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触媒懇談会会報

第 7回触媒討論会報告

荻野義定勢 安盛岩雄柑

(Yoshisada OGINO and. Iwao YASUMORI) 

1. まえがき

第7白触媒討論会は，昨年の 7月22日から 3日聞に

わたって北海道大学で開催された。

この討論会がいかなる構想の下に関かれ，どのよう

な成果を収めたかをお伝えするのが本文の目的である。

このような試みは，依頼をうけた筆者らの経験，能力

をこえるもので，果して討論会の様相を的確にとらえ

得たかは，はなはだ疑わしい。しかし，研究者層の厚

くなってきた今日，若い世代の側から討論会の報告が

書かれるのも，相互理解のために無意味ではなかろ

う。

今回の討論会の大きな特徴はおおよそ次の 3項に要

約されよう。

(1) 初めて講演予稿の審査制を設けた。これにより

研究発表者は適当に選ばれた審査員とともに予め講演

の内容について検討を行い，不備があれば補って研究

成果の実体が誤りなく伝えられるよう配慮された。な

お審査員として，

北海道地区; 堀内寿郎.管孝男，小林晴男

関東地区; 斯波忠夫，田丸謙二

関西地区; 広田鋼蔵，多羅間公雄

の諸氏が依頼された。

開講演者の希望により予め討論者を指名すること

とし，息付きでない内容ある討論を行うとともに，討

論の糸口をつけ，議論が活滋化するまでの誘導期をな

るべく短かくするねらいをも含めた。そのためには討

論指名者には開催前になるべく早く連絡及び予稿の配

布が行われるよう考慮された。

(3) 開催地が北海道である点を考慮して，主要テー

マを特に設けなかった。これは却って講演題目を極め

て変化に富んだものとする効果があった。

其の他，予稿への追加，乃至補足的説明に要する講

演時聞に対して数倍の討論時間(30-40分)をとった点.

若干のグループに分けた講演の終了毎1'L，総合的な討

論の場を提供する， r総括討論」を設けたこと，また運

営技術面で討論票の記入とテープコーダー使用により

討論を完全に記録して後の討論集発行に備えたのは，

例年と全く同様であった。

世話人会で打出された以上の運営方針は， Faraday 

Societyによって開催される Generaldiscussionに

範をとったもので，触媒研究所の英断による邦文誌同虫

媒」の公開および，本討論会終了後「触媒懇談会Jが

定常的組織として発足したことと併せて，次の発展へ

の歩みを大きく踏出したものと云えよう。

2. 討論会の内容

これらの準備の下に聞かれた討論会への参加者は約

100名。会の趣旨の一つである「理論と応用の結合」か

らみて，大学等試験研究機関以外からも多数の参加が

あったことは， 19件の講演数とともにこの会の着実な

発展を物語るものであった。

研究発表は主として固体触媒に関するものであり，

その詳しい内容は，既に講演集および討論集に夫々掲

載されている。従ってここでは，発表された研究と討

論との相互関係に重点をおき，併せて触媒研究の現状

から将来の方向をうかがってみたいと思う。そのため

便宣上，内容を (1)触媒反応の速度論， (2)触媒表面

の反応系， (3)触媒の構造と性質， (4)触媒の応用，の

4つに分け，夫々の立場からみた会の模様をお伝えす

ることとした。

A. 触媒友応の速度論

速度論的研究は，単に反応の過程を定量的に表現す

る手段を得るためばかりでなく，触媒上で進行する現

象の微視的な模様を描き出そうとする点に意義があろ

う。そしてその意義の重要さのために批判もまたきび
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しい。動力学が触媒研究の歴史的発展過程において，

