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(57)【要約】
【課題】低圧条件下において高収率でアンモニアを製造できる組成物、及び該組成物を用
いたアンモニア製造方法の提供。
【解決手段】（１）ルテニウム、ルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物、（
２）ランタノイドを含む化合物、並びに、（３）塩基性助触媒及び／又は多孔性金属錯体
を配合した組成物；前記ランタノイドを含む化合物は、ランタノイド酸化物であることが
好ましい；前記塩基性助触媒は、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物、アルカリ
土類金属酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物であることが好ましい；前記多孔性金属錯
体が、亜鉛、銅、マグネシウム、アルミニウム、マンガン、鉄、コバルト及びニッケルか
らなる群から選ばれる少なくとも１種の金属を有することが好ましい；前記組成物を触媒
として用いて、窒素と水素とを反応させてアンモニアを製造する方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
 （１）ルテニウム、ルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物、
 （２）ランタノイドを含む化合物、並びに、
 （３）塩基性助触媒及び／又は多孔性金属錯体
 を配合した組成物。
【請求項２】
　前記ランタノイドを含む化合物が、ランタノイド酸化物である、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記塩基性助触媒が、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属
酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物である、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記多孔性金属錯体が、亜鉛、銅、マグネシウム、アルミニウム、マンガン、鉄、コバ
ルト及びニッケルからなる群から選ばれる少なくとも１種の金属を有する、請求項１～３
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物を触媒として用い、窒素と水素とを反応さ
せてアンモニアを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は窒素と水素からアンモニアを合成するのに適した組成物及び該組成物を用いた
アンモニア製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アンモニアは、長きにわたり、鉄系触媒を用いたハーバーボッシュ法により製造されて
きた。しかしながらハーバーボッシュ法では、１５０気圧程度の高圧下で反応を行う必要
があるため、設備投資及び消費電力の増大、製造工程の煩雑化等の問題を有する。
【０００３】
　上記問題に対して、近年では、ルテニウム触媒を用いて１０気圧程度の低圧条件下でア
ンモニアを製造する方法が報告されている。この触媒を用いることにより、低圧条件下で
アンモニアが製造可能となるのみならず、一酸化炭素や水によるアンモニア合成阻害を低
減することも可能となり、アンモニア収率が向上する（非特許文献１～３）。
【０００４】
　ルテニウム触媒を用いるアンモニア製造では、ルテニウム触媒を担体に担持させたる場
合がある。ルテニウムを担持させる担体としては、触媒の担体として一般的なアルミナが
広く用いられている。最近では、アルミナに替えて希土類酸化物を担体として用いること
により、ルテニウムの使用量を低減でき、且つ、反応温度を低くできることが開示されて
いる（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－７９１７７号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】秋鹿研一、「触媒」、１９９６年、第３８巻、第４号、ｐ２８７－２９
２
【非特許文献２】秋鹿研一、「触媒」、１９９８年、第４０巻、第８号、ｐ５８８－５９
５
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【非特許文献３】秋鹿研一、「触媒」、２００３年、第４５巻、第１号、ｐ１７－１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のアンモニア製造方法では、より低圧条件下においてアンモニアを
製造する場合のアンモニア収率が十分なものではなかった。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、低圧条件下において高収率でアン
モニアを製造できる組成物、及び該組成物を用いたアンモニア製造方法を提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では以下の［１］～［４］の組成物及び［５］のアンモニア製造方法を提供する
。
［１］（１）ルテニウム、ルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物、
 （２）ランタノイドを含む化合物、並びに、
 （３）塩基性助触媒及び／又は多孔性金属錯体
 を配合した組成物。
［２］前記ランタノイドを含む化合物が、ランタノイド酸化物である［１］に記載の組成
物。
