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(57)【要約】
【課題】安定性に優れた、特定の金属原子と多孔性金属錯体とを配合した組成物、及び、
該組成物を用いたアンモニア製造方法を提供する。
【解決手段】（１）及び（２）を配合した組成物、及び、該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。（１）スカンジウム、チタン、バ
ナジウム、クロム、マンガン、コバルト、銅、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モ
リブデン、テクネチウム、ルテニウム、ロジウム、銀、ハフニウム、タンタル、タングス
テン、レニウム、オスミウム及びイリジウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の金
属、該金属を含む合金又は該金属を含む化合物。（２）１ａｔｍのアンモニア存在下で、
２００℃にて構造崩壊を起こさない多孔性金属錯体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（１）及び（２）を配合した組成物。
（１）スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、銅、イットリ
ウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、ロジウム、銀、
ハフニウム、タンタル、タングステン、レニウム、オスミウム及びイリジウムからなる群
から選ばれる少なくとも１種の金属、該金属を含む合金又は該金属を含む化合物。
（２）１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて構造崩壊を起こさない多孔性金属錯
体。
【請求項２】
　前記（１）が、
　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、ロジウム、ロジウムを
含む合金、ロジウムを含む化合物、オスミウム、オスミウムを含む合金、オスミウムを含
む化合物、イリジウム、イリジウムを含む合金及びイリジウムを含む化合物からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記（２）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種の金属を有する多孔性金属錯体である、請求項１又は２
に記載の組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は金属と多孔性金属錯体からなる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。
【背景技術】
【０００２】
　近年、新しい多孔性材料として多孔性金属錯体が注目されている。多孔性金属錯体は、
有機金属錯体骨格が集積することによって細孔構造が形成された構造を有している。多孔
性金属錯体によれば、ゼオライトや活性炭などの多孔性材料と比較して、ミクロ孔をより
精密に設計、制御することができる。
　一方、遷移金属は触媒として工業的に幅広く利用されている。例えば近年では、ルテニ
ウムがアンモニア合成触媒として有効に機能することが知られている（非特許文献１）。
【０００３】
　上記遷移金属を多孔性金属錯体に担持させた例は数少ないが、例えば非特許文献２では
ルテニウムをＭＯＦ‐５（［Ｚｎ４Ｏ（ｂｄｃ）３］；ｂｄｃ＝１，４－ベンゼンジカル
ボキシレート）に担持させた触媒（以下、Ｒｕ／ＭＯＦ‐５と呼称する場合がある。）は
、水素吸着性を有すること、ＣＯ吸着性を有すること、酸素存在下でベンジルアルコール
をベンズアルデヒドに酸化できること、水素存在下でベンゼンをシクロヘキサンに還元で
きること等が記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】秋鹿研一、「触媒」、２００３年、第４５巻、第１号、ｐ１７－１９
【非特許文献２】Ｓｃｈｒｏｄｅｒら、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｒｙ」、２００８年、１３０号、ｐ．６１１９－６１３０
【非特許文献３】Ｌｏｗら、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃ
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ａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｒｙ」、２００９年、１３１号、ｐ．１５８３４－１５８４２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上記非特許文献２で用いられたＭＯＦ－５について、非特許文献３には１
モル％水蒸気、４０℃で分解してしまうことが記載されている。このようにＭＯＦ－５は
加水分解を受けやすく、耐熱性も低いため、触媒としての応用範囲が限られてしまうこと
が課題であった。特に、アンモニアは水よりも求核性が高く、ＭＯＦ－５がさらに分解さ
れやすいことから、アンモニア合成やアンモニア分解への適用は困難であった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、安定性に優れた、特定の金属原子
