、（Ｃ2Ｈ5）2Ａｕ（ＣＨ3ＣＯＣＨＣＯＣＨ3）、（
ＣＨ3）2Ａｕ（Ｃ6Ｈ5ＣＯＣＨＣＯＣＦ3）、ＣｌＡｕＰ（ＣＨ3）3、ＣＨ3ＡｕＰ（ＣＨ
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3）3、下記一般式（１）あるいは（２）で表される金錯体等が挙げられ、ジメチル金アセ
チルアセトナート錯体、ジメチル金トリフルオロアセチルアセトナート錯体、クロロトリ
メチルホスフィン金錯体およびメチル（トリメチルホスフィン）金錯体などが好ましいも
のである。
【００３０】
【化１】

（式中、Ｒ1は－ＣＨ3または－ＣＦ3を表す。）
【００３１】
【化２】

（式中、Ｒ2は、－ＣＨ3または－ＣＦ3を表し、Ｒ3は、バレリル基、イソバレリル基、ピ
バロイル基、チグロイル基、アンゲロイル基、セネシオイル基、フェニル基、チエニル基
、またはフリル基を表す。）
【００３２】
　本発明において用いられる担体は、従来触媒、センサーなどの分野で金属などを担持す
るための担体として知られた材料であればよく、特に限定されない。このような担体とし
ては、高分子、多孔性金属錯体、炭素系物質、金属酸化物、金属硫化物、金属、金属水酸
化物、金属炭酸塩、有機結晶などが挙げられる。以下に、これらの材料について具体的に
説明する。
【００３３】
　本発明において担体材料として用いられる高分子としては、従来公知の高分子材料であ
ればよく特に限定されない。高分子材料の例としては、ビニル系高分子、例えば、ポリス
チレン（ＰＳ）などのスチレン系樹脂、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）などの（メ
タ）アクリル樹脂、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ）、ポリ
エチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリビ
ニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリビニルブチラールなどのアセタール樹脂、ポリ酢酸ビニ
ル（ＰＶＡｃ）、ポリアクリルアミド（ＰＡＡ）、ポリビニルエーテル系樹脂など；ジエ
ン系樹脂、例えばポリブタジエン（ＰＢｄ）、ポリイソプレン（ＰＩＰ）など；縮合系樹
脂、例えばナイロン６、ナイロン６６などのポリアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリラクトンなどのポリエステル樹脂、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ
オキシメチレン（ＰＯＭ）などのポリエーテル樹脂；硬化型樹脂、例えばポリウレタン樹
脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）など；エポキシ樹脂；
シリコーン樹脂；セルロース系樹脂などの天然または半合成樹脂；その他、キシレン樹脂
、フラン樹脂、テルペン樹脂、石油樹脂、ケトン樹脂、ポリ環状チオエーテルなどの硫黄
系樹脂などが挙げられる。これらの樹脂は多孔性であってもなくてもよく、また前処理が
なされていても、なされていなくてもよい。さらには、樹脂担体上に既に他の金属などが
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担持されているものであってもよい。
【００３４】
　多孔性金属錯体としては、例えば［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］n、［Ｃｕ2（ｐｚ
ｄｃ）2（ｂｐｙ）］ｎ、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｄｐｅ）］n、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（
ｐｉａ）］n、［Ｃｕ2（ｂｐｄｃ）2（ＴＥＤ）］n（式中、「ｐｚｄｃ」はピラジン－２
，３－ジカルボキシレートを、「ｐｙｚ」はピラジンを、「ｂｐｙ」は４，４’－ビピリ
ジンを、「ｄｐｅ」は１，２－ジ（ピリジル）エチレンを、「ｐｉａ」はＮ－（４－ピリ
ジル）イソニコチンアミドを、「ｂｐｄｃ」は４，４’－ビフェニルジカルボキシレート
を、「ＴＥＤ」はトリエチレンジアミンを表す。）などの多孔性銅錯体、例えば、［Ｚｎ

4Ｏ（ｂｄｃ）3］ｎ（「ｂｄｃ」はベンゼンジカルボキシレートとその誘導体を表す。）
（非特許文献１０参照）などの多孔性亜鉛錯体、例えば［Ｎｉ2（ｂｐｙ）（ＮＯ3）4］
ｎ（「ｂｐｙ」は４，４’－ビピリジンを表す。）（非特許文献１１参照）などの多孔性
ニッケル錯体、例えば［Ｃｏ（１，３，５－Ｈｂｔｃ）（ｐｙ）2・１．５ｐｙ）］ｎ（
「Ｈｂｔｃ」はベンゼントリカルボン酸を、「ｐｙ」はピリジンを表す。）（非特許文献
１２参照）などの多孔性コバルト錯体、多孔性クロム錯体、多孔性銀錯体などの周知ある
いは公知多孔性金属錯体が挙げられる。これら多孔性金属錯体は前処理されていてもよく
、また既に他の金属などの微粒子が担持されているものであってもよい。なお、多孔性錯
体について更に必要であれば、多孔性錯体に関するレビュー文献である下記非特許文献１
３および１４を参照されたい。
【００３５】
【非特許文献１０】Ｍ．Ｅｄｄａｏｕｄｉ，Ｊ．Ｋｉｍ，Ｎ．Ｒｏｓｉ，Ｄ．Ｖｏｄａｋ