［３］前記塩基性助触媒が、アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類
金属酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物である、［１］又は［２］に記載の組成物。
［４］前記多孔性金属錯体が、亜鉛、銅、マグネシウム、アルミニウム、マンガン、鉄、
コバルト及びニッケルからなる群から選ばれる少なくとも１種の金属を有する、［１］～
［３］のいずれか一項に記載の組成物。
［５］［１］～［４］のいずれか一項に記載の組成物を触媒として用い、窒素と水素とを
反応させてアンモニアを製造する方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、低圧条件下においても高収率でアンモニアを製造することができる。
また、低圧条件下においてアンモニアを製造することができることから、コンプレッサー
などの加圧装置が不要となり、設備投資だけでなく電力消費量を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例で用いたアンモニア製造装置を示す模式図である。
【図２】実施例のアンモニアサンプリング方法を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［組成物］
　本発明の第一の態様の組成物は、
（１）ルテニウム、ルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物、
（２）ランタノイドを含む化合物、並びに、
（３）塩基性助触媒及び／又は多孔性金属錯体を配合したものである。
　当該組成物は、アンモニアの製造において触媒として好適に用いることができる。
　以下、各成分を順に説明する。以下、配合成分をそれぞれ、「成分（１）」、「成分（
２）」、「成分（３）」という。
【００１３】
（１）ルテニウム、ルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物
　本発明の組成物において、成分（１）はアンモニア製造における触媒として機能しうる
。
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　成分（１）がルテニウムを含む合金である場合、ルテニウム以外の金属元素としては、
ルテニウムと共晶又は固溶体となりうるものであれば特に限定されるものではないが、ア
ンモニア合成反応性を有し、触媒能を向上できることから、鉄、モリブデン及びニッケル
からなる群から選ばれる少なくとも1種が好ましく、アンモニア合成に工業的に用いられ
ている点から鉄がより好ましい。
【００１４】
　ルテニウムを含む合金は、ルテニウム以外の金属元素を１種のみ含んでいてもよく、２
種以上含んでいてもよい。また、ルテニウム及びルテニウム以外の金属元素に加えて、さ
らに炭素、ケイ素等の非金属元素を含んでいてもよい。
【００１５】
　成分（１）がルテニウムを含む化合物である場合、該化合物がルテニウム以外に含む配
位子としては特に限定されるものではなく、中性配位子であってもイオン性配位子であっ
てもよい。
【００１６】
　ルテニウムを含む化合物として具体的には、塩化ルテニウム、ルテニウムアセチルアセ
トナート、ルテニウムシアン酸カリウム、ルテニウム酸ナトリウム、ルテニウム酸カリウ
ム、酸化ルテニウム、ドデカカルボニル三ルテニウム、硝酸ルテニウム等が挙げられる。
【００１７】
　成分（１）としては、ルテニウム、ルテニウムを含む合金、ルテニウムを含む化合物の
いずれか１種のみを用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１８】
　成分（１）がルテニウムを含む合金又はルテニウムを含む化合物である場合、該合金又
は該化合物中のルテニウムの含有割合は１質量％～９９質量％であることが好ましく、反
応性を確保しやすいことから５０質量％～９５質量％であることがより好ましい。
【００１９】
　組成物中の成分（１）の配合割合は、良好な触媒能を奏しうる割合であれば特に限定さ
れるものではないが、０．０１～１５質量％であることが好ましく、０．１～１３質量％
であることがより好ましく１～１０質量％であることがさらに好ましい。
　また、成分（１）がルテニウムである場合、ルテニウムの配合割合は、０．００５～１
５質量％であることが好ましく、０．０５～１３質量％であることがより好ましく０．５
～１０質量％であることがさらに好ましい。
【００２０】
　また、成分（１）と後述する成分（２）との合計に対する、成分（１）の配合割合は、
０．１～１５質量％であることが好ましく、１～１０質量％であることがより好ましい。
０．１質量％以上とすることにより良好な触媒活性を得ることができ、１５質量％以下と
することにより触媒活性とコストとのバランスを取ることができる。
【００２１】
（２）ランタノイドを含む化合物
　本発明の組成物において、成分（２）は前記成分（１）を担持する単体として機能しう
る。ランタノイドを含む化合物としては特に限定されるものではなく、１５種のランタノ
イドのいずれを含む化合物であってもよい。
　なかでも、ランタノイドとしてランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリ
ウム、ガドリニウム、ジスプロシウムのいずれかを含む化合物であることが好ましく、強
塩基性であるためルテニウムへの電子供給及びアンモニア合成が良好となることから、ラ
ンタン、セリウム、プラセオジムがより好ましい。
【００２２】
　また、ランタノイドを含む化合物としては、ランタノイド酸化物、ランタノイド硫化物
