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1．緒言
2010 年にノーベル賞の受賞対象となったグ
ラフェンであるが、我が国でグラフェンの研究
開発は遅れている。アメリカ、EU 諸国、韓国、
シンガポールの大学や研究所では、グラフェン
の基礎研究や商用化に対して莫大な投資が行わ
れ、グラフェンの導電性や透明電極特性に着目
した研究開発は星の数ほど行われている。しか
し、グラフェンの表面積の大きさや特殊な反応
場を与える特性に着目した研究は数少ない。
パラジウムなどの金属を活性炭に担持した触

り作成した酸化グラフェンと金属を複合化し、

媒は、水素化触媒や酸化触媒として工業的にも

原子レベルで高分散担持した金属−グラフェン

使用されている。この際、金属は微粒子として

複合体を作成することにより、不均一系触媒で

炭素上に固定化されている。多くの場合、この

ありながら極めて高い活性を有する触媒へと展

微粒子は反応中に凝集してしまうため、繰り返

開することを目的とした。
これまでの金属−活性炭触媒の問題点を解決

し利用性に乏しく、反応効率が著しく低下する。
また、担体と金属間の相互作用が弱いため金属

しつつ、活性の高い触媒として利用できる可能

成分が反応系中に溶出し、反応生成物中に混入

性を秘めた金属− GO 複合体について報告す

するという問題も起こる。

る。

本研究では、これまで有機合成触媒や燃料電
池触媒として利用されてきた炭素系材料に代わ

2．実験方法

る触媒として、グラフェン材料の利用を提案す

a．酸化グラフェンの調製法
以下の①〜⑧の手順により、酸化グラフェン

る。
酸化グラフェン（Graphene Oxide, GO）は、

を合成した。

安価かつ大量に存在する黒鉛を化学的酸化する

①黒鉛にマイクロ波を照射

ことにより溶液中で合成可能であり、層の厚み

② 100g の黒鉛と 2.5L の硫酸（純度 95%）を反
応器に加えて、氷冷しながら撹拌

を炭素 1 原子の単層にすることができ、さらに
他の材料（高分子や金属ナノ粒子等）との複合

③ 300g の過マンガン酸カリウム（黒鉛の 3 重
量倍）を、溶液の温度が 55°C を超えない

化が容易である。

ようにゆっくり添加

我々は酸化グラフェンを効率よく合成するこ
とに成功している（上図）
。この独自技術によ

④ 30°C 程度の湯浴で撹拌
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⑤氷冷し、3L の水を反応混合物の温度が 55℃

