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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 27 年 ４月 ３日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  滋賀県立大学・工学部  

（ふりがな） 

職・氏 名  教授 バラチャンドラン ジャヤデワン 
 

1. 事 業 名 相手国（ フランス ）との共同研究  振興会対応機関（ MAEE<SAKURA> ） 

2. 研 究 課 題 名  ポリオール中の金属ナノ粒子形成機構解明                        

3. 全 採 用 期 間 

平成  25 年   ４月 １日 ～ 平成  ２７年   ３月 ３１日 （   ２年  ０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  2,000,000 円 

初年度経費 1,000,000 円、 ２年度経費 1,000,000 円、 ３年度経費   ０円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   ０円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

篠田 弘造 

ジョン クヤ レイマン ウアマン 

高橋 英志 

高橋 一真 

松本 高利 

東北大学・准教授 

滋賀県立大学・特任准教授 

東北大学・准教授 

滋賀県立大学・博士前期課程 

東北大学・助教 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  パリディドロ大学・教授・Jean－Yves Piquemal  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

AMMAR Souad 

M. FIEVET Fernand 

M. FOUINEAU Jonathan 

M. GAUDISSON Thomas 

GIRAUD Marion  

NOWAK Sophie  

SICARD Lorette 

パリディドロ大学 ,教授 

パリディドロ大学 ,名誉教授 

パリディドロ大学,大学院生博士課程後期 

パリディドロ大学,大学院生博士課程後期 

パリディドロ大学,准教授 

パリディドロ大学,技術者 

パリディドロ大学,准教授 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

［研究目的］ 

金属や合金をナノ粒子化することで、量子サイズ効果、融点降下、比表面積の増加による触媒活性の増大

など、バルクには見られなかった特異な性質が現れ、医療及び産業分野で広く応用されている。その金属・

合金ナノ粒子を合成する手法の一つに，還元剤として多価アルコールを用いたポリオール法がある。ポリオ

ール分子中に複数のヒドロキシ基を持つため、同じ炭素鎖長のアルコールと比較して極性が大きく、沸点が

高い。このため、ポリオール法は実用的なナノ粒子合成法として優れているが，還元されにくい遷移金属に

おいて粒径や形態を効果的に制御することが困難である。その理由は、詳細な反応機構の報告が無く、未知

の部分が多い。同時に、金属イオンから粒子に至る生成過程が未解明である。そこで、本研究において、比

較的酸化されにくい遷移金属であるコバルト(Co)と最も単純な構造のポリオールであるエチレングリコール

(EG)を用いて、ポリオール法における真の反応機構の解明を目指した。 

 
[研究企画の実施状況] 

本事業での研究計画は、ポリオール法における真の反応機構の解明を目指して具体的に下記に示すと，  

（ア）金属塩溶解時に溶媒であるポリオールがキレート剤として働き，形成される溶媒和錯体の性質と反応

の経時変化の解明や（イ）金属析出の際にマイルドな還元剤として働いた後のポリオールの酸化による生成

物質の同定が挙げられる。 

本事業期間内では実施計画に沿って研究を行うことができた。事業期間内における両国の研究者の間での

交流実績に基づき簡単に記述する。事業初年度（25年度）には、日本側で行った研究成果をその年の6月にフ

ランスのパリディドロ大学にて報告を行うと同時に今後の方針を協議した。その後12月にパリディドロ大学

からの研究者を日本に迎えて研究報告会を実施し、成果の確認や今後の方針について協議した。その後，互

いに協議しながら研究を進めた結果を26年6月にパリディドロ大学主催で行われたポリオールポロセスの国

際会議（IC-PMS2016）にて報告したほか、今後の方針について協議を行って課題を確定した。また、その後

も研究を継続し、その成果をパリディドロ大学の研究者らが12月に日本を訪問した際に滋賀県立大学で日仏

セミナーを開催し，日本とフランスからのメンバー6名で報告を行った。その後，27年3月にパリディドロ大

学を再度訪問し、講演に加え、本事業の最終まとめを行った。 

今後本事業で得られた成果に基づき、コバルトベースの合金である Co-Pt（日本）、Co-Eu（フランス）の

開発を実施し、両国の研究者の間での更なる進展を図る。 

 
【１】反応機構解明に関する研究成果： 
 
（ア）Co イオンと EG の酸化還元反応 

 ポリオール法では、金属イオンがポリオールにより還元され、還元された金属原子が析出し、粒子が生成

すると考えられている。金属とポリオールの酸化還元機構は、1989 年に Fievet らにより報告された反応式

が広く受け入れられている(Eq. 1)。 

(Eq. 1) 
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Fig. 2 True redox mechanism during Co particle synthesis using 

EG. 