、ランタノイド水酸化物、ランタノイド硫酸塩等のランタノイドと第１６族元素（カルコ
ゲン）とを含む化合物；
　ランタノイド塩化物等のランタノイドと第１７族元素（ハロゲン）とを含む化合物等が
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挙げられ、
　成分（１）を良好に担持できることから、ランタノイド酸化物が好ましい。即ち、成分
（２）としては、ランタン酸化物、セリウム酸化物又はプラセオジム酸化物が好ましい。
【００２３】
　成分（２）としては、市販のものを用いてもよく、製造してもよい。ランタノイド酸化
物である成分（２）を製造する場合、例えば、アルカリ溶液に市販のランタノイド化合物
（ランタノイド硝酸塩、ランタノイド硝酸塩の水和物等）を分散し、沈殿法により固形物
を得た後、得られた固形物を焼成することにより製造できる。このようにして得られたラ
ンタノイド酸化物は、結晶構造が安定しているため、良好に成分（１）を担持可能となる
。
【００２４】
　アルカリ溶液としては５～５０質量％、より好ましくは１５～３５質量％のアンモニア
水が好ましい。
　固形物は、沈殿物をろ過することにより得ることができる。
　焼成は、２５０～９００℃、より好ましくは３００～７５０℃で行うことができる。ま
た、該焼成前に、焼成より低温での仮焼成を行ってもよい。仮焼成の温度は、２００～４
００℃（但し、焼成より低温）が好ましい。
【００２５】
　組成物中の成分（２）の配合割合は、成分（１）を良好に担持しうる割合であれば特に
限定されるものではないが、４０～９９．９８質量％であることが好ましく、５０～９９
．８質量％であることがより好ましく７０～９８質量％であることがさらに好ましい。
【００２６】
（３）塩基性助触媒及び／又は多孔性金属錯体
　本発明の組成物において、成分（３）は、成分（１）による触媒効率を向上させるため
に用いられるものである。成分（３）としては、塩基性助触媒のみを用いてもよく、多孔
性金属錯体のみを用いてもよく、両者を組み合わせて用いてもよい。
【００２７】
　本発明において塩基性助触媒とは、電子供与性を有し、且つ、成分（１）と成分（２）
と共に用いることにより触媒能を促進しうるものをいう。成分（３）は成分（１）のルテ
ニウムに電子を供与することで反応を促進することができる。
【００２８】
　塩基性助触媒としては特に限定されるものではないが、
　アルカリ金属を含む化合物及びアルカリ土類金属を含む化合物が好ましく、
　アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属酸化物及びアルカリ土
類金属水酸化物がより好ましく、
　アルカリ金属酸化物及びアルカリ金属水酸化物がより好ましい。
【００２９】
　アルカリ金属酸化物、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属酸化物及びアルカリ土
類金属水酸化物の原料として用いることのできる前駆体として具体的には、アルカリ金属
及びアルカリ土類金属の硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩等が挙げられる。
【００３０】
　アルカリ金属及びアルカリ土類金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビ
ジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウ
ムが好ましく、成分（１）への電子供与性に優れることから、ナトリウム、カリウム、ル
ビジウム及びセシウムがより好ましく、セシウムが更に好ましい。
【００３１】
　多孔性金属錯体としては特に限定されるものではなく、担体等の機能性材料として通常
用いられるものを適宜選択することができる。成分（３）として多孔性金属錯体を用いる
ことにより、多孔性金属錯体中に取り込まれたガスが、成分（１）による触媒効率を向上
させうる。



(6) JP 2013-111562 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

【００３２】
　多孔性金属錯体としては例えば、文献１（Ｌｏｗら、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅ
ｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｒｙ」、２００９年、１３１号、ｐ．１５
８３４－１５８４２）や、文献２（Ｓｃｈｒｏｄｅｒら、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍ
ｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｒｙ」、２００８年、１３０号、ｐ．６
１１９－６１３０）に記載のものを用いることができる。
【００３３】
　なかでも、亜鉛、銅、マグネシウム、アルミニウム、マンガン、鉄、コバルト及びニッ
ケルからなる群から選ばれる少なくとも１種の金属を有するものが好ましく、耐アンモニ
ア性が確保しやすいと推測されることから、以下に示すものがより好ましい。
　ＨＫＵＳＴ－１
（Ｃｕ３（Ｂｅｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ）２（Ｈ２Ｏ）３を表す。）、
　Ｃｒ－ＭＩＬ－１０１
（Ｃｒ３Ｆ（Ｈ２Ｏ）Ｏ（Ｂｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ）３・ｎＨ２Ｏを
表す。）、
　Ａｌ－ＭＩＬ－１１０
（Ａｌ８（ＯＨ）１２｛（ＯＨ）３（Ｈ２Ｏ）３（Ｂｅｎｚｅｎｅｔｒｉｃａｒｂｏｘｙ
ｌａｔｅ）３・ｎＨ２Ｏを表す。）、
