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第一原理計算に基づくメタノール熱面着火の表面金属種依存性の解析
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Abstract : First-principle computations were performed to investigate the methanol surface reactions on various metal
surfaces. The adsorption energy of methoxy intermediate was shown to be dependent on the electronegativity of surface
atoms. This was found to affect the reaction pathway and the reactivity of surface methanol reactions. It was confirmed that
surfaces composed of high electronegativity atoms, such as Pt, destabilize the methoxy intermediate and increase the total
methanol decomposition rate. The effect of surface oxygen atom on the methanol decomposition was also investigated. It was
found that the surface oxygen atoms promote O-H bond scission and hinder C-H bond scission. Based on the first-principle
computational results, methanol/Pt surface reaction model was constructed and used to investigate the mechanism behind the
hot-surface ignition of methanol/oxygen mixture. Numerical simulation using combined gas-phase and gas-surface reaction
model showed that hot Pt surface highly promotes the ignition of the methanol/oxygen mixture, but only slight promotion
was observed in the case of methane/oxygen mixture. The cause of the difference was found to be the rate of heat production
due to fuel oxidation reaction at Pt surface.
Key Words : Methanol, Surface ignition, Catalytic ignition

の普及が拡大しており，アルコール燃料の着火特性の理解

1. 緒言

がますます重要になっている．

熱面着火は，ガソリンエンジンにおけるプレイグニショ

メタノールは最も単純なアルコール燃料であり，気相反

ン (過早着火) の要因の一つであり，ディーゼルエンジンに

応に関しては多くの研究が成され理解が進んでいる[3-4]．

おけるグロープラグなどの応用例もあることから，基礎的

しかし，金属表面上での反応については，個々の金属表面

な学問としてだけでなく，工学的な応用の観点からも研究

においては既に多くの実験的および理論的な研究が行なわ

が行われてきた．これまでの研究により熱面着火は，表面

れているものの[5-10]，統一的な視点で表面金属種の影響

温度だけでなく燃料種や表面材料種に強く依存することが

を調べた例は少なく，メタノール表面反応の金属種依存性

知られており，アルコール燃料，特にメタノールと Pt 表面

のメカニズムは十分に解明されていない．また熱面着火現

の組み合わせで熱面着火が起こりやすいことが知られてい

象を解析する上で，気相反応と表面反応を連成させた化学

る[1]．さらに木崎らは，メタノールにおける熱面着火の起

反応解析が有効であると考えられるが，現在入手可能な表

こりやすさは，表面金属種の電気陰性度と相関があり，電

面反応モデルは，水素やメタンなどの燃料と，Pd，Pt など

気陰性度の大きい金属種ほど熱面着火が起こりやすいこと

の一部の金属種の組み合わせに限られ，アルコール燃料に

を指摘している[2]．メタノールは古くからライターやラン

おいては最も単純なメタノールすら表面反応モデルが存在

プ用の燃料として利用されてきたほか，自動車用燃料とし

しないのが現状である．そのため，何故メタノールが他の炭

ても一部のモータースポーツで使用されてきた．さらに近

化水素燃料に比べて特異的に熱面着火しやすいのか，その基

年，中国において，石油代替自動車燃料としてメタノール

礎的なメカニズムも十分に理解されているとは言い難い．
そこで本研究では量子力学の基本法則や基本物理量から
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化学的な性質を導出する第一原理計算手法を用いて，メタ
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ノールの各種金属表面での反応を解析し，メタノールの熱
面着火の電気陰性度依存性のメカニズム解明を試みた．さ
らに上記解析結果を基に Pt 表面上でのメタノール反応モ
デルを構築し，メタノールと酸素の予混合気の自着火にお
ける Pt 表面反応の影響を解析した．また，メタンでの解析
結果と比較することで熱面着火における燃料種依存性を議
論した．

2. 解析手法およびモデル
2.1. メタノール表面反応の量子力学計算
メタノール表面反応を解析するため，各種中間体の表面

Fig.2

への吸着構造と吸着エネルギーを求めた．さらに，各反応

Slab model for FCC(111) metal surface.

