
H14 年度要約 

（和文） 

 

１．メタノール溶媒系で CO2 の高速電気化学的還元―１ 

 CO2 還元技術として現実的な議論において電気化学的な CO2 還元手法の CO2 処理速度、す

なわち還元電流密度が低いことが問題点として挙げられる。これは反応が電極表面への CO2 

の供給が制限されることに起因し、構造的な改善が必要である。我々は、溶液中の CO2 濃

度が非常に高い高圧 CO2-メタノール系を提案し、金属電極による CO2 還元が CO2 の拡散に

制限されず高速・高効率に進行させるための基盤技術の構築を目指してきた。 

 今年度は、過電圧低減を目的とし、高圧 CO2―メタノール系への光電気化学的 CO2 還元の

適用を検討し、下記の結果を得た。 

(1)p 型 InP 半導体を用いて、CO2 圧 40 atm では 100 mAcm-2 という高電流密度で CO2 還元が

効率よく進行した。その主生成物は CO で、電解効率は 93 %となった。液抵抗補正した電

位は-1.4 V であった。このように高圧 CO2―メタノール系で p 型 InP 半導体電極を用いる

と光電気化学的 CO2 還元が比較的低い電位で、高密度電流・高効率に進行することが示唆

された。 

(2)生成物分布の傾向には電極の種類により差異が現れた。p-InP は良い CO2 還元選択性を

示し、CO2 濃度が低い場合でも CO2 還元がある程度高い効率で進行したのに対し、p-GaAs

では水素生成が顕著であった（CO2 圧 1～20 atm）。これは電極表面の触媒活性の違いによ

るものであることが推察される。 

(3)Si 電極に光電気化学的に銅を電着し Si/Cu 電極とした。その結果、電解の電位は銅修

飾のない場合に比べて約 200 mV 低くなった。生成物としても炭化水素の生成が見られ、金

属による半導体電極の表面修飾は高圧 CO2-メタノール系においても有効であることが明ら

かとなった。 

 以上の結果より、高圧 CO2―メタノール系への光電気化学的 CO2 還元の適用により、CO

を優先的に生成するとともに、CO2 還元の過電圧を低減できることが明らかとなった。 

 

２． メタノール溶媒系でのＣＯ２の高速電気化学的還元－２ 

 平成１４年度は、ジメチルエーテル（DME：CH3OCH3）の原料である CO と H2 をほぼ 1 : 1

の比率でかつ一段階で生成できる高圧 CO2-メタノール系の基盤技術の構築を目的として、 

電解時間、CO2 圧力、金属フタロシアニンの触媒効果、液抵抗について調査するとともに太

陽エネルギーをエネルギー源とする二酸化炭素の電気化学的固定化のエネルギー変換効率

を試算した。 

１．メタノール溶媒系での CO2 の高速電気化学的還元の基盤技術 

(1)電解時間 

 電流密度 200 mA/cm2 の条件における電解時間 2～30 分（電気量 10～150 C)、または電流

密度 400 mA/cm2 の条件における電解時間 2～30 分（電気量 20～300 C)をパラメータとした
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ときの還元生成物を調査した。電流密度、電解時間によらず、CO と H2 の生成比率は、ほぼ

1：1 であることを確認できた。 

(2) CO2 圧力 

 CO 圧力 5、10、20、40 atm、電流密度 200 mA/cm2、通電電気量 10 C の条件下で、定電

流電解の比較を行なった。CO2 圧力 5 atm の場合、H2 の生成率が CO の生成比率を上回った

が、10、20、40 atm の場合、H2 と CO の生成比率は、ほぼ同様の結果を得た。よって、今

後とも CO2 圧力 10 atm で検討を行うこととした。 
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(3)金属フタロシアニンの触媒効果 