c．Pt-GO および Ir-GO 複合体の調製法
100mg の GO を 20mL の 水 と 20mL の

を超えないようにゆっくり添加

EtOH に分散させた。3 mg の PtCl2 または [IrCl

⑥ 30wt% の過酸化水素水を 130mL 添加
⑦得られた液を 500mL の遠心瓶に分けて遠心
分離し、上澄みを廃棄

（cod）]2 を加え、均一に撹拌した後、所定量の
HSiEt3 を加え、室温で 1 時間撹拌した。溶媒

⑧水を加え、再分散と遠心分離と上澄みの廃棄
を繰り返し、反応液の中性化

を変更する場合は、所望の溶媒を用いて遠心分
離を 3 回行い、触媒反応に用いた。

この方法により、1 バッチで 150g 程度の酸
化グラフェンが得られる。ただし、完全に 1 層

3．実験結果

になっていない未剥離成分も含まれることがあ

a．Pd-GO 複合体の解析

るため、用途によっては軽く遠心分離を行い、

調製時の温度を、室温、60℃、100℃と変え

沈殿しない成分のみを回収するなどの工夫も必

る こ と に よ り、Pd-slGO-rt、Pd-slGO-60、

要である。また、pH は 3 〜 5 程度であり、硫

Pd-slGO-100 の 3 種類を作成した。これにより、

酸がわずかに残存しているため、さらに遠心分

パラジウムの価数と粒子径を制御できることが

離を繰り返して洗浄する必要もあるかもしれな

わかった。Pd-slGO-60 の TEM 写真では、粒

い。我々が精力的に取り組んでいる金属ナノ粒

子径は大きく分けて 2 種類あり、1nm 以下の

子との複合化および触媒への応用においては、

クラスターと 5nm 程度のナノ粒子が混在して

幸いにもこうした影響はほとんどない。

いた（Figure 1b）。さらに XPS 測定から、GO

GO の酸素含有量は、還元剤であるヒドラジ

上の酸素官能基はほとんど残存しており

ンの添加量を変えることで制御した。所定量の

（Figure 2a）、パラジウムは調製時の温度を変

GO とヒドラジンを加え、90℃で 2 時間撹拌す

えることで 2 価と 0 価の割合が変化した

ることで、酸素含有量を制御した。

（Figure 2b）。IR 測定により、Pd は GO のカ
ルボキシ基に配位していることが示唆された

b．Pd-GO 複合体の調製法

（Figure 3）。

酸化グラフェンの酸化度を損なうことなく、
パラジウムナノ粒子を酸化グラフェン上に担持
する簡便な方法を開発した。
酸化グラフェンを完全に乾燥させることはほ
ぼ不可能であるため、含水状態または分散液の
状態で触媒調製に使用した。なお、使用する酸
化グラフェン分散液は、酸化グラフェンが 3.5

Figure 1. TEM images of（a）Pd-slGO-rt、
（b）
Pd-slGO-60、and（c）Pd-slGO-100.

w% の濃度である。3 g の酸化グラフェン分散
液に、
5 mg の酢酸パラジウム、
20 mL のエタノー
ルと、20 mL の蒸留水を添加し、超音波を約 2
分間照射して十分に分散させた後、60℃で約 1
時間、加熱撹拌を行って、パラジウム粒子を酸
化グラフェンに担持させたパラジウム−酸化グ
ラフェン（Pd-GO）複合体の分散液を作製した。
溶媒を変更する場合は、所望の溶媒を用いて遠
心分離を 3 回行い、触媒反応に用いた。
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Figure 2. XPS spectra of Pd-GOs at（a）C
1s and（b）Pd 3d 5/2 and 3d 3/2 regions.

b.

Pt-GO および Ir-GO 複合体の解析
Pt-GO の TEM 写真から、粒子径は 1 nm 程

度であり、白金ナノ粒子が酸化グラフェン上に
均一に分散していること
がわかった（Figure 5a）。さらに XPS 測定
により、ヒドロシランを添加することで白金は
ゼロ価になることがわかった（Figure 5b）。Pt
ナノ粒子の粒子径及び酸素官能基はヒドロシラ
Figure 3. IR spectra of GO and Pd-slGO-60.

ンの添加量でコントロール可能である。Ir ナノ

Pd を担持した GO が 1 層であることを確認
するために、比表面積の測定を検討した。純粋

粒子も Pt と同様に約 1 nm であり、均一に担
持されていたが、酸化物となっていた。

なグラフェンは理論比表面積が 2,600 m2/g 以上
である。BET 法により GO および各種 Pd-GO
複合体の比表面積を求めた結果、全て 100 m2/g
以下となった。乾燥した状態では層間に窒素分
子が入り込むことができず、理論値よりも著し
く小さな値となったと考えられる。そこで、比
F i g u r e 5.（a）T E M i m a g e o f P t - G O
composite prepared by hydrosilane
reduction, and（b）XPS spectra of Pt-GO
composites using NaBH4, HSiEt3, and EtOH
as reductants.

表面積を分散液中で測定する方法として、メチ
レンブルー吸着法を検討した。その結果、GO
は 1,170m 2 / g，P d - s l G O - r t は 1,145m 2 / g，
Pd-slGO-60 は 1,097m2/g，Pd-slGO-100 は 1,001
m2/g となり、グラフェンに近い値となった。
ただし、メチレンブルー法はグラファイト状炭
素における比表面積の算出法であるため、GO

c.