，Ｊ．Ｗａｃｈｔｅｒ，Ｍ．Ｏ’Ｋｅｅｆｆｅ，Ｏ．Ｍ．Ｙａｇｈｉ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２００２，２９５，４６９．
【非特許文献１１】Ｘ．Ｚｈａｏ，Ｂ．Ｘｉａｏ，Ａ．Ｊ．Ｆｌｅｔｃｈｅｒ，Ｋ．Ｍ．
Ｔｏｍａｓ，Ｄ．Ｂｒａｄｓｈａｗ，Ｍ．Ｊ．Ｒｏｓｓｅｉｎｓｋｙ，Ｓｃｉｅｎｃｅ　
２００４，３０６，１０１２．
【非特許文献１２】Ｏ．Ｍ．Ｙａｇｈｉ，Ｇ．Ｌｉ，Ｈ．Ｌｉ，Ｎａｔｕｒｅ　１９９５
，３７８，７０３．
【非特許文献１３】Ｓ．Ｋｉｔａｇａｗａ，Ｒ．Ｋｉｔａｕｒａ，Ｓ．Ｉ，Ｎｏｒｏ，Ａ
ｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．２００４，４３，２３３４．
【非特許文献１４】Ｊ．Ｌ．Ｃ．Ｒｏｗｓｅｌｌ，Ｏ．Ｍ．Ｙａｇｈｉ，Ｍｉｃｒｏｐｏ
ｒｏｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　２００４，７３，３．
【００３６】
　炭素系物質としては、例えば活性炭、炭素繊維、カーボンブラック、黒鉛やナノポーラ
スカーボン、フラーレン、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン等のナノ構造を有
する炭素系材料などが挙げられる。なお、活性炭は塩基前処理がされているものでも、さ
れていないものでもよい。活性炭としては、例えば関西熱化学製ＭＳＰ－２０００などが
挙げられる。これら炭素系担体は比表面積が小さくても大きくてもよいが、比表面積（Ｂ
ＥＴ法）が通常２００ｍ2／ｇ以上、特に５００ｍ2／ｇ以上であることが好ましい。これ
ら炭素系物質についても既に他の金属などの微粒子が担持されているものであってもよい
。
【００３７】
　無機酸化物としては、例えば、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化銅、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化コバルト、酸化ジルコニウム、酸化マグネシウム、酸化ベリリウム、酸化ニッケル
、酸化クロム、酸化スカンジウム、酸化カドミウム、酸化インジウム、酸化スズ、酸化マ
ンガン、酸化バナジウム、酸化セリウム、酸化アルミニウム、酸化ケイ素などの単一金属
の金属酸化物；亜鉛、鉄、銅、ランタン、チタン、コバルト、ジルコニウム、マグネシウ
ム、ベリリウム、ニッケル、クロム、スカンジウム、カドミウム、インジウム、スズ、マ
ンガン、バナジウム、セリウム、アルミニウム、ケイ素などからなる群から選ばれる２種
以上の金属の複合酸化物、ゼオライト（例えば、ＺＳＭ－５等）、メソポーラスシリケー
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ト（例えば、ＭＣＭ－４１等）、粘土、珪藻土、軽石等の天然鉱物等を用いることができ
る。これらは、必要に応じて混合して用いることも可能である。これらの中で好ましいも
のとしては、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、マグネシア等の金属酸化物、シ
リカ・アルミナ、チタニア・シリカ、シリカ・マグネシア等の複合金属酸化物である。
【００３８】
　これら無機酸化物は、多孔性であってもなくてもよいが、多孔性のものが好ましく、比
表面積（ＢＥＴ法）が通常５０ｍ2／ｇ以上、特に１００ｍ2／ｇ以上であることがより好
ましい。また、無機酸化物は前処理されていても、されていなくてもよい。例えば好まし
く用いられるシリカ、アルミナなど無機酸化物は、水素還元後焼成されていても、されて
いなくてもよい。
【００３９】
　さらに金属硫化物としては、モリブデン、タングステン、鉄、ニッケル、コバルト、白
金、バナジウム、クロム、マンガン、アルミニウム等の硫化物を用いることができる。こ
の中でも、特に硫化モリブデン、硫化タングステン、硫化鉄、硫化ニッケル、硫化コバル
ト等が好ましい。金属硫化物についても前処理などについては、無機酸化物と同様である
。
【００４０】
　これら以外にも、ステンレススチール、鉄、銅、アルミニウムなどの金属微粉末、アル
ミニウム、ニッケル、コバルトなどの金属水酸化物やアルミニウム、コバルト、ニッケル
などの金属炭酸塩なども挙げられる。これらは前処理されていても、されていなくてもよ
いし、また他の金属微粒子が担持されたものでもよい。
【００４１】
　上記のとおり、本発明で用いられる担体は、活性化などの前処理がされていても、され
ていなくてもよく、また既に他の金属などの微粒子などが担持されているものであっても
よい。また、担体の形状は、昇華性の金前駆体と固相混合できる形状であればよく、また
使用する用途に応じ任意の形状でよく、特に限定されないが、通常粉体、顆粒、ペレット
、繊維状物などの形状のものが用いられる。また、担体の形態も、稠密体、多孔体、発泡
体、中空体、積層体など任意の形態であってよい。担体の大きさは、通常５ｎｍ～１ｍｍ
程度であることが好ましく、より好ましくは５０ｎｍ～０．１ｍｍ程度である。担体は、
昇華性の金前駆体と混合される前に、必要であれば加温または加熱下に真空乾燥などの減
圧処理を行い、水などの揮発性物質を除去しておくことが好ましい。
【００４２】
　本発明においては、上記したように昇華性の金前駆体と無機または有機担体とを固相混
合することにより、担体表面もしくは担体の細孔内部に金前駆体が担持される。このとき