と多孔性金属錯体とを配合した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】
【０００７】
　本発明では以下の［１］～［３］の組成物及び［４］のアンモニア製造方法を提供する
。
［１］下記（１）及び（２）を配合した組成物。
（１）スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、銅、イットリ
ウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、ロジウム、銀、
ハフニウム、タンタル、タングステン、レニウム、オスミウム及びイリジウムからなる群
から選ばれる少なくとも１種の金属、該金属を含む合金又は該金属を含む化合物。
（２）１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて構造崩壊を起こさない多孔性金属錯
体。
［２］前記（１）が、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、ロ
ジウム、ロジウムを含む合金、ロジウムを含む化合物、オスミウム、オスミウムを含む合
金、オスミウムを含む化合物、イリジウム、イリジウムを含む合金及びイリジウムを含む
化合物からなる群から選ばれる少なくとも１種である、［１］に記載の組成物。
［３］前記（２）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種の金属を有する多孔性金属錯体であ
る、［１］又は［２］に記載の組成物。
［４］［１］～［３］のいずれか一項に記載の組成物を触媒として用いて、窒素と水素を
反応させてアンモニアを製造する方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、安定性に優れた、特定の金属原子と多孔性金属錯体とを配合した組成
物を提供できる。該組成物は化学的安定性及び熱的安定性に優れるため、アンモニア等の
塩基性ガスの製造、吸着、分離等も可能となり、適用範囲が拡大する。
　また、本発明の組成物を用いることにより、アンモニアを良好に製造することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例で用いたアンモニアガス耐性評価装置を示す模式図である。
【図２】Ｃｕ２（ｂｐｄｃ）２（ｂｐｙ）のＸＲＤスペクトルである。
【図３】Ｚｎ２（ｂｐｄｃ）２（ｂｐｙ）のＸＲＤスペクトルである。
【図４】ＨＫＵＳＴ－１のＸＲＤスペクトルである。
【図５】ＭＯＦ－５のＸＲＤスペクトルである。
【図６】ＭＧ（ＨＣＯＯ）２のＸＲＤスペクトルである。
【図７】ＭＩＬ－６８（Ｉｎ）のＸＲＤスペクトルである。
【図８】ＭＩＬ－１２５のＸＲＤスペクトルである。
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【図９】ＵｉＯ－６６のＸＲＤスペクトルである。
【図１０】ＭＩＬ－１０１（Ｃｒ）のＸＲＤスペクトルである。
【図１１】ＭＯＦ－７４（Ｍｇ）のＸＲＤスペクトルである。
【図１２】ＭＯＦ－７６（Ｙ）のＸＲＤスペクトルである。
【図１３】Ａｌ－ＢＴＢのＸＲＤスペクトルである。
【図１４】ＺＩＦ－８のＸＲＤスペクトルである。
【図１５】実施例で用いたアンモニア合成反応装置を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［組成物］
　本発明の第一の態様である組成物は、
（１）スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、コバルト、銅、イットリ
ウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、ロジウム、銀、
ハフニウム、タンタル、タングステン、レニウム、オスミウム及びイリジウムからなる群
から選ばれる少なくとも１種の金属、該金属を含む合金又は該金属を含む化合物、並びに
、
（２）１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて構造崩壊を起こさない多孔性金属錯
体、を配合したものである。
　本発明の組成物は、成分（２）として配合する多孔性金属錯体が規則正しい細孔構造を
有することにより、該細孔内に気体を高い濃度で取り込むことができる。そのため、例え
ば該多孔性金属錯体上で進行する触媒反応の反応速度を高めることができるため、組成物
全体を良好な触媒として利用可能である。触媒としては、水素を貯蔵させての還元反応な
どへの応用が考えられる。
【００１１】
　また、本発明の組成物は、気体貯蔵材料としても利用可能である。
　多孔性金属錯体は規則正しい細孔構造を有する。そこに成分（１）由来の金属成分が存
在することにより、多孔性金属錯体単独ではなし得なかった気体吸着能が発現し得る。例
えば成分（１）の金属成分で気体中の不純物を吸着するとともに気体を貯蔵し、純度の高
まった気体を放出する等の利用が考えられる。
　本発明の組成物により貯蔵しうる気体としては、水素、メタン、一酸化炭素、二酸化炭
素等が挙げられる。対象となる気体に応じて成分（１）及び（２）を適宜選択することに
より、気体貯蔵材料として良好に利用可能である。
【００１２】