指導原理として収めてきた大ぎな成果は云うまでもな

いし，今日研究手法としての有効性について多少懐疑

的になっている人々にとっても，この種の予備知識が，

その研究に何等かの形で寄与しているのも事実であろ

う。

果して動力学的立場からどの程度まで真実に迫るこ

とができるか，またその発展すべき方向はどこか，本

討論会の状況からそれをたづねてみよう。この分野に

おける本討論会の特徴は，従来と異なり，統計力学，

量子論などに基づく，いわゆる純浬論的研究が見られ

なかったことで，何れも得た実験的事実をもとに，動

力学的検討を加えている。

さてこの種の研究とじては，討論会努頭の戸田(北大

理)による“パラヲウム中の水素拡散および透過"の研

究が挙げられよう。この研究は特異な金属として水素

電僅，水素化反応研究に屡々用いられる Pdの水素透

過について，内部拡散が律速過程となるように条件を

設定し，しかも透過速度の圧依存性，表面汚染の影響

拡散係数などの検討から，予想の如く拡散律速となっ

ていることを確めている。水素透過の律速過程決定に

ついて，従来の諸研究のあいまいさに対し，堅実な実

験的知見を加えたものと云うべしさらに水素の表面

存在状態などへの研究の発展が期待される。簡単な系

であるが，その律速段階決定についてとられた多角的

手法は動力学的研究の好例であろう。

同じくこの金属の水素収着能と，水素化触媒能に注

目して，従来ニッケルを中心に行われて来た，エチレ

ンの水素添加反応の研究に新たな観点を与えようとす

るのが安盛(東工大)の研究である。 Pd線について得

られた反応は水素圧について 1次であったが，この反

応に関与する素反応群を見出すために， Pd黒による水

素，エチレンの吸着および，エチレン吸着膜と水素と

の反応生成物などが検討された。その結果，従来の会

合反応経路に加えて，エチレンの強い解離吸着の存在

および，吸着エチレンが，解離吸着により生成したア

セチレンの水素化より生ずる可能性を指摘し，反応次!

数より水素の解離吸着が律速であると推定した。この

律速段階をとるならfi，吸着エチレンが費単なる吸着

に依るものか象或いは上記の経路によるかの区別につ

いて動力学は何も語らない。しかし，このようI'c区別

でさない過程を反応の一つのステ vプとして考える乙

とは無意味であろうか。この問題は最終日の総括討論

で取上げられた。なおこの研究は，速度論的研究が今

日当面している多くの問題を含んでいる。f!Pわち“活

性表面は均ーか不均一かへ“吸着などの測定から果し

て，反応中の Workingst前色が推定出来るか"など，

また斎藤(東大工)の質間にあうた吸収水素の効果は，

素反応の捻定に当ってやや飛躍した論理の穴埋めとと

もに，講演者にとっての将来の課題であろう。

何れにせよ今日，速度論的研究は構造論的研究の裏

付けを持つことが必要な段階にあり，またその限界を

拡げるために新しい実験手法の開拓が強く望まれる。

雨宮(東大工)は，全属触媒によるブテン水素化反応研

究の一環として， Ni触媒による結果を発表した。生成

物の分析手段として，最近急速に発展したガスクロマ

トグラフィーを利用した点，本邦で最初の研究と云っ

てよいであろう。得られた結果はエチレンの水素化反

応における，堀内-Polanyi機構をそのまま拡張すれば

よく説明できるとの結論であった。特に注目に値した

のは，水素化と同時にブデンの異性化が進行するとの

反応で，生成した異性体は，ガスクロマトグラフィー

により容易に分析され，従来測定が甚だ困難であった

異性化速度を容易に分離測定し得た点である。新しい

実験手段により，取扱いの可能な領域がひろがったと

云う意味で，速度論的研究の発展方向を示す典型的な

例であろう。なお得られた異性化反応の知見は，従来

の水素化反応および水素交換反応についての解釈を評

定する材料を与えた点で二重の意義を有するものとな

った。反応の温度依存性など今後の研究の発展が注目

される。

川口，中村(大阪市立大)は，シりカ，アルミナ触媒

によるプロピレンの重合反応を， Zeldowitchの速度

式を適用して考察した。この種の反応では複雑な生成

物が触媒に付着する等，困難な問題が多い。このため

川口は先ず初期速度，初期吸着量等についての検討か

ら反応機構を探ろうとしている。この探り易いところ

から，という意図は領けるが，又重合のように応用面

で重要な反応の触媒では，実際の反応条件での性質を

知りたいという要求も強い。

総指討論の際，斎藤(東大工)の“重合触媒で実際に

解明を要求されているのは初期よりもむしろ，表面が

生成物で汚染されているような状態での触媒の機能に

あるのではないか"との意見はこの立場を代表すると

共に.基礎と応用との隔りが，大学などの研究者閲に

もあることを感じさせた。またこの発言は基礎研究者

にとって切実な問題である。“何を，いかに，研究すべ

きか"を吏めて考えさせ，慶伊(東工大)は“基礎的知
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廷は不変訴さが，技術はその知見の若干な必要2ごしなが では皆問機である。 遜常，