Pd-slGO-60 を用いると 0.01mol% の Pd 添加

の酸素官能基や Pd の影響を受けることに留意
しなければならない。最終的に、slGO を確認
するために AFM 測定を行った。GO は厚みが
0.8 nm である（Figure 4a）。Pd を担持しても
GO の厚みは 1nm 以下であり、その上に高さ 2
〜 3nm の Pd ナノ粒子の存在が確認できたこ
とから、当初の目的である Pd-slGO 複合体が
合成できたことを確認した（Figure 4b）。

クロスカップリング反応

量、室温で 2 時間反応させるだけで、ブロモベ
ンゼンとフェニルボロン酸のカップリングが定
量的に進行した（Table 1, entry 1）
。Pd の溶出
量は非常に少なく、Pd と GO の相互作用が強
いことが示唆された。なお、Pd 前駆体である
Pd（OAc）
2 と GO を別々に加えても Pd の溶出
は少なかった（Table 1, entry 2）
。また、基質を
ブロモベンゼンからヨードベンゼンに変える
と、1.6 × 10-4 mol% の Pd 添加量でも反応が進
行し、1 時間での触媒回転数は 23 万回を超えた。
Table 1. Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura
reaction.

Figure 4. AFM images of（a）GO and（b）
Pd-slGO-60.
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本反応が均一系 Pd 種を経由して進行してい

d.

選択的接触水素化反応

るのか確認するため、触媒とブロモベンゼンの

Pd-C は水素化反応の触媒として頻繁に用い

みを混合し、上澄み液を ESI-MS により分析

られるが、選択的水素化のためには様々な添加

した。その結果、Ph-Pd-Br およびこれが加水

剤が検討されている。しかし、選択性の発現と

分解した Ph-Pd-OH に相当する有機金属錯体

同時に活性の低下が起こるという問題がある。

の形成を確認した（Figure 6）。

GO の酸素官能基が Pd と相互作用するという
特長を活かし、GO の酸素官能基の含有量を変
化させると、選択的な水素化が進行することを
見いだした（Figure 8）。水素処理した Pd-GO
の XANES 測定により、酸化度が高い GO 担
体は、低原子価 Pd の安定化作用があることが

Figure 6. ESI-MS spectra of the mixture of
Pd catalyst and bromobenzene.

わかった。酸素含有量が 10% の GO を担体に
用いると、Pd-C とほぼ同じ XANES スペクト

本 Pd-slGO-60 触媒は、塩基存在下で高温に

ルとなった（Figure 9）。

すると GO の還元が進行してしまい、凝集が起
こる。そのため、高温が必要な反応には不適で
あった。例えば、Heck 反応は鈴木−宮浦反応
に比べ、高い温度が必要である。そのため、目
的物の収率は 30% 以下であった。Pd-slGO-60
の凝集を抑制するために、界面活性剤の添加を
検討した。界面活性剤を加えた Pd-slGO-60 の
XRD を測定し、GO の層間距離が変化するこ
とを確認した（Figure 7）。基質のサイズと最
適な層間距離には相関があり、C16TAB がスチ
レンとヨードベンゼンの反応においては最適で

Figure 8. Correlation between oxidation
degree of GO of Pd-GO composite and
product selectivity.

あった。一方、スチレンと 1- ヨードナフタレ
ンの場合、ジパルミチルジメチルアンモニウム
ブロミド（（C16）2DAB）が最適であった。

Figure 9. XANES spectra of Pd-GO with
different oxidation degree of GO.

Figure 7. XRD spectra of Pd-GO-surfactant
composites.
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e.

性化反応、バイオマス変換、多成分反応および

ベンゼンのホウ素化

Ir-GO を用いると、ベンゼンの水素化反応が

不斉反応にも適用できる可能性は高い。さらに、

進行した。XPS 測定により、活性を示す Ir の

導電材や補強材、潤滑剤など、さらなる用途へ

価数は 3 価または 4 価であり、0 価では反応が

の展開も十分期待できる。特に、二次電池の電

全く進行しなかった。

極やスーパーキャパシタの電極などへの応用は
非常に盛んであり、本節で示したような多彩な

Table 2. Catalyst investigation in borylation
of benzene.

金属−グラフェン複合体の調製法は、広い分野
の研究に生かせるものと考えている。
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4．まとめ
GO は金属ナノ粒子の機能的な担体材料とし
て注目されている。本節では有機合成反応、特

研究成果発表

に、クロスカップリング反応、水素化反応およ

１）仁科勇太、酸化グラフェン−金属複合体の

び酸化反応に着目して最近の研究成果をまとめ

調製と触媒への応用第 113 回触媒討論会、

た。これらの反応に利用できるということは、

2014 年 3 月 26 日

より精密な有機合成反応、例えば C-H 結合活
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