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高性能貴金属触媒の開発に！ 

新奇コアシェル型ナノ粒子	



新技術の特徴	

　触媒活性の要となるナノ粒子表面に、表面エ

ネルギーの高いステップやキンク密度の高い、

いわゆる「荒れた面」を、従来法よりも少ない貴

金属量で形成させる技術を確立した。 

　これにより、新奇コアシェル構造を有する単分

散な貴金属ナノ粒子の作製が可能となり、高性

能固体触媒としての応用が期待される。	



⽩白⾦金金担持固体触媒

⽩白⾦金金（Pt）：グリーン・サステイナブルケミストリーにおける枢要な材料料

【  ⽯石油精製  】 【  排気処理理  】

【  ファインケミストリー  】 【  燃料料電池  】

不不均⼀一系⽩白⾦金金触媒



触媒活性サイトとしての⽩白⾦金金基ナノ粒粒⼦子のナノ構造

【  コアシェル  】  【  純⽩白⾦金金  】 【  合⾦金金  】

● 　純⽩白⾦金金ナノ粒粒⼦子
・ 　コストが⾼高い（原⼦子経済性が低い）
・ 　⼀一酸化炭素（CO）被毒耐性が低い  

● 　⽩白⾦金金をベースとした⼆二元⾦金金属ナノ粒粒⼦子
・ 　コストの削減（原⼦子経済性の向上）
・ 　例例えば、CO被毒耐性の改善が報告されている。
       　⇒ 　異異種原⼦子間の電⼦子的・構造的相互作⽤用による効果

最⼩小限の⽩白⾦金金から最⼤大限の効⼒力力を引き出すためには…？



例例：コアシェル構造におけるCO被毒耐性の向上：電⼦子効果と形状効果

コアシェル型ナノ粒粒⼦子の固体触媒への応⽤用
⇒ 　”コスト削減”と”触媒能の向上”を同時に達成

リガンド効果 コヒーレント成⻑⾧長
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【  電⼦子効果  】 【  形状効果  】

⾼高指数⾯面（低配位数原⼦子）
の増加に起因する
CO吸着⼒力力の変化



単結晶コア（従来技術）  vs    多結晶コア（新技術）

単結晶コア

多結晶コア
ex.  多重双晶デカヘドロン         S-‐‑‒Kモード・V-‐‑‒Wモード  →  ⾼高指数⾯面の露露出

 　                                                                          ex.  fcc  (311)  etc.
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　「荒れた⾯面」を形成

Pt相の成⻑⾧長

Pt相の成⻑⾧長

F-‐‑‒Wモード  →  低指数⾯面の露露出
                                        ex.  fcc*  (111),  (100)  etc.

*  ⾯面⼼心⽴立立⽅方（face-‐‑‒centered  cubic:  fcc）構造



低指数⾯面  vs  ⾼高指数⾯面

低指数⾯面：ex.  fcc  (111)

⾼高指数⾯面：ex.  fcc  (311)

【低指数⾯面】
段差の無い平滑滑な⾯面（テラス）
で形成されている。
⼀一般的に表⾯面エネルギーが低い
（熱⼒力力学的に安定）ため、表⾯面

に露露出しやすい。

【⾼高指数⾯面】
テラスと段差（ステップ）に
よって形成される。

fcc  (311)は2原⼦子列列の(100)テ
ラスと単原⼦子(111)ステップで
構成される。
Pt(311)  =  2(100)-‐‑‒(111)
⼀一般的に表⾯面エネルギーが⾼高い

（熱⼒力力学的に不不安定）ため、表
⾯面に露露出しにくく、表⾯面再構成
も起こり得る。(111)  (100)  (111)  (100)  (111)

Pt(311)  =  2(100)-‐‑‒(111)

top  view

Pt(111)



実施例例：単分散多結晶Pd/Ptコアシェルナノ粒粒⼦子の精密合成

Ptシェル
(0.5〜～3.5原⼦子層相当)

多結晶Pdコア

多結晶Pd/Ptコアシェル型（Pd@Pt）ナノ粒粒⼦子

⊿
Ptシェル

Pdコア

Pt前駆体
保護配位⼦子

Pd種粒粒⼦子

合成戦略略 　―種粒粒⼦子を成⻑⾧長核としたヘテロエピタキシャル成⻑⾧長法による合成ー

1.  Pd種粒粒⼦子表⾯面でのみPt前駆体が 　
還元される（Pt微粒粒⼦子が単独で
⽣生成しない）

2.  Pdが溶液中に溶出しない



単分散OAm-‐‑‒Pdナノ粒粒⼦子の合成  :  還元剤インジェクション法

Small 2011, 324, 1302. 	