 メタノール溶媒系での CO2 の高速電気化学的還元における還元生成物に対する触媒の効

果を検討した。触媒としては、CO2 還元活性が高くかつ過電圧低下を期待できるフタロシア

ニン均一系を選定した。銅フタロシアニンは、メタノールではほとんど溶解せず、うっす

らと青く着色する程度であった。その溶液を電解液として電解を行ったが、銅フタロシア

ニン添加により、水素生成が増加した。よって、フタロシアニンを均一系触媒として本系

に導入することは溶解度、触媒効果の面で困難と予想される。 

(4)交流信号畳重法による液抵抗の検討 

 ポテンショスタットと周波数解析装置（FRA）を組合わせた交流信号重畳法を用いて、CO2

電気化学還元の液抵抗と分極抵抗を検討した。CO2 40 atm、-1 V の印加条件下で交流信号

重畳法によって、液抵抗は 5.4 Ω、分極抵抗は 89.0 Ωであることがわかった。 

２．太陽エネルギーをエネルギー源とする二酸化炭素の電気化学的固定化のエネルギー変

換効率 

 ジメチルエーテルを 5 t/day 生産する条件における、現状のメタノール溶媒系での CO2

の高速電気化学的還元のエネルギー変換効率は、14.8 %である。目標数値を、CO2 の接触水

素化における変換効率(64 %)、燃料電池及び水素タービンにおける変換効率(60 %程度)と

同程度とした。エネルギー変換効率を、目標値へ近づけるためには、過電圧の低減と太陽

電池のエネルギー変換効率の改善が大きな課題である。過電圧の低減の解決法としては、

(i)支持電解質及び隔膜を検討して一層の内部抵抗低減を図る、(ii)電極担持触媒の導入、

等が挙げられる。 

 

３．全体システム構築 

前年度に検討した「国内対応モデルシステム（10 万人都市ゴミ焼却排ガス中の CO2 を対象

とし、CO2 を DME に変換するシステム）」に電力源として余剰深夜電力の利用を検討した。

その結果、利用可能電力量からはモデルシステム規模（CO2 処理量=135T/D）の設備を、国

内９電力に各１基は設置可能であり、CO2 固定コストは 40-50\/kg 程度となると推論された。

また固定 CO2 量は COP3 での削減目標に対し、検討に値するものであることが判った。 

 

４． 電極触媒の開発 －電極触媒結晶面制御による生成物組成の制御 

 Ag/SPE 電極をアニオン交換膜をベースとして作製し、CO2 還元を行った。CO2 は還元

されて CO あるいは HCOOH を生じるが、その部分電流は最大 60 mA cm-2 に達した。CO2

還元反応で OH-、HCO3
-、CO3

2-が電極界面で生成するが、カチオン交換膜をベースとす
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る Ag/SPE 電極では、これらのアニオンが電極界面から排除されないために、電極金

属を膜から剥離させたり、膜に裂け目を生じたりする。そのためカチオン交換膜ベー

スの SPE は CO2 還元には不適当である。アニオン交換膜をベースとする Ag/SPE 電極で

は、CO2 から CO への還元は 2 時間以上にわたって安定に継続した。アニオン交換膜の

SPE 作成に超音波を照射すると、さらに CO2 還元の電流密度は増加した。これは電極

上の Ag 粒子が粗大化して電極層が多孔性となるため、CO2 の輸送が速やかに進行する

ためと推定される。これにより CO2 の電気化学還元で CO2 の輸送速度を顕著に増大さ

せる可能性が示された。 

 Cu 電極ではやや再現性が低いものの、電極によっては CO2 還元の部分電流値が 28 mA 

cm-2 に達し、過去の報告に示されているものより顕著に高い値が得られた。またメタ

ン生成がほとんど見られず、CO 生成とエチレン生成が高い値となっていることから、

電極界面が高い pH となっていると推定された。 

以上から、電極構造を適切に制御すれば、高い電流密度で CO2 還元を行うことが可能

であることが示された。今後さらに検討を重ねて、電極の表面構造をより多孔質化す

るできる技術を開発すれば、Cu 電極でも高電流密度で CO2 還元が可能になると期待さ

れる。 

 