　Ｚｎ－ＭＯＦ－７４
（Ｚｎ２（ＤｉｏｘｉｄｏＢｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ）を表す。）、
　Ａｌ－ＭＩＬ－５３
（Ａｌ（ＯＨ）（Ｂｅｎｚｅｎｅｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ）を表す。）、
　Ａｌ－ＢＴＢ
（Ａｌ［ｂｅｎｚｅｎｅ－１，３，５－ｔｒｉｓ（ｐｈｅｎｙｌｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ
）］を表す。）、
　ＺＩＦ－８
（Ｚｎ（２－Ｍｅｔｈｙｌｉｍｉｄａｚｏｌａｔｅ）２・（Ｎ，Ｎ－ｄｉｍｅｔｈｙｌｆ
ｏｒｍａｍｉｄｅ）・（Ｈ２Ｏ）３を表す。）、
　ＺＩＦ－９０
（［Ｚｎ（ＩＣＡ）２］ｎ、Ｍｇ（ＨＣＯＯ）２を表す。）。
　これらの中でも、３５０～４００℃で安定して高活性を有することから、Ａｌ－ＢＴＢ
がさらに好ましい。
　なお、上記の「ＩＣＡ」は「イミダゾレートー２－カルボキシアルデヒド」を表す。
【００３４】
　組成物中の成分（３）の配合割合は特に限定されるものではないが、０．０１～１５質
量％であることが好ましく、０．１～１３質量％であることがより好ましく１～１０質量
％であることがさらに好ましい。
【００３５】
　本発明の組成物は、成分（１）～（３）以外のその他の成分が配合されたものであって
もよい。その他の成分としては、本発明の効果を損なわないものであれば特に限定される
ものではない。
【００３６】
　本発明において、成分（１）～（３）を配合して組成物を調製する方法は特に限定され
るものではないが、アンモニア製造触媒として用いる組成物（以下、「触媒組成物」とい
うことがある。）を調製する場合の一例としては
（ｉ）成分（２）に成分（１）を担持させる工程、及び、
（ｉｉ）前記工程（ｉ）の生成物に、さらに成分（３）を配合し、触媒組成物を製造する
工程、とを有する調製方法が挙げられる。
　以下、各工程を説明する。
【００３７】
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（工程（ｉ））
　成分（２）に成分（１）を担持させる方法は特に限定されるものではないが、溶媒又は
水中に成分（１）を分散させた後、成分（２）を添加することにより担持させる方法（含
浸法）により行うことができる。
【００３８】
　溶媒としては特に限定されるものではないが、アセトン、テトラヒドロフラン等の極性
溶媒、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒等が挙げられる。
【００３９】
　成分（２）の添加後、必要に応じて、混合液の攪拌、溶媒又は水の留去、得られた生成
物の乾燥等を行うことができる。
【００４０】
　また、成分（１）として用いるルテニウムがルテニウムを含む化合物である場合、該化
合物に含まれる陰イオン又は配位子は、工程（ｉｉ）開始前に予め除去されることが好ま
しい。陰イオン又は配位子の除去は例えば、真空条件下又はＨｅ等の不活性ガスの存在下
で、加熱処理することにより行うことができる。加熱は５０～６００℃、好ましくは１５
０～５５０℃で、０．５～２０時間行うことが好ましい。
【００４１】
（工程（ｉｉ））
・塩基性助触媒
　成分（３）として塩基性助触媒を用いる場合、例えば、塩基性助触媒水溶液に工程（ｉ
）で得られた生成物を添加し、塩基性助触媒を含浸させる含浸法により触媒組成物を調製
することができる。
【００４２】
　塩基性助触媒の添加後、必要に応じて、混合液の攪拌、水の留去、得られた生成物の乾
燥等を行うことができる。
【００４３】
　塩基性助触媒の添加量は、成分（１）に対する原子比が０．０１～２０質量％となる量
であることが好ましい。上記下限値以上とすることにより触媒活性を特に向上させること
ができ、上記上限値以下とすることにより、過度の塩基性助触媒の存在による触媒活性の
低下を防ぐことができる。
【００４４】
　また、塩基性助触媒としてアルカリ金属を含む化合物又はアルカリ土類金属を含む化合
物を用いる場合、該化合物に含まれる陰イオン又は配位子を除去することが好ましい。配
位子の除去は前記ルテニウム化合物に含まれる陰イオン又は配位子の除去と同様に行うこ
とができる。
【００４５】
・多孔性金属錯体
　成分（３）として多孔性金属錯体を用いる場合、例えば、工程（ｉ）で得られた生成物
と、多孔性金属錯体とを物理混合により複合化する方法により触媒組成物を調製すること
ができる。物理混合の方法としては、乳鉢による混合、ボールミルによる混合等、公知の
方法を用いることができる。
【００４６】
　上記の様にして調製された触媒組成物に対して、さらに水素還元反応を行ってもよい。
触媒であるルテニウムを金属状態に還元することにより、触媒能が向上する。水素還元反
応は１００～７００℃、好ましくは３００～６００℃において、水素含有雰囲気中で０．
５～２０時間行うことが好ましい。
【００４７】
　なお、組成物の調製方法は上記方法に限定されるものではなく、例えば、含浸法により
成分（２）に塩基性助触媒を含浸させた後に、含浸法によりさらに成分（１）を含浸させ
てもよい。
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　また、触媒組成物が塩基性助触媒と多孔性金属錯体との両者を配合したものである場合
、工程（ｉ）の後、工程（ｉｉ）開始前に多孔性金属錯体と工程（ｉ）の生成物とを物理
混合し、その後塩基性助触媒を含浸させてもよく、工程（ｉｉ）において塩基性助触媒を
含浸させた後に、多孔性金属錯体を物理混合してもよい。
【００４８】
［アンモニア製造方法］
