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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】パラジウム以外の遷移元素イオンから還元活性
を有する触媒を得るための方法およびその生成物、遷移
元素および線源その合金からなる触媒元素を担持させた
触媒物質およびその製造方法、さらに、選択的水素添加
のための方法を提供する。
【解決手段】パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと
反応させて前記パラジウムイオンを還元すること、およ
び、遷移元素イオンを含む溶液を、水素ガス中で前記還
元されたパラジウムを含む溶液と接触させることによっ
て得られ、複数の不飽和結合を有する反応対象物の1置
換二重結合部または2置換二重結合部を選択的に水素添
加する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択される金属イオンお
よびパラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させて、前記金属イオンおよび前記パ
ラジウムイオンを還元することによって得られ、
　複数の不飽和結合を有する反応対象物の特定の二重結合部を選択的に水素添加すること
を特徴とする合金触媒。
【請求項２】
　白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択される金属イオンお
よびパラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持することによって
得られる、請求項1に記載の合金触媒。
【請求項３】
　前記遷移元素イオンが白金イオンである、請求項1に記載の合金触媒。
【請求項４】
　　パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させて前記パラジウムイオンを還元す
ること、および、
　白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択される金属イオンを
含む溶液を、水素ガス中で前記還元されたパラジウムを含む溶液と接触させることによっ
て得られ、
　複数の不飽和結合を有する反応対象物の1置換二重結合部または2置換二重結合部を選択
的に水素添加することを特徴とする金属触媒。
【請求項５】
 前記パラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持すること、およ
び、
　前記金属イオンを含む溶液を含浸させた担体を、水素ガス中で前記還元されたパラジウ
ムを含む溶液に含浸させた担体と接触させることによって得られる、請求項4に記載の金
属触媒。
【請求項６】
　前記金属イオンが白金イオンである、請求項4に記載の金属触媒。
【請求項７】
　パラジウムイオンおよび遷移元素イオンを含む溶液を水素ガスと反応させて前記パラジ
ウムイオンおよび前記遷移元素イオンを還元する工程を含む、複数の不飽和結合を有する
反応対象物の特定の二重結合部を選択的に水素添加することを特徴とする遷移元素触媒の
製造方法。
【請求項８】
　パラジウムイオンおよび遷移元素イオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保
持する工程を含む、請求項7に記載の遷移元素触媒の製造方法。
【請求項９】
　パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させて前記パラジウムイオンを還元する
工程と、
　白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択される金属イオンを
含む溶液を、水素ガス中で前記還元されたパラジウムを含む溶液と接触させる工程と、
を含む、複数の不飽和結合を有する反応対象物の1置換二重結合部または2置換二重結合部
を選択的に水素添加することを特徴とする遷移元素触媒の製造方法。
【請求項１０】
　前記パラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持する工程と、
　前記金属イオンを含む溶液を含浸させた担体を、水素ガス中で前記還元されたパラジウ
ムを含む溶液に含浸させた担体と接触させる工程と、
を含む、請求項9に記載の遷移元素触媒の製造方法。
【請求項１１】
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　請求項1～3のいずれか1項に記載の遷移元素触媒を、複数の不飽和結合を有する反応対
象物を含む溶液中に、水素ガスの存在下で反応させることにより、前記反応対象物の1置
換二重結合部または2置換二重結合部を選択的に水素添加するための方法。
【請求項１２】
　請求項4～6のいずれか1項に記載の遷移元素触媒を、複数の不飽和結合を有する反応対
象物を含む溶液中に、水素ガスの存在下で反応させることにより、前記反応対象物の1置
換二重結合部または2置換二重結合部を選択的に水素添加するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遷移元素触媒および遷移元素の合金の触媒に関する。より詳細には、遷移元
素からなる触媒物質を担持させた遷移元素触媒に関する。また、本発明は、遷移元素触媒
および遷移元素の合金の触媒の製造方法に関する。さらに、本発明は、選択的水素添加の
ための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、化学品および医薬品などの有機化合物を合成するために、数々の触媒が使用され
ている。また、石油の還元脱硫を行うためにも、種々の触媒が使用されている。このよう
な触媒の1つとして、パラジウムブラックと呼ばれるPd微粉末および粉状活性炭にPd微粉
末を添着させたもの（Pd-C）などの粉体が使用されている。一般的に、このような触媒を
使用する反応では、まず反応基質などの反応対象物を溶媒に溶解させて、この溶液に上記
のものなどの粉末触媒を投入することにより、反応対象物の還元反応を進行させる。しか
し、上述した粉末触媒の場合、濾紙またはセライトなどのフィルターを通して反応後の溶
液から触媒を濾過して回収する必要があり、手間がかかってしまった。また、触媒の耐久
性が低いという問題もあった。さらに、触媒が粉末であるために発火性が高く、安全性に
おいて大きな問題であった。
【０００３】
　そこで、本発明者らは、シート状の遷移元素触媒を以前に報告している（特許文献1）
。この遷移元素触媒は、パラジウムイオンなどの遷移元素イオンを不織布などの担体に還
元担持させることにより製造することができる。たとえば、パラジウム触媒の場合、まず
不織布などの担体にパラジウムイオンを含む溶液を含浸させ、次いでこの担体を室温にて
水素ガス中に保持する。パラジウムイオンが水素ガス中で還元されて、黒い固体として担
体上に析出される。その結果、還元活性を有するシート状のパラジウム触媒を得ることが
できる。このような方法で製造されたパラジウム触媒は、アモルファス状態の元素として
担体に担持されていると考えられる。また、このような方法で製造されたパラジウム触媒
は、外見が黒っぽい固体であることから、上記のようにパラジウムブラックと呼ばれてい
る。一般に、パラジウムなどの遷移元素が触媒活性を有するためには、これらの元素がア
モルファス状態でなければならないと考えられている。
【０００４】
　本発明者らは、上記方法により、実際にパラジウムイオンから還元活性を有するパラジ
ウムブラックを得ることができた。しかし、その後の実験において、その他の遷移元素イ
オンからアモルファス状態の遷移元素の固体を得ることはできなかった。たとえば、白金
、イリジウム、ルテニウム、ロジウムおよびレニウムなどの遷移元素は、上記の方法と同
様に、担体にそれぞれの遷移元素イオンを含む溶液を含浸させ、次いでこの担体を室温に
て水素ガス中に保持しても、元の遷移元素イオンの色から黒色に変化することなく、水素
還元されないことが示された。このため、パラジウム以外の遷移元素についても、パラジ
ウムと同様にアモルファス状態の元素を得るための新たな方法の開発が望まれていた。
【０００５】
　また、従来の反応において、複数種類の遷移元素の合金からなる触媒は、あまり使用さ
れていない。たとえば、複数種類の遷移元素を触媒として使用する際には、それぞれの遷
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移元素の粉末を混合した粉体が使用される。上記のように、アモルファス状態の合金の触