ら経済的条件に交配されて変化する。しかし燦災的に 出発レむ，長い稔還の鎖1l::j闘った求!IC.:f等られる速度式

るカミら，

きた"との!譲先設を述ぺ大二;，: [l自に関する知識不足のため必然的にえって米~諸穫の

河口，高野，費支jn.1'il凶{東京学芸大}は，種々 の金 佼定の任意憾と絡まって，異なる機構によっても災1別

総アミン鈴極による求総液中の過酸化水禁還の分解さと検 給采をi薄様に説明でさ?る場合が燦々生ずるs

この反応で比較jめの鈴塩よiりそれが分議事し

て主主ずる物質の活校が大まいので，反応速度は一般に であるが，

初鶏のおそい部分とン二後に綴く速い部分!Z:分れる。反 なミ，我々

応滋行中に紋採が明らかに変質ずるにのような場合，“

取扱いの容易でないことが想像~;ì:tる。反応機構の解

ろう。 この研究にづいて佐篠{謡

大触研}の「水酸化物が生じ，それが族主虫として符効と

主要定されたが，章受初会えら氷激化物自殺を触媒とじて検

討してみたかJとの要点を主義いた質問iに対してヲ「水酸

化物ゾル粒子の犬小が;たをく影響する」とのことで間

還常の国体触媒ではこのよう

な綴端な変質主主起らないのであろうが.r持現性JQ)問

題がこれと関連するのではなかろうかロ

以上の伶， -三井(東北大工}ばi主総捌の有機イ七番磁の

水著者添加， 71<怒分解反応iじづいて，光学活伎の保存率，

の関係から有機

と云う

有機化学的な考え方は，参会者に新鮮な興味合苦手起じ

広Ifl(阪犬翠)，樋口(主支えむコ也選丹波{京王大)， 織戸:t~長

ら

反Eき機梼を速度論的に緩めるには，

なる条件でにおることが必媛vとあるa そφ、確認さピたづ
ねた村上(東工大}の質務は当然であるが，講演:貨の立

場との遂を端的に示したものと云えよう Q じかし，一

般に採用されている速成論的手訟の外に多数の反応

く説拐されるとtいう理由から1つの作

慾仮説を立て，その上に立って獲に研究会発展さもをて

いくの払“触媒の化学"を機f1.するための.，{iffi{i政ある

方法ではなかろうか。

H.‘餓媒表穏o笈応系

る反応その{1患の現象制度接とら

皮論的研究では，多少の二品プン

反応逮夜，生成物の級成などの比較的少なし、しかも

間接的11知識を畿にして，それを縫泡じようとずる点

な少しでも短かくιずること

広田，桑Ifl，中弁(1波大理)の吸着状態のきド丹、線吸収法，

国丸{綾浜盟大判の反応I=tの吸着Z量測定は，研究発展

の方向会示すものとして校ほされた合

広E自らの研究は，従来， Schwab，Eley， Dowden絡

が炎々速凌式の解析から推定しwごし、る，

の主義重量分解の機構さじ赤外線吸収から湾総討したもの

Ag， Cu， Ni. ，Zn等に荻連安した蟻酸の状態から， 2

つの酸建造原子により表面に吸着し℃いる HCOO吋が反

応のや関体となる機構を支持した。これは減じく，広

の状態に鋭敏であろうι 凶jL，桧下(~t;大理)らは，こ

の点から触媒の酸化度，吸収測定の技術習で質問を行

い，まだ田丸は附{{r元蓄を効楽について， 'J.Blo誌の総

泉合引用しつつ，不純物，水分の影響を質した。

られた吸収械の解釈も言重要である。戸谷{治大殿研)の

「吸着状態では金属との結合会支 10Kcal穏度となるか

ら吸液状態は終イオンと多少異なるのではないか。J

月王coo…十E十サH2+C02 (/)過程で， ;;j交面のま実争と

HCOぴ中の混との距離は3A程となり，民JiI:51t主進み

fζくい。純イ.:tンに近い吸器状態1l::考えるさ券会に，11:."

El砧y機構{

問状態とする}の可能性は如何Jとの質問?に対して犬々 ，

f奴収帯のずれがふさいのでそれ程の変化は怒っ乞い

ない。Jr~7，OOèm-l 附近の絞i反議が出て》、ない点から実

Eley機構?こよ Jる意事釈はっけに4い。Jと具体的な彼rr定

結5裂にま送づいた説明がされたの比赤外線吸よ波法の手守、

効性念示したものと云える。ぬるくし、℃我~n表置との

や関体弘、殆んど災後ずるの

ニじがし，
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中間体が多量であることは，必ずしもそれを経由する