　以下、本発明の組成物の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）」という。
【００１３】
（１）金属、該金属を含む合金、又は該金属を含む化合物
　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
。
　成分（１）の金属としては、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、
コバルト、銅、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、テクネチウム、ルテ
ニウム、ロジウム、銀、ハフニウム、タンタル、タングステン、レニウム、オスミウム及
びイリジウムからなる金属元素群から選ばれる少なくとも１種であって、２種以上を組み
合わせて用いてもよい。用いる金属は、適用する触媒に応じて適宜選択することができる
。
　なかでも、イオン化傾向が小さくイオン化して流亡しにくいことから、ルテニウム、ロ
ジウム、オスミウム、イリジウムからなる群から選ばれる少なくとも１種が好ましく、
　水素が付加しやすく、水素貯蔵材料としての応用が期待できることから、ルテニウム、
ロジウムからなる群から選ばれる少なくとも１種がより好ましく、
　アンモニア合成やアンモニア分解反応のような高温反応への応用及び開環メタセシス反
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応への応用が拓けることから、ルテニウムがさらに好ましい。
【００１４】
　成分（１）の金属を含む合金としては、上述した金属元素群から選ばれる２種が共晶又
は固溶体となったものであってもよく、上述した金属元素群から選ばれる１種又は２種以
上と、上記以外の金属元素とが共晶又は固溶体となったものであってもよい。
　好ましい金属元素としては、上記金属の説明中で好ましい金属として挙げたものと同様
である。
　上記以外の金属元素としては、上記金属元素と合金を形成し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。
【００１５】
　成分（１）の金属を含む化合物としては、上述した金属元素と、配位子とからなる化合
物が挙げられる。
　好ましい金属元素としては、上記金属の説明中で好ましい金属として挙げたものと同様
である。
　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。
　金属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。
【００１６】
　成分（１）としては、上記金属、上記金属を含む合金、上記金属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。
　成分（１）が上記金属を含む合金又は上記金属を含む化合物である場合、該合金又は該
化合物中の上記金属の含有割合は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。
【００１７】
　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、１～９９質量％であることが好ましく、３～９７質量％であること
がより好ましく、５～９５質量％であることがさらに好ましい。
　また、組成物中の成分（１）の金属成分の配合割合は、金属換算で０．００１～０．１
５質量％であることが好ましく、０．０１０～０．１０質量％であることがより好ましい
。０．００１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る。また、０
．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。
さらに、０．１５質量％以下とすることにより、過剰の成分（１）が後述する成分（２）
の細孔を塞ぐことに起因する成分（２）の機能阻害が発生することがない。
【００１８】
（２）１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて構造崩壊を起こさない多孔性金属錯
体
　本発明の組成物において成分（２）は、多孔性の構造を有するため、該成分（２）中に
ガスを取り込むことができる。そのため、成分（２）は気体貯蔵材料として機能するのみ
ならず、共に配合された成分（１）による触媒効率を向上させうる。
【００１９】
　本発明において多孔性金属錯体が「１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて構造
崩壊を起こさない」とは、該多孔性金属錯体を１ａｔｍのアンモニア存在下において、２
００℃に加熱した状態とした場合であっても、多孔性金属錯体が構造崩壊を起こさず、大
気条件下且つ常温（１８～２５℃）の場合と同等の構造を保持できることをいう。
　同等の構造を保持できるか否かは、例えば、１ａｔｍのアンモニア存在下において２０
０℃に加熱した後の多孔性金属錯体を粉末とし、ＸＲＤ（Ｘ線回析）により構造（結晶性
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、相構造等）を解析した結果と、大気条件下且つ常温の状態の多孔性金属錯体について同
様に構造を解析した結果とを比較することにより確認することができる。