媒は、種々の触媒活性を有すると考えられるが、このような合金はほとんど報告されてい
ない。
【０００６】
　従来のメッキ法は、還元電位によって所望する金属を陰極表面に析出させる方法である
。一般に、還元電位のより低いものから順に金属が析出（還元）されるため、メッキ法で
は、任意の異なる金属を完全に混合した形で析出させることはできない。従って、従来の
メッキ法では、1種類の遷移元素についてアモルファス状態の遷移元素を得ることができ
るものの、数種類の遷移元素の合金について均一に混合されたアモルファス状態の遷移元
素の合金を得ることはできない。また、複数種類のアモルファス状態の遷移元素を混合し
たとしても、均一に混合することが困難であると共に、合金とは異なる触媒活性を示すと
考えられる。
【０００７】
　一方、遷移元素触媒は、水素添加反応および加水素分解反応のいずれに対しても作用す
る。これらの反応の反応条件は、同一であることが多く、水素添加反応および加水素分解
反応の一方の反応のみを反応基質に対して選択的に行わせることは難しい。
【０００８】
　本発明者らは、ベンジルオキシアルケンの選択的水素添加方法として、電解による方法
を報告している（たとえば、特許文献2および3を参照されたい）。この方法では、陰極と
して用いるパラジウム薄膜により、反応系を2槽に区切り、そのうちの一方の槽で水を電
気分解して水素を発生させる。水素は、水素吸蔵金属であるパラジウム薄膜に吸蔵され、
反対面から他の槽中に透過する。この槽の反応液には、反応基質であるベンジルオキシア
ルケンが溶解されている。この溶液中では、加水分解反応、たとえばベンジルオキシアル
ケンからのベンジル基の脱離などが抑制された水素添加反応が進行し、反応基質中のアル
ケンの不飽和基のみが選択的に水素添加される。しかし、上記した選択的水素添加方法の
場合、電気分解のための電源および電解セルなどの各種装置を必要とするため、簡便な方
法とはいえず、実用的ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－２３７１４８号公報
【特許文献２】特開２００２－１４５８１８号公報
【特許文献３】特開２００１－３１６３１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述の状況に鑑み、本発明は、パラジウム以外の遷移元素イオンから還元活性を有する
触媒を得るための方法およびその生成物を提供することを目的とする。また、遷移元素お
よび線源その合金からなる触媒元素を担持させた触媒物質およびその製造方法を提供する
ことを目的とする。さらに、本発明は、選択的水素添加のための方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、パラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持して
還元させた後、上記担体を、白金イオンを含む溶液に含浸させた担体と水素ガス中にて接
触させることにより、還元活性を有するアモルファス状態の触媒を得ることができること
を見いだした。
【００１２】
　また、パラジウムイオンおよび白金イオンを含む混合溶液に含浸させた担体を水素ガス
中に保持することにより、パラジウムおよび白金をアモルファス状態にすることができる
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ことを見いだした。
【００１３】
　さらに、上記方法によって得られたパラジウムおよび白金の合金が担持されたシート状
の遷移元素合金触媒は、選択的な水素添加が可能なことを見いだした。より詳細には、複
数の二重結合部分を有する化合物において、加水分解を伴わずに、所定の二重結合のみを
選択的に水素添加することができることを見いだした。これらの知見により、本発明を完
成するに至った。
【００１４】
　本発明は、白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択される金
属イオンおよびパラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させて、金属イオンおよび
パラジウムイオンを還元することによって得られ、複数の不飽和結合を有する反応対象物
の特定の二重結合部を選択的に水素添加することを特徴とする合金触媒を提供する。
【００１５】
　また、本発明は、白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムから選択さ
れる金属イオンおよびパラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持
することによって得られる、上記金属触媒を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、遷移元素イオンが白金イオンである、上記金属触媒を提供する。
【００１７】
　さらに、本発明は、パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させてパラジウムイ
オンを還元すること、および白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムか
ら選択される金属イオンを含む溶液を、水素ガス中で還元されたパラジウムを含む溶液と
接触させることによって得られ、複数の不飽和結合を有する反応対象物の1置換二重結合
部または2置換二重結合部を選択的に水素添加することを特徴とする金属触媒を提供する
。
【００１８】
　また、本発明は、パラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持す
ること、および金属イオンを含む溶液を含浸させた担体を、水素ガス中で還元されたパラ
ジウムを含む溶液に含浸させた担体と接触させることによって得られる、上記金属触媒を
提供する。
【００１９】
　また、本発明は、金属イオンが白金イオンである、上記金属触媒を提供する。
【００２０】
　さらに、本発明は、パラジウムイオンおよび遷移元素イオンを含む溶液を水素ガスと反
応させてパラジウムイオンおよび遷移元素イオンを還元する工程を含む、複数の不飽和結
合を有する反応対象物の特定の二重結合部を選択的に水素添加することを特徴とする金属
触媒の製造方法を提供する
【００２１】
　また、本発明は、パラジウムイオンおよび遷移元素イオンを含む溶液に含浸させた担体
を水素ガス中に保持する工程を含む、上記金属触媒の製造方法を提供する。
【００２２】
　さらに、本発明は、パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させて前記パラジウ
ムイオンを還元する工程と、白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムまたはレニウムか
ら選択される金属イオンを含む溶液を、水素ガス中で還元されたパラジウムを含む溶液と
接触させる工程とを含む、複数の不飽和結合を有する反応対象物の1置換二重結合部また
は2置換二重結合部を選択的に水素添加することを特徴とする遷移元素触媒の製造方法を
提供する。
【００２３】
　また、本発明は、パラジウムイオンを含む溶液に含浸させた担体を水素ガス中に保持す
る工程と、金属イオンを含む溶液を含浸させた担体を、水素ガス中で還元されたパラジウ
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ムを含む溶液に含浸させた担体と接触させる工程とを含む、上記遷移元素触媒の製造方法
を提供する。
【００２４】
　さらに、本発明は、上記パラジウム以外の遷移元素触媒を、複数の不飽和結合を有する
反応対象物を含む溶液中で、水素ガスの存在下で反応させることにより、反応対象物の1
置換二重結合部または2置換二重結合部を選択的に水素添加するための方法を提供する。
【００２５】
　さらに、本発明は、上記パラジウムとパラジウム以外の遷移元素の合金触媒を、複数の
不飽和結合を有する反応対象物を含む溶液中で、水素ガスの存在下で反応させることによ
り、前記反応対象物の1置換二重結合部または2置換二重結合部を選択的に水素添加するた
めの方法を提供する。
【発明の効果】
【００２６】
　以上の説明により明らかなように、本発明の遷移元素触媒の製造方法によれば、パラジ
ウムイオンと同様の従来の水素ガスによる還元が不可能であった、パラジウム以外の遷移
元素イオンを還元することができる。また、還元された遷移元素は、触媒として活性なア