反応が速かに進むことを意味しないJr赤外から“も

の"はつかまるが， dynamical behaviorについての

“きめて"を与えられるだろうかJと疑問を投げた。こ

う云っても，速度論的取扱いの現状が肯定されている

わけではない。「反応次数をきめ，速度定数を求め.そ

れを活性化エネルギーおよび活性化エントロピーのご

つに分けて一応終り，ではあまりに形式に惰する。モ

デルに対応する“もの"の実在を確める必要があるJ

と述べている。

要するに長短補いつつ，凡ゆる手段を駆使して真実

を追うべきfなので，広田はこの点を「赤外吸収は今ま

での電導度測定などに比らべて，より直接的に吸着の

微視的状態、を捉らえ得るし，又見落しがない。 kinetics

が不要と云うのではなく，微視的なこの種の研究が少

なすぎる点を指摘したい。 kineticsの出発点の任意性

をある程度狭めうる点で今後有効であろう」と述べた。

また試料の清浄化が強調され，管(北大触研)は高温排

気による吸着ガスの除去について，小林(北大触研)は

「蒸着膜が一応清浄商の目安となろう」との見解を夫々

述べた。

以上の赤外吸収法は直接，吸着状態に迫りうる点で

極めて有力な手段であるが，反応進行中の状態をも観

測できるよう今後発展させる必要がある。赤外線吸収

程，微視的ではないが，田丸らの行った一連の研究は

触媒のいわゆる“Workingstate"をとらえようとす

る努力のあらわれと云えよう。先ず田丸，三宅の「ガ

スクロマトグラフィーによる接触反応機構の研究」で

はコラム充填剤として触媒を用いると云う秀れた着想

により Pdによる蟻酸分解反応が検討された。反応系

物質である蟻酸，一酸化炭素および水素の retention

time測定と，同じ反応系についての反応速度測定から

総合して「蟻酸分解中.触媒表面は，可逆吸着を行う

水素で殆んど蔽われ，蟻酸の吸着段階が律速である」

との結論を得た。またガスクロマトの利用によって，

反応温度附近の吸着熱推定の可能性があると示唆した。

一方反応中の吸着量測定は，同じ講演者による「タン

クステン上のアンモニア分解および合成反応J(第 7回

討論会)また先に述べた広田らの「銀触媒による蟻酸分

解機構の研究」にも用いらPれた比較的新しい方法であ

る。田丸の研究は，上記の広田らのと偶然，同じ反応

系について，やや高温側で行われた。反応中のH2.:お

よびCO2の吸着量がほぼ等しく，しかも各単独の場合

には吸着が殆んどみられない点から吸着は蟻酸の状態

で生じていると推定，反応速度と蟻酸吸着量の比例性

から，反応は触媒表面のかなりの部分を占める均一部

分で起っていることを示唆し，活j設な討論が雨宮，広

田，戸谷，管，堀内らとの問に行われた。との田丸お

よび先の広田らの結果を総合することにより銀上の蟻

酸分解反応の機構は著しく鮮明かっ立体的に描き出さ

れたのは興味深い。そして更に詳細な探究が続けられ

るなら，広田らの推定した機構により蟻酸から分れた

H+，又は Hの挙動が次に問題となってくる。 これも

また近い将来，核磁気共鳴吸収などの近代的手法によ

り解決されるであろう。

C. 総括討論(速度論をめぐって)

上に述べた赤外吸収法の利用，また反応中の吸着測

定は，何れも従来の“速度論的仮定"の内容に対して，

実証的検討が加えられ始めたことを示しているが，そ

の適用過程では，速度論の知識が，実に豊富に利用さ

れているのが見られよう。最終日の総括討論では，r触
媒反応の速度論」について集中的に議論が行われたの

で A，Bに述べて来た研究と討論のしめくくりの意味

でここに取上げることとした。

この討論では，先ず堀内(北大触研)から問題が提起

された。 堀内は， rRideal機構が真面目に相手にされ

るのを不思議に思う」と冒頭し.r我々は原系および臨

界系の状態のみから素反応速度が決まることを認めて

活性化エネ Jレギーや反応の kineticsをきめている。そ

うなら，臨界状態へどんな経路でいくかは，観測され

たデ{ターの範囲ではきまらないoJrHinshelwoodの

true activation energyおよびapparenta， e.など

の概念は，古典的な Arrheniusの活性分子仮説から脱

しきれず， negativeの活性化エネノレギーは考えにくい

とする固定観念に基づく」ことを指摘した後，今日確

立している活性化自由エネルギーの立場からみれば，

活性化エネルギーが負となってもよい理由を明快に述

べた。斯波(東工大)は，rRideal機構は反応の picture

を考えやすくするための便法であろう。それが吸着分

子を釣上げるとの具体的内容をもっとは云えぬ。また

負の活性化エネノレギーの場合は活性化エントロピーに

対する制約が大きいので，特別な型の反応に限られよ

う」と見解を述べ，堀内は不均一反応にその可能性の

大きいことを指摘した。管は Rideal機構， Langmuir 

機構について歴史的に展望し，r堀内の反応論はactiv-

ated complexの占める場所如何により夫々 Ridealま

たはLangmuir機構に対応する→般論である」と述べ，

堀内の補足的説明とともに問題の焦点を鮮明にした。
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ここで指摘されたのはLangmuir機作では化学吸着

した分子間の横向の衝突で反応が起きるとか， Rideal 

機作では，化学吸着分子と上の物理吸着層(叉はダ叶目)