　成分（２）が上記のような熱的安定性及び化学的安定性を有することにより、本発明の
組成物は、高温条件下で、且つ塩基性化合物による求核反応が存在する中でも用いること
ができ、例えばアンモニア製造等に利用することができる。
　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（２）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。
【００２０】
　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）に記載のもののうち、１ａｔｍのアンモニア存在下で、２００℃にて
構造崩壊を起こさないものを選択して用いることができる。
【００２１】
　本発明の多孔性金属錯体としては、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種の金属元素を中心原
子として有するものが好ましい。これらの金属元素を中心原子として有する多孔性金属錯
体であれば、配位子が配位可能な部位を２つ以上有することにより、配位結合及びイオン
結合によって良好な多孔質構造体を形成することができる。
　また、多孔性金属錯体を構成する配位子としては、多孔性金属錯体の熱安定性、水蒸気
安定性が確保できるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、ベンゼントリカ
ルボキシラートアニオン、ベンゼンジカルボキシラートアニオン、ジオキシドベンゼンジ
カルボキシラートアニオン、メチルイミダゾラートアニオン、ホルマートアニオン、イミ
ダゾラート－２－カルボキシアルデヒドアニオン等が挙げられる。
【００２２】
　なかでも成分（２）としては、ＺＩＦ－８、Ａｌ－ＰｈＢＴＢ、Ａｌ－ＢＴＢ、ＭＩＬ
－５３（Ａｌ）、ＤＵＴ－５、ＭＯＦ－７６（Ｙｂ）、ＭＯＦ－７６（Ｙ）、ＭＯＦ－７
６（Ｔｂ）、ＭＯＦ－７６（Ｃｏ）、ＭＯＦ－７４（Ｃｏ）、ＭＯＦ－７４（Ｚｎ）、Ｍ
ＯＦ－７４（Ｍｇ）、ＭＩＬ－１０１(Ｃｒ)、ＭＩＬ－１０３（Ｔｂ）、ＵｉＯ－６７、
ＵｉＯ－６６、ＵｉＯ－６６－１，４－Ｎａｐｈ、ＭＩＬ－１２５、ＭＩＬ－６８(Ｇａ)
及びＡｌ－ｂｐｄｃが好ましく；
　３００℃においても構造崩壊を起こさないことから、ＺＩＦ－８、Ａｌ－ＰｈＢＴＢ、
Ａｌ－ＢＴＢ、ＭＩＬ－５３（Ａｌ）、ＭＯＦ－７６（Ｙｂ）、ＭＯＦ－７６（Ｙ）、Ｍ
ＯＦ－７６（Ｔｂ）、ＭＯＦ－７６（Ｃｏ）、ＭＯＦ－７４（Ｃｏ）、ＭＯＦ－７４（Ｚ
ｎ）、ＭＯＦ－７４（Ｍｇ）、ＭＩＬ－１０１(Ｃｒ)及びＡｌ－ｂｐｄｃがより好ましく
；
　３５０℃においても構造崩壊を起こさないことから、ＺＩＦ－８、Ａｌ－ＢＴＢ、ＭＩ
Ｌ－５３（Ａｌ）、ＭＯＦ－７６（Ｙｂ）、ＭＯＦ－７６（Ｙ）、又はＭＯＦ－７４（Ｍ
ｇ）及びＭＩＬ－１０１(Ｃｒ)がさらに好ましい。
【００２３】
　なお上記略号はそれぞれ以下の意味を有する。
　ＺＩＦ－８＝Ｚｎ（ｍｉｎ）２。
　　ｍｉｎ＝ｍｅｔｙｌ－ｉｍｉｄａｚｏｌａｔｅ。
　Ａｌ－ＰｈＢＴＢ＝Ａｌ（ＰｈＢＴＢ）。
　　ＰｈＢＴＢ＝ｂｅｎｚｅｎｅ－１，３，５－ｔｒｉｓ（ｂｉｐｈｅｎｙｌｃａｒｂｏ
ｘｙｌａｔｅ）。
　Ａｌ－ＢＴＢ＝Ａｌ（ｂｔｂ）。
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　　ｂｔｂ＝ｂｅｎｚｅｎｅ－１，３，５－ｔｒｉｓ（ｐｈｅｎｙｌｃａｒｂｏｘｙｌａ
ｔｅ）。
　ＭＩＬ－５３（Ａｌ）＝Ａｌ（ＯＨ）（ｂｄｃ）。
　　ｂｄｃ＝ｂｅｎｚｅｎｅ－１，４－ｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ。
　ＤＵＴ－５＝Ａｌ（ＯＨ）（ｂｐｄｃ）。
　　ｂｐｄｃ＝ｂｉｐｈｅｎｙｌ－４，４´－ｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ。
　ＭＯＦ－７６（Ｍ）＝Ｍ（ｂｔｃ）；Ｍ＝Ｙｂ，Ｙ，Ｔｂ又はＣｏ。
　　ｂｔｃ＝ｂｅｎｚｅｎｅ－１，３，５－ｔｒｉｓｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ。
　ＭＯＦ－７４（Ｍ）＝Ｍ２（ｄｏｂｄｃ）；Ｍ＝Ｃｏ，Ｚｎ又はＭｇ。
　　ｄｏｂｄｃ＝２，５－ｄｉｏｘｉｄｏ－ｂｅｎｚｅｎｅ－１，４－ｄｉｃａｒｂｏｘ
ｙｌａｔｅ。
　ＭＩＬ－１０１（Ｃｒ）＝Ｃｒ３Ｏ（ＯＨ）（ｂｄｃ）３。
　ＭＩＬ－１０３（Ｔｂ）＝Ｔｂ（ｂｔｂ）。
　ＵｉＯ－６７＝Ｚｒ６Ｏ４（ＯＨ）４（ｂｐｄｃ）６。
　ＵｉＯ－６６＝Ｚｒ６Ｏ４（ＯＨ）４（ｂｄｃ）６。
　ＵｉＯ－６６－１，４－Ｎａｐｈ＝Ｚｒ６Ｏ４（ＯＨ）４（ｎｄｃ）６。
　　ｎｄｃ＝ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅ－１，４－ｄｉｃａｒｂｏｘｙｌａｔｅ。
　ＭＩＬ－１２５＝Ｔｉ８Ｏ８（ＯＨ）４（ｂｄｃ）６。
　ＭＩＬ－６８（Ｇａ）＝Ｇａ（ＯＨ）（ｂｄｃ）。
　Ａｌ－ｂｐｄｃ＝Ａｌ（ＯＨ）（ｂｐｄｃ）。
　　ｂｐｙ＝４，４’－ｂｉｐｙｒｉｄｉｎｅ。
【００２４】
　組成物中の成分（２）の配合割合は、成分（１）の金属換算量に対して、０．１０～１
００００質量％であることが好ましく、１．０～１０００質量％がより好ましく、１０～
５００質量％がさらに好ましい。
【００２５】
　本発明の組成物は、成分（１）及び（２）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。