、一般的には、混合に用いられた金前駆体の全量が担体表面もしくは担体の細孔内部に担
持される。勿論全量が担体表面に担持されなくてもよい。本発明で用いられる金前駆体は
、通常、常温で昇華性であることから、混合は一般的には室温でなされればよく、加熱、
冷却操作などは必要とされない。室温としては２０～３０℃程度であればよい。また、摩
砕もしくは物理混合は常圧下で行われればよく、加圧下または減圧下で行う必要はないが
、必要であれば本発明の目的が達成できる範囲での加圧下または減圧下で実施することを
、本発明は排除するものではない。本発明では固相混合時には、金前駆体と担体とを混合
装置に投入して混合がなされる。この混合操作は、ボールミルなど市販の混合装置、圧潰
装置を用いて行えばよい。小規模であればメノウ乳鉢などを用いてすり潰すようにして混
合を行えばよい。混合の際には、金前駆体および担体に圧力が加わるように混合が行われ
ればよく、圧力の大きさは特に限定されない。混合時間も使用する金前駆体や担体に応じ
、またどの程度の金担持量とするか、さらには混合時の温度、混合の形態、混合条件など
、種々の条件によって異なることから、特に限定されるものではないが、通常１または２
分程度以上であればよく、一般には５～６０分程度の混合で十分である。
【００４３】
　また昇華性の金前駆体は担体と混合される前に、昇華を促進させ、微細で均一粒径の微



(11) JP 4970120 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

粒子を担体表面に均一に分散・固定させる観点から、また混合時間を短くする観点から予
めできるだけ均一で細かい微粒子となるよう圧潰あるいは粉砕しておくことが好ましい。
圧潰あるいは粉砕は、市販の粉砕装置あるいは圧潰装置によればよい。小規模で行う場合
には、前記金前駆体と担体の混合と同様にメノウ乳鉢を用いて行えばよい。必要であれば
、昇華性の金前駆体の微粉砕が終了した後、粉砕された昇華性の金前駆体微粉を粉砕装置
から取り出すことなく、さらにこの装置に担体を投入し、引き続き同一装置で金前駆体と
担体との固相混合を行えば、より効率的に処理が行える。固相混合時の、金前駆体と担体
との使用割合は、金前駆体の種類、担体の素材、形態、目的とする担持量など種々の条件
によって異なるが、通常担体に対し金前駆体を０．０１～１０重量％程度用いればよい。
担体に対する金前駆体の量が多くなれば、必然的に担体の金担持量も多くなる。通常、担
体の金担持量が多くなると、結果として粒径の大きな金微粒子が形成される。このため、
担体に対する金前駆体の量を数重量％以下とすることが一般的には好ましい。一般的には
、金前駆体の量が少なくなればなるほど、より短時間の攪拌で、用いた金前駆体の全量が
担体に担持される。
【００４４】
　担体と昇華性金前駆体とを固相混合した後、金前駆体が担持された担体を還元処理する
ことにより、金前駆体を金微粒子に転換する。この金前駆体の還元方法、還元条件は、従
来知られた還元方法、還元条件の中から適宜選択すればよい。還元方法としては、例えば
、金前駆体を担持する前記固相混合後の担体を、還元性ガス雰囲気で処理する方法が好ま
しい方法の一つとして挙げられる。還元性ガス雰囲気とするためには、例えば水素、一酸
化炭素、アルコール等の還元性ガスの雰囲気にしてもよいし、これらの還元性ガスを窒素
、ヘリウム、アルゴン等の不活性ガスで希釈した混合ガス雰囲気としてもよい。混合ガス
とする際の水素ガスや一酸化炭素ガス等の濃度は、金前駆体の還元が行える濃度であれば
よく、処理温度やガス流量などによっても異なることから特に限定されるものではないが
、通常水素ガス、一酸化炭素ガス等の還元性ガスを１～２０容量％程度含むものとすれば
よい。処理温度は、処理時間、還元性ガスの種類、濃度、担体の材質によっても異なるこ
とから、特に限定されるものではないが、通常５０～１５０℃程度で行われればよい。ま
た還元処理は通常１０分～２４時間程度、好ましくは１～５時間程度である。この他、金
属前駆体の還元は、焼成還元法によって行われてもよい。焼成還元法では、例えば２００
～４００℃で１～５時間焼成が行われる。なお、高分子材料など耐熱温度が２００℃以下
の材料が担体材料として用いられている場合には、上記還元性ガス雰囲気で処理する方法
が好ましい。
【００４５】
　上記方法により、平均粒径２０ｎｍ以下の金ナノ粒子あるいは金クラスターが形成され
る。なお、平均粒径は、球状粒子の場合は直径、楕円形粒子の場合は、長径であり、例え
ば透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察から、粒子径分布を作り、平均値を求めたものである
。
【００４６】
　本発明の担体表面への金微粒子の分散・固定化方法においては、金の担持量は、０．０
０１～１０重量％であることが好ましく、より好ましくは０．０１～５重量％である。例
えば、金微粒子担持担体を触媒として用いる場合、金の担持量が０．００１重量％より少
ないと触媒の活性が低下するので好ましくなく、また金の担持量を１０重量％より多くし
ても、金を上記の範囲内で担持させた場合と比較して、触媒の活性の更なる向上が望めず
、金が無駄になるので好ましくない。
【００４７】
　本発明の方法によって得られた金ナノ粒子あるいは金クラスター担持担体は、低温ＣＯ
酸化、アルコールの酸化、プロピレンの気相一段エポキシ化、エポキシドやアミンのカル
ボニル化、低温水性ガスシフト反応、酸素と水素からの直接過酸化水素合成、炭化水素類