ステップにおける遷移状態構造を探索し，活性化エネル
ギーを計算した．これらの計算には，多体電子系を記述す
る量子力学的手法のスタンダードである密度汎関数法[11]

関数による smearing を温度 0.272 [eV/kB] にて行った．安

を用いた．プログラムパッケージとして，表面の計算に適

定構造の最適化には BFGS quasi-Newton 法を，遷移状態探

し た 平 面 波 基 底/擬 ポ テ ン シ ャ ル 法 が 実 装 さ れ て い る

索 に は Climbing-image NEB 法[15]を 用 い た．Fig.1 に

Quantum ESPRESSO の PWscf [12]を使用した．交換−相関

Pt(111) 表面におけるメトキシ (CH3O) 吸着エネルギーの電

項 に は GGA-PBE [13]を 用 い， 擬 ポ テ ン シ ャ ル に は

荷密度カットオフエネルギー，k 点サンプリングメッシュ

Vanderbilt のウルトラソフト擬ポテンシャル[14]を用いた．

依存性を示した．Fig.1 より上記の設定値で吸着エネルギー

波動関数のカットオフエネルギーは 340 [eV] とし[5,7]，電

の値は収束しており，0.01 eV 程度の計算精度を出すのに

荷密度およびポテンシャルのカットオフエネルギーは 2720

十分であることが分かる．

[eV] とした．金属電子状態を表現するため，k 点サンプリ
ングには (3 × 3 × 1) の等間隔メッシュを用い，Fermi-Dirac

2.2. 金属表面モデル
表面を記述するために，表面スラブモデルを構築した
(Fig.2)．対象とする金属原子種として，表面構造の違いの
影響を避けるため，本研究では常温，常圧で FCC (面心立方)
格子をもつ金属種に絞り，その中から Al，Cu，Ag，Au，
Ni，Pd，Pt を選択した．一般に表面反応は，表面の面方位
や表面欠陥の有無，吸着種の被覆率などに依存することが
知られているが，これらの影響を網羅的に解析するのは困
難である．本研究では定性的に表面反応の金属種・燃料種
依存性を解析することを目的とし，表面の面方位として最
も安定な (111) 表面を選択し，欠陥のない清浄表面を解析
対象とした．単位格子として FCC(111) 面基本単位格子の (3
× 3) 構造を用いた (1/9 monolayer (ML) の被覆率に相当)．ま
た，表面状態を記述するためにスラブ厚さは 3 原子層とし
た[5]．なお，上下のスラブ間の artificial な相互作用を無く
すため，1 [nm] の真空層を設けた[7,16]．最下層の原子は
バルクの安定構造に固定して計算を行った．
2.3. 熱面着火の化学動力学計算
熱面着火のシミュレーションには CHEMKIN を用い，体
積一定の条件で密閉系完全混合反応器モデルによる計算を
行った．初期圧力は 0.1 [MPa] とし，初期気相温度は 900
[K]，表面温度は 900 [K] で一定とした．体積は 1 [cm ] とし，
3

Pt 表面積は 0.013 [cm ] とした．また，表面サイト密度は多
2

結晶質の Pt を模擬し，2.7 × 10 [mol/cm ] とした．気相反
-9

Fig.1

Cutoff energy (upper panel) and k-point sampling mesh (lower
panel) dependence of methoxy adsorption energy on Pt(111).