モルファス状態の固体の触媒として得ることができる。
【００２７】
　また、本発明の遷移元素触媒の製造方法によれば、パラジウムとその他の遷移元素との
合金について、イオンレベルで完全に混合した状態で水素と接触させて還元するため、ナ
ノレベルで混合された合金ナノ粒子が得られる。また、還元された遷移元素合金は、触媒
として活性なアモルファス状態の固体の触媒として得ることができる。
【００２８】
　さらに、本発明の遷移元素触媒は、3置換および4置換二重結合を還元することなく、1
置換および2置換二重結合のみを選択的に還元することができる。しかも、反応完結後、
十分な時間反応を継続しても過剰反応は見られない。また、加水素分解反応を伴わない水
素添加反応が可能である。
【００２９】
　また、触媒物質が担体の空隙の周りに担持されるように製造することができるので、触
媒の有効表面積が増大し、反応性に優れている。その結果として、従来の粉末触媒に比べ
て反応に必要な触媒物質の量を低減することもできる。また、触媒物質は担体の空隙内に
存在し、外部と接触しにくいため、触媒物質の物理的接触による脱落等が生じにくく耐久
性が向上する。また、反応後に触媒を反応系から分離しやすく、従来の粉状触媒に比べて
取り扱いも容易になる。
【００３０】
　本発明の製造方法によれば、担体が液体を吸収しやすいため、担体の内部に遷移元素イ
オンを含む溶液を確実に含浸させることができ、担体の内部に触媒物質が担持され有効表
面積の大きく反応性に優れた触媒を製造することができる。また、担体に上記溶液を含浸
させて水素ガス中に保持するだけで触媒を製造することができる。さらに、担持量の調整
は、溶液の濃度や含浸量を調整するだけでよいので、担持量の調整を簡便かつ正確に行う
ことができる。
【００３１】
　本発明の選択的水素添加方法によれば、不飽和結合を有する反応対象物を含む溶液中に
、水素ガスの存在下で、本発明の遷移元素触媒を浸漬するだけで、水素添加反応を選択的
に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明のパラジウム以外の遷移元素からなる遷移元素触媒を製造する方法の一例
を示す図である。
【図２】還元触媒を捕集布で包んだ状態を示す図である。
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【図３】本発明のパラジウムとパラジウム以外の遷移元素との合金からなる遷移元素触媒
を製造する方法の一例を示す図である。
【図４】本発明の触媒が担持された担体の構成を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　本発明は、パラジウム以外の遷移元素からなる遷移元素触媒を提供する。本発明の遷移
元素触媒は、パラジウムイオンを含む溶液を水素ガスと反応させてパラジウムイオンを還
元すること、および遷移元素イオンを含む溶液を、水素ガス中で、還元されたパラジウム
を含む溶液と接触させることによって得られる。
【００３４】
　図1は、本発明の遷移元素触媒の製造方法の一例を示す。図1を参照し、遷移元素イオン
を担体に含浸させて水素還元する場合を例示する。まず、塩化パラジウム溶液などのパラ
ジウムイオンを含む溶液を担体に含浸させる（図1a）。たとえば、溶液を担体に滴下する
ことによって含浸させることができる。また、担体を溶液に浸漬してもよい。
【００３５】
　担体は、遷移元素イオンを含む溶液が含浸しやすいように、多数の空隙を有するものを
使用することができる。たとえば、織物、メッシュ、スポンジ、綿、紙、セルロース、素
焼きの焼物およびモレキュラーシーブズなどの種々の多孔質体を使用することができる。
担体の材質は、特に限定されないが、合成樹脂およびセルロースなどの非金属を使用する
ことができる。たとえば、触媒反応を有機溶媒中で進行させる場合、溶液が担体の空隙に
侵入しやすくさせるため、溶媒との親和性のよい合成樹脂を使用することが好ましい。合
成樹脂としては、ポリプロピレン、ポリエチレンまたはポリイミドを使用することができ
る。また、担体の形状は、特に限定されない。たとえば、シート状、チューブ状、塊状、
棒状、球状とすることができる。取り扱いが容易で表面積の大きいシート状が好ましい。
また、空隙の大きさおよび密度なども特に限定されない。一つの態様において、担体は、
合成繊維からなる不織布であることができる。特に、担体は、グラフト重合された合成繊
維を除く合成繊維からなる不織布であることができる。
【００３６】
　上記溶液における溶媒として、たとえば水、メタノール、テトラヒドロフラン、アセト
ニトリル、酢酸、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミドもしくはヘキサメチ
ルホスホアミドなどの水溶性有機溶媒、または無水酢酸、酢酸エチル、塩化メチレン、ベ
ンゼン、プロピレンカーボネート、ニトロメタンもしくはヘキサメチルホスホアミドなど
の非水溶性有機溶媒を使用することができる。これらの溶媒は、単独または二種類以上を
組み合わせて使用することができる。
【００３７】
　パラジウムイオンとしては、二価、三価および四価のイオンを使用することができる。
たとえば、塩化パラジウム、硫酸パラジウムまたは硝酸パラジウムなどのパラジウム塩に
起因する二価のイオンを使用することができる。また、溶媒に溶解しやすいパラジウム塩
に起因するイオンが好ましい。パラジウムイオンを含む溶液は、通常水素イオン濃度が0.
3～5mol/l、たとえば酸濃度が1～2mol/lの酸溶液にパラジウム塩を溶媒に溶解させること
により、容易に調整することができる。
【００３８】
　溶液中のパラジウムイオンの濃度は、通常1×10-6mol/l～過飽和状態まで、たとえば1
×10-4mol/l～1×10-1mol/lであることができる。
【００３９】
　次いで、含浸後の担体を密閉室内に吊り下げ、室内に水素ガスを導入した後で室を密閉
し、水素ガス中に担体を保持する（図1b）。保持時間は、担体の形状等に応じて変更する
ことができる。たとえば、通常数分～数時間程度であることができる。これにより、含浸
した溶液中のパラジウムイオンがPd0に還元されて、担体表面に析出し、アモルファス状
態のパラジウムブラックを得ることができる（図1c）。本明細書において、パラジウムブ



(8) JP 2011-20116 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

ラックとは、微粉末ではないが、従来のパラジウムブラック（黒色微粉末パラジウム）と
同様に黒色であり、同様の触媒活性を有するパラジウムを含む。
【００４０】
　室内の水素ガスの圧力は、通常1.013×102～1.013×108Pa、たとえば1.013×105～1.01
3×106Paまたは1.013×105～2.026×105Paであることができる。
【００４１】
　一方、パラジウム以外の遷移元素イオンを含む溶液を、上記の担体とは別の担体に含浸
させる（図1a'）。たとえば、白金イオンを含む溶液を含浸さる。含浸は、溶液を担体に
滴下することによって行うことができる。担体を溶液に浸漬させてもよい。
【００４２】
　担体は、上述のパラジウムイオンと同様の担体を使用することができ、たとえば多数の
空隙を有するものを使用することができる。一つの態様において、担体は、合成繊維から
なる不織布であることができる。特に、担体は、グラフト重合された合成繊維を除く合成
繊維からなる不織布であることができる。
【００４３】
　上記溶液における溶媒として、上述のパラジウムイオンと同様に、水、メタノール、テ
トラヒドロフラン、アセトニトリル、酢酸、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルム
アミドもしくはヘキサメチルホスホアミドなどの水溶性有機溶媒、または無水酢酸、酢酸
エチル、塩化メチレン、ベンゼン、プロピレンカーボネート、ニトロメタンもしくはヘキ
サメチルホスホアミドなどの非水溶性有機溶媒を使用することができる。これらの溶媒は
、単独または二種類以上を組み合わせて使用することができる。また、溶媒は、上記パラ
ジウムイオンの溶媒と同じであっても、異なっていてもよいが、同じ溶媒であることが好
ましい。
【００４４】
　遷移元素イオンとしては、二価、三価および四価のイオンを使用することができる。ま
た、遷移元素としては、3A～7A族、8族および1B族の元素を使用することができる。たと
えば、白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムおよびレニウム等を使用することができ