の部分酸化、ＮＯxの還元、水添触媒などの従来公知の金ナノ粒子あるいは金クラスター
が有用であるとして知られた種々の触媒やその他、センサー素子などとして優れた特性を
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有する。特に、本発明の金ナノ粒子あるいは金クラスター担持は、グルコースをグルコン
酸に酸化する際の酸化触媒として極めて優れた特性を有している。従来グルコースの酸化
触媒としてＣｅＯ2、ＴｉＯ2、活性炭、Ｒｏｓｓｉ活性炭（Ｍ．Ｃｏｍｍｏｔｔｉ，Ｃ．
Ｄ．Ｐｉｎａ，Ｒ．Ｍａｔａｒｒｅｓｅ，Ｍ．Ｒｏｓｓｉ，Ａ．Ｓｉａｎｉ，Ａｐｐｌ．
Ｃａｔａｌ．Ａ：Ｇｅｎｅｒａｌ　２００５，２９１，２０４－２０９参照）などが優れ
たものとして知られているが、本発明の金微粒子はこれら従来のものに比べ更に触媒活性
の高いものが得られる。また、本発明の金ナノ粒子あるいは金クラスター担持担体は、Ｃ
Ｏの酸化触媒としても優れた特性を有していることから、例えば、室内や自動車車内にお
ける空調装置（空気清浄機、エアコン、分煙機等）の空気浄化フィルター；火災防毒マス
クのフィルター；化学工場等で用いられる原料ガスからのＣＯ除去フィルター；自動車、
バイク等の排ガスからのＣＯ除去フィルター；燃料電池の燃料改質による水素製造プロセ
スにおけるＣＯ除去フィルター等に好適に用いられる。さらに、エタノール、フェネチル
アルコールなどのアルコール類の酸化触媒としても優れた特性を示す。
【００４８】
　また、本発明の方法で得られた金微粒子担持担体は、前記したように金の粒子径の違い
、担持量、担体の材質などの違いにより、薄いあるいは濃いなどの違いを含め、黄色、緑
色、青色、ピンク色、茶色、紫色、灰色などの種々の色に着色した微粉体として得られる
。このため、本発明において、製造条件を適宜設定することにより、所望の色をした着色
剤を調製することができる。得られた粒子は、耐久性に優れ、また化粧品、塗料、印刷イ
ンキ等各種製品の着色剤として優れた特性を有しており、各種用途の着色剤として好適に
用いられる。
【００４９】
［実施例］
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれによって何ら限定さ
れるものではない。なお、実施例１～５および実施例７の多孔性金属錯体は、下記非特許
文献１５に基づいて、実施例６の多孔性金属錯体は、下記非特許文献１６に基づいて、実
施例８の多孔性金属錯体は、下記非特許文献１７に基づいて合成された。
【００５０】
【非特許文献１５】Ｋｏｎｄｏ，Ｍ．ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅ
ｄ．１９９９，３８，１４０－１４３．
【非特許文献１６】Ｕｅｍｕｒａ，Ｔ．ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．
Ｅｄ．２００６，４５，４１１２．
【非特許文献１７】Ｓｅｋｉ，Ｋ．ａｎｄ　Ｍｏｒｉ，Ｗ．，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．
Ｂ　２００２，１０６，１３８０－１３８５．
【実施例１】
【００５１】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］n（孔径；４．０×６．０Å）へ
の金の担持（金担持量；０．５ｗｔ％）〕
　多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］n（孔径；４．０×６．０Å）を
予め１０５℃で５時間真空乾燥させた後、室温まで放冷した。ジメチル金アセチルアセト
ナート錯体１．６ｍｇをメノウ乳鉢ですりつぶし、これに多孔性金属錯体［Ｃｕ2（ｐｚ
ｄｃ）2（ｐｙｚ）］n（孔径；４．０×６．０Å）１８１ｍｇを加えて室温で２０分更に
すりつぶした。これを反応管に移し、水素還元（水素：５ｍＬ／ｍｉｎ、不活性ガス：４
５ｍＬ／ｍｉｎ、１２０℃、２時間）処理することにより青みどり色の金ナノ粒子担持多
孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、金ナノ粒子が密集して多孔性金属錯体表面上に分散・固定化
されており、１～３ｎｍ前後の金ナノ粒子が約５０％存在し、３ｎｍより大きな金ナノ粒
子も多数見られた（図１参照）。金ナノ粒子の粒子径をＴＥＭ写真から計測したところ、
平均粒子径は３．２ｎｍ、標準偏差は２．９であった。
【実施例２】
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【００５２】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］n（孔径；４．０×６．０Å）へ
の金の担持（金担持量；６．６ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体２６ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ
）2（ｐｙｚ）］n（孔径；６．０×８．４Å）２４８ｍｇを用いるほかは、実施例１と同
様にして紫色の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、５～１０ｎｍ程度の金ナノ粒子が密集して多孔性金属錯体表
面上に分散・固定化されていることが判明した（図２参照）。