５．電極触媒の開発 －異種金属による複合薄膜電極の開発 

本研究では、CO2 の電気化学的還元反応の機構を明らかにし、CO2 還元における高性能電

極触媒の開発を目的としている。 

低過電圧で CO2 を CO に還元できる Au(111)表面上に低過電圧で水素を吸着、吸蔵できる

Pd をピンストライプ構造で修飾した電極を作成することにより、Au 上で生成した吸着 CO

と Pd 上で生成した吸着及び吸蔵 H を相互反応させ、低過電圧かつ高効率で CH4 への還元を

目指した。実際には期待通りに CH4 へ還元されることはなく、H2 と CO が還元主生成物とな

った。 

O2の電気化学的還元においてバルクよりも高い触媒活性を有する Au 微粒子を CO2の電気

化学的還元に適用した。Au 微粒子における CO2 の還元はバルクとほぼ同じ結果が得られた

ことから、CO2 の還元反応は Au のサイズ効果に影響を受けないで反応が進行することが分

かった。 

 

６．電極触媒の開発 − 擬臨界状態及び高電流密度での電極評価試験 

 本研究では、二酸化炭素の電気化学的還元反応の高効率化のための触媒表面の探索およ

び高速二酸化炭素還元のために、二酸化炭素の擬臨界状態及びその周辺条件下での還元反

応の解析から、高圧下での金属電極の触媒作用を調査した。その結果、１）ボルタモグラ

ムから比較的容易に電極の触媒機能を評価・スクリーニングが可能となった。２）各種金

属電極上での二酸化炭素の還元反応に対する触媒機能によって電極を分類した。特に二酸

化炭素還元に有効な金属電極（Pb, In, Zn, Au, Ag, Cu など）について、i）Pb, In, Zn、

ii）Au,  Ag、iii） Cu に分類できた。i）は、高圧下（約 5 MPa 程度まで）での二酸化

炭素還元の主生成物は蟻酸で、還元反応速度は二酸化炭素圧力の増加と共に増大する。ii）
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は、高圧下での二酸化炭素還元の主生成物は一酸化炭素で、還元反応速度は二酸化炭素圧

力が約 3 MPa 程度で飽和する。いずれも電位（電流密度）によって反応生成物の選択性の

制御が可能である。一方、iii）の銅はこれら二つの種類の金属の両者の性質を示した。銅

電極を用いた高圧下での二酸化炭素還元反応では炭化水素系の生成物は極めて少なく、主

生成物は蟻酸であり、一酸化炭素の生成も認められた。３）超臨界状態の二酸化炭素溶媒

中での銅及び銀電極を用いた電解還元反応では、ギ酸及び一酸化炭素の生成が認められた。

この場合も、電解電位によって反応生成物の選択性が制御できた。 

 

７． 反応システムの開発―三相界面での還元反応― 

 CO2 の電気化学反応は常温で進行するので実用的見知から注目されている。銅電極は CO2

の炭化水素への還元反応に対して優れた電極触媒として知られている。しかし、この電極

は電解開始後短時間でその触媒活性を失い、主還元反応は水素発生となることが指摘され

ている。これは CO2 還元生成物がさらに還元され、グラッシーカーボンが析出し水素発生

の過電圧が低下したことに起因するものである。この問題は CO2 の電気化学還元反応を実

用化するためには解決しなければならない課題である。本研究では、この問題を解決する

ために銅メッシュ電極を用い三相（液相/気相/固相）界面で電気化学還元を行う新しい電

解槽を設計・試作した。この電解槽においては、CO2 は電極に気相から直接供給されるので

高い濃度が維持できる。このため、CO2 濃度は溶液への溶解度に依存しないのでプロトン源

の点から有利な酸性溶液を使用できる。また、酸性溶液では触媒毒の発生も抑制できる。

この電解槽を用いることによって CO2 を選択的にエチレンに転換することができた。 

 