2

応モデルには USC Mech II [17]を用い，メタン -Pt 表面反応
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モデルには Deutschmann らのモデル[18]を用いた．反応ガ
スはメタノールまたはメタンと酸素の混合気とし，当量比
を 1 とした．なお，本研究では，表面における熱損失は考
慮していない．

3. 解析結果および考察
3.1. メタノールの表面反応解析
メタノールは遷移金属表面において水素引抜き反応によ
り CO まで分解されることが知られている (Fig.3) [19]．こ
こで生成された水素と CO は，それぞれ表面に解離吸着し
た酸素原子と結合し，水と二酸化炭素となって気相に脱離
する．この反応には Fig.2 に示したように，ヒドロキシメ
チル (CH2OH)，メトキシ (CH3O) のどちらかを経由する 2
つの反応経路がある．一般に，気相では C-H 結合の方が
O-H 結合よりも弱いため，C-H 結合の切断であるヒドロキ

Fig.4

Energy diagram for the dehydrogenation of methanol over
Pt(111) (upper panel) and Cu(111) (lower panel).

Fig.5

Electronegativity dependence of the energetically
feasible dehydrogenation pathway.

シメチル生成の方が起こりやすいが，金属表面上では金属
種に依存して傾向が異なることが知られている．この金属
種依存性のメカニズムを明らかにするため，これらの反応
経路上の各中間体の吸着構造と吸着エネルギー，各反応の
遷移状態構造と活性化エネルギーを求めた．得られた吸着
エネルギーの値は各金属表面における文献値と比較し，0.2
eV 以下の差で一致した (Pt[5], Ni[7], Cu[8,9], Pd[5,10])．Pt
と Cu について得られた結果を Fig.4 に示す．図中の (gas)
は気相の状態を表し，他は表面に吸着した状態を表す．途
中の山になっている部分 (TS) は遷移状態を表す．なお，エ
ネルギーのゼロ点は気相のメタノールの状態に合わせてあ
る．Fig.3 から，Pt 表面ではヒドロキシメチルを経由する
経路の方がメトキシ経由の経路よりもエネルギーが小さ
く，ヒドロキシメチルを経由する反応経路が選択されやす
いことが分かる．同様の結果が Desai ら[5]，Kua ら[20]に
よる計算でも得られている．一方，Cu 表面では反応経路
のエネルギーの大小が逆となっており，メトキシ経由の経

る[21]．他の金属種も含めて反応経路の選択性をまとめた

路の方が選択されやすくなっている．この結果も Cu 表面

結果を Fig.5 にまとめた．Fig.5 を見ると，電気陰性度が大

におけるこれまでの研究結果と合致しており，実験的にも

きい原子からなる表面ではヒドロキシメチル経由の経路

Cu 表面では中間体としてメトキシの存在が確認されてい

が，電気陰性度が小さい原子からなる表面ではメトキシ経
由の経路が選択されやすいことが分かる．この要因を探る
ため，各金属表面におけるヒドロキシメチルとメトキシの
吸着エネルギー (吸着によるエネルギー変化：値が小さい
ほど吸着が強く，安定である) を電気陰性度でまとめたも
のを Fig.6 に示す．ヒドロキシメチルの吸着は電気陰性度
と相関がないが，メトキシは電気陰性度の小さい元素から
なる表面により強く吸着することが分かる．これらの傾向
は，それぞれの吸着構造を見ると理解できる．Fig.7 に Cu
表面における吸着構造を示した．ヒドロキシメチルが炭素
原子を介して表面原子と結合しているのに対し，メトキシ
は酸素原子を介して結合している．酸素原子の電気陰性度
(= 3.5) は金属原子に比べて非常に大きく，金属原子と酸素

Fig.3

原子の結合は，金属原子が酸素原子に電子を供与するイオ

A schematic representation of the pathway of methanol oxidation
on metal surface.

ン結合となる．このとき，金属原子の電気陰性度が小さい
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Fig.6

Adsorption energies for Hydroxymethyl (upper panel) and
Methoxy (lower panel).

Fig.7

Adsorption structures of Hydroxymethyl (left side) and Methoxy
(right side).
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Fig.8

Activation energies for Hydroxymethyl generation (upper panel)
and decomposition (lower panel).

Fig.9

Activation energies for Methoxy generation (upper panel) and
decomposition (lower panel).