る。遷移元素イオンとしては、たとえば塩酸、硫酸または硝酸などの酸と形成された遷移
元素の塩に起因する二価のイオンを使用することができる。また、溶媒に溶解しやすい遷
移元素の塩に起因するイオンが好ましい。遷移元素イオンを含む溶液は、通常水素イオン
濃度が0.3～5mol/l、たとえば酸濃度が1～2mol/lの酸溶液に遷移元素の塩を溶解させると
、容易に調整することができる。
【００４５】
　溶液中の遷移元素イオンの濃度は、通常1×10-6mol/l～過飽和状態まで、たとえば1×1
0-4mol/l～1×10-1mol/lであることができる。
【００４６】
　次いで、上記のパラジウムイオンを含む溶液を含浸後の担体（図1b'上段担体）と遷移
元素イオンを含む溶液に含浸後の担体（図1b'下段担体）とを接触させて、密閉室内に吊
り下げる。室内に水素ガスを導入した後で室を密閉し、水素ガス中に担体を保持する（図
1b'）。本明細書において、「接触させる」とは、2つの溶液が、一方の溶液から他方の溶
液への電子の移動が可能なように接触した状態にすることを意味する。たとえば、2つの
担体を、一方の担体に含まれる溶液から他方の担体に含まれる溶液への電子の移動が可能
なように、一端を重ねた状態にすることにより、接触させることができる。
【００４７】
　水素ガス中の保持時間は、担体の形状等に応じて変更することができる。たとえば、通
常数分～数時間程度であることができる。これにより、含浸した溶液中の遷移元素イオン
（たとえば、白金イオン）が遷移元素（たとえば、Pt0）に還元されて、担体表面に析出
し、アモルファス状態の遷移元素を得ることができる（図1c'）。
【００４８】
　図1に示した方法では、パラジウムイオンをPd0に還元後に、遷移元素イオンを含む溶液
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に含浸後の担体を接触させているが、それぞれのイオンの還元および両イオン溶液の接触
を接触させる順序は、いずれの順序であってもよい。たとえば、パラジウムイオンを含む
溶液に含浸後の担体と、遷移元素イオンを含む溶液に含浸後の担体とを接触させ、両方の
担体を同時に水素ガスと反応させてもよい。また、以下の実施例に示すように、両方の担
体を同時に水素ガス中に保持し、パラジウムイオンが還元された後に、担体を接触させて
もよい。
【００４９】
　次に、室内の水素ガスを不活性ガス（アルゴンガスなど）で置換する（図1d）。次いで
、得られた遷移元素触媒を室外に取り出して、適宜洗浄を行う。洗浄は、たとえば触媒を
水洗した後、メタノールなどの有機溶媒で洗浄することができる。さらに、適宜触媒を減
圧乾燥させてもよい。このようにして本発明の触媒が製造される（図1e）。
【００５０】
　図1に示した方法では、担体に含浸させたパラジウムイオンおよび遷移元素イオンをそ
れぞれ水素で還元しているが、それぞれのイオンは、担体に含浸させることなく水素還元
させてもよい。また、パラジウムイオンおよび遷移元素イオンのいずれか一方のみを担体
に含浸させ、水素で還元してもよい。
【００５１】
　本発明の製造方法を使用することにより、従来の方法では水素還元することができない
パラジウム以外の遷移元素を還元して、触媒活性を有するアモルファス状態の遷移元素を
製造することができる。上記方法によって製造される触媒は、水素添加反応の触媒作用を
有する。上記方法によって製造される遷移元素触媒は、担体の表面にアモルファス状で粒
状に析出される。その粒径は、通常0.1～3μm、たとえば0.3～2μmである。また、遷移元
素触媒の担体への担持量は、特に限定されないが、対象となる反応に応じて選択できる。
通常、1×10-3～1×103mg/cm3、たとえば1×10-1～1×102mg/cm3または0.5～5mg/cm3であ
る。
【００５２】
　また、本発明の製造方法において、多数の空隙を有している担体を使用して該担体上に
遷移元素触媒を担持させたときは、担体が多数の空隙を有していることにより、液体を吸
収しやすい。従って、担体の内部に遷移元素イオンを含む溶液を含浸させることができる
。従って、担体の内部に触媒元素（遷移元素）が担持されるので、有効表面積の大きく反
応性に優れた触媒を製造することができる。
【００５３】
　また、本発明の製造方法において遷移元素イオンを担体に含浸させた場合、担体に上記
溶液を含浸させて水素ガス中に保持するだけで触媒を製造することができるので、製造が
簡便となる。また、担持量の調整は、溶液の濃度や含浸量を調整するだけでよいので、担
持量の調整を簡便かつ正確に行うことができる。
【００５４】
　一方、本発明の製造方法において、遷移元素イオンを担体に含浸させた場合、本発明に
よって製造される遷移元素触媒は、多数の空隙を有する担体の内部に遷移元素イオンを含
む溶液を含浸させることにより、担体の内部に遷移元素触媒が担持されるので、有効票面
積の大きく反応性に優れた触媒となる。その結果、従来の粉末触媒に比べて反応に必要な
触媒物質の量を低減することもできる。また、触媒物質は、担体の空隙内に存在するので
、担体の最表面に触媒物質を大量に担持させる必要がない。すなわち、担体の最表面のみ
に触媒物質を担持させると、外部との接触等によって触媒物質が脱落し易くなる。特に、
触媒の表面積を増大させるためにデンドライト（針）状に触媒物質を析出させると、触媒
物質が容易に脱落して触媒性能が低下し、触媒の耐久性に劣ることになる。本発明では、
担体の内部にある空隙の周りに触媒物質が担持されており、この部分は外部と接触しにく
いので、触媒物質の脱落等が生じにくく、耐久性が向上する。また、バルクの担体に触媒
物質が固定（担持）されているので、反応後に触媒を反応系から分離しやすく、従来の粉
状触媒に比べて取り扱いも容易になる。
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【００５５】
　上述の通り、担体に担持させた遷移元素触媒は、触媒物質の脱落が生じにくいものであ
るが、触媒物質が脱落したとしても、それを生成物に混入させないようにすることもでき
る。たとえば、図2に示したように、遷移元素触媒10を捕集布20で包み込んでもよい。こ
れにより、脱落した触媒物質を捕集布20内に留めておくことができる。捕集布20としては
、たとえば網および不織布などを使用することができる。遷移元素触媒10の担体として不
織布を用いた場合には、それより目の細かい（空隙の径が小さい）不織布等を使用するこ
とができる。
【００５６】
　次に、本発明は、パラジウムおよびパラジウム以外の遷移元素の合金からなる遷移元素
合金触媒を提供する。本発明の遷移元素合金触媒は、パラジウムイオンおよび遷移元素イ
オンを含む溶液を水素ガスと反応させてパラジウムイオンおよび遷移元素イオンを還元す
ることによって得られる。本発明の遷移元素触媒の製造方法の一例を、図3に示してある
。まず、塩化パラジウム溶液などのパラジウムイオンと白金イオンなどのパラジウム以外
の遷移元素イオンを含む溶液の混合溶液を調整する。次いで、これらの混合溶液を担体に
含浸させる（図3a）。たとえば、上記の溶液の混合物を含む溶液を滴下することによって
含浸することができる。また、担体を溶液に浸漬してもよい。
【００５７】
　担体は、上述のように、多数の空隙を有するものを使用することができる。一つの態様
において、担体は、合成繊維からなる不織布であることができる。特に、担体は、グラフ
ト重合された合成繊維を除く合成繊維からなる不織布であることができる。
【００５８】
　上記溶液における溶媒として、上述のような水、メタノール、テトラヒドロフラン、ア
セトニトリル、酢酸、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミドもしくはヘキサ
メチルホスホアミドなどの水溶性有機溶媒、または無水酢酸、酢酸エチル、塩化メチレン
、ベンゼン、プロピレンカーボネート、ニトロメタンもしくはヘキサメチルホスホアミド
などの非水溶性有機溶媒を使用することができる。これらの溶媒は、単独または二種類以
上を組み合わせて使用することができる。また、溶媒は、上記パラジウムイオンの溶媒と
同じであっても、異なっていてもよいが、同じ溶媒であることが好ましい。
【００５９】
　パラジウムイオンとしては、二価、三価および四価のイオンを使用することができる。
たとえば、塩化パラジウム、硫酸パラジウムまたは硝酸パラジウムなどのパラジウム塩に
起因する二価のイオンを使用することができる。また、溶媒に溶解しやすいパラジウム塩
に起因するイオンが好ましい。パラジウムイオンを含む溶液は、通常水素イオン濃度が0.