８．反応システムの開発 ―高温条件下での還元反応― 

CO2 の電解還元は水素を用いない CO2 の有効利用法として有望であるが、まだ過電圧が大

きく、このために、これだけでエネルギー変換効率が 50%以下に低下してしまう。この過

電圧を低下させて効率の良いシステムを開発することは、この技術の実用化をはかるうえ

で是非とも達成しなければならない重要な課題である。本研究では、CO2 電解還元の過電圧

の低下を目的として、200 から 250℃の高温で CO2 の電解還元を行う方法を新しく提案し、

この有効性を検討してきた。高温の CO2 電解還元についてはこれまでに報告例がないので、

初年度と次年度ではこの方式の可能性と問題点を調べた。第三年度（昨年度）はこの成果

を踏まえて、実際に、2 つの方法－無機多孔体を使用したガス拡散電極類似の電極を利用

する方法と有機溶融塩（イオン性液体）を電解質に用いる方法－により、高温での CO2 電

解還元を行った。これにより有機溶融塩（イオン性液体）を用いる方法で好ましい結果を

得たので、本年度はこの方法による高温の CO2 の電解還元についてさらに詳しい検討を行

った｡有機溶融塩としては EMI∙TFSI のほか、様々なものを検討した｡水素源には有機酸や水

を用いた｡この結果、EMI∙TFSI が高温用の電解質としては最も良い特性をもつことが判明

した｡また Cu および Ni 電極を用いた場合にはともに、高温にすると、CO2 還元の電流が室

温の場合より正の電位から立ち上がり、過電圧が低下することが明らかとなった。さらに

CO2 還元の電流が水素発生電流より正の電位から立ち上がることも判明し、高温下では、室

温の場合とは異なり、水素発生よりも CO2 還元が優先することが明らかになった｡還元生成
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物としては CO、CH4、C2H6 などが生成した。ただし、再現性が悪く、これについては確定

的な結論を得るまでにはいたらなかった。還元生成物の再現性の悪さの一つの原因として、

電極表面上に生成する CO2 還元の中間体が電解質溶液である EMI∙TFSI（ないしはここに含

まれる不純物）と反応していることが考えられる｡研究全体の結論として、200℃から 250℃

という高温にすると CO2 電解還元の過電圧が低下することは確かめられた｡ 
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（英文） 

 

１．High-rate Reduction of CO2 in High Pressure CO2 and Methanol Medium -Ⅰ 

 

    In the present study, a high-rate photoelectrochemical CO2 reduction was realized 

in high pressure-CO2 + methanol medium. There are three advantageous features in this 

method: 

High current density 

     The current density of the system attained to maximum 200 mAcm-2, which is 10-fold 

higher than maximum values in the previous studies. 

High selectivity for CO2 reduction 

     At such high current densities, CO2 reduction proceeded efficiently and yielded 

current efficiencies of more than 90 % for p-type electrodes. CO2 reduction in the 

system was found to be limited by light intensity and not by mass transport of CO2. 

High stability of semiconductor electrodes 

     An additional advantage for the system has been found: a high stability of the 

semiconductor electrode surface at high current densities. It was explained in terms 

of  the high concentration of adsorbed CO2 as an electron acceptor on the electrode 

surface. 

     High-rate CO2 reduction proceeded efficiently for all the p-type semiconductor 

materials examined (InP, GaAs, Si) in the high pressure CO2-methanol medium. Among 

them, InP exhibited the highest performance : high selectivity and low overpotential 

for CO2 reduction. 

     The effect of surface modification was also examined. P-Si electrodes modified 

with Cu particles exhibited relatively low overpotential for the reaction and yielded 

hydrocarbons as multi-electron reduction. 
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２．High-rate Reduction of CO2 in High Pressure CO2 and Methanol Medium －Ⅱ 

 

Research of electrolysis and pressure  

1) Electrolysis (for 2-30 minutes) and pressure (10-40 atm) were conducted in 

CO2-methanol medium. In spite of electrolysis and pressure, the major products were 

H2 and CO with a distribution ratio CO : H2= 1 : 1. So we selected 10 atm as pressure..
 

2) Studies on solution resistance measurements 

     Solution resistance and polarization resistance under CO2 at 10 atm pressure 

were found by using a Potentiostat and a Frequency Response Analyzer.  Solution 

resistance and polarization resistance were found to be  5.4 Ω  and  89.0 Ω 

respectively. 