ほど電子の移動量が増加し結合が強くなるため，メトキシ
の吸着は表面金属原子の電気陰性度に依存すると考えられ
る．さらにヒドロキシメチル，メトキシについて，生成・
分解過程における活性化エネルギーの電気陰性度依存性を
調べた結果を Fig.8，Fig.9 に示す．Fig.8 より，ヒドロキシ
メチルに関しては，吸着エネルギーと同様，活性化エネル
ギーにも電気陰性度依存性は見られないが，11 族元素 (Cu,
Ag, Au) よりも 10 族元素 (Ni, Pd, Pt) からなる表面の方が，
活性化エネルギーが小さく，ヒドロキシメチルの生成・分
解の活性が高いことが分かる．これは，結合の切断に寄与
する d 電子が，10 族元素からなる表面では反応に寄与する
Fermi レベル近傍に存在するのに対し，11 族元素からなる
表面では Fermi レベルの下に存在し反応に寄与しないこと
に起因している[22]．一方，Fig.9 よりメトキシ生成・分解

(85)

日本燃焼学会誌

376

第 56 巻 178 号（2014 年）

の活性化エネルギーは電気陰性度と相関があり，メトキシ
が安定な (電気陰性度が小さい) 表面ほど，メトキシは生成
されやすく，分解しにくいことが分かる．電気陰性度が小
さい金属表面ほどメトキシが生成されやすいことは実験[2]
でも確かめられており，本研究の計算結果と合致している．
以上のことから，表面金属原子の電気陰性度が小さいほど，
メトキシが安定となり，生成されやすくなるため，電気陰
性度の小さい金属表面ほどメトキシ経由の経路が選択され
やすいと言える．
しかしながら，金属表面上のメタノールの反応は表面に

Fig.10

共存する吸着酸素原子の影響を強く受けることが知られて

Top view of the unit cell for the oxygen covered surface.

いる．例えば，表面に酸素原子が共存する場合においては
Pt, Pd 表面上でもメトキシ経由の反応経路が選択されるこ
とが実験的に確認されている[23,24]．このことは Desai [5]
らにも議論されているように，酸素共存下では反応メカニ
ズムが異なることを意味する．また，Stuve らは Pt 表面に
おいて表面酸素原子がメタノールの分解を促進することを
実験的に確かめている[25]．同様の事が Cu 表面でも，Zuo
ら，Tao らの計算で確認されている[9,26]．さらに，Xing
らは X-H 結合 (X=C,N,O,S) の切断に与える表面酸素原子の
影響を計算で詳細に調べ，様々な金属種の表面において，
酸素原子が O-H 結合の切断を促進することを確かめている

Fig.11 Activation energies for methanol dehydrogenation on Pt (left
side) and on Cu (right side).

[27]．酸素分子は Pt などの金属表面で容易に解離吸着する
ため，酸素雰囲気下では酸素原子が表面に普遍的に存在す
る．従って，表面酸素原子が表面反応に与える影響を考慮