3～5mol/l、たとえば酸濃度が1～2mol/lの酸溶液にパラジウム塩を溶解させると、容易に
調整することができる。
【００６０】
　溶液中のパラジウムイオンの濃度は、通常1×10-6mol/l～過飽和状態まで、たとえば1
×10-4mol/l～1×10-1mol/lであることができる。
【００６１】
　遷移元素イオンとしては、二価、三価および四価のイオンを使用することができる。ま
た、遷移元素としては、3A～7A族、8族および1B族の元素を使用することができる。たと
えば、白金、ロジウム、イリジウム、ルテニウムおよびレニウム等を使用することができ
る。遷移元素イオンとしては、たとえば塩酸、硫酸または硝酸などの酸と形成された遷移
元素の塩に起因する二価のイオンを使用することができる。また、溶媒に溶解しやすい遷
移元素の塩に起因するイオンが好ましい。遷移元素イオンを含む溶液は、通常水素イオン
濃度が0.3～5mol/l、たとえば酸濃度が1～2mol/lの酸溶液に遷移元素の塩を溶解させると
、容易に調整することができる。
【００６２】
　溶液中の遷移元素イオンの濃度は、通常1×10-6mol/l～過飽和状態まで、たとえば1×1
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0-4mol/l～1×10-1mol/lであることができる。
【００６３】
　また、パラジウムイオンと遷移元素イオンの比は、製造が望まれる合金に応じて、いず
れの比であることもできる。たとえば、パラジウムイオン：遷移元素イオンは、0.1：1～
1：1または1：1～0.1：1であることができる。
【００６４】
　次いで、混合溶液を含浸後の担体を密閉室内に吊り下げ、室内に水素ガスを導入した後
で室を密閉し、水素ガス中に担体を保持する（図3b）。水素ガス中の保持時間は、担体の
形状等に応じて変更することができる。たとえば、通常数分～数時間程度であることがで
きる。これにより、含浸した溶液中のパラジウムイオンおよび遷移元素イオン（たとえば
、白金イオン）の混合物がパラジウム（Pd0）および遷移元素（たとえば、白金との合金
の場合は、Pt0）の合金に還元されて、担体表面に析出し、アモルファス状態の遷移元素
を得ることができる（図3C）。
【００６５】
　次に、室内の水素ガスを不活性ガス（アルゴンガスなど）で置換する（図3d）。次いで
、得られた遷移元素触媒を室外に取り出して、適宜洗浄を行う。洗浄は、たとえば触媒を
水洗した後、メタノールなどの有機溶媒で洗浄することができる。さらに、適宜触媒を減
圧乾燥させてもよい。このようにして本発明の触媒が製造される（図3e）。
【００６６】
　図3に示した方法では、パラジウムイオンおよび遷移元素イオンの混合物を担体に含浸
させた後に水素で還元しているが、それぞれのイオンの混合物を担体に含浸させることな
く水素で還元してもよい。また、パラジウムイオン以外の遷移元素イオンとして、1種類
の遷移元素イオンを使用した場合を例示してあるが、何種類の遷移元素イオンを使用して
もよい。たとえば、本発明の遷移元素合金触媒の製造方法において、複数種類の遷移元素
イオンをパラジウムイオンと混合することにより、3種および4種以上が混合されたマルチ
メタル合金触媒を製造することができる。
【００６７】
　本発明の方法を使用することにより、従来の方法では水素で還元することができないパ
ラジウム以外の遷移元素を含む合金を還元して、触媒活性を有するアモルファス状態の遷
移元素合金を製造することができる。上記方法によって製造される触媒は、水素添加反応
の触媒作用を有する。上記方法によって製造される遷移元素合金触媒は、担体の表面にア
モルファス状で粒状に析出される。その粒径は、通常0.1～3μm、たとえば0.3～2μmであ
る。また、遷移元素合金触媒の担体への担持量は、特に限定されないが、対象となる反応
に応じて選択できる。通常、1×10-3～1×103mg/cm3、たとえば1×10-1～1×102mg/cm3ま
たは0.5～5mg/cm3である。
【００６８】
　また、上記方法において、多数の空隙を有している担体を使用して該担体上に遷移元素
合金触媒を担持させるときは、担体が多数の空隙を有していることにより、液体を吸収し
やすい。従って、担体の内部に遷移元素イオンを含む溶液を含浸させることができる。従
って、担体の内部に触媒元素合金（遷移元素）が担持されるので、有効表面積の大きく反
応性に優れた触媒を製造することができる。
【００６９】
　また、本発明の製造方法において、遷移元素イオンの混合液を担体に含浸させた場合、
担体に上記溶液を含浸させて水素ガス中に保持するだけで触媒を製造することができるの
で、製造が簡便となる。また、担持量の調整は、溶液の濃度や含浸量を調整するだけでよ
いので、担持量の調整を簡便かつ正確に行うことができる。
【００７０】
　一方、本発明の製造方法において、遷移元素イオン混合液を担体に含浸させた場合、本
発明によって製造される遷移元素合金触媒は、多数の空隙を有する担体の内部に遷移元素
イオンを含む溶液を含浸させることにより、担体の内部に遷移元素合金触媒が担持される
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ので、有効表面積の大きく反応性に優れた触媒となる。その結果、従来の粉末触媒に比べ
て反応に必要な触媒物質の量を低減することもできる。また、触媒物質は、担体の空隙内
に存在するので、担体の最表面に触媒物質を大量に担持させる必要がない。すなわち、担
体の最表面のみに触媒物質を担持させると、外部との接触等によって触媒物質が脱落し易
くなる。特に、触媒の表面積を増大させるためにデンドライト（針）状に触媒物質を析出
させると、触媒物質が容易に脱落して触媒性能が低下し、触媒の耐久性に劣ることになる
。本発明では、担体の内部にある空隙の周りに触媒物質が担持されており、この部分は外
部と接触しにくいので、触媒物質の脱落等が生じにくく、耐久性が向上する。また、バル
クの担体に触媒物質が固定（担持）されているので、反応後に触媒を反応系から分離しや
すく、従来の粉状触媒に比べて取り扱いも容易になる。
【００７１】
　上述の通り、担体に担持させた遷移元素合金触媒は、触媒物質の脱落が生じにくいもの
であるが、触媒物質が脱落したとしてもそれを生成物に混入させないようにすることもで
きる。たとえば、図2に示したように、遷移元素合金触媒10を捕集布20で包み込んでもよ
い。これにより、脱落した触媒物質を捕集布20内に留めておくことができる。捕集布20と
しては、たとえば網および不織布などを使用することができる。遷移元素合金触媒10の担
体として不織布を用いた場合には、それより目の細かい（空隙の径が小さい）不織布等を
使用することができる。
【００７２】
　また、上記方法によって製造方法によれば、担体が多数の空隙を有していて液体を吸収
しやすいため、担体の内部に遷移元素イオンを含む溶液を含浸させることができる。従っ
て、担体の内部に触媒元素（遷移元素合金）が担持されるので、有効表面積の大きく反応
性に優れた触媒を製造することができる。
【００７３】
　また、本発明の製造方法において遷移元素イオンを担体に含浸させた場合、担体に上記
溶液を含浸させて水素ガス中に保持するだけで触媒を製造することができるので、製造が
簡便となる。また、担持量の調整は、溶液の濃度や含浸量を調整するだけでよいので、担
持量の調整を簡便かつ正確に行うことができる。
【００７４】
