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さらなる低温化を目指して ─ VOC 処理触媒の新たな展開
環境技術グループ
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図２ 白金コロイド（分散剤保護）による白金の担持イメージ
（表１dに対応）
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d 白金担持
Co-Ce 触媒
（白金コロイド
使用）

80
60

a 白金
従来
触媒

40
c 白金担持
Co-Ce 触媒
（塩化白金酸
使用）

20
0
0

100

200

300

温度
（℃）
図３ トルエンの触媒処理
空間速度 約 10,000 h–¹、濃度 400 ppm
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低温化

に無害化処理されます。

トルエン  酸素

C₂H₅
エチル
ベンゼン

（CH₃）₂CHOH
イソプロピル
アルコール

白金

トルエン（ベンゼン環を含む）の触媒処理

よって酸化（燃焼）され、次のよう

C₇H₈ + 9O₂ →

CH₃COOC₂H₅
酢酸エチル

白金

Key Point

この VOC の放散を防ぐために、
CH₃
トルエン

ご期待ください。

白金が分散（白金表面積が増大）→性能が向上

図１ 塩化白金酸による白金の担持イメージ
（表１cに対応）

表１ VOC の触媒処理温度（一例）

VOC は、工場で働く人々の健康被

白金が凝集→性能が向上しない

CO₂生成率
（％）

トルエンや酢酸エチルといった液

されたもの（白金従来触媒）が、広

持することに成功し（図２）
、白金

ベンゼン環を含む VOC と含まない
塗装や印刷などの工場において発生、排出される揮発性有機化合物（VOC：Volatile Organic Compounds）には、

触媒を利用した VOC の無害化処理

いう仮説をたてました。
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