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1.は じめ に

粘土に触媒作用があることを初めて示したのはイギリ

スの化学者であるPriestleyと いわれています.彼 は18

世紀後半に,ア ルコール蒸気を粘土に触れさせることで

生じる気体が,白 い炎を出して燃えることを発見 しまし

た.こ れはエチルアルコールが粘土により脱水素され,

生じたエチレンが燃えるためです.粘 土によりエチルア

ルコールの脱水素反応が進行するのは,粘 土に酸点が存

在することで説明できます.

フランスのHoudryは,酸 性 白土 を強酸で熱処理 し

た活性白土が石油のクラッキング触媒 として有効である

ことを見つけました.そ の後アメリカで実用化され,酸

性白土 として新潟県の蒲原粘土が用いられました.

現在主に,ス メクタイ ト系粘土(天 然のモンモ リロナ

イ トや粒子の細かい合成サポナイ トなど)が 固体酸触媒

として研究され利用されています.ま た,ス メクタイ ト

系粘土層間へ架橋剤を導入 して表面積を大きくしたマイ

クロ多孔体(層 間架橋粘土)や,そ の骨格内へ(触 媒活

性な)金 属 カチオンを埋め込んだ合成スメクタイ トも触

媒および触媒担体 として用 いられています.こ の章では

粘土の触媒利用について述べます.

2.粘 土の酸触媒能

2.1.粘 土のイオン交換能と酸点発現

モンモリロナイ トなどのスメクタイ ト系粘土鉱物の表

面 は負の電荷を持っていて,そ の電荷 と反対符号を持つ

カチオンが層間に存在します.言 い換えるとカチオンが

粘土層 と粘土層 とをつなぎ合わせて層状構造 をとってい

ます.こ の吸着イオンは溶液中で異種カチオンと交換す

ることができます.

粘土鉱物の表面が帯電 しているのは,そ の構造に由来

します.ス メクタイ ト系粘土鉱物において一枚の粘土層

は,Si4+を4個 の酸素原子が取 り囲んだ[SiO4]四 面体が

二次元的に並んだ四面体シー トと,Al3+ま たはMg2+を

6個 の酸素(あ るいは水酸基)が 取 り囲んだ八面体が二

次元的に連結 した八面体シー トが,四 面体 シートー八面

体シー トー四面体 シー トと並んでいるケイ酸塩(シ リ

ケー ト)層 です.八 面体シー ト中のカチオンが主にA13+

であるスメクタイ ト系粘土の場合,Al3+の 一部がMg2+

と置 き換 わっているため八面体シー トが全体が負 にな

り,結 果 的に層表面が負の電荷 を持 つ こ とにな りま

す.八 面体シー ト中のカチオンが主 にMg2+で あ る場

合,一 部がLi+な どの一価のカチオンと置き換わってい

るため,ス メクタイ ト層表面が負の電荷を持つ ことにな

ります.負 の電荷を持つシリケー ト層 とシ リケート層を

つなぎ合わせ るように層間にカチオンが存在 します.こ
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のカチオンがH+の 場合,そ の部分がブレンステッド酸

点 とな り酸触媒能が発現 します.ま たK+な ど他のカチ

オンが存在する場合,カ チオンが層内の水分子の分極を

引き起 こしH+を 放出しブレンステッド酸 とな ります.

また,シ リケー ト端面の四面体シー ト末端では(本 来4

個の酸素 と結合すべきであるが)3個 の酸素原子にのみ

囲まれているSi4+が 存在する場合,そ の部分が電子受容

体 となりルイス酸点が形成され ます.

このようにスメクタイト系粘土には二種類の酸点が存

在 し,自 身は酸触媒 として機能す ることにな ります(粘

土鉱物のイオン交換性については佐藤(2001)の 章に詳

しく記述 されていますので参照 してください).

2.2.粘 土の酸触媒能

上記のようにスメクタイ ト系粘土は酸性を有す る固体

であるため,固 体酸 として用いることがで きます.

固体の酸性質は強度(ブ レンステッド酸点で は甘 を

与える能力)と 量(酸 点の数)か ら評価できます.酸 処

理 したモンモ リロナイ トの酸強度はH0=-8.2～-5.6

で,90～71%の 硫酸水溶液の酸 の強 さに匹敵 します.

Houdryが 用いたのはモンモ リロナイ トを主成分 とベン

トナイ トを硫酸や塩酸で熱処理 した活性白土です.非 常

に強い固体酸性 を持つため,ク ラッキング触媒 として用

いることができました.

