排ガス浄化用触媒の開発
多孔質性クリオゲル触媒の実用化に向けて
工場の排ガスの浄化など高温での耐久性が要求される触媒として、高性能な超多
孔性の白金 - アルミナ触媒を開発した。この触媒は、従来品に比べて触媒反応温
度を約 100℃低下でき、しかも耐熱性は約 200℃高いという特徴を持つ。さら
に、安価な水酸化アルミニウムが出発原料で、凍結乾燥など低コストかつ簡便な
プロセスで製造できるので、早期の実用化が期待される。
We have developed a highly porous platinum-alumina catalyst for exhaust gas puriﬁcation
with high thermostability and efﬁciency. The reaction temperature of this catalyst is lower
by about 100 oC than that of conventional catalysts, and the thermal resistance has been
improved to approximately 200 ºC. The advantage of this catalyst, together with the use
of low cost aluminum hydroxide as the starting material, and the implementation of a low
cost and simple process such as freeze-drying, will lead to the spread of its applications.

新しい多孔質クリオゲル触媒の開発
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着目、新多孔質体を創出した。クリオゲ
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図 1 白金・アルミナ触媒（クリオゲル触媒）
のメタン酸化活性
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図 2 白金 - アルミナクリオゲル触媒の白金超
微粒子 : 白金 5wt%、黒い点が白金超微粒子、
粒子径 1nm。左上は白金−アルミナクリオゲル
成形体 ( 径：18mm、高さ：23mm)
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図 4 今回開発したクリオゲルは水に濡れても安定であるが、エアロゲルは水に濡れる
と構造破壊が起こる。
（青色は構造破壊を分かりやすくするために着色したもの。
）

図 3 アルミナクリオゲルの BET 比表面積

触媒活性と白金超微粒子の高分散性

エアロゲル

した時の透過型電子顕微鏡写真では、 今後の展開

作製したクリオゲル触媒の性能を、 高温焼成後にも微細なアルミナ粒子
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