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エントロピー因子の影響も無視出来ない。このように

考えて来ると一体何を活性の目安にすればよいが判ら

なくなってしまう。結局，触媒活性は反応機構の裏付

けのもとに，全反応速度に影響を与える各素反応過程

の速度，および平衡が触媒の種類によって如何なる変

化をするかが明確にされて始めて意味をもって来るの

である。これは大変なことである。

要するに触媒研究に限らず，いかなる学問的研究に

おいてもそうであるように，地道にコツコツと積上げ

られた真理採求の成果こそ尊いものであり，このよう

な成果の合目的集大成によって立派な実用的効果も期

待されるものと確信する。多方面の方々の協力にょっ

てこのような研究が能率よく進められるようになると

とを切望する次第である。

それではどのように協力するかとなると中々具体的

にはむつかしい問題であるが，いわゆる触媒探しの過

程においてえられた多くの貴重な経験的事実のうち，

うまく行った結果のみならず，失敗した結果をも差支

えない限りすべて公表され，“カン"とか“コツ"につ

いてもよく論議されるならば，学問進歩のため益する

ところ大であろう。そして触媒探しをいわゆる名人芸

に終らせることのないように努力することが触媒研究

者に諜せられた使命であろう。

化学工業と触媒の研究

丹羽 丹恭

(Makoto Niwa) 

第ー室化学工業の現状と触媒

化学工業を他の工業と比較する場合，最も明瞭な特

徴はその新陳氏謝の激しさである。これは次から次へ

と新しい方法と製品が発見されてゆく為現在行はれて

いる方法及製品がどんどん過去のものとなっていって

しまうからである。此の原因の一つは，他工業に比し

原料の多様性によるものである。即ち，一つの製品を

つくる道筋がいくつもあり得る。又他の一つは商品に

要求される性質を満足させる化合物が一種類とはかぎ

らないからである。例えば，絹がナイロンにおきかわ

り，しかもナイロンの原料が石炭から石油におきかわ

ろうとしている。比の為化学工業は他の工業と比較す

ると研究に最も多くの投資をする企業のーっとなって

いる。比の傾向は競争の激しい地域ほど大ぎく，アメ

リカよりヨーロツパの方が全売上高に比して研究費の

しめる割合が大きい。アメリカでは此の比率が3%程

度のものが多いいが，ヨーロパ、yでは 5~6% に及ぶ会

社がかなり存在する。

比の新陳代謝により新しい製法及び製品が出来てく

る状態を実例を挙げて示してみると次のようである。

既に工業となって半世紀近いアムモニア合成とか，メ

タノーJレ合成の場合，我が国で現在コストを切り下げ

後三菱化成研究所，川崎市.

る為に原料の転換が盛んに行われている。f!Pち，今ま

で原料が電力，石炭等によっていたものがコークスガ

ス，天然ガス，石油分解ガス，原油，重油等に切換え

られつつある。比の為炭化水素の分解炉及び一部の分

解炉に使はれる炭化水素分解用触媒が発達した。叉此

処5年間程の聞に合成繊維用原料としてカプロラクタ

ム，テレフター Jレ酸，アクり Jレニトリル等が登場した。

そしてその合成触媒として各種のものが使用されるよ

うになった。それでは此の新しい製品及方法の生まれ

る原動力は何であろうか。それはとりもなおさず新し

い反応の発見である。工業的な新しい反応の発見はか

ならず新しい触媒の発見を伴なっている。言いかえる

と触媒が発見される為に反応が発見され工業化された

言っても過言でないものが多い。例えば Reppeのア

セテレン化学に於いてア Jレカり触媒によるグイニ-)レ

化，銅触媒によるエチニーノレ化，ニッケ Jレカルボニー

ル触媒によるカノレボニーノレ化等であり， Roelenによる

コパノレトカルボニー Jレ触媒によるオキソ反応 Ziegler

のアルミニウムアルキ Jレ触媒による低圧法ポリエチレ

ン Nattaのアルミニウムアルキノレとチタントリクロ

ライドによるポリプロピレン等等多くを挙げる事が出

来る。これ等は皆今迄学問的にも工業的にも知られて

いなかった新しい型の触媒をみつける事によって反応
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に成功した例である。此の外ナイロン，テリレン，オ