実際に実験を行ったCo(OH)2−EG系にEq. 1に示す酸化還元反応を適用した場合、最初にEGからH2Oが脱離し、

アセトアルデヒド(AcH)が生成し、そのAcHが金属イオンの還元を行い、AcH自身はジアセチルへ酸化される。

しかし、EG から AcH への変換、及び AcH からジアセチルへの変換

は実験的に確認されなかった他、反応系に AcH を加えても、Co2+の

還元は促進されないことが実験により確認された。また、

Co(OH)2−EG 系で、任意の反応時間において生成する沈殿物の結晶構

造解析を行った結果、Coと EG の錯体である Co glycolate(Fig. 1)

が反応中間体として生成し、その後 Co 粒子が析出することが明ら

かとなった。更に、反応中間体である Co glycolate の生成は、

Co(OAc)2−EG系、NaOH−CoCl2−EG系、NaOH−Co(OAc)2−EG系、Na−CoCl2−EG

系でも確認された。Na−CoCl2−EG 系において、Na 量の増加に伴い Co 

glycolate や Co 粒子の生成が促進された。これは、Na と EG が反応して生成した塩基: EG− (HOC2H4O
−, 

monoanion)によって Co glycolate の生成と還元反応を促進したためである。更に、Co 粒子析出後の EG 溶液

を核磁気共鳴分光法と赤外分光法を用いて分析したところ、アルデヒドやジアセチルに由来するピークは検

出されず、ポリグリコール酸の生成を示唆する結果を得た。その結果、Co 粒子合成において、Eq. 1 で報告

された酸化還元反応は確認できなかった。 

その結果、本研究での成果に基づき Fig. 2

に示す新たな酸化還元機構を提案することに成

功した。この反応機構では、最初に塩基が Co 

glycolateに含まれるEGのプロトンを攻撃する

ことで、Co2+に電子が移動する。次に、生成し

たアルデヒドは、隣接する EG と結合交換するこ

とで、エステルが生成する。酸化還元反応は，

この 2 段階の反応が繰り返されることで進行す

る。そして、Co に配位した水素が気体として脱

離し、Co0原子が EG 溶液に再溶解すると考えら

れる。飛行時間型質量分析装置を用いて Co2+還元後の EG 溶液を測定した結果、Co0は EG がキレート配位した

錯体として EG 溶液中に存在していることが確認され、上記の考察が裏付けることとなった。 

 
 （イ）Co 粒子の生成機構 

 ポリオール法で合成する Co 粒子は、溶媒である EG に溶解している Co0から形成されると考えられる。そ

こで、Co glycolate を EG 中で加熱した際、EG 溶液中の Co0濃度変化と、沈殿物中の Co 粒子の析出時間を比

較することで、ポリオール法における Co 粒子の生成機構の解明を試みた。紫外可視分光による比色分析法を

用いて異なる Co glycolate 濃度における EG 溶液中の Co0濃度変化を調べた結果、Co glycolate 濃度が高い方が

EG 溶媒へ Co0が速く溶解することが分かった。また、沈殿物の結晶構造解析を行った結果、Co0濃度の急激

 
Fig. 1 Crystal structure of Co glycolate. 
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な増加が見られた時点と、Co 粒子の析出開始時間が一致していることが確認された。このことから、Co 

glycolate 濃度を高めれば、Co 粒子を速やかに合成可能であることが判明した。また、Co0 溶解の挙動を説明

するために、Co glycolate の表面構造を考慮した Co0溶解モデルを構築し、Co0濃度変化を説明することを試

みた。今後の課題として、沈殿物に含まれる Co 粒子の定量を行い、Co0 溶解モデルを再検証し、Co 粒子の

析出に伴う Co0濃度の減少を考慮したモデルを構築する必要がある。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

篠田 弘造 

北岸 桂祐 

高橋 一真 

バラチャンドラン ジャヤデワン 

高橋 一真 

ジョン クヤ レイマンウアマン 

バラチャンドラン ジャヤデワン 

6 月 19 日～6 月 30 日(2013) 

6 月 18 日～6 月 29 日(2013) 

6 月 18 日～6 月 29 日(2013) 

6 月 18 日～6 月 29 日(2013) 

6 月 21 日～6 月 27 日(2014) 

6 月 21 日～6 月 27 日(2014) 

3 月 18 日～3 月 26 日(2015) 

 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

フランス・パリ・ディドロ大学 

 

 

計 ７ 名（延べ人数） 計 ７１ 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Jean-Yves.Piquemal  

AMMAR Souad 

M. GAUDISSON Thomas 

Jean-Yves.Piquemal 

GIRAUD Marion  

SICARD Lorette 

12 月 9日～12月 14日(2013) 

12 月 9日～12月 14日(2013) 

12月23日～12月28日(2013) 

12月13日～12月19日(2014) 

12月13日～12月19日(2014) 

12月13日～12月19日(2014) 

滋賀県立大学、大同特殊鋼（愛知県） 

滋賀県立大学、大同特殊鋼（愛知県） 

東北大学 

滋賀県立大学 

滋賀県立大学 

滋賀県立大学 

計 ６ 名（延べ人数） 計  ３９ 日 