にある分子との上下衝突によると云うような一反応経

路を推定するに当って便宜的に考えられた微視的なモ

テ、ルが，反応機構(律速段階の指定を含む)の確定した

後も尚その実在を保証されたかの如く用いられている

点、にある。しかし，これまでの討論の示すところは速

度論的取扱いから“その限界をこえたモテソレの議論を

すべきでない"点にあって，知見の増大に伴なう実証

の可能性まで否定するわけではない。この観点から慶

伊(東工大)はrRideal機構と Hinshelwood-Langmuir

機構の吸着量の少ない所との区別は，実験的に困難だ

が， 一歩を進めて反応の stepとしての意義がな戸いだ

ろうか。現状では不可能に近いが， stepとしての違い

は将来計算?できる可能性がありそうだ」と述べ，堀内

はr日tepとして区別しうるなら十分意味があるJと答

えた。問題は結局，触媒表面上の反応系のポテンシャ，

Jレエネルギー曲面の知識に帰着する。将来の理論的，

実験的発展にまつべきであろう。 ¥ 

其のイ也，実証的な立場から，広田(阪大理)はrkine-

ticsのみから考えると任意性が極めて多い。それは赤

外吸収のような新Lい研究手段の開拓によって解決さ

れようJと発言，また田丸も「ガスクロマトによる反

応中の吸着熱測定から， Rideal， Langmuir両機構の

stepとして区別できる可能性がある」と述べたのは，

夫々の研究成果に立つ見解として興味が深かった。

D. 触媒の構造と性質

触媒の機能をその物性，例えば電導性，磁性などに

結合させようとする試みは古くから行われてきた。ま

た過去数回の討論会で，半導体理論と触媒作用の関連

性をめぐって，激しい討論があったことは記憶に新し

い。今回の討論会では，そのような論争の“眼"とな

るべき研究発表のなかった反面，夫々の研究内容に過

去の成果が反映して，測定技術の改善，考察の徽密イじ

など見るべきものがあった。

先ず半導体論的研究として， 河口武夫(東京学芸大)

は， V205触媒への気体吸着を，電導度および表面電位

の変化測定により追求した。従来この種の測定に対し

て向けられた多くの批判がよく消化され，試料として

V205単結晶を用いたこと，叉表面電位測定用電極の選

定など慎重な考慮が払われた。先ず比電導度および

earrier易動度の試料厚さK無関係であることから，

試料の均一性， 製造条件の再現性を確めた後， NH3， 

媒

HN03吸着に伴なう変化が検討された。化学吸着した

NH3はJE，HN03は負に帯電する。 吸着 NH3による

巴arrierの増加から吸着分子数が (010)努関商につい

て量的に得られる等，堅実なデーターの蓄積はやがて

大きな発言力を有つに至るであろう。

藤田，管(北大触研)は，最近多くの研究がなされ始

めた， 光と触媒との協同作用一光接触反応の基礎研

究として，酸化亜鉛とそれに吸着した酸素の系に対す

る光照射の影響をしらぺた。 30ぴCで排気後室温で酸

素を吸着させた系では光脱離が起るが，高温で排気，

酸素により酸化の後，冷却して酸素を吸着させた系で

は逆に光吸着が起る。これらの現象は，化学吸着或い

は物理吸着した酸素と照射による伝導体への励起電子

または発生した正孔との反応として巧みに説明された。

高橋(東大工)らによる反応機構についての若干の討論

の後，慶伊の質問に答えて，実際のエタノーJレ光接触

酸化反応に対する ZnO触媒の作用にとの結果を適用

すれば， -酸化状態での高活性と，光吸着による酸素吸

着増大とがよく対応することを明らかにした。触媒の

物性研究は動もすると活性との関連を欠きがちである

が，それが考慮されている一例といえよう。

斯波， 村上(東工大)は「アセトニトリノレ合成触媒の

研究」において，化学工学的規模での合成反応の動力

学的特性及びアルカリ塩添加による選択性の向上を，

アルカリ塩添加量および真空処理条件を変えた触媒に

対するアンモニア吸着の知見から基礎付けた。触媒表

面の酸性，非酸性中心への吸着が区別され，反応の律

速段階は非酸性面上の吸着アセチレンおよび解離吸着

アンモニアの表面反応であるとし，添加アルカリ塩は

副反応を起す酸性中心を減少させるとともに非酸性面

へのアンモニア吸着を増大させて，選択性の向上をも

たらすことを明らかにした。動力学，触媒の構造， さ

らに実用性と広範囲に及ぶ総合的なこの研究の成果は，

明快な論旨と相まって，人々の注目を浴び，吸着，反

応速度についての基礎的なものから，触媒の性状製法

に至る多数の質問が集中した。この研究は基礎と応用

の結合を示す典型として，後の総括討論で再び取上げ

られた。このような触媒の構造と反応論，さらに実用

性を結び付けた，他の一つの研究として，内田，荻野，

大場(東工試)らによる rZnOCr203触媒の研究」があ

る。メタノ-)レ合成用触媒としてのこの混合触媒の研

究は，既に 2回に亘って討論会で報告され，その動力

学(第5回)，結品構造と分解活性および電動度の関係

(第4回)が発表されている。今回はクロム添加率の変
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化による合成および分解反応速度を解析し活性化熱，