3.)Electrochemical fixation system of CO2 

     In condition of producing 5 t/day of dimethyl ether (DME), the energy efficiency  

in high-rate reduction of CO2 is 14.8 %. The energy efficiency for CO2 conversion 

in the catalytic hydregenation is approximately 64%. So we consider as the goal of 

energy efficiency for CO2 conversion which is 60 %. To attain our goal, we need to 

try mitigate the required overpotential  and improve the  energy efficiency for 

solar energy conversion. 

 

３．Study of Electrochemical Fixation Systems 

The model system which shall be applied for domestic plants has been studied last 

year, and in this study the required power comes from photovoltaic generation system. 

The photovoltaic system needs the extensive area and this fact leads to the less 

possibility of realization. On the other hand, in Japan, the surplus electric power 

generated in the midnight exists considerably, so it might be the potential for the 

power source in this system. This year we studied the application oh the surplus power 

instead of the photovoltaic generation. Through the study, nine plants of 

135Ton-CO2/D each could be installed from a view point of the surplus power capability, 

and the CO2-fixation cost would become 40-50\/kg-CO2.  

 

４．Electrochemical reduction of CO2 at Ag/SPE electrodes 

Silver coated ion exchange membrane electrodes (Solid Polymer Electrolyte, SPE) 

were prepared by electroless deposition of silver onto ion exchange membranes. The 

SPE electrodes were used for CO2 reduction with 0.2 M K2SO4 as the electrolyte with 

a Pt plate for the counter electrode. In a SPE electrode system prepared from a cation 

exchange membrane, the surface of the SPE was partly ruptured during CO2 reduction, 

and KOH solution came out slowly from the ruptured part, preventing supply of CO2 

to the electrode. SPE electrodes made of an anion exchange membrane (SPE/AEM) 

sustained reduction of CO2 to CO for more than 2 h. Ultrasonic radiation, applied 
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to the preparation of SPE/AEM, was effective to enhance the electrolytic current of 

CO2 reduction. Observation by scanning electron microscope showed that the electrode 

metal layer became more porous by the ultrasonic radiation treatment. Porous 

structure of the SPE electrode promotes the transport rate of CO2 to the electrode. 

The partial current density of CO2 reduction by SPE/AEM amounted to 60 mA cm
−2, i.e. 

3 times the upper limit of the conventional electrolysis by a plate electrode. 

 Copper coated SPE electrodes were also prepared and applied to CO2 redution. 

The partial current density of CO2 reduction by Cu SPE amounted to 28 mA cm
-2, 

significantly higher value than reported previously. The surface structure was 

composed of relatively dense particles. These facts encourage more advanced research 

to develop well structured SPE electrodes for CO2 reduction.  

 

５． Electrochemical reduction of CO2 at modified Au(111) electrodes 

 The objectives of the present work are to understand the electrochemical CO2 

reduction mechanism and to develop a highly efficient electrocatalyst for CO2 

reduction.  

An Au(111) surface that can reduce CO2 into CO at lower overpotentials was modified 

by depositing Pd metal that is known to adsorb and absorb hydrogen with a nano-scale 

pinstripe structure. This design aimed that the generated CO at Au(111) are reduced 

by adsorbed/absorbed H on Pd deposit, resulting in the complete reduction of CO2 to 

CH4 at lower overpotential than at Cu electrode. Actually, CO2 was not reduced to 

CH4 as the expectations, and the main product was H2 and CO, since the desorption 

kinetics of generated CO at Au substrate was too large to interact with H species 

adsorbed on Pd deposit.. 

Au nanoparticles, which have highly catalytic activity as compared with bulk Au 

electrode for electrochemical reduction of O2, were applied to the electrochemical 

reduction of CO2. However, the current-potential curves of Au nanoparticles and Au 

bulk electrodes in CO2 reduction was almost the same, and we concluded size of Au 

nanoparticles did not affect the reaction kinetics and mechanisms for the 

electrochemical reduction of CO2. 