　本発明の第二の態様のアンモニア製造方法は、上記第一の態様の組成物を触媒として用
いるものである。
　アンモニアの製造方法は特に限定されるものではないが、例えば、第一の態様の組成物
が充填された反応容器内に、水素ガスと窒素ガスとからなる原料ガスを供給することによ
りアンモニアを製造することができる。
【００４９】
　第一の態様の組成物は、予め粉砕、成型、整粒等を行った後にアンモニアの製造に用い
てもよい。
【００５０】
　反応温度は、２００℃～６００℃が好ましく、２５０℃～５００℃がより好ましく、３
００℃～４５０℃がさらに好ましい。本発明のアンモニア製造方法においては、第一の態
様の組成物を用いることにより反応容器内が低圧条件下であってもアンモニアを高収率で
製造することができる。そのため、反応容器内の圧力は、低圧である１～２０気圧が好ま
しく、１～１０気圧がより好ましく、１～５気圧がさらに好ましい。
【実施例】
【００５１】
　以下に実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【００５２】
　本実施例にて用いる反応装置について以下説明する。
　アンモニア製造装置として、図１に示される固定床流通式装置を用いた。常圧実験の際
には、内径７ｍｍの石英製のリアクターを使用した。
　アンモニア製造の前処理として、検討に用いる組成物（触媒）をリアクターに充填し、
５００℃、１時間の水素還元を行った。続けて、Ａｒパージを行いながら反応温度である
３１０℃まで降温させ、温度が安定したところで反応ガスの供給を開始し、３５０℃まで
昇温した。反応ガスはＮ２／Ｈ２＝１／３（ＳＶ＝１８０００ｍｌ／（ｈ・ｇ））とした
。反応式は下に示す通りである。
　Ｎ２＋３Ｈ２→２ＮＨ３

【００５３】
（反応条件）
　触媒量：０．２ｇ
　活性化処理条件：Ｈ２流通下，１０ｍｌ／ｍｉｎ，５００℃，１ｈ．
　反応温度：３５０℃
　反応圧：０．１ＭＰａ（１気圧）
　反応ガス：Ｎ２１５ｍｌ／分，Ｈ２４５ｍｌ／分
【００５４】
　反応温度は３５０℃とし、３０分間のサンプリングを行った。アンモニアのサンプリン
グ方法の模式図を図２に示す。反応菅の出口ガス（アンモニア、水素、窒素）をアンモニ
アトラップとして０．００１Ｍまたは０．０１Ｍ硫酸溶液に通し、アンモニアのみを捕集
した。このときの反応式は下に示す通りである。
　２ＮＨ３＋Ｈ２ＳＯ４→２ＮＨ４

＋＋ＳＯ４
２－

【００５５】
　反応菅の出口ガス中のアンモニアとトラップの硫酸溶液から、アンモニウムイオンと硫
酸イオンが生成する。この反応での電気伝導度の減少をモニターし、触媒のアンモニア合
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成への活性を測定した。
【００５６】
　さらに、電気伝導度値より計算を行ったアンモニア収率の確認として、イオンクロマト
グラフィーでアンモニア濃度を測定した。イオンクロマトグラフィーには、アンモニア合
成の各温度で捕集したアンモニアトラップ硫酸溶液を分取し、測定を行った。
【００５７】
（イオンクロマトグラフィー分析条件）
　カラム：ＳｈｏｄｅｘＩＣ　ＹＫ－４２１
　カラムサイズ：内径４．６ｍｍ，長さ１２５ｍｍ
　充填剤：シリカゲルにカルボキシル基を持つポリマーを被覆した弱酸性の陽イオン交換
体
　溶離液：４ｍｍｏｌ／ｌリン酸溶液
【００５８】
　なお，アンモニア収率の計算には窒素原子を内部標準として用いた．計算式は次式の通
りである．
【００５９】
【数１】

【００６０】
＜調製例１－１＞
　５００ｍＬビーカー中で、０．１ｍｏｌ相当のＰｒ（ＮＯ３）３・６Ｈ２Ｏ（関東化学
社製）を計り取り、イオン交換水４００ｍＬを加え攪拌し溶解した。また、別の１Ｌビー
カーに２５％アンモニア水２００ｍＬを入れ、スターラーにて攪拌した。そして、マイク
ロチューブポンプを用い、上記硝酸塩水溶液を上記２５％アンモニア水に約４時間程度で
滴下した後、一晩攪拌を続けた。その後、イオン交換水で濾過洗浄を繰り返した。得られ
た固形物は乾燥機での７０℃、１２時間以上の乾燥、排気焼成炉での大気中３００℃、３
時間の仮焼成を経て、冷却後に乳鉢で粉砕した。さらにマッフル炉にて７００℃、３時間
、大気中で本焼成し、Ｐｒ６Ｏ１１を得た。
【００６１】
＜調製例１－２＞
　５００ｍＬビーカー中で、０．１ｍｏｌ相当のＣｅ（ＮＯ３）３・６Ｈ２Ｏ（関東化学
社製）を計り取り、イオン交換水４００ｍＬを加え攪拌し溶解した。また，別の１Ｌビー
カーに２５％アンモニア水２００ｍＬを入れ、スターラーにて攪拌した。そして、マイク
ロチューブポンプを用い、上記硝酸塩水溶液を上記２５％アンモニア水に約４時間程度で
滴下した後、一晩攪拌を続けた。その後、イオン交換水で濾過洗浄を繰り返した。得られ
た固形物は乾燥機での７０℃、１２時間以上の乾燥、排気焼成炉での大気中３００℃、３
時間の仮焼成を経て、冷却後に乳鉢で粉砕した。さらにマッフル炉にて７００℃、３時間
、大気中で本焼成し、ＣｅＯ２を得た。
【００６２】
＜調製例１－３＞
　５００ｍＬビーカー中で、０．１ｍｏｌ相当のＬａ（ＮＯ３）３・６Ｈ２Ｏ（関東化学
社製）を計り取り、イオン交換水４００ｍＬを加え攪拌し溶解した。また，別の１Ｌビー
カーに２５％アンモニア水２００ｍＬを入れ、スターラーにて攪拌した。そして、マイク
ロチューブポンプを用い、上記硝酸塩水溶液を上記２５％アンモニア水に約４時間程度で
滴下した後、一晩攪拌を続けた。その後、イオン交換水で濾過洗浄を繰り返した。得られ
た固形物は乾燥機での７０℃、１２時間以上の乾燥、排気焼成炉での大気中３００℃、３
時間の仮焼成を経て、冷却後に乳鉢で粉砕した。さらにマッフル炉にて７００℃、３時間
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、大気中で本焼成し、Ｌａ２Ｏ３を得た。