【実施例３】
【００５３】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］ｎ（孔径；６．０×８．２Å）へ
の金の担持（金担持量；６．４ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体２６ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ
）2（ｂｐｙ）］n（孔径；６．０×８．４Å）２４８ｍｇを用いるほかは、実施例１と同
様にして紫色の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、一部３０ｎｍ前後の大きな金ナノ粒子が見られたが、ほとん
どが１～２ｎｍ前後の金クラスターが密集して多孔性金属錯体表面上に分散・固定化され
ていることが判明した（図３参照）。金ナノ粒子の粒子径をＴＥＭ写真から計測したとこ
ろ、平均粒子径は１．８ｎｍ、標準偏差は１．１であった。
【実施例４】
【００５４】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］n（孔径；６．０×８．２Å）へ
の金の担持（金担持量；１．０ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体５．０ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄ
ｃ）2（ｂｐｙ）］n（孔径；６．０×８．４Å）３０２ｍｇを用いるほかは、実施例１と
同様にして、うすい青色の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、１０ｎｍ以上の金ナノ粒子はほとんど観察されず、１～２ｎ
ｍ前後の金クラスターが密集して多孔性金属錯体表面上に分散・固定化されていることが
判明した（図４参照）。平均粒子径は１．５ｎｍ、標準偏差は０．４であった。
【実施例５】
【００５５】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］n（孔径；６．０×８．２Å）へ
の金の担持（金担持量；１ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体５．３ｍｇをアセトン０．３ｍＬに溶解し、これ
を多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］n（孔径６．０×８．４Å）３０
４ｍｇに加えるほかは、実施例１と同様にして、うすい青色の金ナノ粒子担持多孔性金属
錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、１～２ｎｍ前後の金クラスターが、密集して多孔性金属錯体
表面上に分散・固定化されていることが判明した（図５参照）。
【実施例６】
【００５６】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｄｐｅ）］n（孔径；１０×６．０Å）への
金の担持（金担持量；０．６ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体３．０ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄ
ｃ）2（ｄｐｅ）］n（孔径；１０×６．０Å）２８７ｍｇを用いるほかは、実施例１と同
様にして、うすい青みどり色の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、２～３ｎｍ前後の金ナノ粒子が密集して多孔性金属錯体表面
上に分散・固定化されていることが判明した（図６参照）。
【実施例７】
【００５７】
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〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｉａ）］n（孔径；１０×６．０Å）への
金の担持（金担持量；０．４ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体３．２ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｐｚｄ
ｃ）2（ｐｉａ）］n（孔径；１０×６．０Å）４０４ｍｇを用いるほかは、実施例１と同
様にして、みどり色（パステルグリーン）の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、１～３ｎｍ前後の金クラスターが密集して多孔性金属錯体表
面上に分散・固定化されていることが判明した（図７参照）。
【実施例８】
【００５８】
〔多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｂｐｄｃ）2（ＴＥＤ）］n（孔径；１０．５×１０．５Å
）への金の担持（金担持量；０．６ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体１．５ｍｇと多孔性金属錯体、［Ｃｕ2（ｂｐｄ
ｃ）2（ＴＥＤ）］n（孔径；１０．５×１０．５Å）１４５ｍｇを用いるほかは、実施例
１と同様にして、暗い灰緑色の金ナノ粒子担持多孔性金属錯体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、３～４ｎｍ前後の金ナノ粒子が密集して多孔性金属錯体表面