　次に、本発明の遷移元素触媒または遷移元素合金触媒を使用して選択的水素添加を行う
方法について説明する。本発明の方法では、反応対象物を含む溶液中に、水素ガスの存在
下で遷移元素触媒または遷移元素合金触媒を浸漬する。反応が終了したら、溶液から遷移
元素触媒または遷移元素合金触媒を取り出し、適宜洗浄および乾燥を行う。本発明の方法
によれば、溶液中に水素ガスを導入して遷移元素触媒または遷移元素合金触媒を浸漬する
だけでよく、従来のような特別な電解装置を必要としない。
【００７５】
　本発明の遷移元素触媒は、不織布などのシート状のまま使用することができるため、使
用によって触媒活性が低下しない。従って、触媒として繰り返し使用することができる。
【００７６】
　本明細書において、選択的水素添加とは、不飽和結合を有する反応対象物に水素添加を
する際に、所定の水素添加以外の望まない反応を生じないか、または抑制しつつ水素添加
することを意味する。また、選択的水素添加には、以下のような水素添加が例示されるが
、水素添加される不飽和結合は、反応に使用される化合物および反応条件などの種々の条
件によって変化するであろう。
【００７７】
　たとえば、水素添加の代わりに、反応対象物の所定の基の加水素分解、エポキシド開環
およびベンジル位カルボニル還元などの副反応が生じることを防止しつつ、所定の水素添
加のみを進行することができる。また、反応対象物が複数の不飽和結合を有する場合、所
定の位置の水素添加を選択的に生じさせることができる。
【００７８】
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　本発明の選択的水素添加の反応対象物としては、上記のように副反応を防止することが
望まれるものとして、1.加水素分解によって切断／除去される基と炭素―炭素二重結合お
よび／または炭素―炭素三重結合不飽和結合とを有する化合物、2.加水素分解によって切
断／除去される基を有する化合物と、上記不飽和結合を有する化合物との混合物が想定さ
れる。また、上記のように所定の位置の水素添加が望まれるものとして、3.複数の上記不
飽和結合を有する化合物、4.上記不飽和結合を有する化合物の2種類以上の混合物が想定
される。
【００７９】
　副反応を防止することが望まれる場合、加水素分解によって切断／除去される基は、通
常の接触還元操作によって切断される基である。たとえば、アリルアルコール由来の基お
よびベンジルアルコール由来の基などが想定される。具体的には、アリルオキシ基、ベン
ジルオキシカルボニル基（Z）、t-ブチルオキシカルボニル基（BoC）、p-ニトロベンジル
オキシカルボニル基（Z（OMe））、p-ビフェニルイソプロピルオキシカルボニル基（Bpoc
）、9－フルオレニルメチルオキシカルボニル基（Fmoc）、イソニコチニルオキシカルボ
ニル基（iNoc）、ジフェニルメチルオキシカルボニル基（Dpmoc）、C6H5-N=N-C6H4CH2OCO
-(PZ)、C6H4(4OCH3)-N=N-C6H4CH2OCO-（Mz）、C6H4(4Cl)-CH2OCO-（Z（Cl））、C6H3(2,4
Cl2)-CH2OCO-（Z（2,4Cl2））、ベンジルオキシ基（OBzl）、C6H4（4NO2）-CH2OCO-（OBz
l（NO2））、C6H4(4OCH3)-CH2O-（OBzl（OMe））、
【化１】

（OPic）、(C6H5)2CHO-（OBzh）およびC6H5CH2OCH2-（Bom）、並びにこれらの誘導体など
が挙げられる。
【００８０】
　また、所定の位置の水素添加が望まれる反応対象物には、限定されないが、a）炭素－
炭素１置換二重結合、炭素－炭素2置換二重結合および炭素－炭素三重結合から選択され
る少なくとも１つの結合と、炭素－炭素3置換二重結合および／または炭素－炭素四置換
二重結合とを有する化合物、ｂ）炭素－炭素1置換二重結合、炭素－炭素2置換二重結合、
及び炭素－炭素三重結合から選択される少なくとも1つを有する化合物、並びにc）上記a
およびbの化合物を適宜組み合わせた混合物などが含まれる。
【００８１】
　本発明の方法において、反応対象物が液体の場合、反応には、該反応対象物をそのまま
使用することができる。しかし、反応対象物は、溶媒に溶解して使用してもよい。溶媒は
、反応温度にて液体である任意の溶媒を使用することができる。たとえば、脂肪族炭化水
素類、芳香族炭化水素類、アルコール類およびフェノール類などの種々の有機溶媒を使用
することができる。これら溶媒は、反応基質の種類、反応温度または目的とする反応時間
などに応じて適宜選択することができる。また、溶媒は、単独であっても、または二種類
以上を組み合わせて使用してもよい。溶媒は、反応基質の水素添加反応が優先されるよう
に、水素添加反応を起こす不飽和結合を有する化合物からなる溶媒でないことが好ましい
。たとえば、芳香族炭化水素類、アルキル置換芳香族炭化水素類、ハロゲン置換芳香族炭
化水素類およびアルコキシ置換芳香族炭化水素類などの非プロトン性の芳香族炭化水素類
を使用することができ、これにより、加水素分解反応をほとんど生じさせることなく水素
添加反応を進行させることができる。
【００８２】
　本発明の方法において、遷移元素触媒および遷移元素合金触媒の量は、任意の量である
ことができる。たとえば、担体を除く正味の触媒物質の量は、反応基質（すなわち、反応
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対象物）に対し、1×10-5～100重量％、たとえば1×10-2～100重量％または5×10-1～5重
量％であることができる。
【００８３】
　本発明の方法において、反応系に存在させる水素ガスの圧力は、任意の圧力であること
ができる。たとえば、水素ガスの圧力は、1.013×104～1.013×109Pa、たとえば5.065×1
04～1.013×106Paまたは1.013×105～2.026×105Paであることができる。
【００８４】
　本発明の方法において、反応温度は、任意の温度であることができる。たとえば、反応
温度は、-200～1000℃、たとえば0～100℃または10～30℃であることができる。
【００８５】
　本発明の方法において、反応時間は、任意の時間であることができる。たとえば、反応
時間は、1分～1000時間、たとえば30分～240時間または30分～72時間であることができる
。
【００８６】
　本発明の遷移元素触媒または遷移元素合金触媒を使用することにより、上記した反応の
他、従来の黒色粉末状パラジウムブラックを使用したときと同様の接触還元操作を行うこ
とができる。たとえば、本発明の遷移元素触媒または遷移元素合金触媒を使用して、ニト
ロ化合物を還元して対応するアミンを製造したり、ニトリルを還元して対応する第一級ア
ミンを製造したりすることができる。
【００８７】
　次に、実施例および比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これ
らに限定されない。
【実施例】
【００８８】
　実施例1. パラジウムから白金への電子移動の確認
　1. 溶液の作製
　ポリプロピレン製の不織布（ダイワボウ社製、型版RPX-101、目付49.7g/m2、厚み1.2mm
）を5×2cmに切り出した（重さ5.0mg）。さらに折り畳み、縦横2.5×1cm、厚み0.5cmとし
た。一方、150mgの塩化パラジウムPdCl2（MW:177）を1mol/Lの塩酸10mLに溶解し、濃度8.