下させていることが分かる．ここで得られたメトキシ生成

することは重要である．そこで本研究では，Pt, Cu 表面に

過程の活性化エネルギーの値は Xing らの結果と，Pt にお

おいて，メタノール表面反応に与える表面酸素原子の影響

いては 0.1 eV，Cu においては 0.2 eV 以下の差で一致する

を調べた．本研究では 1/9 ML の酸素被覆率で計算を行っ

[27]．Fig.4 より，Pt 表面におけるメタノールの分解反応に

た．酸素ガス雰囲気下の Pt(111) 表面では 0.25 ML の被覆

おける律速反応は，メタノールの水素引抜き反応であるの

率で飽和することが知られており[28]，本研究で用いた 1/9

で，表面酸素原子によってメトキシ生成の活性化エネル

(〜 0.11) ML は，やや小さめの被覆率となっている．0.33

ギーが下がることにより，全体の反応速度が大きくなると

ML 程度までの低被覆率域においては，分解反応に与える

言え，表面酸素原子がメタノールの分解を促進するという

酸素被覆率の影響は小さいことが知られており[27]，本研

上記の実験事実を説明できる．

究での被覆率の選択は一般性を損なわないと考えられる．

次にメトキシから水素原子が引き抜かれてホルムアルデ

一方，Cu 表面は酸素雰囲気下で表面/バルク酸化物を形成

ヒドが生成する反応における活性化エネルギーを計算した

するため，表面状態のモデル化は困難である[29]．本研究

結果を Fig.12 に示す．共存酸素の影響により，Pt 表面にお

では定性的に表面酸素原子の影響を調べることを目的と

いては活性化エネルギーが倍増，Cu 表面においては活性

し，Pt と同様に 1/9 ML の酸素原子被覆率で計算を行った．

化エネルギーがやや減少していることが分かる．メタノー

酸素原子は最安定サイトである fcc hollow サイトに設置し

ルからのメトキシ生成反応は，O-H 結合の切断であるのに

た (Fig.10)．Fig.11 に，メタノールから水素原子が引き抜か

対し，ヒドロキシメチルの生成反応およびメトキシからの

れて，ヒドロキシメチルもしくはメトキシが生成される反

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 生 成 過 程 は C-H 結 合 の 切 断 で あ る．

応における活性化エネルギーの計算結果を示した．Pt 表面

Fig.11，Fig.12 の結果を結合の種類で整理すると，表面酸

では酸素原子の有無により，ヒドロキシメチル生成とメト

素原子は，Pt，Cu 両表面において O-H 結合切断を促進す

キシ生成の活性化エネルギーの大小が逆転することが分か

るが，C-H 結合については，Pt 表面では切断を阻害し，Cu

る．これは，酸素共存下では Pt 表面でもメトキシ経由の経

表面ではやや促進する．これらの傾向は，Xing らが水，メ

路が選択されることを意味し，先に述べた実験事実と合致

タノールの O-H 切断，エチレンの C-H 切断に対して得た

する．一方，Cu 表面では吸着酸素の有無によらず，メト

結果と一致する[27]．Pt 表面における表面酸素原子の C-H

キシ生成の活性化エネルギーがヒドロキシメチル生成のそ

結合切断阻害効果は，メタンの水素引抜反応においても確

れよりも小さいことが分かる．また，両表面において，表

認することができた (活性化エネルギー 酸素なし: 0.92

面酸素原子はメトキシ生成の活性化エネルギーを著しく低

[eV]，酸素あり: 2.0 [eV])．

(86)
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Fig.13 Ignition delay times of stoichiometric methanol/oxygen mixture
(left side) and methane/oxygen mixture (right side).

Activation energies for methoxy defydrogenation on Pt and Cu.

以上の解析より，どの金属表面においても酸素共存下で
は，メトキシ経由の反応経路が選択されることが分かった．
酸素原子の O-H 切断促進効果により，どの金属表面上でも
メトキシ生成反応は容易に起こるため，メトキシ分解反応
がメタノール表面反応の金属種依存性を支配していると考
えられる．従って，電気陰性度が大きい金属表面ほど，メ
トキシ分解反応が起こりやすく，メタノール表面反応の活
性が高いと言える．
3.2. 熱面着火解析
メタン-酸素予混合気およびメタノール-酸素予混合気の
自着火に Pt 表面反応が与える影響を解析した．メタノール
の Pt 表面反応モデルを構築するために，Deutschmann らの
メタン-Pt 表面反応モデル[18]に Table 1 に示した反応を追
加した．そこでは，前節で得られた表面酸素原子の影響も
取り入れられている．各反応式の下段の数値は逆反応に対
する A，b，E の値である．b の値は一律にゼロとし，活性
化エネルギー E の値には，前節の第一原理計算で求めた値
を用いた．頻度因子 A の値も第一原理計算から求めること
ができるが，ここでは Deutschmann らのメタン-Pt 表面反
応 モ デ ル と 同 様， 表 面 反 応 に 典 型 的 な 値 を 用 い た[30]．
Fig.13 に着火遅れ時間を，表面反応を考慮した場合としな
い場合で比較した結果を示した．メタノールの場合はメタ
ンに比べて，表面反応の影響が大きく，着火遅れ時間が著

Fig.14 Mole fraction and temperature histories for methanol/oxygen
mixture (upper panel) and methane/oxygen mixture (lower
panel).