天然粘土鉱物のモンモリロナイ トや合成粘土のサポナ

イ トなどを酸触媒 として利用 する反応例を表1に 示しま

す.表1に 示 した反応は粘土を酸処理することで,そ の

酸触媒能を高めることができます.組 成等により酸量な

どが異なるため,天 然の粘土で はその種類によって反応

活性や選択性が変わることがあ ります.

表1粘 土の酸触媒作用

反応の種類 反応物例

クラッキング反応

オリゴメリゼーン

異性化反応

脱水反応

不均化反応
エステル化反応

水和反応

クメン,原 油

1-デ セン

ブテ ン

2-ブ タノール

トルエンか らベンゼン

アル コール と脂肪酸

ブテ ン

2.3.粘 土触媒の酸機能を利用するファインケミカルへ

の応用

スメクタイ ト系粘土をファインケ ミカルズ用の触媒 と

して用 いる研究も盛んになされています.有 機合成では

液体の強酸や超強酸 を用いるのは得策ではありません.

それらは腐食性 と刺激臭を有することなどからその取 り

扱いに細心の注意を必要 とすること,反 応後に中和が必

要 となり操作が煩雑になるからです.こ れに対 して固体

酸では,手 で触れることにより炎症が起 こった りしませ

んし,反 応後は濾過 によって分別するだけ除去できる利

点があります.

A13+やFe躯 な どの金属 カ チオ ンで イ オ ン交 換 し,

120℃ で減圧乾燥 し脱水処理 したモンモ リロナイ トは層

間がつぶれることな く,交 換イオンの配位水が分極 して

H+を 生じ強い固体酸性 を示 します.種 々のカチオンで

イオン交換 したモンモ リロナイ トの強酸点には,カ ルボ

ニル化合物が吸着す ることでカルボニル基が活性化 さ

れ,種 々の炭素一炭素結合形成反応 に利用が可能です.

応用例を表2に 示 します(泉(1994)).α,β 一不飽和

ケ トンへの付加反応で は選択性(1,2一 付加 と1,4一 付

加)が 置換カチオン種によって制御できる特長を有しま

す.ま たFreide1-Cra飴 反応アルキル化なども進行 します.

2.4.粘 土への金属錯体導入とその触媒能

スメクタイ トのカチオン交換能を利用 して触媒活性な

金属錯体を導入することもできます.イ オン交換により

金属錯体を層間への固定化 した粘土では,錯 体が粘土 シ

リケー ト層同士を架橋 していることになります.イ オン

交換法でスメクタイ ト系粘土層間に導入 したロジウム錯

体を表3に 示 します.錯 体の分子サイズに依存 して層間

が拡大していく様子がわか ります.(嶋 津(2003))

金属錯体は様々な触媒作用を示 しますが,溶 液中で均
一系触媒 として用いると溶媒か らの分離回収が問題にな

ります.こ れに対 して粘土層間に金属錯体を固定化 した

触媒では,錯 体が溶出することな く,反 応後の濾過回収

により繰 り返 し使用が可能 とな ります.表3に 示されて

いる[Rh((S)-BINAP)(COD)]+や[Rh(S)-DIOP](COD)]+

をスメクタイ ト系粘土層間に担持 した粘土はβ-ケ トエ

ステル,α-ヒ ドロキシイソブタン酸エステルなどの不

斉水素化 に応用できます.

表2粘 土の酸触媒作用

触媒 反応物例

A1交 換モンモ リロナイ ト
カルボニル化合物 とケイ素エノラー トよるアル ドール反応,

エステルエノラー トのα,β-不飽和エステルへの共役付加

Ni交 換 モ ンモ リロナイ ト,

Fe交 換 モ ンモ リロナイ ト
カルボニル化合物 のシア ノシリル化反応

Zn交 換 モ ンモ リロナイ ト,

Ni交 換モ ンモ リロナ イ ト
Freidel-Crats反 応 ア ル キ ル 化
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表3導 入ロジウム錯体とスメクタイト系粘土の層間隔

25.粘 土の脱重金属触媒利用

粘土のカチオン交換能 を利用 して,重 質油からの重金

属除去が可能です.重 質油に含まれるバナジウム等の重

金属は,脱 硫処理や改質処理で用いる触媒の劣化を引き

起 こします.カ オリンなどの粘土で前処理することで,

重質油から重金属を取 り去ることができます.ま た飲料

水か らの金属除去 として用い られています(北 山(2004)

の章に詳 しく記述されていますので参照 して ください).

