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ナノポーラス金属と触媒 ・ エネルギー分野への
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１．は じ め に
脱合金化プロセスとは，電解液中で合金中
の特定の元素のみを溶出する方法，いわゆる
脱成分腐食である．この脱合金化プロセスは
古くから防食・腐食分野においてはよく知ら
れている現象である．しかしながら，最近の
研究によって，この手法を用いれば，ナノ
メートルオーダーの気孔・セルを有するナノ
ポーラス金属を容易に作製できることが明ら
かとなった．例えば，金銀(Au-Ag)固溶体合
金を濃硝酸液中に入れるだけで，Ag 原子が
選択的に溶出し，残った Au 原子がサブミク
ロン以下のスポンジ形状を構成し，10 m2/g
以上の表面積を有する多孔質構造体となる1)．
実は，このナノポーラス Au の歴史は古く，
中南米で栄えた古代文明(インカ文明後期約
700～1500 年)まで少なくともさかのぼり，
うわべ飾りの技法として用いられていた．古
代文明人たちはポーラス構造を知ることなく，
表面のカラーリングを経験的に体得し，装飾
品へ応用していた．そして現在，この古くて
新しい手法が，にわかに脚光を浴びている．
脱合金化プロセスで作製した材料として最
も有名なのは 1925 年に開発されたラネー
ニッケルであり，ニッケルとアルミニウムか

ら成る合金から水酸化ナトリウム水溶液でア
ルミニウムのみを選択的に溶解除去すること
で得られる．このような成功例にも関わらず，
脱成分腐食による他のナノポーラス金属への
取り組みはあまりされてこなかった．2000
年代に入ってナノポーラス金属が再注目され，
より系統的な研究が開始された．ナノスケー
ルの細孔を有するナノポーラス金属は，脱合
金化過程において合金薄膜に対する脱成分腐
食条件を調節したり，合金中の金属の存在比
率を変化させることにより， 5 nm から 100
nm のナノ細孔サイズの間で任意に制御可能
であることが分かってきた．また，ナノポー
ラス金属は一繋がりで，フレキシブルなネッ
トワーク構造を持っており，金属が持つ良好
な電気伝導を生かし，これまで培われてきた
電気化学技術との相性が良いことから，多く
の応用例が報告されるようになった．本稿で
は，このナノポーラス金属が，「ガス触媒」
「高性能電気化学キャパシタ」「多機能なナ
ノポーラスグラフェンの基材」として有望で
あることを紹介する．
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２．ナノポーラス金属の作製と構造
先端機能性材料の中で中学や高校の実験室
でも作ることができるのが，ナノポーラス
Au である．特別な実験設備は何も必要がな
く，工芸品で使用される市販のホワイトゴー
ルド箔と硝酸を購入すれば誰でも作ることが
できる2)．ホワイトゴールド箔を出発材料と
1

するメリットは，厚さが 100 nm と非常に薄
く 0.12 mg/cm2 の重さしかないことから，Au
の使用量を極力抑えられるという点と，どの
ような基板上にも付着させることができるの
で汎用性が高いという点がある．
孔サイズの制御は，自然腐食を利用するな
ら基本的にエッチング時間を変えるだけ行わ
れる．ホワイトゴールド箔(Au50Ag50 wt％)を
濃硝酸(70 vol％)中で 6 時間でエッチングし
たときの組織写真を図１(a)に示す 3) ．エッ
チング速度を制御したければ腐食温度が重要
な因子となり，スポンジ構造の粗大化過程は，
金/電解液界面での金原子の表面拡散が支配
因子であることが知られている．つまり，低
温で腐食することでエッチング速度が抑制さ
れて孔サイズの粗大化を抑制することができ
る．その例として，－20℃で 1 時間したとき
の電顕写真を図１(b)に示す4)．約 5 nm の孔
サイズを示していることがわかる．このよう
に腐食温度・腐食時間を制御することで， 5
nm から 30 nm の孔サイズを持つ多孔体を容

易に作製することが可能となる5)．この 3 次
元構造体に対して透過型電子顕微鏡による 3
次元構造解析を行ったところ，スポンジのよ
うになっていることが確認され，金梁がラン
ダムに繋がっていることが明らかとなった
(図１(c))．また，このスポンジ構造は凸曲
面と凹曲面の表面積が等しく，正味の曲率が
ゼロであるというユニークな特徴があること
も明らかとなった6)．