上に分散・固定化されていることが判明した（図８参照）。
【実施例９】
【００５９】
〔活性炭への金の担持（金担持量；１ｗｔ％）〕
　活性炭（関西熱化学製、比表面積；２３８０ｍ2／ｇ、細孔容積；１．１ｍＬ／ｇ、細
孔径；１．４ｎｍ、平均粒子径；９．８μｍ）２３９ｍｇとジメチル金アセチルアセトナ
ート錯体３．９ｍｇをメノウ乳鉢で室温で２０分固相混合した。これを反応管に移し、水
素還元（水素：５ｍＬ／ｍｉｎ、不活性ガス：４５ｍＬ／ｍｉｎ、１２０℃、２時間）処
理した。その後空気中、３００℃で４時間焼成することにより、黒色の金ナノ粒子担持活
性炭を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、２～５ｎｍ程度の金ナノ粒子が密集して活性炭表面上に分散
・固定化されていることが判明した（図９参照）。金ナノ粒子の粒子径をＴＥＭ写真から
計測したところ、平均粒子径は４．３ｎｍ、標準偏差は１．５であった。
【実施例１０】
【００６０】
〔活性炭への金の担持（金担持量；０．１ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体０．４ｍｇと活性炭２３７ｍｇを用いるほかは、
実施例９と同様にして、黒色の金ナノ粒子担持活性炭を得た。
【実施例１１】
【００６１】
〔活性炭への金の担持（金担持量；０．２ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体０．９ｍｇと活性炭２６４ｍｇを用いるほかは、
実施例９と同様にして、黒色の金ナノ粒子担持活性炭を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、２～４ｎｍ程度の金ナノ粒子が密集して活性炭表面上に分散
・固定化されていることが判明した（図１０参照）。
【実施例１２】
【００６２】
〔活性炭への金の担持（金担持量；０．３ｗｔ％）〕
　ジメチル金アセチルアセトナート錯体１．６ｍｇと活性炭３２１ｍｇを用いるほかは、
実施例９と同様にして、黒色の金ナノ粒子担持活性炭を得た。
【実施例１３】
【００６３】
〔活性炭への金の担持（金担持量；１ｗｔ％）〕
　活性炭（関西熱化学製、比表面積；２３８０ｍ2／ｇ、細孔容積；１．１ｍＬ／ｇ、細
孔径；１．４ｎｍ、平均粒子径；９．８μｍ）を１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液
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に浸漬、１日撹拌した。これを吸引濾過し、濾液のｐＨが１０以下になるまで洗浄し、７
０℃で１０時間乾燥させることにより、活性炭の塩基前処理を行った。ジメチル金アセチ
ルアセトナート錯体５．１ｍｇと塩基前処理をした活性炭３０４ｍｇを用いるほかは、実
施例９と同様にして、黒色の金ナノ粒子担持活性炭を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、２～４ｎｍ程度の金ナノ粒子が密集して活性炭表面上に分散
・固定化されていることが判明した（図１１参照）。金ナノ粒子の粒子径をＴＥＭ写真か
ら計測したところ、平均粒径は４．３ｎｍであった。
【実施例１４】
【００６４】
〔高分子への金の担持（金担持量；０．５ｗｔ％）〕
　ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）微粒子（粒径；２．６μｍ）３００ｍｇとジメチ
ル金アセチルアセトナート錯体２．５ｍｇを、メノウ乳鉢で室温で５分固相混合した。こ
れを反応管に移し、水素還元（水素：５ｍＬ／ｍｉｎ、不活性ガス：４５ｍＬ／ｍｉｎ、
８０℃、３時間）処理することにより、うすい灰色の金ナノ粒子をＰＭＭＡ微粒子上に担
持した。
　ＴＥＭで観察したところ、３～９ｎｍ程度の金ナノ粒子がＰＭＭＡ微粒子表面上に分散
・固定化されていることが判明した（図１２参照）。
【実施例１５】
【００６５】
〔高分子への金の担持（金担持量；０．５ｗｔ％）〕
　ポリアニリン（ＰＡＮＩ）微粒子（粒径；３～１００μｍ）５００ｍｇとジメチル金ア
セチルアセトナート錯体４．２ｍｇをメノウ乳鉢で室温で２０分固相混合した。これを反
応管に移し、水素還元（水素：５ｍＬ／ｍｉｎ、不活性ガス：４５ｍＬ／ｍｉｎ、１２０
℃、３．５時間）処理することにより、黒～黒緑色の金ナノ粒子をＰＡＮＩ微粒子上に担
持した。
　ＴＥＭで観察したところ、平均粒径６ｎｍの金ナノ粒子がＰＡＮＩ微粒子表面上に分散
・固定化されていることが判明した（図１３参照）。
【実施例１６】
【００６６】
〔無機酸化物（シリカ）への金微粒子の担持（金担持量；１．１ｗｔ％）〕
　予めメノウ乳鉢で粉砕し、１２５μｍ以下に分級したシリカ（触媒学会参照触媒　ＪＲ
Ｃ－ＳＩＯ－５、比表面積；１９２ｍ2／ｇ）３００ｍｇとジメチル金アセチルアセトナ
ート錯体５．０ｍｇを用いるほかは実施例９と同様に行って、薄いピンク色の金ナノ粒子
担持シリカ微粉体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、１０～３０ｎｍ程度の金ナノ粒子がシリカ微粒子表面上に分
散・固定化されていることが判明した（図１４参照）。
【実施例１７】
【００６７】
〔無機酸化物（アルミナ）への金微粒子の担持（金担持量；１．０ｗｔ％）〕
　予めメノウ乳鉢で粉砕し、１２５μｍ以下に分級したアルミナ（触媒学会参照触媒　Ｊ