2.6.層 間架橋粘土触媒

イオン交換 によりスメクタイト系粘土層間に多核金属

水酸化物カチオンを導入することができます.そ の後余

分な前駆体イオンを水洗 して取 り除 き,多 核金属水酸化

物カチオン挿入粘土を焼成すると,脱 水反応により多核

金属水酸化物カチオンが酸化物 となります.こ の酸化物

は粘土の層 と層 とを結ぶ柱(ピ ラー)と な ります.酸 化

物であるピラーのサイズが層間距離 とな ります.こ の層

間に酸化物を有する多孔体 は層間架橋粘土(ピ ラー ドク

レー)と 呼ばれています.層 間架橋粘土の層間にはマイ

クロ細孔が存在する多孔体です.表 面積 も粘土 の10数

m2g-1に 対 して層間架橋粘土は数100m2g-1に まで拡が り

ます.

アルミナ架橋粘土を例にして示 します(図1).ア ルミ

ニウムイオンをアルカリ中で加熱処理するとKeggin構 造

を有する多核水酸化アル ミニウムイオン[Al1304(OH)24]7+

とな ります.こ れを粘土を分散させた溶液に加え,粘 土

層間のカチオンとイオン交換 させます.加 熱処理すると

アル ミナ酸化物 クラスターAl130、 が粘土層間に形成さ

れ,表 面積が500m2g-1の 多孔体にな ります.XRDで は

アル ミナ架橋粘土での底面間隔が17Aと 測定されます.

粘土の一層が9.6Aで あるので,約7～8Aの アル ミナ微

表4層 間架橋粘土触媒の架橋体と前駆体カチオン

粒子が粘土の層間にあることになります.

A12O3以 外にも種々の酸化物を架橋体にした粘土多孔

体が作 られています.異 種金属の多核カチオンを用いる

と異種金属酸化物ピラーが得 られます.表4に 層間粘土

架橋体の酸化物 ピラーの種類 と前駆体の例 を示 します

(山中(1994)).

最終的に得 られる層間架橋粘土の細孔構造(表 面積,

細孔容積,底 面間隔など)は,用 いる粘土の種類 とその

カチオン交換容量,前 駆体カチオンの種類だけでな く,

前駆体カチオンの調製条件(濃 度,pH,温 度など),水

と粘土の混合比,前 駆体カチオ ンと粘土 との混合条件

(混合比,温 度,時 間など),洗 浄 ・乾燥 ・焼成条件など

にも依存 します.ま た粘土は層間への可逆的な水分子の

挿入により膨潤性を有 していますが,層 間架橋粘土では

安定な支柱が存在するので可逆性は無 くな ります.

2.7.層 間架橋粘土の触媒利用

層間架橋粘土は熱的に安定なマイクロ多孔体です.特

に金属酸化物 ピラーが触媒活性点 として機能す る場合,

層間架橋粘土 はマイクロ領域にある層空間に微粒子(ピ

ラー)が 高分散担持 された触媒 とみなす ことができま

す.例 えば,Al2O3架 橋粘土多孔体やCr2O3架 橋粘土多

孔体で は,Al2O3やCr2O3ピ ラーが強い酸点 とな り,優

れた酸触媒能を示 します.ま た繰 り返 し導入により複数

のピラーを導入 した架橋粘土多孔体の調製により酸強度

を変 えることもで きます.架 橋体 の持つ触媒作用 によ

り,層 間架橋粘土多孔体は広い範囲で触媒 として利用で

きます(表5).

図1粘 土架橋体の合成
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表5層 間架橋粘土触媒の触媒作用

2.8.層 間架橋粘土の触媒担体利用

層間架橋粘土は熱的に安定な多孔体であ り触媒担体 と

しても用いることができます.金 属微粒子を担持 した触

媒反応例を表6に 示 します.

担持金属微粒子 と架橋体 との複合効果によりピラーの

高機能化 も可能です.例 えば,A12O3架 橋粘土にPtを 担

持することで,そ のクラッキング能を高めることができ

ます.TiO2とV2O5の 組み合わせ は一酸化窒素の還元反

応に高活性を示 しますが,TiO2架 橋体にv2O5を 担持す

ることで粘土層間に高分散のNOの 還元サイ トを導入

することができます.ま た,軽 油中に含まれるチオフェ

ンやジベンゾチオフェンなどの含硫黄芳香族化合物を低

減する深度脱硫触媒 として,Al2O3にNiとMoの 複合硫

化物担持 した触媒が有効であることが知 られています.