【００６３】
＜調製例２－１＞
　Ｒｕ３（ＣＯ）１２（和光純薬工業社製）５６５ｍｇ（０．８８ｍｍｏｌ）をナスフラ
スコにいれ、２００ｍｌのテトラヒドロフランに溶解させた後に、上記＜調製例１－１＞
で得られた担体（Ｐｒ６Ｏ１１）５．０ｍｇ（４．９ｍｍｏｌ）を加え、１２時間常温で
マグネットスターラーで攪拌した。その後，ロータリーエバポレーターを使用して溶媒を
加熱除去した．このとき温浴の温度は７０℃まで徐々に上げた．得られた固形物はナスフ
ラスコから焼成皿に移して７０℃の乾燥機で１日乾燥させた後、パイレックス（登録商標
）ガラス（コーニング社製）のボートに入れ，Ｈｅ流通下の横型管状炉内で３５０℃，５
時間加熱処理することで，ルテニウム化合物の配位子を除去した。このような手順で得ら
れた生成物は、ルテニウムを５質量％担持した５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１であった。
【００６４】
＜調製例２－２＞
　＜調製例１－１＞で得られた担体に替えて、＜調製例１－２＞で得られた担体（ＣｅＯ

２）５．０ｇ（２９ｍｍｏｌ）を用いた以外は上記＜調製例２－１＞と同様にして、ルテ
ニウムを５質量％担持した５質量％Ｒｕ／ＣｅＯ２を調製した。
【００６５】
＜調製例２－３＞
　＜調製例１－１＞で得られた担体に替えて、＜調製例１－３＞で得られた担体（Ｌａ２

Ｏ３）５．０ｇ（１５ｍｍｏｌ）を用いた以外は上記＜調製例２－１＞と同様にして、ル
テニウムを５質量％担持した５質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３を調製した。
【００６６】
＜調製例２－４＞
　担体には＜調製例１－３＞に準じて調製したＬａ２Ｏ３を用いた。
　Ｒｕ３Ｃｌ３のｎ水和物を１５７ｍｇ、ポリビニルピロリドン６６６．６ｍｇ、エチレ
ングリコール２９０ｍｌを、アルゴン雰囲気下２３℃にて５分間かけて攪拌した。２３℃
で３０分、２２０℃で２時間攪拌した後、冷却、ろ別し、エタノール、アセトン、ジエチ
ルエーテル、水で洗浄してＲｕナノ粒子を得た。
　得られたＲｕナノ粒子８６９ｍｇを４０ｍｌエタノールに溶解し、Ｌａ２Ｏ３　２．０
ｇを加えて５分間超音波照射をした。水浴上でメタノールを蒸発させてＲｕナノ粒子担持
触媒２．５４ｇを得た。
　元素分析をＩＣＰ－ＡＥＳ（ＩＣＰＥ－９０００、島津製作所社製）にて行ったところ
、３．０質量％のＲｕが担持されていることが判明した。以下、該触媒を３．０質量％Ｒ
ｕ／Ｌａ２Ｏ３と呼称することがある。
【００６７】
＜調製例２－５＞
　担体には＜調製例１－３＞に準じて調製したＬａ２Ｏ３を用いた。
　ＲｕＣｌ３のｎ水和物を３１３ｍｇ、Ｆｅ［Ｃ３Ｈ８Ｏ２］３を４３ｍｇ、ポリビニル
ピロリドン２６６ｍｇ、水酸化ナトリウム１０ｍｇ、エチレングリコール３００ｍｌをナ
スフラスコに入れ、アルゴン雰囲気下１４０℃まで加熱攪拌した。水素化ホウ素ナトリウ
ム４５４ｍｇを添加した後、１８０℃まで昇温し、１２０分間攪拌した。冷却、濾別し、
エタノール、アセトン、ジエチルエーテル、水で洗浄して、ＲｕＦｅナノ粒子を２３０ｍ
ｇ得た。
　得られたＲｕＦｅナノ粒子１，０５０ｍｇを４０ｍｌメタノールに溶解し、Ｌａ２Ｏ３

　２．０ｇを加えて５分間超音波照射をした。水浴上でメタノールを蒸発させて、ＲｕＦ
ｅナノ合金担持触媒２．３８ｇを得た。
　元素分析をＩＣＰ－ＡＥＳにて行ったところ、４．７質量％のＲｕ及び０．３質量％の
Ｆｅが担持されていることが判明した。以下、該触媒を４．７質量％Ｒｕ―０．３質量％
Ｆｅ／Ｌａ２Ｏ３と呼称することがある。
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【００６８】
＜調製例２－６＞
　担体には＜調製例１－３＞に準じて調製したＬａ２Ｏ３を用いた。
　ＲｕＣｌ３のｎ水和物５６４ｍｇ、Ｎｉ（ＣＨ３ＣＯ２）２６０ｍｇ、ポリビニルピロ
リドン１，３３３ｍｇ、エチレングリコール２００ｍｌを、ナスフラスコに入れ、アルゴ
ン雰囲気下１７０℃まで加熱し、１５分間攪拌した。冷却、濾別し、エタノール、アセト
ン、ジエチルエーテル、水で洗浄して、ＲｕＮｉナノ粒子を８００ｍｇ得た。作製したＲ
ｕＮｉナノ粒子８００ｍｇを４０ｍｌメタノールに溶解し、Ｌａ２Ｏ３　１．４ｇを加え
て５分間超音波照射をした。水浴上でメタノールを蒸発させて、ＲｕＮｉナノ合金担持触
媒を１．４２ｇ得た。
　元素分析をＩＣＰ－ＡＥＳにて行ったところ、４．３質量％のＲｕ及び０．１質量％の
Ｎｉが担持されていることが判明した。以下、該触媒を４．３質量％Ｒｕ―０．１質量％
Ｎｉ／Ｌａ２Ｏ３と呼称することがある。
【００６９】
＜参考例１～２、比較例１＞
　表１に示す触媒を用い、上述した方法により３５０℃でのアンモニア合成活性（単位：
％。Ｒｕ　１ｇあたりの合成収率）を測定し、アンモニア収率を算出した。結果を表１に
示す。なお、触媒は、乳鉢で充分に粉砕，混合し，ディスク成型にした後，再度，粉砕し
て２５０～５００μｍに整粒して用いた。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　上記結果から、Ｒｕに、Ｆｅ、Ｎｉのような卑金属を少量合金化し、ランタノイド担体
に担持させた参考例１～２の触媒は、Ｒｕ単独でランタノイド担体に担持させた比較例１
の触媒に比べて、アンモニア合成活性が高まり、常圧においても高収率でアンモニアを製
造できることがわかった。
【００７２】
＜実施例１＞
　Ａｌ－ＢＴＢと、上記＜調製例２－１＞で得られた５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とを、