ＲＣ－ＡＬＯ－５、比表面積；２３３ｍ2／ｇ）３００ｍｇとジメチル金アセチルアセト
ナート錯体５．０ｍｇを用いるほかは実施例１６と同様に行って、薄黄色の金ナノ粒子担
持アルミナ微粉体を得た。
　ＴＥＭで観察したところ、１５～２０ｎｍ程度の金ナノ粒子がアルミナ微粒子表面上に
分散・固定化されていることが判明した（図１５参照）。
【実施例１８】
【００６８】
〔無機酸化物（酸化ランタン）への金微粒子の担持（金担持量；１ｗｔ％）〕
　Ｌａ2Ｏ3を用い、水素還元を１００℃で行ったほかは実施例９と同様に行って、金ナノ
粒子担持酸化ランタン微粉末を得た。
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　ＴＥＭで観察したところ、１．１～４．０ｎｍ程度の金ナノ粒子がＰＭＭＡ微粒子表面
上に分散・固定化されていることが判明した。金ナノ粒子の粒子径をＴＥＭ写真から計測
したところ、平均粒径は１．６ｎｍであった。
【実施例１９】
【００６９】
〔活性炭担持金ナノ粒子の触媒特性１〕
　実施例９で調製した試料（１ｗｔ％金ナノ粒子担持活性炭）を用いて、水溶液中でのグ
ルコースの酸素酸化を行った。粉末試料を３０ｍｇ、金／グルコースのモル比を１：２０
０００として、グルコース濃度５重量％の水溶液に攪拌下、６０℃で、酸素を６０ｍＬ／
ｍｉｎでバブリングした。水溶液のｐＨを９．５に保つよう水酸化ナトリウム水溶液を随
時滴下し、水酸化ナトリウムの滴下量からグルコン酸の生成量を反応時間の関数として測
定した。その結果、７０分後に転化率９６％、反応量は１９１００ｍｏｌ／ｍｏｌＡｕと
なり、上記の金ナノ粒子担持活性炭は比較的低温でグルコースの酸素酸化に高い触媒活性
を有することが判明した。
【実施例２０】
【００７０】
〔活性炭担持金ナノ粒子の触媒特性２〕
　実施例１０の試料（０．１ｗｔ％金ナノ粒子担持活性炭）を用いるほかは、実施例１９
と同様にして、グルコースの酸素酸化を行ったところ、１２０分後に転化率８４％、反応
量１６８００ｍｏｌ／ｍｏｌＡｕとなり、金担持量が０．１重量％と少ない場合でも高い
触媒活性を有することが判明した。
【実施例２１】
【００７１】
〔活性炭担持金ナノ粒子の触媒特性３〕
　実施例１３の試料（１ｗｔ％金ナノ粒子担持塩基前処理活性炭）を用いるほかは、実施
例１９と同様にして、グルコースの酸素酸化を行ったところ、１００分後に転化率９０％
、反応量１７６００ｍｏｌ／ｍｏｌＡｕとなり、塩基前処理をした活性炭を担体に用いた
場合においても塩基処理を行わないものと同様の高い触媒活性を有することが判明した。
【実施例２２】
【００７２】
〔ＰＭＭＡ微粒子担持金ナノ粒子の触媒特性〕
　実施例１４で調製した試料（金ナノ粒子担持ＰＭＭＡ微粒子）を用いて、過酸化水素分
解反応を行った。すなわち、５ｗｔ％過酸化水素水１００ｍＬに試料０．１ｇを入れ、室
温で撹拌した。一定時間毎に反応液５ｍＬを採取し、これに水を加えて２００ｍＬとした
。撹拌しながらこれに濃硫酸５ｍＬを加え、フェロイン試薬３滴を落とした。この溶液を
０．１ｍｏｌ／Ｌ硫酸セリウム（IV）水溶液で残存する過酸化水素量を求めることにより
、過酸化水素分解率を算出した。６０分後に分解率３３％となった。
【実施例２３】
【００７３】
〔ＰＡＮＩ微粒子担持金ナノ粒子の触媒特性〕
　実施例１５で調製した試料（金ナノ粒子担持ＰＡＮＩ微粒子）を用いるほかは実施例２
２と同様にして、過酸化水素分解反応を行った。６０分後に分解率２５％となった。
【実施例２４】
【００７４】
〔無機酸化物（シリカ）担持金ナノ粒子の触媒特性（グルコース酸化）〕
　実施例１６で調製した試料（金ナノ粒子担持シリカ微粉体）を用いて、水溶液中でのグ
ルコースの酸素酸化を行った。金／グルコースのモル比を１：１６０００とした他は実施
例１９と同様に行った。その結果、６０分後に転化率５７％、反応量は９１００ｍｏｌ　
Ｇｌｕ／ｍｏｌ　Ａｕとなった。このことから、シリカ担持金ナノ粒子は比較的低温でグ
ルコースの酸素酸化に高い触媒活性を有することが判明した。
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【実施例２５】
【００７５】
〔無機酸化物（アルミナ）担持金ナノ粒子の触媒特性（グルコース酸化）〕
　実施例１７で調製した試料（金ナノ粒子担持アルミナ微粉体）を用いるほかは実施例２
４と同様にして、水溶液中でのグルコースの酸素酸化を行った。６０分後に転化率９３％
、反応量は１４９００ｍｏｌ／ｍｏｌＡｕとなった。このことから、アルミナ担持金ナノ
粒子は比較的低温でグルコースの酸素酸化に高い触媒活性を有することが判明した。
【実施例２６】
【００７６】
〔無機酸化物（酸化ランタン）担持金ナノ粒子の触媒特性（ＣＯ酸化）〕
　実施例１８で調製した試料１５０ｍｇをガラス製Ｕ字型反応管（内径１０ｍｍ）に充填
して触媒層を形成し、窒素と酸素の混合ガスを流通しながら触媒層の温度が２５０℃とな
るように電気炉で加温し、３０分間窒素と酸素の混合ガスを流通させた。ついで、２５℃
、６０℃、１１０℃の各測定温度で、ガス組成が一酸化炭素／酸素／窒素＝１／２０／７
９（ＣＯ容積１％）の混合ガスを毎分５０ｍＬの流量で反応管に流通させた。反応開始後
３０分の反応器出口ガスの分析をガスクロマトグラフィーにて行い、転化率を求めた。そ
の結果、一酸化炭素の転化率は２５℃で２７％、６０℃で５１％、８０℃で７１％、１１
０℃で８０％となった。
【実施例２７】