３．ガス触媒への応用
3．1 排ガス触媒
現在，車一台あたり約 3 g の白金族の金属
が使われている．自動車排ガス規制が厳しく
なるにつれてその量を増やす必要が生まれて
おり，触媒の構成元素である白金の需要がま
すます高まっている．そこで，貴金属やレア
アースを使わない高性能排ガス触媒の開発へ
繋がった事例について紹介したい．材料探索
の結果，貴金属や希土類元素を一切使わない
で高活性を実現する材料として，銅・ニッケ
ル・マンガン合金からマンガンを脱合金させ
たナノポーラス触媒が見いだされた．このナ
ノポーラス触媒は触媒反応に誘起されて「自
律的に微細組織が変化する」という特徴があ
り，高活性で高耐久性な微細構造へ再組織化
する．この触媒反応に誘起された再組織化は
環境制御型電子顕微鏡によって確認されてい
る．その構造変化の様子を図２(a)と図２(b)
に示す．NO 還元反応過程で，銅が活性種と
して働き，結晶粒の粗大化・微細化過程が観
察されて自律的に変化していく様子を撮られ
ることができた．このような変化は，不活性
ガス(アルゴン)中で熱を加えただけでは起き
ない．
この触媒は，400℃，10日間の一酸化窒素
還元反応(NO + CO → 1/2N2 + CO2)に耐える
ことができ，電子顕微鏡で微細構造を観察し
たところ，非常に面白いナノ構造を持ってい
ることが明らかとなった．図２(c)にそのナ
ノ構造と元素マッピング像を示す．銅，マン
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図１

2

ナノポーラス Au の (a) 走査型電子顕微鏡像，(b) 透過型
電子顕微鏡電顕像と (c) 透過型電子顕微鏡電顕像から再
構成した 3 次元のナノポーラス金構造体
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図２

ナノポーラス銅・ニッケル・マンガン複合化合物の NO 還元反応中のその場透過電子顕微鏡を用いた (a) 初
期と (b) 反応後の像．(c) NO 還元の耐久試験後のナノポーラス銅･ニッケル･マンガン複合化合物の走査型電
子顕微鏡像と選択場所(点線枠内)でのその場元素マッピング像．銅がナノポーラス酸化物ネットワークに絡
まって特異なナノ構造を形成している
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ガン，ニッケル，酸素のマッピングを注意深
く比較すると，銅がマンガンやニッケルや酸
素と重なって分布していないことが分かる．
すなわち，ナノポーラス酸化物(NiMnOx)の
骨格内に銅が内包されている構造となってい
る．図３に図解を示す．ナノポーラス酸化物

図３
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は熱に強いため，ナノ構造を維持できると共
に，活性金属の銅が粗大化してもナノポーラ
ス酸化物に内包されている限りは活性を維持
できる．耐熱性ナノポーラス触媒は，活性金
属部分がナノポーラス酸化物と複雑に絡まっ
た構造となり，活性領域の金属/酸化物界面

耐熱性ナノポーラス触媒の図解

3

が格段に広くなる．これによって，貴金属を
使わずに遷移金属だけでも触媒活性を稼ぐこ
とができるようになった．
3．2 メタン転換触媒
メタンのドライリフォーミング反応
(DRM：CH4 + CO2 → 2CO + 2H2)は，温暖化
ガスであるメタンと二酸化炭素から合成ガス
(CO + H2)を生成するため，近年重要になっ
てきている反応である．本反応の課題は高温
反応(700℃以上)であることや反応中の炭素
析出(コーキング)が挙げられる．触媒作製の
基本的な戦略として，AXY 系(A：活性元素，
X：犠牲元素，Y：添加元素)を考え，X を脱
合金化することでナノポーラス A ができ，
添加元素 Y による効果で耐熱性の向上，お
よび高活性化を目指した．広範囲な探索の結
果，Ni12.5Y12.5Al75 から Al を脱合金化した試
料が高活性と耐熱性を両立している触媒が得
られることが明らかとなった(図４(a))．電
子顕微鏡を用いて微細構造を観察したところ，
針状のイットリウム酸化物がウニのような塊
となっていて，その中にナノポーラスニッケ
ルが担持されていた(図４(b)，(c))．イット
リウム酸化物は高温でも安定な基材として知
られており，また孔部分に Al 酸化物が埋
まっている構造になっているために，Ni 金

属部分の粗大化が抑制されて微細構造が約
20 nm 程度に保たれた．その結果として耐熱
性と高活性につながったことがわかった8)．

４．高性能電気化学キャパシタへの
応用
エネルギー貯蔵メカニズムの違いによって，
電気化学キャパシタには電気 2 重層キャパシ
タか疑似 2 重層キャパシタに大別される．電
気 2 重層キャパシタは，表面の正負電荷を使
用したものであり，主に活性炭，カーボンナ
ノチューブ，グラフェンなどの高比表面積で
かつ電気化学的に安定な材料に適用される．
一方，ナノポーラス金属を用いたスーパー
キャパシタの場合では，酸化物や導電高分子
がもつ疑似容量(レドックス)を利用した疑似
2 重層キャパシタが適しており，炭素系の電
気 2 重層キャパシタよりも高い電気容量が実
現できる．本稿では，疑似電気容量をもつ金
属酸化物や導電性高分子として代表的な
MnO2，ポリアニリン(PANI)と複合化させた
例について紹介する．
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図４
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4．1 MnO2 との複合化
これまで MnO2 は電気抵抗が高いために，
200～400 F/g 程度しか比電気容量を引き出せ
なかったが，ナノポーラス金属と複合させる

