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The multi-scaled design of hybrid nanoparticle catalysts is described. Functionalization of skeleton-type
cubic silica nanoparticles with polar functional groups was established. Preferable functional groups for
fixation of metal catalysts for transfer hydration catalysis have been proposed. Furthermore, the skeletontype cubic silica nanoparticles were found to promote photocatalytic N,N-dimethylation of amino acids
with methanol over AgNO3/TiO2. A precursor of skeleton-type cubic silica nanoparticles, calcium carbonate−silica core-shell nanoparticles, promoted enzymatic hydrolysis reaction releasing pyrophosphate.

１．研究背景
物質を分子レベルで望みのままに変換する技術は，資源利用・材料開発・環境浄化などの分野で中心的な役割を果た
しており，持続可能な社会の実現に必要不可欠な要素である．触媒はこの分子変換技術の鍵である．過去 20 年間で，分
子触媒・無機固体触媒・酵素触媒の三種の触媒群の垣根を超えた横断的な触媒システムが展開され，分子修飾ナノ粒子
や多孔性配位高分子などを触媒に用いる学術分野が生まれてきた．しかし，これら三種の触媒群の間には未開拓な部分
が多く残されており，既存の触媒では実現不可能なプロセスの開拓につながる新たな触媒型の発掘が求められている．
本研究では，新たな触媒型を提案すべく分子触媒，酵素，無機粉体の異なる階層に着目し，構造が高度に制御された
無機ナノ構造体に錯体分子や耐熱性酵素を複合化
した触媒を設計することで新しい触媒反応プロセ
スの創出を目指した（図１）．具体的には，シリ
カフレームからなるスケルトン型粒子（以下，ス
1）

ケルトン粒子） に対する錯体分子と耐熱性酵素
をそれぞれ複合化する方法論を確立し，有機物質
の水和反応や硫化反応などについて新しい化学反
応プロセスの開拓を目指した．その結果，スケル
トン粒子による光触媒反応の促進や，炭酸カルシ
ウム（CaCO 3）を内包したコアシェル型のシリカ
粒子（以下，コアシェル粒子）による酵素反応の
図１ 本研究の概要．

促進など，いくつかの興味深い知見を得た．

２．課題抽出
まず課題抽出を行った．スケルトン粒子およびその前駆体であるコア
シェル粒子を基盤として，これらの粒子の微構造・表面物性制御を拡充す
2）

ること，ニトリルの触媒的水移動型反応 に活性を示すパラジウム（Pd）
錯体もしくはイリジウム（Ir）錯体をシリカ粒子へ固定化する方法論を見
出すこと，さらにスケルトン粒子やコアシェル粒子などのシリカ粒子が固
3）

定化リポ酸合成酵素（LipS）を用いた酵素的な硫化反応 に与える影響を

図２ 本研究で当初標的としたプロセス．

明らかにすること，の 3 点を出発点とした（図２）．これによりシリカ粒子の表面制御にかかわる基礎的な知見を得る
と同時に，要素濃縮による反応加速と，固定化による頑健な触媒の創出を期待した．
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３. スケルトン粒子の微構造・表面物性制御と評価法開発
構造および表面の制御
有機酸修飾された CaCO3 ナノ粒子をテンプレートとし，シリカ
源としてアルコキシシランを用いコアシェル粒子を形成した．さ
らに，希釈酸水溶液を用いてテンプレートを溶解除去し，スケル
トン粒子を得た（図３）．官能基で修飾されたシリカ粒子の調製に
は時間を要することが見込まれたため，まずコアシェル粒子およ
びスケルトン粒子を予備的な触媒反応試験に供した．その結果，

図３ コアシェルならびにスケルトン粒子の合成経路．

AgNO3 を担持した TiO2 光触媒とメタノールによるバ
4）

リンの N,N─ジメチル化反応 が，スケルトン粒子を
添加した場合に有意に促進されることがわかった
（図４，entry 3 vs entry 1）．類似の中実シリカゲル
粒子である SO-01 や Aerosil でも収率の向上がみられ
たものの，その差はわずかであった（図４，entries
4 and 5）
．

スケルトン粒子によってメチル化反応が促進され
た要因として，（Ａ）バリン，メタノールおよび光
触媒を同時に近接させる表面がスケルトン粒子に存
在する，（Ｂ）光触媒反応を誘起する紫外線（365

a
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skeleton (10)
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methylvaline (%)
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c
Aerosil (10)
1

yield of
a
dimethylvaline (%)
28
37
58

35
39

b

The product was analyzed by H NMR. SO-01: particle diameter = 200~400 nm, specific
c
surface area = 10~20 m2/g. Aerosil: particle diameter = 40 nm, specific surface area = 50 m2/g.