【００７７】
〔アルミナ：遊星型ボールミルを用いた摩砕混合（乾式）（金担持量　１ｗｔ％）〕
　ジルコニア（ＺｎＯ2）製４５ｍＬ容器に、５ｍｍφのボールを２０個入れ、アルミナ
（Ａｌ2Ｏ3（触媒学会　参照触媒ＡＬＯ－５））３．０ｇとジメチル金アセチルアセトナ
ート錯体５１ｍｇを加えた。蓋をし、遊星型ボールミル（ドイツ　フリッチュ社製　遊星
型ボールミルＰ－７）を用いて、回転数３５０ｒｐｍで１時間混合した。取り出した試料
を３００℃で空気中４時間焼成した。
【実施例２８】
【００７８】
〔グルコースの酸化〕
　実施例２７で調製した試料を用い、実施例１９と同条件でグルコース酸化を行った結果
、ＴＯＦ（Ｔｕｒｎｏｖｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ，Ａｕ　１ｍｏｌ、１時間当たりに反
応したグルコース反応モル数）は５９１００ｍｏｌ／ｍｏｌ・ｈ-1となった。
【実施例２９】
【００７９】
〔フェネチルアルコールの酸化〕
　実施例２７で調製した試料を用いて、無溶媒でのフェニチルアルコール（１－フェニル
エタノール）の酸素酸化を行った。粉末試料（触媒）を０．７６ｇ、フェネチルアルコー
ル３．０ｇ、モレキュラーシーブ４Ａ　０．３ｇを還流冷却管付き２口ナスフラスコに入
れ、１００℃で酸素を６０ｍＬ／ｍｉｎでバブリングしながら２時間加熱攪拌した。ｎ－
ペンタデカンを内部標準物質として用いて、ガスクロマトグラフィーにより収率を求めた
。その結果、アセトフェノンのみが収率５８％で得られ、アルコールの酸素酸化において
も触媒活性を有することが判明した。
【実施例３０】
【００８０】
〔エタノールの酸化〕
　実施例２７で調製した試料を用いて、水溶液中でのエタノールの酸素酸化を行った。粉
末試料（触媒）を０．５９ｇ、エタノール２．０ｇ、水４０ｇを１００ｍＬオートクレー
ブに入れた（エタノール／金＝１４００ｍｏｌ／ｍｏｌ）。酸素ガスで０．５ＭＰａまで
加圧し、１８０℃、回転数６５０ｒｐｍで４時間攪拌した。ガスクロマトグラフィーを用
い、外部標準法によりエタノールの転化率、アセトアルデヒド、酢酸の収率と選択率を求
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めた。その結果、エタノールの転化率は２６％、アセトアルデヒド収率５％、選択率２０
％、酢酸収率１９％、選択率７３％となり、目的とする酢酸を高い選択率で得ることがで
きた。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明の方法により製造された表面に金微粒子が分散・固定された担体（金微粒子担持
担体）は、酸化触媒、水添触媒、顔料、着色剤、導電剤、その他各種検出素子材料として
有用に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】図面代用写真であり、本発明の実施例１で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］nのＴＥＭ写真である。
【図２】図面代用写真であり、本発明の実施例２で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｙｚ）］nのＴＥＭ写真である。
【図３】図面代用写真であり、本発明の実施例３で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］ｎのＴＥＭ写真である。
【図４】図面代用写真であり、本発明の実施例４で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］nのＴＥＭ写真である。
【図５】図面代用写真であり、本発明の実施例５で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｂｐｙ）］nのＴＥＭ写真である。
【図６】図面代用写真であり、本発明の実施例６で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｄｐｅ）］nのＴＥＭ写真である。
【図７】図面代用写真であり、本発明の実施例７で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｐｚｄｃ）2（ｐｉａ）］nのＴＥＭ写真である。
【図８】図面代用写真であり、本発明の実施例８で得られた金ナノ粒子担持多孔性金属錯
体、［Ｃｕ2（ｂｐｄｃ）2（ＴＥＤ）］nのＴＥＭ写真である。
【図９】図面代用写真であり、本発明の実施例９で得られた金ナノ粒子担持活性炭のＴＥ
Ｍ写真である。
【図１０】図面代用写真であり、本発明の実施例１１で得られた金ナノ粒子担持活性炭の
ＴＥＭ写真である。
【図１１】図面代用写真であり、本発明の実施例１３で得られた金ナノ粒子担持活性炭の
ＴＥＭ写真である。
【図１２】図面代用写真であり、本発明の実施例１４で得られた金ナノ粒子担持高分子（
ＰＭＭＡ）のＴＥＭ写真である。
【図１３】図面代用写真であり、本発明の実施例１５で得られた金ナノ粒子担持高分子（
ポリアニリン）のＴＥＭ写真である。
【図１４】図面代用写真であり、本発明の実施例１６で得られた金ナノ粒子担持シリカの
ＴＥＭ写真である。
【図１５】図面代用写真であり、本発明の実施例１７で得られた金ナノ粒子担持アルミナ
のＴＥＭ写真である。
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