メタンドライフォーミング触媒の (a) 作製方法の概要，(b) 低倍の電子顕微鏡像と (c) 高倍の電子顕微鏡像
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図５

(a) ナノポーラス Au/MnO2 ハイブリッド電極の低倍の電子顕微鏡像，(b) 高倍の電子顕微鏡像，
(c) スーパーキャパシタの模式図と (d) その外観図

ことで，電荷の蓄積やイオン伝導を効率的に
し，理論電気容量近くまで引き上げることが
できることが分かってきた 9)． MnO2 は電界
メッキもしくは無電界メッキによりナノポー
ラス Au 電極表面に容易に電着される．図５
(a)のナノポーラス Au/MnO2 の電子顕微鏡像
より，MnO2 ナノ結晶体が表面全体に付着し
ていることが分かる．図５(b)は界面近傍の
高分解能電子顕微鏡像である．MnO2 と Au
の格子が整合して結合していることが確認で
きる．つまり，高い電気抵抗を持つ MnO2 と

ことが明らかとなった．MnO2 は非常に安価
であるが，充填量の更なる増大が課題となっ
ており，厚膜でも高い電気容量を示すナノ
ポーラス Au による MnO2 の導電性改善やサ
ンドイッチ構造電極にすることで充填量が改
善された報告例がある10, 11)．

高い電気伝導性ナノポーラス Au が整合な界
面を作ることによって MnO2 への電子の授受
がスムーズになると期待できる．スーパー
キャパシタの構成模式図を図５(c)に示す．
厚さ約 100 nm のナノポーラス Au/MnO2 複合
材でセパレータを挟んだサンドイッチ型であ
る．デバイスの外観を図５(d)に示す．構成
外部カバーはポリエチレンテレフタラート
(PET)であり，ナノポーラス Au も薄いため
フレキシブルなデバイスになる．このスー
パーキャパシタ性能の最大値は，エネルギー
密度 57 Wh/kg で出力密度 16 kW/kg であり，
鉛電池に匹敵する高いエネルギー密度を持つ

させることで行う．ここでは PANI を例に紹
介する 12) ．PANI の重合には， 3 相電極にお
いて 0.1M H2SO4 + 0.05 M アニリン混合溶液
で－0.18～1.22 V(vs. Ag/AgCl)の間で繰り返
し掃引することで電着を行い，電着量はサイ
クル数によって制御する．図６(a)はナノ
ポーラス Au/PANI の透過電顕像である．図
６(b)は PANI の電着量を最適化した際に得
られたサイクリックボルタモグラムである．
これを元に電気容量を計算すると非常に高い
体積比電気容量 1500 F/cm3 を持ち，かつ高
いサイクル耐性を有していることがわかった．
また，高い電流密度(83 A/cm3)でも依然とし
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4．2 導電性高分子 PANI との複合化
金属酸化物だけなく導電性高分子も疑似 2
重層キャパシタとして有効である．電着には
表面に付着したモノマーを電気化学的に重合

5

図６

(a) ナノポーラス Au/PANI ハイブリッド電極の低倍と高倍の電子顕微鏡像．(b) 種々の掃引速度に対するサイ
クリックボルタモグラム．(c) デバイスの折れ曲がり角度に対するキャパシタンスの性能(曲がってないとき
の性能を 100％とする)．(d) ナノポーラス Au ベースのスーパーキャパシタにおける種々の活性物質の比電気
容量の比較

て 833 F/cm3 と高い値を保持しており，これ
まで報告されたどの PANI ベースのキャパシ
タよりも高いことも明らかとなった．さらに，
このデバイスは非常にフレキシブルで有り，
折り曲げても性能が損なうことはない(図６
(c)) ． PANI だ け で な く ， ポ リ ピ ロ ー ル
(PPy)との疑似スーパーキャパシタも報告さ
れており参考にされたい 13)．図６(d)は，ナ
ノポーラス Au ベースのスーパーキャパシタ

い電気伝導性が上げられる．炭素のみで構成
された 6 員環構造にもかかわらず，安価で化
学耐性，耐熱性，機械耐性が強いため，金属
の代替材料として，また，高い電子移動度を
持つためシリコンの代替品として有望視され
ている材料である． 2 次元シートであるグラ
フェンに何とかして 3 次元構造を持たせよう
とさまざまな試みが行われている．近年， 3
次元構造を持つ炭素材料開発が盛んに行われ