質量比１：９で乳鉢を用いて物理混合した。このような手順でＡｌ－ＢＴＢ＋５質量％Ｒ
ｕ／Ｐｒ６Ｏ１１を得た。得られた触媒を用いて、上述した方法によりアンモニアを製造
し、アンモニア収率を算出したところ、０．１５％であった。結果を表２に示す。
　なお、触媒は、参考例１～２等と同様に粉砕、混合、成型、再粉砕、整粒した後に用い
た。以下の実施例２～１０及び比較例２も同様である。
【００７３】
＜実施例２＞
　以下の手順で、５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１＜調製例２－１＞にアルカリ金属酸化物を
配合した触媒を調製した。なお，触媒中のアルカリ金属とルテニウムの原子比は１．０と
なるようにした．
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れ、アルカリ金属酸化物の前駆体である
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ＣｓＮＯ３（関東化学社製）を１９３ｍｇ（０．９９ｍｍｏｌ）加えてマグネットスター
ラーで撹拌し，溶解させた。
　その後，上記＜調製例２－１＞で得られた５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１を２．０ｍｇ（
Ｒｕ：０．９９ｍｍｏｌ）加えて常温で１２時間撹拌した。その後、ホットスターラ―上
で加熱攪拌により水分を蒸発させ、ペースト状になったものを７０℃の乾燥機で充分に乾
燥させ、乳鉢で粉砕混合した。
　その後、パイレックス（登録商標）ガラス（コーニング社製）のボートにいれ、横型管
状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃、１時間加熱処理することで、アルカリ金属酸化
物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得た。
　このような手順で得られた生成物は、Ｃｓ及び５質量％のルテニウムを担持したＣｓ／
５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１であった。得られた生成物を触媒としてを用いて、上述した
方法によりアンモニアを製造し、アンモニア収率を算出したところ、１．０１％であった
。結果を表２に示す。
【００７４】
＜実施例３＞
　以下の手順で、５質量％Ｒｕ／ＣｅＯ２＜調製例２－２＞にアルカリ金属酸化物を配合
した触媒を調製した。なお、触媒中のアルカリ金属とルテニウムの原子比は０．５となる
ようにした。
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れ、アルカリ金属酸化物の前駆体である
ＣｓＮＯ３（関東化学社製）を９６ｍｇ（０．４９ｍｍｏｌ）加えてマグネットスターラ
ーで撹拌し、溶解させた。
　その後、上記＜調製例２－２＞で得られた所定量の５質量％Ｒｕ／ＣｅＯを２．０ｍｇ
（Ｒｕ：０．９９ｍｍｏｌ）加えて常温で１２時間撹拌した。その後、ホットスターラ―
上で加熱攪拌により水分を蒸発させ、ペースト状になったものを７０℃の乾燥機で充分に
乾燥させ、乳鉢で粉砕混合した。
　その後、パイレックス（登録商標）ガラス（コーニング社製）のボートにいれ、横型管
状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃、１時間加熱処理することで、アルカリ金属酸化
物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得た。
　このような手順で得られた触媒は、Ｃｓ／５質量％Ｒｕ／ＣｅＯ２であった。得られた
触媒を用いて、上述した方法によりアンモニアを製造し、アンモニア収率を算出したとこ
ろ、０．７９％であった。結果を表２に示す。
【００７５】
＜実施例４＞
　以下の手順で５質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３＜調製例２－３＞にアルカリ金属酸化物を配合
した触媒を調製した。なお、触媒中のアルカリ金属とルテニウムの原子比は０．１となる
ようにした。
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れ、アルカリ金属酸化物の前駆体である
ＣｓＮＯ３（関東化学（株）製）を１９ｍｇ（０．０９７ｍｍｏｌ）加えてマグネットス
ターラーで撹拌し、溶解させた。
　その後，上記＜調製例２－３＞で得られた所定量の５質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３を２．０
ｍｇ（Ｒｕ：０．９９ｍｍｏｌ）加えて常温で１２時間撹拌した。
　その後、ホットスターラ―上で加熱攪拌により水分を蒸発させ、ペースト状になったも
のを７０℃の乾燥機で充分に乾燥させ、乳鉢で粉砕混合した。
　その後、パイレックス（登録商標）ガラス製（コーニング社製）のボートにいれ、横型
管状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃、１時間加熱処理することで、アルカリ金属酸
化物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得た。
　このような手順で得られた触媒は、Ｃｓ／５質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３であった。得られ
た触媒を用いて、上述した方法によりアンモニアを製造し、アンモニア収率を算出したと
ころ、０．７２％であった。結果を表２に示す。
【００７６】
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＜実施例５＞