【００２６】
　本発明において、成分（１）及び（２）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、成分（１）と（２）とを何らかの方法により混合し、少なくとも成
分（１）の部分構造と、成分（２）の部分構造とを有する複合体を形成することが好まし
い。複合体において、触媒能を有する成分（１）の部分構造は、成分（２）の構造の表面
に固着していてもよく、多孔性構造内に包含されていてもよい。
【００２７】
　調製する方法として例えば、以下の（Ａ）～（Ｃ）の方法が挙げられる。
（Ａ）成分（１）と成分（２）とを物理混合した後、加熱する方法。
（Ｂ）成分（１）の前駆体の溶液を還元してゼロ価の成分（１）とした後、成分（２）を
添加し、成分（２）中に前記ゼロ価の成分（１）を含浸させる方法。
（Ｃ）予め担体に担持させた成分（１）と成分（２）とを混合する方法。
　以下、方法（Ａ）～（Ｃ）をそれぞれ説明する。
【００２８】
（方法（Ａ））
　方法（Ａ）では、成分（１）と成分（２）とを物理混合した後、加熱を行うことにより
、組成物を調製する。
　方法（Ａ）において成分（１）としては、上述した特定の金属又は特定の金属の合金の
みからなるものを用いてもよく、特定の金属を含む化合物を用いてもよい。方法（Ａ）で
は、物理混合の後に加熱を行うことで、金属を含む化合物中の陰イオン又は配位子を除去
し、触媒能を有するゼロ価金属とすることができる。該化合物としては、金属の塩化物、
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カルボニル錯体等が挙げられる。なかでも、鉄カルボニル錯体、コバルトカルボニル錯体
、ルテニウムカルボニル錯体、ロジウムカルボニル錯体が好ましく、常温常圧でも安定で
あることからＲｕ３（ＣＯ）１２がより好ましい。
　成分（２）としては、公知の方法により合成してもよく、市販品を用いてもよい。例え
ばＺＩＦ－８の場合、Ｊ．Ｃｒａｖｉｌｌｏｎら、Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒ．２００９，２
１，１４１０－１４１２．に記載の方法にて合成できる。またＢａｓｏｌｉｔｅＴＭＺ１
２００（Ａｌｄｒｉｃｈ社より販売）のような市販品を用いることもできる。
【００２９】
　成分（１）と成分（２）とを物理混合する方法は特に限定されるものではなく、乳鉢に
よる混合、ボールミルによる混合等、通常の方法により行うことができる。
　加熱処理は、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８０～５００℃、好ましくは１００～５００℃、より好ましくは
２００～５００℃、さらに好ましくは２００～３００℃で、０．５～２０時間行うことが
好ましい。
【００３０】
（方法（Ｂ））
　方法（Ｂ）では、成分（１）の前駆体を溶媒中で還元してゼロ価の成分（１）とした後
、成分（２）を添加し、成分（２）中に前記ゼロ価の成分（１）を含浸させ、その後、必
要に応じて加熱、留去等することにより、組成物を調製する。
【００３１】
　方法（Ｂ）において成分（１）の前駆体とは、還元することによりゼロ価の成分（１）
、即ちゼロ価金属とすることが可能なものであって、具体的には、上述した特定の金属元
素（ゼロ価）に、配位子や陰イオンが配位した金属塩が挙げられる。
　より具体的には、塩化ルテニウム、塩化ロジウム、塩化オスミウム、塩化イリジウム等
の塩化物；ルテニウムアセチルアセトナート、ロジウムアセチルアセトナート、オスミウ
ムアセチルアセトナート、イリジウムアセチルアセトナート等のアセチルアセトナート錯
体；ルテニウムシアン酸カリウム、ロジウムシアン酸カリウム、オスミウムシアン酸カリ
ウム、イリジウムシアン酸カリウム等のシアン酸カリウム錯体；ルテニウム酸カリウム、
ロジウム酸カリウム、オスミウム酸カリウム、イリジウム酸カリウム等のカリウム塩が例
として挙げられる。これらの前駆体を、溶媒中で還元することにより、ゼロ価の成分（１
）が得られる。
【００３２】
　溶媒としては前記前駆体を溶解できるものであれば特に限定されるものではないが、溶
解性を確保しやすいことから水が好ましい。溶媒は、単一溶媒であっても混合溶媒であっ
てもよい。また、溶媒は還元剤としての機能を有していてもよい。
【００３３】
　還元剤としては、例えば、ヒドラジン、水素化ホウ素ナトリウム、クエン酸、シュウ酸
、１，２－ベンゼンジオール、１，３－ベンゼンジオール、１，４－ベンゼンジオール、
及び、水素ガスのほか、１，２－エタンジオール（エチレングリコール）、１，２－プロ
パンジオール、１，３－プロパンジオール、１，２－ブタンジオール、１，３－ブタンジ
オール、１，４－ブタンジオール、２，３－ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサ
ンジオール、ヘプタンジオール、オクタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレ
ングリコール、テトラエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ヘキシレングリコ
ール、２－ブテン－１，４－ジオール、グリセロール、１，１，１－トリスヒドロキシメ