ーロン等の合成繊維の成功はこれ等の中間原料カプロ

ラクタム， テレフターJレ酸， アクリノレニ bリル等の合

成工業を化学ヱ業にもたらし，それにともなって又新

しい型の触媒を必要とするようになった。更に最近化

学工業の新陳代謝に拍車をかけたものは石油を原料と

する有機化学工業の発達である。アメリカに於いては

有機化学工業製品の約70%が石油を出発原料として

合成されている。ヨー口、y パに於いても英国，ドイツ，

イタワーに於いて石油化学工業が急速に発達している。

戦前及戦時中有機合成原料を石炭とカーバイドに負っ

ていたドイツがどんどん石油を利用している。戦時中

アウタルキー経済下に急速な発展をみた Reppeのア

セチレン化学が現在一時なりをひそめている程である。

石油を出発原料とするオレフインの化学にあっては，

その工業様式は皆大量生産方式をとっていて各工程ご

とに特殊な触媒が使用されている。日本でやっと開花

しはじめた石油化学工業製品はまだ十指にも満たない

ものであるが，皆それぞれ特有の触媒が使用されてい

る。以上の如く化学工業及びその発展は触媒を切り離

して考えられない状況にある。

第二章化学工業I二於ける触媒の研究

化学工業に於ける触媒の研究は大別すると二つに分

けられると思う。 1つは新しい反応の研究を目的とす

る触媒の研究であって，新しい型の触媒と新規な反応

とが同時に発見される場合が多い。他の 1つのものは

既に知られた型の反応に於ける触媒の改良であって，

工業にあっては単に活性のみでなく，触媒の固さとか

寿命とかも問題となる。又反応器の設計の為反応速度

式を厳密に求める事が必要な場合も多い。以上の二つ

の事が工業ではどう云う風にして，又どう云う学問的

基礎との関係に於いて研究されているであろうか。

先ず第ーの研究によって新しい工業が生まれ，これ

が化等工業の新陳代謝の原動力になっている事は先に

説明した通りである。唯日本に於いては，大規模に此

の第ーに述べた研究を行っている会社は殆んどない。

世界的に見ても少くとも日本の化学工業会社の 5倍以

上のスケー Jレの大会社に於いてのみしか行はれていな

い。此の為化学工業の変遷をもたらすような研究は，

その本をたずねると殆んどドイツの IGが分割して出

来た B.A. S. F.社其他の2社英国の1.c. 1.米国の

Du. Pont社になってしまう。例えばReppe化学及メ

タンよりアセチレンの製造は B.A.S. F.社の発明で

媒

あり，テリレン及高圧法ポリエチレシは1.C. 1.社であ

り，ナイロン，オーロンはDu.Pont社でヱ業化され

たものである。日本の化学工業会社の現状は第2番目

に述べた研究に追われてしまって第 1番目の独創的研

究を行う余力が無い。 Reppeが新しいアセチレン化学

工業の体系を組立ててゆくのにある時期には 1，000人

の研究者を動員していたと言はれている。完全に末知

の領域で新しい何ものかを捜すと言う事は現在の研究

の方法をもってしては多くの研究者と研究費，更に長

い年月と伝統とを必要とする。日本の化学工業にかか

る独創性のある工業の少い原因は西欧に比しての後進

性とスケーノレの小ささによるものであって，此の為末

知の反応を系統的に研究する余裕が無い。工業に携わ

る研究者の切望するものは早く日本の化学工業が堂々

とかかるテーマと取りくめる所迄発達する事である。

唯現在少くとも種をまいて少しでも此の方向を前進さ

せなければならない時期にぎていると恩はれる。次に

かかる研究と学問とのつながりであるが，現在の物理

化学を基礎にした触媒の学聞はかかる研究にはその割

りに役にたたない。此の理由については第三章で述べ

るが，かかる研究を完成した研究者たちが Reppeに

しても Niewlandにしても Zieglerにしても有機化学

者の多い事は此の事実の一面を物語るものと思う。第

2番目の研究は日本の化学工業会社で非常に多く研究

されている。そして此の方面では日本の化学工業会社

もかなりの結果をおさめている。例えば最近デンマー

クのNielsenが自分の研究したアムモニヤ合成触媒を

売り込みに来た。此の触媒は世界のアムモニア合成の

3分の 1ぐらいに使用されている優秀な触媒であった

が，日本の 1.2の硫安会社では此の触媒に優るとも劣

らない触媒を自製している。此の方向の研究には反応

速度論とか物性論は非常に役にたち，各社とも電子顕

微鏡， X線設備，赤外線スペクト Jレ，紫外線スペクト

ノレ，表面積及び孔度測定設備等を駆使して活発な研究

を行っている。

第三章大学に於ける研究との関係

以上2種類の研究が会社に於いて行はれている事を

述べたので，その 1つ 1つの大学に於ける基礎研究と

の関係を述べてみたい。化学工業の発展£新陳代謝の

原動力となっている第一種の研究の場合，触媒は非常

に重要な役割りを演じているにかかわらず，此の発見

にたいして現在の触媒の物理化学的基礎研究はそれほ

ど有力な武器となっていない。そして多くの研究が有
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機化学者の手にゆだねられている理由は何であろうか。/ でもこの方向の専門家を養成し研究を行っている所が