●  50℃（室温も可）での還元剤のインジェクションによる化学的液相合成

オレイルアミン：OAm

NH277

オレイン酸：OAc

O

OH77

配位⼦子  兼  溶媒

テトラブチルアンモニウム
ボロヒドリド：TBAB

N BH4

還元剤

·∙  溶解（室温）

      Pd(OAc)2     0.5mmol
OAm 10.0mmol
OAc 10.0mmol

未精製Pdナノ粒粒⼦子

OAm-‐‑‒Pdナノ粒粒⼦子溶液

インジェクション

TBAB 1.5mmol
クロロホルム 2.0mL

·∙  攪拌（50℃、60分）

  
·∙  攪拌（50℃、60分）

  

·∙  沈沈殿精製（エタノール／⾮非極性溶媒）

OAm-‐‑‒Pdナノ粒粒⼦子
クロロホルム溶液



  :  2層⽬目（B  層）

:  1層⽬目（A  層）

【2層構造】

ABスタッキング

20  nm

積層

  :  2層⽬目（B  層）

:  1層⽬目（A  層）

  :  3層⽬目（C  層）

【3層構造】

ABCスタッキング

20  nm

積層

単分散Pdナノ粒粒⼦子のTEM像と⾃自⼰己組織化による超格⼦子形成

【単層構造】

20  nm

:  1層⽬目（A  層）

3.0  ±  0.2  nm



【  １個の3  nm  Pdナノ粒粒⼦子  】

● 　Pd核の構成原⼦子数
 　

 　 　  約 　1000 　個

● 　配位⼦子層の構成分⼦子数
 　

 　 　  約 　200 　個

● 　Pd核と配位⼦子層の重量量⽐比
 　

 　 　  核  ：  層  ＝  ７  ：  ３

● 　保護配位⼦子の化学種
 　

 　 　  オレイルアミン（OAm）

3  nm

~∼  7  nm

2  nm

OAm-‐‑‒Pdナノ粒粒⼦子の構成



【  XRDパターン  】
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3.0  ±  0.2  nm  Pd  NPs

【  HAADF-‐‑‒STEM像  】

OAm-‐Pd	  NPs	 

TEM	 XRD*	  	 

3.0	  nm	 2.0	  nm	 

⇒ 　強還元剤のインジェクション法で合成されたPdナノ粒粒⼦子は多くの多結晶体を含む

*  シェラーの式より算出される結晶⼦子径

OAm-‐‑‒Pdナノ粒粒⼦子の結晶構造及び結晶性



【各反応時間での平均粒粒径】

d0  =  3.0  ±  0.2  nm d  =  3.8  ±  0.3  nm

20  nm 20  nm

Pt微粒粒⼦子が単独で⽣生成することなく、
種粒粒⼦子の単分散性が保持されたまま粒粒径が増⼤大

Ptシェルのヘテロエピタキシャル成⻑⾧長
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ARMによる4.0  nm  Pd@Pt(2  MLs)ナノ粒粒⼦子のHAADF-‐‑‒STEM/EDS分析



fcc-‐‑‒Pt（Pd）微粒粒⼦子の粒粒⼦子径と構成原⼦子数

層数 直径
（nm）

構成
原⼦子数

表⾯面
原⼦子数

表⾯面原⼦子数
の割合（%）

表⾯面2層を占める
原⼦子数の割合（%）

1 0.28  1 1 100  
2 0.72  13 12 92.3  100 
3 1.17  55 42 76.4  98.2  
4 1.62  147 92 62.6  91.2  
5 2.08  309 162 52.4  82.2  
6 2.53  561 252 44.9  73.8  
7 2.99  923 362 39.2  66.5  
8 3.45  1415 492 34.8  60.4  
9 3.91  2057 642 31.2  55.1  

10 4.37  2869 812 28.3  50.7  
11 4.83  3871 1002 25.9  46.9  
12 5.28  5083 1212 23.8  43.6  
13 5.74  6525 1442 22.1  40.7  
14 6.20  8217 1692 20.6  38.1  
15 6.66  10179 1962 19.3  35.9  

seed  Pd

Pd@Pt(2MLs)



Pt原⼦子層数の精密制御

Pt  
molar  
eq.

TEM ICP-‐‑‒AES

mean  size  
(nm)

Pd  :  Pt  
(mol  %)

yield  of  Pd  
(%)

yield  of  Pt
(%)

size
(nm)

number  of  
Pt  MLs

0.33 3.3 75.8  :  24.2 (93.9) 97.0 3.26 0.6

0.67 3.5 62.1  :  37.9 99.8 91.0 3.48 1.1

1.46 4.0 43.2  :  56.8   100.5 90.1 3.93 2.1

2.45 4.3 31.9  :  68.1 104.3 87.2 4.35 3.0

Pt:  0.33  eq. 0.67  eq. 1.46  eq. 2.45  eq.