チルエタン、２－エチル－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール、１，２，
３－ヘキサントリオール、ベンジルアルコール等のアルコール系還元性溶媒が挙げられ、
　好ましくは溶媒としての性質を兼ね備えていることから、アルコール系還元性溶媒であ
り、より好ましくは１，２－エタンジオール、１，２－プロパンジオール及び１，３－プ
ロパンジオールであり、特に好ましくは１，２－エタンジオールである。
　還元剤は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
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【００３４】
　還元剤の添加量は前駆体を十分に還元できる量以上であればよく、アルコール系還元性
溶媒以外の場合、前駆体１モルに対して、０．５モル以上が好ましく、１モル以上がより
好ましい。
【００３５】
　方法（Ｂ）において成分（２）としては、方法（Ａ）と同様のものを用いることができ
る。
　成分（２）の添加後、必要に応じて、混合液の攪拌、加熱、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。加熱温度は８０℃～３００℃が好ましく、１００
℃～２５０℃がより好ましく、１５０℃～２３０℃がさらに好ましい。
【００３６】
　また、上記還元反応中又は成分（２）の添加中に、前駆体の陰イオン由来の酸が生じる
ことがあるため、中和できるよう塩基を添加しておくことが好ましい。特に、ルテニウム
を成分（１）として用いる場合、反応液を塩基性条件としておくことにより、ルテニウム
の凝集を低減できることからも好ましい。
　中和に用いる塩基は特に制限されるものではなく、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
等を用いることができる。
【００３７】
（方法（Ｃ））
　方法（Ｃ）では、予め担体に担持させた成分（１）と成分（２）とを混合することによ
り、組成物を調製する。
【００３８】
　担体としては特に限定されるものではないが、金属酸化物が好ましく、Ａｌ２Ｏ３、Ｍ
ｇＯ、ＴｉＯ２、ＣｅＯ２、Ｌａ２Ｏ３、Ｐｒ６Ｏ１１といった金属酸化物が好ましく、
なかでもＣｅＯ２、Ｌａ２Ｏ３、Ｐｒ６Ｏ１１等のランタノイド酸化物がより好ましい。
【００３９】
　成分（１）の担体への担持は、例えば、溶媒又は水中に成分（１）を分散させた後、担
体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。
　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。
　担体の添加量は特に限定されるものではないが、成分（１）と担体との合計に対する成
分（１）の割合が０．１～１５質量％となるように添加することが好ましい。
　担体の添加後、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）がゼロ価でない化合物である場合、該化合物に含まれる陰イオン又は
配位子は、担持後に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１５０～５５０℃で、０．５～２０時間行うことが
好ましい。
【００４１】
　上記の様にして得られる担持された成分（１）と、上記同様の成分（２）とを混合する
方法は特に限定されるものではない。例えば、物理混合であってもよく、溶媒中の担持さ
れた成分（１）に、成分（２）を添加することによる含浸であってもよい。物理混合、含
浸はそれぞれ方法（Ａ）、方法（Ｂ）と同様の方法で行うことができる。
【００４２】
［アンモニア製造方法］
　本発明の第二の態様である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。
【００４３】
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　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。
　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。
【００４４】
　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。
【００４５】
　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触媒として用いること
により、反応容器内が２００℃以上となり、且つ、アンモニアによる求核反応がある状況
においても触媒の構造が崩壊することがなく、好適にアンモニアを製造することができる
。また、本発明によれば、アンモニアを高収率で製造することができる。
【実施例】
【００４６】
　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。
【００４７】
　本実施例における成分（２）のアンモニアガス耐性評価は、図１に示す装置を用いて行
った。
　具体的には、成分（２）の多孔性金属錯体をミクロチューブに入れ、ミクロチューブを
デシケーター内に置いた。デシケーター内を真空引きした後に、アンモニアガスを２時間
フローした。窒素ガスでパージした後にミクロチューブを取り出し、アンモニア曝露後の