 

６．Electrocatalytic Reduction of CO2 

   -Evaluation of catalytic activity of metal electrodes under quasi super critical 

condition of CO2 reduction at high current densities 

    To enhance the efficiency and rate of electrochemical reduction of CO2 , catalytic 

properties of metal electrodes, such as Pb, In, Zn, Au, Ag and Cu, have been examined 

by electrolysis under high CO2  pressures (up to 5 MPa), and quasi-super critical 

conditions.  The results lead us the following conclusions:  1) From voltammetric 

behavior obtained under various CO2  pressures, the catalytic properties of metal 
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electrodes were found to be evaluated. This method would be useful to find out 

effective electrodes. 2) Metal electrodes used were categorized into the following 

groups:  Under high CO2 pressures, i) At Pb, In and Zn CO2  was reduced to formic acid, 

and the partial current density for CO2 reduction to formic acid  increased with 

increasing the CO2 pressure, ii) At Au and Ag, CO2  was reduced to CO, and the partial 

current density for CO formation increased with increasing the CO2 pressure until 

the CO2 pressure of about 3 MPa, and iii) At Cu CO2  was reduced to give both CO and 

formic acid, indicating both properties of metals categorized i) and ii). The 

selectivity of the reduction product was controlled by experimental conditions such 

an applied potential. 3) Using super critical CO2 fluid as both solvent (with a small 

amount of acetonitrile as a co-solvent) and reactant, CO2 reduction at Cu and Ag 

electrodes gave both CO and formic acid as products, and product selectivity depended 

on the applied potential. 

 

７． Development of Reaction System  

- Electrochemical Reduction at Three Phase(Gas/Liquid/Solid) Interface- 

   One of most serious problems in a practical use of electrochemical reduction of 

CO2 is that a metal electrode used loses its catalytic activity owing to the deposition 

of poisoning species in a short time after the start of electrolysis.  The poisoning 

species is known to be due to the formation of graphitic carbon.  To avoid this problem, 

in the present study, a new electrolysis system has been developed in which the 

reduction of CO2 is carried out at the three-phase interface on a Cu-mesh electrode.  

In this electrolysis system, CO2 is supplied to the electrode surface from the gas 

phase, and a high concentration of CO2 can be maintained even in acidic solution. 

The poisoning reaction was extremely suppressed at low pH.  The main product was 

ethylene, and the maximum conversion was about 66%. 

 

８． Development of Reaction System 

   - High-temperature electrochemical CO2 reduction 

The electrochemical reduction of CO2 is one of the most promising methods for its 

effective utilization because it does not need hydrogen as a reducing agent. A problem 

lies in that the overvoltage is considerably large, resulting in a large loss in the 

energy conversion efficiency. The purpose of the present work is to develop a new 

method of high-temperature electrochemical CO2 reduction in order to decrease the 

overvoltage. Little work has thus far been done on this method in the world, and 

therefore for the past three years we had been doing experiments to find possibilities 

and difficulties involved in this method. The main conclusion was that a promising 

way for the high-temperature electrochemical CO2 reduction was to use an organic 

molten salt, called EMI TMSI, as an electrolyte. In the present year, we have thus 
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made detailed studies on this way of using an organic molten salt. Experiments have 

revealed that for Cu and Ni electrodes, the overvoltage is really lowered at 200°C 

and furthermore the CO2 reduction proceeds predominantly at 200°C, namely, it proceeds 

more effectively than hydrogen evolution. However, the experiments also showed that 

an organic molten salt of EMI TMSI is not necessarily stable enough at 200°C. Product 

analyses showed that CO, CH4, and C2H6 were sometimes produced as reduction products, 

but the results were not reproduced. A possible reason for such confusion may be that 

a certain reaction intermediate of electrochemical CO2 reduction at the electrode 

surface reacts with EMI or TMSI ions as the electrolyte or impurities contained in 

it. Further studies are necessary to get a definite conclusion on the reduction 

products. 
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