A12O3架 橋粘土にNiとMoの 複合硫化物を担持すると脱

硫 に高 活性 な組合 わせを持 った活性種(Ni-Mo-s相)

表6層 間架橋粘土多孔体の金属微粒子担体利用例
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表7合 成スメクタイトの触媒作用

表8合 成スメクタイトの貴金属担体利用

を粘土層間に形成することができます.

29.層 間架橋粘土触媒による形状選択性反応

多孔体触媒の細孔 と分子形状の幾何学的関係 によ り,

触媒反応の速度や選択性が変化することがあ ります.特

定の分子の拡散や特定の反応の進行がこの立体的因子に

よって阻害され ることで発現する反応の選択性を形状選

択性 といいます.均 一な細孔を持つゼオライ トでは形状

選択性に関する報告が多数あります.粘 土および層間架

橋粘土は層間距離が均一ではありませんが,形 状選択性

を発現 させることができます(辰 巳(1994)).

ルテニウム金属微粒子をスメクタイ ト粘土層間に担持

触媒を用いて種々のオレフィンの水素化反応を行 うと反

応速度は,エ チ レン>プ ロピレン>1-ブ テン>i-ブ

テン>1-ペ ンテ ン>シ クロヘキセ ンの順で減少 しま

す.シ リカ担持ルテニウム触媒 との活性の比較から,層

間による立体障害により形状選択性が発現 していること

がわかります.

オ レフィン水素化 に活性な ロジ ウムカチオ ン錯 体

Rh(PPh3)3+を イオン交換により粘土層間に担持 した触媒

を用いてアルキンの水素化反応を行 うと,反 応速度は1一

ヘキシン ≒2-ヘ キシン>3-ヘ キシン>>ジ フェニ

ルアセチレンの順に減少します.こ の傾向は同じ錯体 を

用いた均一系の触媒反応 において も観測されます.架 橋

粘 土 触 媒 を用 い た 場 合,層 間 に担 持 さ れ て い る

Rh(PPh3)3+に 対 してアルキン分子がその三重結合を(粘

土層に対 して)垂 直に配位することで反応が進行するた

め,水 素化反応の活性序列がより顕著に現れます.

2.10.人 工粘土の触媒作用

水ガラスと2価 の金属塩化物を出発原料 として,水 熱

法により,シ リケー ト層の八面体シー ト内に触媒活性な

化学種を有するスメクタイ ト系粘土を合成することがで

きます(鳥 居(1996)).天 然の粘土では組成が一定でな

かったり,不 純物の混入などにより触媒作用の産出地依

存性が見 られる場合があ ります.こ れに対して合成粘土

では組成が均一であることに利点があります.ま た,合

成 スメクタイ トではシリケー トの結晶サイズが小 さく,

マイクロ～メソ領域の細孔を持つ多孔体(表 面積>数 百

m2g-1)と な ります.ま た天然のスメクタイ トに比較 し

て層の積層が余 り発達 しておらず,シ リケー ト端面が多

く露出 してお り,そ れ らが種 々の触媒作用を示 します

(表7).特 に四面体構造のシリカに挟 まれている構造に

より(シ リカ表面上に担持 されているカチオンとは異

なった)特 異的な触媒作用を示 します(荒 井(1999)).

合成 スメクタイ トはイオン交換サイ トを有 しており

(天然スメクタイ トと同様に)イ オン交換 と水素還元に

より,ス メクタイ トと細孔内に種々の貴金属を担持する

ことがで き,そ れらを触媒 として用いることができます

(表8).貴 金属微粒子は八面体シー トのカチオンと相互

作用 して特異的な触媒作用 を示 します.

3.ま とめ

本稿では粘土を触媒自身および触媒担体 として利用す

る研究について紹介 しました.粘 土の特徴はその膨潤性

と(膨 潤性を利用することで)層 間距離を制御できるこ

とにあ ります.し かし粘土の触媒 としての利用 は未だ十

分 とはいえません.架 橋体の構造や架橋体の配置などの

精密な制御により,形 状選択性等を更に高機能化させる

ことができます.調 製技術 と共に,粘 土の触媒利用は更

に発展するものと思います.
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