頻度因子，選択性への影響を検討し.X線による構造

の探究にその裏付けを求めたG クロム含有率の増加に

つれて上の性質はZnCr20.のそれに漸近することか

ら，クロムの促進作用およびスピネルの表面占取率な

どが明らかにされ，従来の“スピネノレ表面は活性に乏

しい"との説が修正を要することを見出した。この結

論はアセトン洗滋により非結合の Cr03を除いた触媒

の知見から得られたもので，混合触媒の場合，単純な

混合比のみでなく，その結合状態の検討が必要である

ことを示したものである。

以上の研究では，触媒としての有効性が既に知られ

ている物質の活性状態にその焦点がおかれている。 1し

かし着目する反応の触媒として“何を選ぶか"と云う

問題の根本的解決に程遠い今日，広範囲の組織的な研

究から，ある種の作業仮説を抽出する手法も用いられ

てよい。牧島，米田，斎藤(東大工)はこの観点から，

亜酸化窒素の分解反応を Testrea巴tionとして金属酸

化物の活性をひろく検討した。また原子炉内中性子線

照射による活性の変化をしらベた。結果は.p型，旬型

半導体および絶縁体に分けて整理されているが，必ず

しも半導体としての物性に関連を求めているわけでは

ない。半導体理論の立場からすれば，飯田(名工試)が

指摘したように，不純物の影響や 100%スピネノレであ

るか否かが重要となってくる。講演者の見解は，要す

るに，活性の大綱を決めるのは“化学種"であって，

上記の質問や，河口(東京学芸大)の「若干の酸化物の

分属」についての異なった見解などに示された多少の

不明確さは，発表された大局的な結論を変えるもので

ないと云うことであろう。 ここにも又“触媒の化学"