しく短くなっているのが分かる．このときのモル分率，気

Table 1 Surface kinetic model for methanol/Pt model added to methane/
Pt model.

相温度の時間変化を Fig.14 に示した．メタノールの場合に
は着火に至るまで持続的に気相温度が上昇しており，その
際にメタノール分子の一部が消費され，気相の二酸化炭素
が増加している．この着火前の温度上昇期間について，反
応経路解析を行った結果を Fig.15 に示す．図中の (S) は表
面吸着種であることを表している．Fig.15 より，メタノー
ルが Pt 表面で酸加され，水と二酸化炭素が生成しているこ
とが分かる．ここで，メタノール表面分解反応の結果，表

(87)
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の結果，各反応ステップにおける吸着エネルギーや活性化
エネルギーは，金属種に大きく依存し，その傾向は表面を
構成する原子の族，電気陰性度によって整理できることが
分かった．特に反応中間体であるメトキシの安定性が表面
原子の電気陰性度に強く依存し，反応ルートの選択にも影
響することが分かった．
さらに，メタノール分解反応における表面酸素原子の影
響を解析した結果，Pt 表面における表面酸素原子は O-H
結合切断を促進し，C-H 結合切断を阻害すること，これに
よりヒドロキシメチル経由ルートとメトキシ経由ルートの
活性化エネルギーの大小が逆転し，メトキシ経由ルートが

Fig.15 Schematic diagram of the major reaction pathway for the
methanol/oxgen-Pt system.

選択されることが示された．また，表面酸素原子の O-H，
C-H 結合切断への影響により，酸素雰囲気下では，メタノー
ルの方がメタンよりも表面での反応性が著しく高くなるこ
とが分かった．
これらメタンとメタノールの表面反応の特徴を考慮した
反応モデルを作成し，酸素との予混合気の自着火に表面反
応が与える影響を解析した結果，表面熱発生率の違いが着
火遅れ時間に影響を与えることが示された．特に，メタノー
ルの自着火は Pt 表面反応の影響が著しく，着火遅れ時間が
大幅に短縮されることが分かり，メタノール燃料が他の炭
化水素燃料に比べ，熱面着火を起こしやすいという事象を
再現できた．

Fig.16 Surface heat production rates for methanol/oxygen-Pt system and
methane/oxygen-Pt system.

References
1. Menrad, H., Haselhorst, M., and Erwig, W., SAE Technical
面 OH が生成していることから，表面酸素原子が関与した

Paper 821210 (1982).

反応であることが分かる．また，Fig.14 より，この期間に

2. Kizaki, Y., Yamazaki, S., Ohta, Y., Takahashi, K., Kudo, S.,

おける気相の OH ラジカルの生成は見られないことから，
熱発生の要因は気相での燃焼反応でない．以上のことから，
着火前の気相温度の上昇は表面におけるメタノール酸加反

JSAE Convention Proceedings (in Japanese) 921/2: 157-160
(1992).
3. Hamdane, S., Rezgui, Y., and Guemini, M., Kinetics and

応に起因していると言える．一方，メタンの場合は，着火

Catalysis 53: 648-664 (2012).

前のメタンの消費，気相温度の上昇はほとんど見られない．
着火前の表面反応に起因する熱発生率をメタノール/酸素予

4. Norton, T. S., Dryer, F. L., Combust. Sci. Technol. 63: 107129 (1989).

混合気，メタン/酸素予混合気の場合に求めた結果を Fig.16

5. Desai, S. K., Neurock, M., and Kourtakis, K., J. Phys. Chem.

に示した．メタノールの場合はメタンに比べて 300 倍近い

B. 106: 2559-2568 (2002).

熱発生率を持つことが分かる．これは，Pt 表面上では表面

6. Borasio, M., Rodriguez de la Fuente, O., Rupprechter, G., and

酸素原子が O-H 結合を持つメタノールの分解反応を促進す

Freund, H.-J., J. Phys. Chem. B. 109: 17791-17794 (2005).