一つの重要な原因は次の事ではないかと思う。現在の

触媒の物理化学的知識は元素による差の本質と言う重

要な問題を軽視している。例えばニッケノレを銅におき

かえた場合どう言う変化がおこるかと言う事を定性的

にも定量的にも予想、させるものをあまり持っていない。

新しい反応の発見は工業的には価値が高い場合でも，

学問的には小さな問題でしかない場合が多いいので大

学に於ける基礎研究の重要な問題とは考えられない場

合が多い。しかし各種の触媒及び触媒反応に共通な問

題であって， しかも工業に於ける新しい反応発見の研

究の基礎になると恩はれる元素の差，化合物の差によ

る触媒反応の相異は大学に於いてもっと研究されても

良いのではないか。簡単な例ではあるが，何故純粋な

銅ではベ‘ンゼンの水添は出来ないのか。ニッケノレが少

量入ると何故可能になるのか。触媒の反応速度論があ

らゆる触媒にたいして普遍的な表現を持つ事は非常に

重要な事である。しかし，これは我々工業の研究者の

最も必要とする触媒の金属，化合物学の差による本質

的な活性の差の問題にたいしてはあまり多くのものを

答えてくれないのである。此の為新しい反応の発見と

言うような事は有機化学者の持つ触媒の知識で充分ま

にあってしまって，触媒学者がー諸にやっても現在迄

の雑駁な経験の集積だけしか役にたたないのである。

第二の触媒の改良とか反応塔の設計と言ったような

問題になると，先に述べた如く非常に反応速度論，物

性論等の学問的知識は役にたち，日本の化等工業会社

触 虫葉

多くなってきているJ此の場合，会社の研究者の仕事

の重点はあくまで使用能率の良い触媒をつくる事にあ

るので，大学で行はれている基礎的な研究結果の上に

たって仕事をしている場合が多い。しかし此の方向の

研究の場合もやはり触媒の触媒たるゆえんである何故

ある反応にはその触媒だけが活性であるのか。何故ア

ンモニア合成には鉄は良くてニッケルがだめなのかと

言う問題ににたいして，もっとはっきりした学問的な

進歩が望ましいように思はれる。触媒の研究が現在あ

まりにも物理化等的であって，化学的でないように思

はれる。物理学が基礎学である如く，化学も一つの基

礎学である。物理の法則との関係に於いて説明される

部分のみが触媒学ではなく，有機化学又は無機化学の

如く化学によって説明され体系づけられる触媒学があ

り得るのではないかと思はれる。

日本は化学工業会社のスケー Jレが小さく研究者の数

も少ない。しかも米国，西欧の商品と海外市場で激し

い競争に耐えなければならない。原料にもエネJレギー

にも乏しい日本であるものは頭脳だけだと言はれてい

るが，少くとも工業の内容がアメリカ及び西欧に比し

劣るようでは東洋市場からすら脱落してゆく可能性が

ある。日本の化学工業の後進性を越えた前進の為には

今後独剣的な工業を生み出さなければならない。此の

為触媒の基礎研究にはどう言う事を希望するかと言う

事を偏見をも顧りみず申し述べてみた。

展 望

佐久山 滋器

(Shigeru SAKUYAMA，i 

此の度，触媒懇談会が新発足の運びとなりました事 考えて見ますと，工場の仕事は，製造が主であり，大

は，昭和35年の年頭と飾るにふ宗わしい誠におめでた ていの場合，製造に必要な反応の触媒と云うものは，

い事と思います。今後大いに発展する事た願ってやみ 一応前もって与えられていて，技術屋か専ら取組まさ

ません。 れるテーマは，反応の形式と云うかプロセスというか，

従来「触媒」と云う雑誌を時折勉強さして裁いて居 そう云う類の事であり，触媒り細かい研究は，概ね研

りましたが，何か非常にむずかしい，理論雑誌で，我 究室の板く一部の人により行われている実情の様で，

々の様な工場関係の技術屋には近かより難い感じが致 ましてその理論的な面と云う事になると，一般の工場

し，心ならずもつい敬遠し勝ちとなって居りましたn 技術屋にとっては益々疎遠となるのは誠にやむをえな

勢 日本触媒化学工業会社，吹田市.