　以下の手順で３質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３＜調製例２－４＞にアルカリ金属酸化物を配合
した触媒を調製する。なお，触媒中のアルカリ金属とルテニウムの原子比は０．１となる
ようにする。
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れ、アルカリ金属酸化物の前駆体である
ＣｓＮＯ３（関東化学（株）製）を加えてマグネットスターラーで撹拌し，溶解させる。
　その後，上記＜調製例２－４＞で得られた所定量の３質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３を加えて
常温で１２時間撹拌する。
　その後，ホットスターラ―上で加熱攪拌により水分を蒸発させ，ペースト状になったも
のを７０℃の乾燥機で充分に乾燥させ，乳鉢で粉砕混合する。
　その後パイレックス（登録商標）ガラス製（コーニング社製）のボートにいれ，横型管
状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃，１時間加熱処理することで，アルカリ金属酸化
物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得る。
　このような手順で得られる触媒は、Ｃｓ／３ｗｔ％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３である。
【００７７】
＜実施例６＞
　以下の手順で４．７質量％Ｒｕ－０．３質量％Ｆｅ／Ｌａ２Ｏ３＜調製例２－５＞にア
ルカリ金属酸化物を配合した触媒を調製する。なお，触媒中のアルカリ金属とルテニウム
の原子比は０．１となるようにする。
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れ、アルカリ金属酸化物の前駆体である
ＣｓＮＯ３（関東化学（株）製）を加えてマグネットスターラーで撹拌し，溶解させる。
　その後，上記＜調製例２－５＞で得られた所定量の４．７質量％Ｒｕ－０．３質量％Ｆ
ｅ／Ｌａ２Ｏ３を加えて常温で１２時間撹拌する。
　その後，ホットスターラ―上で加熱攪拌により水分を蒸発させ，ペースト状になったも
のを７０℃の乾燥機で充分に乾燥させ，乳鉢で粉砕混合する。
　その後パイレックス（登録商標）ガラス製（コーニング社製）のボートにいれ，横型管
状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃，１時間加熱処理することで，アルカリ金属酸化
物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得る。
　このような手順で得られる触媒は、Ｃｓ／４．７質量％Ｒｕ－０．３質量％Ｆｅ／Ｌａ

２Ｏ３である。
【００７８】
＜実施例７＞
　以下の手順で４．３質量％Ｒｕ－０．１質量％Ｎｉ／Ｌａ２Ｏ３＜調製例２－６＞にア
ルカリ金属酸化物を配合した触媒を調製する。なお，触媒中のアルカリ金属とルテニウム
の原子比は０．１となるようにする。
　３００ｍｌビーカーに１５０ｍｌの蒸留水を入れアルカリ金属酸化物の前駆体（ＣｓＮ
Ｏ３（関東化学（株）製）を加えてマグネットスターラーで撹拌し，溶解させる。その後
，上記＜調製例２－６＞で得られた所定量の４．３質量％Ｒｕ－０．１質量％Ｎｉ／Ｌａ

２Ｏ３を加えて常温で１２時間撹拌する。その後，ホットスターラ―上で加熱攪拌により
水分を蒸発させ，ペースト状になったものを７０℃の乾燥機で充分に乾燥させ，乳鉢で粉
砕混合する。その後パイレックス（登録商標）ガラス製（コーニング社製）のボートにい
れ，横型管状炉で１００％のＨ２流通下で５００℃，１時間加熱処理することで，アルカ
リ金属酸化物前駆体中の硝酸根を除去し、生成物を得る。
　このような手順で得られた触媒は、Ｃｓ／４．３質量％Ｒｕ－０．１質量％Ｎｉ／Ｌａ

２Ｏ３である。
【００７９】
＜実施例８＞
　Ａｌ－ＢＴＢと、上記＜調製例２－４＞で得られた３質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３とを、質
量比１：９で乳鉢を用いて物理混合する。
　このような手順でＡｌ－ＢＴＢ＋３質量％Ｒｕ／Ｌａ２Ｏ３を得る。
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【００８０】
＜実施例９＞
　Ａｌ－ＢＴＢと、上記＜調製例２－５＞で得られた４．７質量％Ｒｕ－０．３質量％Ｆ
ｅ／Ｌａ２Ｏ３とを、質量比１：９で乳鉢を用いて物理混合する。
　このような手順でＡｌ－ＢＴＢ＋４．７質量％Ｒｕ－０．３質量％Ｆｅ／Ｌａ２Ｏ３を
得る。
【００８１】
＜実施例１０＞
　Ａｌ－ＢＴＢと、上記＜調製例２－６＞で得られた４．３質量％Ｒｕ－０．１質量％Ｎ
ｉ／Ｌａ２Ｏ３とを、質量比１：９で乳鉢を用いて物理混合する。
　このような手順でＡｌ－ＢＴＢ＋４．３質量％Ｒｕ－０．１質量％Ｎｉ／Ｌａ２Ｏ３を
得る。
【００８２】
＜比較例２＞
　上記比較例１において得られた触媒を用いて、上述した方法によりアンモニアを製造し
、アンモニア収率を算出したところ、０．０６％であった。結果を表２に示す。
【００８３】
【表２】

【００８４】
　上記結果から、塩基性助触媒を配合した実施例２～４の触媒、並びに多孔性金属錯体を
配合した実施例１の触媒を用いた場合、塩基性助触媒及び多孔性金属錯体を配合していな
い比較例２の触媒に比べて、常圧においても高収率でアンモニアを製造できることがわか
った。
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