る一方で，C-H 結合しか持たないメタンの分解反応を阻害

7. Wang, G., Zhou, Y., Morikawa, Y., Nakamura, J., Cai, Z., and

することに起因すると考えられる．以上のことから，メタ

Zhao, X., J. Phys. Chem. B. 109: 12431-12442 (2005).

ノール/酸素予混合気において，Pt 表面反応が着火を著し

8. Greely, J., Mavrikakis, M., J. Catal. 208: 291-300 (2002).

く促進するのは，表面上でメタノール酸化反応が表面酸素

9. Zuo, Z-J., Wang, L., Han, P-D., Huang, W., Inter. J. Hydro.

原子によって促進され，それに伴う強い熱発生によって気

Energy 39: 1664-1679 (2014).

相温度が上昇するためと言える．

10. Yang, J., Zhou, Y., Su, H., Jiang, S., J. Electro-Anal. Chem.
662: 251-256 (2011).
11. Martin, R. M., Electronic Structure: Basic Theory and

4. 結言

Practical Methods, Cambridge University Press (2008).

各種金属表面上のメタノール分解反応について，量子力

12. Giannozzi, P., et al., J. Phys.: Cond. Matt. 21: 395502 (2009).

学の第一原理に基づいた数値計算による解析を行った．そ

13. Perdew, J. P., Burke, K., and Ernzerhof, M., Phys. Rev. Lett.

(88)

平井宏俊ほか，第一原理計算に基づくメタノール熱面着火の表面金属種依存性の解析

77: 3865-3868 (1996)., 78: 1396-1396 (1997).

379

8265 (2007).

14. Vanderbilt, D., Phys. Rev. B. 41: 7892-7895 (1990).

23. Akhter, S., White, J. M., Surf. Sci. 167: 101-126 (1986).

15. Henkelman, G., Uberuaga, B. P., and Jonsson, H., J. Chem.

24. Endo, M., Matsumoto, T., Kubota, J., Domen, K., Hirose, C.,

Phys. 113: 9901-9904 (2000).

Surf. Sci. 441: L931- L937 (1999).

16. Lv, C., Ling, K. and Wang, G., J. Chem. Phys. 131: 144704

25. Kizhakevariam, N., Stuve, E. M., Surf. Sci. 286: 246-260
(1993).

(2009).

26. Tao, S-X., Wang, G-C., Bu, X-H., J. Phys. Chem. B 110:

17. Wang, H., et al., USC Mech Version II. http://ignis.usc.edu/

26045-26054 (2006).

USC_Mech_II.htm, May (2007).

27. Xing, B., Wang, G-C., Phys. Chem. Chem. Phys. 16: 2621-

18. Deutschmann, O., Schmidt, R., Behrendt, F., and Warnatz, J.,
Proc. Comb. Inst. 26:1747-1754 (1996).

2629 (2014).

19. Mavrikakis, M., and Barteau, M. A., J. Mol. Catal. A 131:

28. Getman, R. B., Xu, Y., Schneider, W. F., J. Phys. Chem. C

135-147 (1998).

112: 9559-9572 (2008).

20. Kua, J., Goddard, W. A. III., J. Am. Chem. Soc. 121: 10928-

29. Soon, A., Todorova, M., Delley, B., Stampfl, C., Phys. Rev. B

10941 (1999).

73: 165424 (2006).

21. Gomes, J. R. B., Gomes, J. A. N. F., Surf. Sci. 471: 59-70

30. Deutschmann, O., Behrendt, F., Warnatz, J., Catalysis Today

(2001).

21: 461-470 (1994).

22. Santos, E., Schmickler, W., Angew. Chem. Int. Ed. 46: 8262-

(89)