5×10-2mol/Lの0.11mLの塩化パラジウム塩酸溶液(9.4 mmol)を作成した。これを折り畳ん
だ不織布に滴下して含浸させた。
【００８９】
　2. 白金溶液の作製
　ポリプロピレン製の不織布（ダイワボウ社製、型版RPX-101、目付49.7g/m2、厚み1.2mm
）を5×2cmに切り出した（重さ5.0mg）。さらに折り畳み、縦横2.5×1cm、厚み0.5cmとし
た。一方、226mgの塩化白金PtCl2（MW: 266）を5mol/Lの塩酸2mLに溶解し、全体が10mlに
なるように希釈して濃度8.5×10-2mol/Lの0.05mlの塩化白金塩酸溶液(4.3mmol)を作成し
た。これを折り畳んだ不織布に滴下して含浸させた。
【００９０】
　3. 遷移元素溶液の還元
　パラジウム溶液および白金溶液を含浸させたそれぞれの不織布を密閉室に吊るした。図
5に示したように、2つの不織布は、不織布の一端を接触可能なように吊した。また、不織
の両端から各溶液をそれぞれ含浸させ、境界に空白が生じるようにしてパラジウム溶液と
白金溶液とが接触しないようにしておいた。この状態で0.1MPa（常圧）の水素ガスを約20
分間導入した。このとき、不織布に浸漬させたパラジウム溶液のみが黒っぽくなり、一方
、白金溶液の色は、変化しなかった。次いで、境界上に数滴の白金溶液を含浸させてパラ
ジウム溶液と白金溶液とを接触させ、さらに0.1MPa（常圧）の水素ガスを約20分間導入し
た。
【００９１】
　4. 結果
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　上記のとおり、パラジウム溶液と白金溶液とが接触しないようにして水素ガスを導入し
た場合、パラジウム溶液の色は、オレンジ色から黒っぽい色に変化し、パラジウムイオン
が水素によって還元されてパラジウムブラックを生じたと考えられる。一方、白金溶液の
色は、黄色のまま変化することがなかった。従って、白金イオンは、単に0.1MPaの水素ガ
スに暴露するだけでは還元されないことが明らかとなった。しかし、パラジウム溶液の色
が黒っぽい色に変化した後に、白金溶液をパラジウム溶液と接触させると共に、さらに水
素ガスに暴露すると、白金溶液の色も、黒っぽい色へと変化した。すなわち、白金イオン
が還元されて白金ブラックを生じたと考えられる。
【００９２】
　白金イオンは、パラジウムイオンとは異なり、従来の水素ガスによる反応条件では、還
元されないが、パラジウムを介して還元されたものと考えられる。その結果、白金イオン
は、アモルファス状態の固体として析出して、不織布に担持されると考えられる。
【００９３】
　ロジウム、イリジウム、ルテニウムおよびレニウムなどのその他の遷移元素についても
、白金と同様に従来の水素ガスによる反応条件では、還元されなかった（データ示さず）
。従って、これらの遷移元素についても本発明のパラジウムを介した還元方法が有効であ
ると思われる。
【００９４】
　実施例2．遷移元素触媒の作製
　1. パラジウム還元触媒の作製
　ポリプロピレン製の不織布（ダイワボウ社製、型版RPX-101、目付49.7g/m2、厚み1.2mm
）を5×2cmに切り出した（重さ5.0mg）。さらに折り畳み、縦横2.5×1cm、厚み0.5cmとし
た。一方、150mgの塩化パラジウムPdCl2（MW:177）を1mol/Lの塩酸10mLに溶解し、濃度8.
5×10-2mol/Lの0.11mLの塩化パラジウム塩酸溶液(9.4mmol)を作成した。これを折り畳ん
だ不織布に滴下して含浸させた。次に、含浸後の不織布を密閉室に吊るし、0.1MPa（常圧
）の水素ガスを導入し、室温で180分放置して不織布にパラジウムを担持させた。担持後
の不織布を水およびアセトンで充分に洗浄し、乾燥させて、溶媒を完全に取り除き、パラ
ジウム還元触媒を得た。触媒の理論担持量は、1.0mgである。担体を含む全体の重量は、
約6.0mgであった。
【００９５】
　2. 白金還元触媒の作製
　ポリプロピレン製の不織布（ダイワボウ社製、型版RPX-101、目付49.7g/m2、厚み1.2mm
）を5×2cmに切り出した（重さ5.0mg）。さらに折り畳み、縦横2.5×1cm、厚み0.5cmとし
た。一方、226mgの塩化白金PtCl2（MW:266）を5mol/Lの塩酸2mLに溶解し、全体が10mlに
なるように希釈して1mol/Lの塩酸10mLとし、濃度8.5×10-2mol/Lの0.05 mlの塩化白金塩
酸溶液(4.3mmol)を作成した。これを折り畳んだ不織布に滴下して含浸させた。次に、含
浸後の不織布を密閉室に吊るし、0.1MPa（常圧）の水素ガスを導入し、室温で180分放置
して不織布に白金を担持させた。しかし、上記の条件下では、白金溶液の色は、黄色のま
ま変化することがなかった。その後、さらに数時間放置したが、白金が得られることは無
かった。従って、白金イオンでは、単に0.1MPaの水素ガスに暴露するだけでは還元されて
アモルファス状態の固体を析出しなかった。
【００９６】
　3. パラジウム-白金合金触媒の作製
　ポリプロピレン製の不織布（ダイワボウ社製、型版RPX-101、目付49.7g/m2、厚み1.2mm
）を5×2cmに切り出した（重さ5.0mg）。さらに折り畳み、縦横2.5×1cm、厚み0.5cmとし
た。一方、一方、150mgの塩化パラジウムPdCl2（MW:177）を1mol/Lの塩酸10mLに溶解し、
濃度8.5×10-2mol/Lの0.11mLの塩化パラジウム塩酸溶液（9.4mmol）を作成した。また、2
26mgの塩化白金PtCl2（MW:266）を5mol/Lの塩酸2mLに溶解し、全体が10mlになるように希
釈して1mol/Lの塩酸10mLにした、濃度8.5×10-2mol/Lの0.05mlの塩化白金塩酸溶液(4.3mm
ol)を作成した。両方の溶液を混合し、折り畳んだ不織布に滴下して含浸させた。次に、
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含浸後の不織布を密閉室に吊るし、0.1MPa（常圧）の水素ガスを導入し、室温で180分放
置して不織布にパラジウムを担持させた。担持後の不織布を水およびアセトンで充分に洗
浄し、乾燥させて、溶媒を完全に取り除き、パラジウム-白金合金触媒を得た。触媒の理
論担持量は、パラジウムおよび白金について、それぞれ1.0mgおよび1.1mg（モル比ca.2:1
）である。
【００９７】
　比較のために、粉末のパラジウムブラック（和光純薬工業株式会社製）（以下、Pd bla
ck(WAKO)）を用意した。また、粉末のPd-C（粉状活性炭にPd微粉末を添着させたもの、川
研ファインケミカル株式会社製、Pd担持量5%、Pd活性0.2%）（以下、5%Pd-C）も用意した
。さらに、塩化パラジウムをギ酸により還元することにより、公知の方法で得られた粉末
のパラジウムブラック（以下、Pd black(handmade)）も用意した。また、パラジウム箔も
用意した。
【００９８】
　実施例3．選択的水素添加反応1
　本実施例では、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒の選択的水素
添加を確認した。
【００９９】
　水素添加し得る二重結合を2つ有する化合物1を用意した。化合物1に対して生じる還元
反応を以下の反応式に示してある。
【０１００】
【化２】

　ここで、式Aは、反応基質である化合物1を示す。また、式Bは、末端の二重結合が水素
添加された部分水素化生成物を示す。式Cは、さらにエステルに結合している3置換二重結
合部も水素添加された生成物を示す。この化合物について、本発明の方法によって製造し
たパラジウム-白金合金触媒を使用して、還元反応を進行させた。
【０１０１】
　反応は、以下の通りに行った。ます、この化合物1を溶媒に7.0×10-3mol/Lとなるよう
溶解して得た溶液に、4%w/w（反応基質100gに対し触媒4g）となるように触媒を浸漬した
。溶媒には、トルエンを使用した。次いで、水素雰囲気で所定時間攪拌して反応させた。
反応後、溶液から触媒を取り出し、溶媒留去後の残渣（生成物）の重量を測定した。また
、さらに残渣をNMR（核磁気共鳴法）測定することにより、生成物の構造を特定した。ま
た、反応は室温にて行った。結果を表1に示してある。
【０１０２】
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　表中、hは、時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割合を
示す。SMは、開始原料を示しており、未反応基質の割合を意味する。
【０１０３】
　上記表1から明らかなように、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒
は、反応が4時間経過した時点で1置換二重結合部の選択的水素添加を53％の収率で行うこ