図４ スケルトン粒子の添加による AgNO3/TiO2 光触媒を用いたバリンの N,N─
ジメチル化反応の促進．

nm）をスケルトン粒子が系内に効果的に散乱させ
る，の二点が考えられた．スケルトン粒子は図３に
示すようにシリカ（SiO2）フレームのみからなるも
のの，マルチスケール構造では単純な中実シリカ粒
子とはそれぞれの階層で大きな差が生じる（図５）．
そのため，スケルトン粒子が（ａ）テンプレート処理
等によって中実粒子やコアシェル粒子にはない表面
物性を示すこと；（ｂ）バリンなどが吸着しやすい細
孔構造をもつこと；（ｃ）光触媒粉末が入り込みやす
い最適なウィンドウ径があること；（ｄ）スケルトン
粒子の凝集構造があること，などを考慮する必要が

図５ マルチスケール構造の設計．

ある．図５に示す表面物性，細孔構造，ウィンドウ径，凝集構造のマルチスケール構造などの調節が触媒反応を制御す
る方法論になりうることを示した点で興味深い．
以上を踏まえて，粒子表面をアミノ基，シアノ基，メチル基など様々な官能基を用いて修飾したスケルトン粒子を合
成した．有機溶媒の超臨界雰囲気で行うオートクレーブ法は，修飾率の制御が容易である反面，高圧条件が必要なため
スケルトン構造の変形が懸念された．有機溶媒の還流温度で行う還流法は簡便だが，修飾率が低かった．酸触媒を添加
することで修飾率は向上したが，酸性条件で変化する官能基が見られた．そこで，シリカ表面が水をよく吸着し，高湿
度条件では吸着水層を形成することを利用して，マイクロ波照射によりシリカ粒子表面を選択的に加熱，修飾反応を促
進することを試みた．その結果，90 W 5 分のマイクロ波照射で，還流法と同等の修飾率が得られることがわかった．
多階層構造の評価法の確立
スケルトン粒子のウィンドウ径はシリカフレーム形成時の溶媒極性に起因する．すなわち反応溶媒に微量の極性溶媒
を添加することで，粒子表面近傍のフレーム形成速度を調整し，ウィンドウ径の大小を制御できる．ウィンドウ径は電
子顕微鏡で確認できるが，顕微鏡画像からサイズ分布を決定するには膨大な作業時間がかかる．分析系企業と共同で画
像解析による粒子分布の解析を試みたが困難であった．現在はブラウン運動による分布解析法を開発している．
スケルトン粒子の凝集体には粒子単体のマクロ孔と粒子間隙が存在し，これらが組み合わさってバリンやメタノール
が共存できる空間を形成する可能性がある．ナノ粒子の凝集体には一次凝集と二次凝集があり，その区別は困難であ
る．凝集構造の異なるスケルトン粒子を設計し，複数の分析系企業と共同で，モデル粒子の構築およびスケルトン粒子
凝集構造の解析に取り組んでいる．以上のマルチスケール構造制御および評価手法の開発は，今後，分子触媒や酵素反
応におけるスケルトン粒子およびコアシェル粒子の寄与を明らかにするための学術的基盤を与えるものと期待できる．
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４．分子触媒の固定化に向けた検討：Pd 錯体と Ru 錯体の挙動
Pd 錯体触媒
［BF
Pd［CH3CN］
4
4］
2 はこれまでに，
水移動型水和反応に最適な触媒の
2）

一つであることがわかっている ．

図６ Pd 触媒によるアミノニトリルの水移動型水和反応．

この錯体をスケルトン粒子に固定

化する場合に，シアノ基（RCN）を配位子として利用することが活性
を維持するためには適切である可能性が高い．そこで，アセトアミド
［BF
と Pd［CH3CN］
4
4］
2 を用いて，ニトリルの水移動型水和反応における，
反応溶液中の Pd 種の挙動について調査した．当初設定したシアノヒドリ
ンより安定なベンジルオキシカルボニル基で保護されたアミノアセトニ
トリルをモデル基質として用いた（図６）．
ESI-MS 解析では Pd に由来するピークを検出することはできなかった
ため，速度論解析によって反応の進行に寄与する Pd 種を解析した（図
７）．その結果，反応の進行に伴って Pd の初期濃度に対する次数が一次，
二次，三次と変化していくことがわかった．初期段階では活性な Pd 単核
錯体の存在が示唆されたことから，固定化ニトリルによって Pd を補足
し，固体表面上に単核 Pd 錯体を孤立できれば，Pd の集合による反応速度
の低下を伴うことなく，高活性な活性錯体が維持できる可能性が示唆さ
れた．

図７ Pd 触媒の初期濃度がアミノニトリルの水移
動型水和反応の速度に与える効果．
Conditions：アミノニトリル (1 mmol)，アセ
トアミド (4 mmol)，Pd 触媒 (0.5–3 mol%)，
酢酸 (2 mL)，30℃，10 min．