における種々の活性物質の比電気容量を比較
したものである．ナノポーラス Au だけでは
ほとんど電気容量はないが，疑似電気容量を
もつ材料と複合化させることで劇的に改善し
ていることがわかる．

ているが，それらの物質は結晶構造に乏しく，
不連続体(粉状)のため電気が流れにくいとい
う欠点(高抵抗)があり，電気デバイス応用や
電極材料などには向いていない．
そこで，ナノポーラス金属を鋳型として用
い て 化 学 気 相 蒸 着 (CVD) 法 に よ っ て グ ラ
フェンを成長させた後，ナノポーラス金属を
酸処理して取り除くことでナノポーラス金属
の表面構造形状を模した 3 次元ナノ多孔質グ
ラフェンの電子顕微鏡像を図７に示す．図７
(a)に示したひも状グラフェンの平坦部分は
図７(b)のように六員環の炭素原子が規則的
に配列しており，曲率部分は図７(c)のよう
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５．多機能なナノポーラスグラフェン
の作製
まず初めに，グラフェンについて簡単に紹
介させて頂く．グラフェンは理想的な 2 次元
物質でありその優れた物性は多岐に渡るが，
グラフェンの実用化を考える上でグラフェン
がグラフェンたる重要な要素の一つにその高
6
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図７

3 次元ナノ多孔質グラフェンの電子顕微鏡像．(a) 3 次元構造を持つグラフェン，(b) 平坦部分の高分解電子顕微鏡像，
(c) 曲率部分の高分解電子顕微鏡像
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図８

(a) グラフェンのディラックコーン型状態密度．(b) 2 次元グラフェンが持つ電子状態密度．(c) ナノ多孔質
グラフェンの電子状態(実測)．(d) 異なる 3 次元構造サイズを持つグラフェンの電子移動度.オレンジは
CVD グラフェンの値域

に 5 員環や 7 員環構造が混ざって曲面を構成
していることが明らかとなった．次に，この
3 次元ナノ多孔質グラフェンの物性を測定し
た結果を図８に示す． 2 次元グラフェンは図
８(a)～(b)のような電子のエネルギー状態密
度を持つことが知られており，多孔質構造を
持つ 3 次元多孔質グラフェンは 2 次元グラ
フェンが有するディラック電子を持っている
ことが確認できた．次に，電子移動度の温度
依存性を図８(d)に示す．オレンジ部分で示
した CVD を用いて作られた 2 次元グラフェ
ン と 比 較 す る と 3 次 元 グ ラ フ ェ ン は 400
cm2/Vs であり， 2 次元グラフェンより少し
低い程度で十分実用の範囲であることがわ
かった．このように， 3 次元構造を持ってい
2020 年 1 月号

るグラフェンは 2 次元グラフェンの特徴を引
き継いでいるため，今後グラフェン材料を
使って 3 次元デバイスを作製する上での非常
に重要な成果である14)．
以上のように，ナノポーラス金属を基材す
ることでグラフェン本来が保有する高い電気
伝導特性と多孔質の空隙が組み合わさったナ
ノ多孔質グラフェンをうまく使うことで 2 次
元シート状グラフェンでは実現できなかった
効率の良い化学反応を引き出すことが可能と
なり，電子授受を妨げない(エネルギーロス
のない)高い伝導特性を利用した材料本来が
持つ性能を最大限に発揮させることができる．
2 次元グラフェンを用いて製品を行う際に一
つの障害になっていた 3 次元デバイスの諸問
7

題を克服できる可能性を持っており，グラ
フェンの特長を生かした電子デバイス，触媒
電極，環境浄化材，多孔質フィルター，バイ
オセンサー，蓄電デバイスなどの製品化に繋
がることが期待されている15)．

６．お わ り に
ナノポーラス金属の触媒とエネルギー分野
への応用について解説した．ナノポーラス金
属はそれ自身が優れた性能を発揮することも
できるし，他の新規物質を生み出す基材とし
ても使用可能である．その優れた特性は横断
的に広い分野をカバーしていることから，更
なる発展が期待されている新しい機能性材料
である．本稿に触発され，新たなナノポーラ
ス金属や関連するナノポーラス材料が発明さ
れ，応用展開されることを期待する．

ンズホプキンス大)陳明偉教授，NIMS・阿
部英樹主席研究員，東京工業大学・宮内雅浩
教授の共同研究成果であり感謝を申し上げる．
本研究の一部は科学研究費補助金基盤研究 A
(16H02293)，JST-CREST(JPMJCR15P1)およ
び新学術(18H04477)の一環として行われた．
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