多孔性金属錯体のＸＲＤ測定を行い、得られたＸＲＤチャートをアンモニア曝露前のＸＲ
Ｄチャートと比較することで、アンモニアガスに対する耐性を評価した。
　デシケーターの代わりにシュレンク管を用い、マントルヒーターで加熱することで高温
（２００℃、３００℃、３５０℃）での評価実験も同様の手順で行った。
【００４８】
＜参考例１＞
　各種の多孔性金属における、アンモニアガス耐性及び高温耐性を評価した結果を、表１
に示す。なお、表１中、化学式の略号は前記同様である。表１中の「－」は検討を行って
いないことを意味する。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　また、Ｃｕ２（ｂｐｄｃ）２（ｂｐｙ）のＸＲＤチャートを図２に、Ｚｎ２（ｂｐｄｃ
）２（ｂｐｙ）のＸＲＤチャートを図３に、ＨＫＵＳＴ－１のＸＲＤチャートを図４に、
ＭＯＦ－５のＸＲＤチャートを図５に、ＭｇＦｏ２のＸＲＤチャートを図６に、ＭＩＬ－
６８（Ｉｎ）のＸＲＤチャートを図７に、ＭＩＬ－１２５のＸＲＤチャートを図８に、Ｕ
ｉＯ－６６のＸＲＤチャートを図９に、ＭＩＬ－１０１（Ｃｒ）のＸＲＤチャートを図１
０に、ＭＯＦ－７４（Ｍｇ）のＸＲＤチャートを図１１に、ＭＯＦ－７６（Ｙ）のＸＲＤ
チャートを図１２に、Ａｌ－ＢＴＢのＸＲＤチャートを図１３に、ＺＩＦ－８のＸＲＤチ
ャートを図１４にそれぞれ示す。図２～１４中、（ａ）はシミュレーションにより予測さ
れたＸＲＤチャートであり、（ｂ）はアンモニア曝露前（常温）におけるＸＲＤチャート
、（ｃ）～（ｆ）はそれぞれ、アンモニア曝露後の、常温（２３℃）、２００℃、３００
℃、３５０℃のＸＲＤチャートである。
【００５１】
　表１及び図２～１４の結果から、Ｃｕ２（ｂｐｄｃ）２（ｂｐｙ）、Ｚｎ２（ｂｐｄｃ
）２（ｂｐｙ）、ＨＫＵＳＴ－１、ＭＯＦ－５、ＭｇＦｏ２、ＭＩＬ－６８（Ｉｎ）では
評価実験前後でＸＲＤ強度の著しい減少と、ピークパターンの変化が認められた。一方、
それ以外の多孔性金属錯体ではＸＲＤチャートに変化がなく、２００℃で、アンモニアガ
スによって分解されないことが確認できた。
【００５２】
＜調製例１＞
　５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１（５質量％のＲｕがＰｒ６Ｏ１１に担持された組成物を表
す。以下、同じ）を以下のようにして調製した。
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　Ｒｕ３（ＣＯ）１２（和光純薬工業（株）製）０．５５ｍｇ（２．６ｍｍｏｌ）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、担体Ｐｒ６Ｏ１１　
５．０ｇ（１１．５ｍｍｏｌ）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。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Ｈｅ流通下で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、生成物４．７ｇを得た。
【００５３】
＜実施例１＞
　Ａｌ－ＢＴＢと５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とを質量比１：９で乳鉢にて物理混合を行
い、Ａｌ－ＢＴＢ＋Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１で表される組成物１を得た。その後、得られた組
成物１（触媒）を乳鉢で充分に粉砕、混合し、ディスク成型した後、再度粉砕して２５０
～５００μｍに整粒し、反応に用いた。
　以下の反応は、図１５に示す常圧固定床流通式反応装置を用いて行った。内径７ｍｍの
石英製反応管に組成物１（触媒）を０．２０ｇ充填し、Ｎ２＋３Ｈ２（１０ｍＬ／分，０
．１ＭＰａ）を流通し、反応温度３５０℃にて測定を行った。なお、以上の条件により空
間速度（ＧＨＳＶ）は１８０００ｍＬ／時間・ｇであった。ガス分析にはイオンクロマト
グラフィーを用いた。体積が既知のサンプリングループを介しサンプリングを行い、反応
管入り口と反応管出口でＨ２とＮ２の物質量を測定し、アンモニアの物質量は計算により
求めた。
【００５４】
＜イオンクロマトグラフィー分析条件＞
　カラム：Ｓｈｏｄｅｘ　ＩＣ　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
【００５５】
　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。
【数１】

【００５６】
＜比較例１＞
　触媒として５質量％Ｒｕ/Ｐｒ６Ｏ１１を用い、実施例１と同様の手順でアンモニア収
率を測定した。結果を以下にまとめて示す。
【００５７】
【表２】

【００５８】
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　上記結果から、本発明の組成物１を触媒として用いることにより、アンモニア収率が向
上することが確認できた。
【００５９】
＜実施例２＞
　乳鉢中で、Ｒｕ３（ＣＯ）１２　１０．８ｍｇとＺＩＦ－８（ＢａｓｏｌｉｔｅＴＭ　
１２００）１０３．３ｍｇを３０分間、物理混合した。その後、混合物８４．４ｍｇを管
状炉にて２００ｍＬ／分の窒素気流下、３Ｋ／分の速度で２００℃まで昇温し、２時間保