を先ず確立しようとする強い意慾の現われがみられた。

独自なこの研究の発展が注目される。なおこの後の討

論で，入江(住友化).秘浦(三菱化成).山中(科研)によ

り実用触媒を扱う立場から夫々見解が述べられた。

E. 触媒の応用

応用および化学工学的な研究としては，斎藤，佐高

(名大工)の水一重水素間の水素原子交換反応，原，安達，

倉田(日触)の 802接触酸化反応速度，織戸，河内(東工

試)の Ni-Cr-ケイソウ土触媒による水素添加，および

山中，高木(科研)の安定化ニッケル触媒が挙げられよ

う。斎藤らは，通常気相で行われるこの水素原子交換

反応を，液相について検討した。平衡およびエネルギ

ー消費からみれば低温で行うのが有利であるが，反応

は液相主なり反応速度は物質異動に支配されて著しく

おそくなる。即ちこう点が解決されれば実用になる。

ここでは，援持速度，泡出速度，圧力など諸条件と反

応速度との関係を求めた。触媒は気相交換用の活性

炭 白金触媒が懸濁状態で用いられたが，反応速度

を支配するのは，予惣の如<.水素気泡と触媒表面と

の間の物質移動であり，全交換速度は水素圧の高い程

有利との結論が得られた。この研究では，一般の触媒

化学者に思1¥染の少ない化学工学的な概念，例えば境膜

抵抗，物質移動係数などが，頻繁に用いられている十

従って，松浦(三菱化成研)の触媒粒径の影響について

の発言は別として，討論者との立場にやや隔りが感ぜ

られた。この領域での研究は触媒の実用化に伴なうも

のであり，基礎の仮IJからなされたその努力は高く評価

さるべきであろう。原らの802酸化反応速度の研究も

また，実用の線に沿うもので，触媒の活性および特性

を量的に表わす実験式の誘導とその適用に重点をおい

ている。 この考え方は，松浦の nogk-l/T関係を示

す線が屈曲点をもつのは，低温および高温側で反応機

構が変化しているためと思うが，それを単一の式で表

現しているのは如何」との質問に対して「反応機構が

解明されるまで速度式が出来ないのは困る。ある形の

式が事実をよく表わすならば，信頼性のたかいデータ

でそれに合わないものがでてくるまで，充分有用であ

る」との見解によく示されている。 なお，多羅間(京

大工)も「得られた式が，その理論的意義はともかく，

触媒活性の尺度となり，反応炉設計等に利用しうるな

らば，実用上意義があろう」との書簡を座長にょせた。

織戸らは， カノレボニノレ化合物の水素添加に対して反

応系内に加えられた塩基性物質の影響を検討した。こ

の研究は，触媒そのものより，むしろ触媒がその能力

を発揮しうる条件に主眼がおかれている。 Ni-Cr-ケイ

ソウ土触媒とともに，オートクレーグ、内に加えられた

水， トリエチノレアミン， カ性ソーダ水溶液，石灰水な

どは，一般に反応液に溶解して pHを高める場合に促

進作用を持っこ~が示された。

討論は三井(東北大工)との聞に.OHイオンによる

分極状態について行われ，また管，堀内は関連研究と

して，白金，ニッケル触媒によるベンゼン，シクロヘ

キセンおよびアセトンの水素化反応に対するアミンの

効果を紹介した。

山中(科研)らは，先に常温常圧で水素添加能をもっ

高活性の触媒を，空気中でも安定に取扱える方法を見

出したが(第5回).今回はその安定化ニッケノレ触媒の

特性の若干を発表した。活性状態にある触媒は赤血塩
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よるアセトン水