とができた。また、反応開始から8時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添加を70％
の収率で行うことができ、反応開始から24時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添
加を100％の収率で行うことができた。その後、72時間経過しても3置換二重結合部の水素
添加が生じず、1置換二重結合への水素添加の選択性がより優れたものとなった。
【０１０４】
　一方、比較として使用したPd black（WAKO）、PdO2（WAKO）、5%Pd-C、Pd
black（handmade）およびPd箔を触媒として使用した場合の結果を以下の表2に示した。
【０１０５】
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【表２】

　表中、hは、時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割合を
示す。
【０１０６】
　表2に示したように、反応が1時間経過した時点で、1置換二重結合部のみならず3置換二
重結合部の水素添加も進行してしまい、3置換二重結合部を還元することなく1置換二重結
合部のみ部分水素添加を行うことができなかった。また、パラジウム箔の場合は、触媒反
応が全く生じなかった。以上のことから、本発明の遷移元素触媒を用いると所定位置への
選択的水素添加を高収率で進行させることができ、望まれない位置における水素添加が進
行しないことが明らかである。
【０１０７】
　実施例4．選択的水素添加反応2
　本実施例では、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒の選択的水素
添加を確認した。
【０１０８】
　水素添加し得る二重結合を2つ有する化合物2を用意した。化合物2に対して生じる還元
反応を以下の反応式に示してある。
【０１０９】
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【化３】

【０１１０】
　ここで、左式の化合物は、反応基質である。右式の左側化合物は、目的とする生成物（
白抜矢印の位置、1置換二重結合部を水素添加する）を示す。また、右式の右側化合物は
、望まない生成物（白抜矢印の2ヶ所の位置、1置換二重結合部および3置換二重結合部を
水素添加する）である。
【０１１１】
　反応は、上記実施例3．選択的水素添加反応1と同様に行った。結果を表3に示してある
。
【０１１２】
【表３】

　表中、hは、反応時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割
合を示す。SMは、開始原料を示しており、未反応基質の割合を意味する。
【０１１３】
　上記表3から明らかなように、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒
は、反応が4時間経過した時点で1置換二重結合部の選択的水素添加を45％の収率で行うこ
とができた。また、反応開始から8時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添加を77％
の収率で行うことができ、反応開始から24時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添
加を100％の収率で行うことができた。その後、72時間経過しても3置換二重結合部の水素
添加が生じず、1置換二重結合への水素添加の選択性がより優れたものとなった。
【０１１４】
　実施例5．選択的水素添加反応3
　本実施例では、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒の選択的水素
添加を確認した。
【０１１５】
　水素添加し得る二重結合を2つ有する化合物3を用意した。化合物3に対して生じる還元
反応を以下の反応式に示してある。
【０１１６】
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【化４】

【０１１７】
　ここで、左式の化合物は、反応基質である。右式の左側化合物は、目的とする生成物（
白抜矢印の位置、1置換二重結合部を水素添加する）を示す。
【０１１８】
　反応は、上記実施例3．選択的水素添加反応1と同様に行った。結果を表4に示してある
。
【０１１９】
【表４】

　表中、hは、反応時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割
合を示す。SMは、開始原料を示しており、未反応基質の割合を意味する。
【０１２０】
　上記表4から明らかなように、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒
は、反応が4時間経過した時点で1置換二重結合部の選択的水素添加を71％の収率で行うこ
とができた。また、反応開始から8時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添加を74％
の収率で行うことができ、反応開始から24時間後には、1置換二重結合部の選択的水素添
加を91％の収率で行うことができた。その後、72時間経過しても3置換二重結合部の水素
添加が生じず、1置換二重結合への水素添加の選択性がより優れたものとなった。
【０１２１】
　実施例6．選択的水素添加反応4
　本実施例では、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒の選択的水素
添加を確認した。
【０１２２】
　水素添加し得る二重結合を2つ有する化合物4を用意した。化合物4に対して生じる還元
反応を以下の反応式に示してある。
【０１２３】
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【化５】

【０１２４】
　ここで、左式の化合物は、反応基質である。右式の左側化合物は、目的とする生成物（
白抜矢印の位置、1置換二重結合部を水素添加する）を示す。
【０１２５】
　反応は、上記実施例3．選択的水素添加反応1と同様に行った。結果を表5に示してある
。
【０１２６】
【表５】

　表中、hは、反応時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割
合を示す。SMは、開始原料を示しており、未反応基質の割合を意味する。
【０１２７】
　上記表5から明らかなように、本発明の方法によって製造したパラジウム-白金合金触媒
は、反応が4時間経過した時点で1置換二重結合部の選択的水素添加を100％の収率で行う
ことができた。また、反応開始から24時間経過しても、ベンジル基の加水素分解が生じず
、1置換二重結合への水素添加の選択性がより優れたものとなった。
【０１２８】
　以上のことから、本発明の触媒を使用することにより、ベンジル基の加水素分解のない
選択的水素添加を高収率で行えることが明らかである。また、本発明の合金触媒は、不織
布などの担体に担持されたシート状の形状として製造することができるため、取り扱いが
容易で、触媒量が少なくてもよいという利点を有する。
【０１２９】
　実施例7．選択的水素添加反応5
　本実施例では、実施例4の実験と同様の実験において、本発明の方法によって製造した
パラジウム-白金合金触媒の量を2%w/w（反応基質100gに対し触媒2g）として、選択的水素
添加を確認した。
【０１３０】
　結果を表6に示してある。
【０１３１】
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　表中、hは、反応時間を示す。各化合物の下の％は、各時間における反応液中の存在割
合を示す。SMは、開始原料を示しており、未反応基質の割合を意味する。
【０１３２】
　上記表6の結果および実施例4の結果から明らかなように、本発明の方法によって製造し
たパラジウム-白金合金触媒は、触媒量を調整することにより、反応生成物の選択性を調
整することができた。したがって、反応条件により、非常に高い選択性で所望の生成物を
得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　パラジウム-白金合金触媒などの遷移元素合金触媒は、自動車の排気ガスの触媒である
ため、合金触媒の活性に応じて、NOxやSOxなどの分解浄化も可能となる。また、本発明の
遷移元素触媒および遷移元素合金触媒の一態様として、シート状などの担持型にすること
ができるため、環境に適応した調和型触媒への用途にも大きく道が開ける。また、本発明
の遷移元素触媒および遷移元素合金触媒の製造時に、カーボンフェルトなどに担持させれ
ば、水素電池や新しい電極材料として利用することもできる。
【符号の説明】
【０１３４】
２・・・担体
２ａ・・・樹脂繊維
４・・・触媒物質（遷移元素）
１０・・・遷移元素触媒
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