20  nm

3.0  MLs2.1  MLs1.1  MLs0.6  ML



Pt原⼦子層数の精密制御
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Pd@Ptナノ粒粒⼦子のPt原⼦子層数を0.5〜～3.5層相当の間で厳密に制御可能



ARMによるPd@Ptナノ粒粒⼦子のHAADF-‐‑‒STEM観察
Pd  NPs Pd@Pt(1ML)  NPs

Pd@Pt(2MLs)  NPs Pd@Pt(3.5MLs)  NPs



ARMによるPd@Pt(3.5  MLs)ナノ粒粒⼦子のHAADF-‐‑‒STEM観察

3 nm 
Pd core	



ARMによるPd@Pt(3.5  MLs)ナノ粒粒⼦子のHAADF-‐‑‒STEM観察

3 nm 
Pd core	

Pt shell	
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Pd@Ptナノ粒粒⼦子のCO吸着IR測定
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3.3  nm  Pd@Pt(0.6ML)  NPs

3.0  nm  Pd  NPs

4.0  nm  Pt  NPs

3.5  nm  Pd@Pt(1.1MLs)  NPs

4.0  nm  Pd@Pt(2.1MLs)  NPs

4.3  nm  Pd@Pt(3.0MLs)  NPs

Pd@Ptナノ粒粒⼦子

⇒ 　リニアー状に吸着したCOの
 　 　C≡O伸縮振動ピークが分裂裂し、
 　 　ピークトップが⾼高波数側へシフト

⇒ 　２層以上で
 　 　⾼高指数⾯面の露露出を⽰示唆



担持固体触媒の調製
Pd@Pt(2MLs)/VULCAN  CX-‐‑‒72



電⼦子効果（従来技術）と形状効果（新技術）

●  リガンド効果

●  コヒーレント成⻑⾧長
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Ｏ
Ｃ 　

Ｏ
Ｃ 　

M

Pt

電⼦子効果：1原⼦子層で最⼤大 形状効果：２原⼦子層以上で発現

{110}や{311}が多く露露出

vs

R. Choi et al., Chem. Eur. J. 2013, 19, 8190 . 

3 nm 
Pd core	

{111}や{100}が多く露露出

触媒反応における
・Pt質量量活性
・⾯面積⽐比活性
の⽐比較 　→ 　詳細は⾯面談にて



新技術の特徴・従来技術との比較	

１．コアシェル化により、約５割の低貴金属化を達成	

２．高指数面の高頻度露出により、５倍超の表面比活	

　　性の向上を期待	

➡ １及び２の相加効果により、９割超の低貴金属化を　	

　　見込む	

３．コアシェル化による粒径の増大により、長寿命化　	

　　も同時に達成し得る	



新技術の特徴・従来技術との比較	

①  高指数面を意図的に高頻度露出させた粒子 
 表面エネルギーが高い高指数面を粒子表面に露出させることで、多くの触媒反応

 で活性の向上が期待できる。 

②  シェル層の厚さを0.5層単位で精密制御可能 
 触媒活性に関わるシェル層の精密構造制御が可能である。 

③  粒径が極めて均一な高単分散粒子の製造技術 
 平均粒径の相対標準偏差が10%よりも小さく、粒子径分布が狭いため、 

　　　単一特性を安定的に発現。　 

④  簡便な合成方法でほぼ100%の高収率　 
 貴金属原料の使用量に対しほぼ100％の収率を実現。 

⑤  精密粒径制御が可能（2nm～）　 

 コア粒子の粒径制御も可能なため、シェル層の厚さ制御と併せて最適化が可能。 



・各種貴金属担持固体触媒	 

　（各種燃料電池電極触、媒排ガス浄化、有機合成、　	

　　ファインケミカル、石油化学等の分野）	 

	 

	 

・実施例（コアおよびシェルの金属種の組み合わせ）　	

　の拡充	

・コストや耐久性を考慮したコア金属種の最適化	 

実用化に向けた課題	

想定される用途	



触媒分野	 

Pd@Ptナノ粒子、もしくはその改良（例：Pdコアの他金属・合金

への置換）で得られるナノ粒子の触媒分野における事業化を見

据えた共同研究及びライセンス。 
・主に、触媒開発（特に触媒活性評価）技術を持つ企業との連携を

希望する。 

・新奇コアシェル型ナノ粒子（およびその担持触媒）合成の大規模化

の検討が可能な企業が望ましい。 
 

新規用途の開発 

触媒分野以外の新規用途への応用を目的とした連携。 

	

	

企業への期待	
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