夫々の触媒の若手取滋還元撃をと平行

関係にま5ることから，赤血塩議元裁なもって，-J，e:7k

繁続時訟の尺皮とした。 ∞2やEれで安定化した勉様

は，予燃の主0< ことが総長ちられたが，

ー方 SuperfiCialoxidation、を施したものは還元従が

なかうた。こi立)C02や N2の脱離しにくいことが空気

られ， ァ主は

も有効であり，従って安定化触媒は7l<中で活性交ぷす

などの警察5誌が，その務象論的な説明とともに述べられ

た。この安定化ニッケ JV~紋媒の東に詳しい投資は，堀

内，斯波などの質問から，例えば「使用後の触媒は空

気v<ζ綴れでも発火しないが，活性宅ピ失うJこことなど

が明らかにされ，をた授は rC02による安定化では，

吸淡熱が22Kc品l/mod砲の程度だから， 酸化が行われ

ている可能性があるJと指摘した。実用語虫採では，美子

命， ~m皮，安定性などの節子主主主重要な場合が安心そ

こには，主主礎研究者に敬遠され務ちな要若者も少なから

γ含まれている。しかし，米潔拓のこの領域にも研究

者はその力合併せるべきマさはなかろうかa この意味で，

とともに，ま

ことに発展的伝ものであった。

F. 総括討議{基礎と応F誌の絡会)

さま滋から実用への綴のひろいつ

ながりな・示したものとして，斯波らの rア官トニトワ

の研究が関心の約となった。この研究室ど

めぐって始められた「選議と応用の結合Jに穏ずる討

議の中からその要点をぬ&出してみよう。

まず研究の工業化コースについて，r工芸義的
研究主義的滋榛マあれ， 触媒の chemical

factsは変らないJと前おき L'tr実用完全線として，活

性はもっとも重喜怒と

3変である。袋援も大きくすると， heaもbalanc砧など

に跨怒があるが，ゑJfI(東工大)の協力者ど得て治んど解

決怒れた。結局，ある絞度目安のついた然媒比工業

よいJ~ご述べた。

“紋媒の使い方"には反応装僚の際主義もa該れよう o

小林{北大工}はこの点について「新しい後綬をつくる

機会はなかなかないが，悲しあれば，入手でき

性能の舷銭?と適したものを考えるべき?だ。 実用触媒は

やはり活性より，長期間安定して使えるも

大きいj と見書平を述べた。 触媒の chemicalfacts l'ヱ

基礎，応用合連じて同じであろうが，その研究方法に

長察

十士夫々の立場により遠いのあることも事実である。斎

薦議{主主大ごと}は f触媒側、究では， よい数嫁者ピ選ふかとか，

現在の紋擦の改妻子会行うとかの問題とE支給することが

ると忍うが，支丹波らの固体後主主撚研究の滋め

る」と発言し，JrIロ{大阪市大}

に女まして「シリカアル ~7・皇室媒が実擦に重合賢治擦とし

てはたらく場合，そのま受面状態は反応初識の清浄商か

ら箸しく奥なっている替である。従って研究しやすい

反応初期での速度式の検討“と現実に喜52たされる問題と

の悶りが大きすさゴるのではないか。これを如何に結び

付けるのかJふ灯下立〉切るみとタ干の隠やみに終えつ

つ質問した。)JI口は f騎ゃみを・探ぐるには，少し明る

い部分からいくのも一方法であるJと応じて，

数媒表阪は複雑で，ま翠想化会れた初期i濃度だけマf'i，

確かにあiまり役友会とない。しかし何らかの手がかりの

得られる場令もあるJと例会学げて見解てど述べた。震菱

という

現場との欝係をもたずに， 1900年伐の触媒宅訪日変らず

扱っているからマあろう。現在実用触媒として雲重要な

ものは，やはり基機研究o対象としなければならぬ。

要するに炎々の独i3性な尊重しつつ， :l空交いにもう少

と思う。触媒討論会は，この

総合点でおるという点で議畿があるJと結んだ。

議のあり

思えるe この議終と応用との総会というテーマ比策

4邸 (1954)以来殆んど怒田，討論o話題となって&た。

その穏殺益な発言ーが妥くなされたが，その内容に一般

に，効象的で三ろった。父発言者も次第に固定し討論が

かなり型式化しているのが実状ではなかろうか。絡会

の必要殺は，遜去の夕食ん

条た点、であり，こ

状警告はれそのために何言どなすべきか"を考える段階に

して今回[弘例えば斯波らの隣

現段階で実に必要

なことはこのように僚々の研究内容について，議礎研

究がどのように行われ，叉それが実用化されたか，

或いは

るかをピ知ることに

あると考える。 I言じ飽震で，今まで屡々企画さ手れなが

ら災現しなかったJ歓喜重化学，き起用触媒化祭工業の浸
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望」を与える総合講演などが行われることも望ましい

し，また討論会のテー?として，例えば「触媒の製法J，

「耐久性JJ被毒J，r使用法」など実用的な問題を加え

ることも考えるべきではなかろうか。何れにせよ，齢今

後の討論または会の運営に当って，研究者の啓発と相

互の理解lを深めるような具体的方策の樹てられること

を強く望むものである。

4. あとがき

以上簡単であるが，触媒討論会の報告を記した。会

の模様と収めた成果の幾分でも，お伝えできていれば

幸いである。またこの機会に，会の円滑な運営やま卓尾

を飾った月寒牧場の懇親会など，北海道大学関係の方

々の払われた努力は，来会者一同の深く感謝する所で

あったことをお伝えしたい。

なお討論会の最終日には，参会者全員の賛同を得て

触媒懇談会が発足した。この人々の結合，そして研究

の結合が触媒学発展の原動力となることを期待して，

この報告を終える。 e

付記個々の研究内容や発言について理解の誤りも

少なくないと思いますが，関係各位の御許しを乞う次

第です。

第 8回 触媒討論会講演題目

日時 3月31日(火) 4月 1日(水)

会場大阪商工会議所

大阪市北区堂島西町一番地

第1日 (3月31日)午前 9時より

1. ニッケルに対する重炭酸ガスの吸着

(阪大理) 広田鋼蔵O小林康司・木地実男

2.酸化亜鉛の水素吸着の不均一性について

(阪府大工)0窪川裕・外山修

3.酸化亜鉛に対する一酸化炭素の吸着

(阪府大工)0窪川裕・外山修

4.磁気的方法によるガス吸着の研究

(京大工) 多羅閤公雄O梅田昭司

5.金属表面への化学吸着 (北大触研) 戸谷富之

6.混合ガス吸着の研究(その 1)気ー吸着相平衝線図

の理論とエチレン・エタン系の実験

(東工大) 慶伊富長・金高純一・高木徳二

(午後1

，7.接触反応中における触触媒表面の吸着と反応速

度，銅触媒によるギ酸の接触分解反応

(様国大工) 田丸謙二

8.重合用触媒・オレフイン附加化合物のスヘクトル

による研究

(阪大工)堤繁O秘本忠也

9. イオン交換樹脂触媒と塩析効果

(静岡大工)海地昭三

10. イオン交換樹脂触媒の研究

(名大工)0斎藤弘太郎・|嶋本文男

佐高倫・三島康雄

11. 白金電極の挙動について

(立大理)0三矢篤・大林武子・高昌東土・星貞夫

12.鉛における水素過電圧 (立大理) 山崎恒博

第2日 (4月1日) 午前九時より

13. ラネーニッケノレ触媒の活性

(武田薬工研究所) 石]11重三郎

14. シンタリングに伴う亜鉛クロマイトの構造とメタ

ノーノレ分解活生の変化

(北大触研)0佐藤俊夫・松井敏二・石塚和彦

15. ZnO-Cr203-CuO触媒の構造とメタノーノレ合成-活

J性

(来工試) 内田l~O荻野義定・大場昌明

16. NiO-シリカア jレミナ触媒

の構造とエチレン重合活性

(東工試) 内田無O今井久雄

17. 国体ゲJレ触媒のブロンステウト酸性と Jレイス酸f生

の分別測定，ならびに両種酸性と触媒活性との

関連について

(京大工)0新宮春男・幹智行・岩崎正夫

佐々木誇太郎・岡崎達也

18.表層イオン交換による不均一触媒体の新製法

(京大工)0門田憲章・石田精一・金川哲夫

吉田郷弘