持した。続いて室温まで放冷し、Ｒｕ及びＺＩＦ‐８の組成物２を８１．２ｍｇを得た。
　得られたＲｕ及びＺＩＦ‐８の組成物２をＸ’Ｐｅｒｔ　Ｐｒｏ　ＭＰＤ（ＸＲＤスペ
クトリス株式会社製）により測定したところ、ＺＩＦ－８骨格が維持できていることが確
認できた。
【００６０】
＜実施例３＞
　ＲｕＣｌ３　２３．４ｍｇ（１１３μｍｏｌ）をエチレングリコール（和光純薬製）２
．０ｍｌに溶解せしめた後、ＺＩＦ－８を２１１ｍｇ分散させた。続いて８Ｍ水酸化ナト
リウム水溶液０．０５０ｍＬ（４００μｍｏｌ）を添加し、２００℃で３時間加熱した。
得られた反応混合物をろ過して、目的とするＲｕ及びＺＩＦ－８の組成物３を１８４ｍｇ
得た。
【００６１】
＜実施例４＞
　調製するＺＩＦ－８の原料である硝酸亜鉛六水和物０．０４１ｇ（０．１３８ｍｍｏｌ
）、２－メチルイミダゾール０．０２２５ｇ（０．２７４ｍｍｏｌ）をそれぞれ溶媒であ
るジメチルホルムアミド１０ｍｌに完全に溶解させて混合した。さらに調製例１で得られ
た５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１　０．５ｇを添加して原料溶液とした。原料の配合組成は
、硝酸亜鉛六水和物：２－メチルイミダゾールを１：２とし、Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１触媒（
Ｒｕ含有率は５質量％）に対して、調製されるＺＩＦ－８が１０質量％になるように配合
した。原料溶液の調製は室温で行った。
　上記の原料溶液を２５ｍｌのオートクレーブに入れ、反応温度１４０℃で２４時間加熱
した。得られた沈殿物をろ過回収し、アルコールで洗浄後に室温にて真空乾燥を行って５
質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とＺＩＦ－８の組成物４を得た。得られた組成物４は、ＸＲＤ
による結晶相の確認、ＦＴ‐ＩＲ測定による配位結合形成の確認、ＳＥＭ観察による形状
の確認、ＴＥＭ‐ＥＤＸによる元素分布状態の確認を行った。
　ＸＲＤ測定には、ブルカーエイエックスエス社製の新型完全自動多目的Ｘ線回折装置Ｄ
８　ＡＤＶＡＮＣＥを用い、ＳＥＭ像観察には、日本電子社製の電界放出形走査電子顕微
鏡ＪＳＭ‐７０００Ｆを用いた。また、赤外吸収スペクトルは、パーキンエルマー社製の
フーリエ変換赤外分光分析装置Ｓｐｅｃｔｒｕｍ１００を用いて、ＡＴＲ法にて測定した
。ＴＥＭ‐ＥＤＸは日本電子社製の電界放出形電子顕微鏡ＪＥＭ‐２２００ＦＳを用いて
測定した。
　Ｘ線回折測定で上記５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１の存在を確認するとともに、ＦＴ‐Ｉ
ＲによってＺＩＦ－８の存在を確認した。ＳＥＭ像観察から、反応前後での粒子の表面状
態に大きな差が見られていないことを確認した。また、ＴＥＭ‐ＥＤＸによる解析により
、５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とＺＩＦ－８の構成元素が偏析することなく、均一に分布
していることを確認した。
【００６２】
＜実施例５＞
　調製するＡｌ－ＢＴＢの原料である硝酸アルミニウム九水和物０．０５ｇ（０．１０８
ｍｍｏｌ）、１，３，５‐トリス（４‐カルボキシフェニル）ベンゼン（Ｈ３ＢＴＢ）０
．０４８９ｇ（０．１０８ｍｍｏｌ）をそれぞれ溶媒であるジエチルホルムアミド５ｍｌ
に完全に溶解させて混合した。さらに調製例１で得られた５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１　
０．５ｇを添加して原料溶液とした。原料の配合組成は、硝酸アルミニウム九水和物：Ｈ
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３ＢＴＢが１：１とし、５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１に対して、調製されるＡｌ－ＢＴＢ
が１０質量％になるように配合した。原料混合時の調製は室温で行った。
　上記の原料溶液を２５ｍｌのオートクレーブに入れ、反応温度１５０℃で７２時間加熱
した。得られた沈殿物をろ過回収し、アルコールで洗浄後に室温にて真空乾燥を行って５
質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とＡｌ－ＢＴＢの組成物５を得た。
　Ｘ線回折測定で上記５質量％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１の存在を確認するとともに、ＦＴ‐Ｉ
ＲによってＡｌ－ＢＴＢの存在を確認した。ＳＥＭ像観察から、反応前後での粒子の大き
な差が見られていないことを確認した。また、ＴＥＭ‐ＥＤＸによる解析により、５質量
％Ｒｕ／Ｐｒ６Ｏ１１とＡｌ－ＢＴＢの構成元素が偏析することなく、均一に分布してい
ることを確認した。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明の組成物は、適用温度範囲が広く、強塩基性に耐えられるため、アンモニアガス
等の塩基性ガスの製造用の触媒、吸着剤又は分離材として、好適に利用することができる
。

【図１】 【図２】

【図３】
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