Ru 錯体触媒
当初 Cp*Ir
［MesCO2］
2 の検討を予定していたが，入手がより容易で，同様の触
媒活性を示す
［p-cymene］
Ru
［MesCO2］
2 錯体について触媒活性種の同定を試みた．
Ru 錯体とアミノアミドを用いたジクロロアセトニトリルの水和反応について，
ESI-MS で Ru 錯体とアセトニトリル，水の混合液を観測した．その結果，アミド
の存在下では［p-cymene］
Ru［MesCO2］
2 錯体に由来するピーク（M + Na, m/z calcd
585.1549, found 585.1558）が観測された一方で，ジクロロアセトアミド存在下で
+

Ru［CCl2CN］
［CH3CN］2（M,
はメシチルカルボン酸ユニットが脱離した［p-cymene］
+

m/z calcd 426.0072, found 426.0083） お よ び［p-cymene］
［CH3CN］（M,
Ru［CCl2CN］
5）

m/z calcd 384.9807, found 384.9790）が観測された（図８）．このことから，反応
条件下ではメシチルカルボン酸イオンは Ru から解離して，ニトリルに置換され
る可能性が高いことがわかった．このため，スケルトン粒子に担持するためには
カルボン酸は不適切であり，ニトリルを用いるか，p-cymene や Cp* などのユニッ
トを連結する必要があることが示唆された．今後はニトリルを官能基とするスケ
ルトン粒子を利用して Pd および Ru 触媒の固定化を試みる．

図８ [p-cymene]Ru[MesCO2]2，CHCl2CN．
CH3CN，水の混合溶液の ESI-MS スペ
クトルの一部．

５．酵素反応に対して複合ナノ粒子が与える影響
硫化反応触媒酵素への影響
佐藤は豊田理研スカラー研究に取り組む過程で，
超好熱性アーキアにおける一次構造上新規なリポ酸
6）

シンターゼ酵素を同定することに成功した ．本酵
素は図９に示す，脂肪酸炭素鎖の特定の炭素上に硫
黄を導入する硫化反応を触媒し，リポイルペプチド
の生合成に寄与している．本反応を位置特異的に触

図９ リポ酸シンターゼが触媒する硫化反応（[4Fe-4S]：4 鉄─4 硫黄クラス
ター，SAM：S-adenosylmethionine，5´-dA：5´-deoxyadenosine)．

媒することは有機・無機触媒では非常に難しく，酵
素だからこそ成し得る反応の一つである．疎水性基質がスケルトン粒子内へ蓄積し，その基質の部位特異的な濃縮効果
によって酵素活性をさらに向上させることを期待し，シリカ粒子が本酵素反応へ与える影響を検討した．酵素反応溶液
100 µ L に対してスケルトン粒子を 2, 4, 5, 20 µ g，スケルトン粒子の前駆体であるコアシェル粒子を 10, 40, 60, 80, 100 µ g
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添加したが，いずれの条件でも生成物の有意な増加は観察できなかった．スケルトン粒子を 20 µ g 添加した条件では期
待に反して生成物が減少した．
脱ピロリン酸化触媒酵素への影響
一方，シリカ粒子が酵素反応全般に与える効果を検討するため，
常温性バクテリア由来の脱ピロリン酸化酵素 A（図 10）への影響
も検討した．酵素反応溶液 100 µ L に対してスケルトン粒子および
コアシェル粒子を各々 1.25, 2.5, 5, 10, 20 µ g 添加し，反応を行っ

図 10 脱ピロリン酸化反応 ( ○で囲んだ P はリン酸 )．

た．その結果，スケルトン粒子は酵素活性に影響を与えなかった
のに対し（図 11A）
，興味深いことにコアシェル粒子が添加量依存
的 に 基 質 の 減 少 量 お よ び 反 応 産 物 の 生 成 量 を 増 加 さ せ た（ 図
11B）．酵素を添加せずにコアシェル粒子だけを添加したサンプル
では反応産物は観察されなかったことから（図 11B ⑦），コアシェ
ル粒子が酵素非依存的に直接反応を触媒している可能性と，コア
シェル粒子に含まれる不純物が検出されている可能性は排除でき
た．
コアシェル粒子はスケルトン粒子の前駆体であり，シリカフ
レームの内部に CaCO3 を含む．そこで，次に CaCO3 の影響を検討
した．コアシェルに含まれる CaCO3 の含有重量は 30 wt% 程度であ
るため，酵素反応溶液 100 µ L に対して CaCO3 を 0.375, 0.75, 1.5, 3, 6

µ g 添加し，反応を行った．3 および 6 µ g 添加した際にはわずかな
活性の向上が見られたが，コアシェル粒子による活性化と比べる
と明らかに低かった．以上のことから，コアシェル粒子が脱ピロ
リン酸化酵素の活性を向上させること，そして活性向上には少な
くともシリカフレーム（スケルトンシリカ部分）と CaCO 3 の両方
が必要であることが分かった．なお CaCO3 表面上に吸着した有機
酸に由来する効果が見られている可能性もあるので，今後の研究

図 11 スケルトン粒子 (A) およびコアシェル粒子 (B) が脱
ピロリン酸化酵素反応に与える影響を示すクロマト
グラム．

によって詳細を明らかにしたい．
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