
要 約 

本研究の目的は太陽光を利用して CO2 を有用物質に変換し固定化するための光触媒を見出すこ

とである。CO2固定化のためのエネルギーを太陽エネルギーで賄えれば CO2発生の非常に少ない固

定化技術となり得る可能性がある。光触媒としては、半導体光触媒、金属錯体光触媒を研究対象

とした。平成 15 年 10 月に実施された中間評価の結果をうけて、平成 16 年度は、要素技術となる

個々の触媒開発の内CO2光還元能の高い新奇な金属錯体触媒開発に中心をおいて研究を実施した。

以下にその概要を記す。 

 

（１） 多電子還元が可能な多核金属錯体色素の開発（Ⅱ） 

 我々が開発した、高い CO2 光還元能を持つルテニウム（Ru）－レニウム（ Re）連結超分子金

属錯体光触媒（Inorganic Chemistry, in press）の反応機構を明らかにした。さらに、その反応

性向上を目指して、Ru のペリフェラル配位子へ種々の電子供与基を導入及び Re の単座配位子で

ある Cl 配位子のかわりに P(OEt)3を導入した錯体を合成した。これら超分子錯体のスペクトルデ

ータと CO2還元能を測定し、比較する事で、新たな知見が得られた。まとめると、 
(a) P(OEt)3を Cl 配位子の代わりに導入する事で、超分子光触媒の CO2還元能が飛躍的に向上し

た。Re サイトが、Ru サイトと比べてエネルギー的に低くなったため、Ru サイトから Re サ

イトへ電子が流れやすくなったことが、このような性能向上の主因であることを電気化学的

測定より明らかにした。CO2から CO への光還元反応において量子収率目標値 15％を上回る

22％を達成した。 
(b) 架橋配位子に電子が局在化することが、光触媒能発現のために重要であることはすでに予想

されていたが、今回、Ru のペリフェラル配位子に種々の電子供与基を導入し、電気化学デー

タを測定する事でこのことを実証することができた。 
また、レーザー分光法を利用した電子移動解析も行った。 
 
２）「4 電子以上の還元が可能な錯体光触媒の開発」 

CO2 の６電子還元によりメタノールを電気化学的に生成することが知られている

[Ru(tpy)(bpy)(CO)]2+型錯体を、我々が開発した Ru-Re 超分子光触媒に組み込んだ Ru-Ru 型超分

子光触媒の合成を行った。最初に光増感サイトと触媒サイトのモデル錯体の合成を行い、連結し

ていない混合系でも光によって CO2還元能力を持つ事を確認した。Ru-Ru 型超分子光触媒の効率

の良い合成にも成功した。CO2還元反応において、CO 以外にギ酸の生成を確認した。 
 

３）「超分子金属錯体－半導体複合光触媒の開発」  
 水による CO2の光還元を達成することを目指し、これまで開発した CO2光還元触媒と、水から

電子をくみ上げることのできる酸化サイトとしての酸化タングステンと錯体を連結を試みた。半

導体に担持するためにペリフェラル配位子にヒドロキシメチル基を導入した錯体を合成し、酸化

タングステンに結合した複合系光触媒の合成に成功した。 
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Summary 
 

Objective 
 

Fundamental research and development of photocatalytic reduction of CO2 by 
semiconductor or organometallic complex photocatalysts using sun light. Research on new 
photocatalysts to establish the technology contributive as a common base to the search and 
design of CO2 photo reduction catalysts that realize the reducing the CO2 gas emission. 
 

Progress in 2004 
(1) Development of highly effective multinuclear organometalic complexes. 
 

We study the electrochemical, spectroscopic and photocatalytic properties of a series 
of Ru(II)-Ru(I) binuclear complexes linked by bridging ligands, and a tetranuclear 
complex in which three [Re(CO)3Cl] moieties are coordinated to the central Ru using the 
bpyC3bpy ligands.   Good photocatalytic activities were obtained when the tetranuclear 
complex [Ru{bpyC3bpyRe(CO)3Cl}3]2+(RuRe3) or the binuclear complex 
[(dmb)2Ru(bpyC3bpy)Re(CO)3Cl]2+(d2Ru-ReCl) and 
[(dmb)2Ru(bpyC3bpy)Re(CO)3P(OEt)3]2+(d2Ru-ReP).  In these cases, carbon monoxide 
was formed catalytically after the irradiation.  The quantum yields of CO formation 
were 0.120, 0.093 and 0.220 for d2Ru-ReCl, RuRe3 and   d2Ru-ReP   respectively.  
The bi- and tetra nuclear photocatalysts respectively exhibited turnover numbers of 170 
and 240 for CO formation after 16h of light irradiation. 

 
  We report here new supramolecular trimer, tetramers and hexamers of 

rhenium(I)diimine complexes and its CO2 photoreduction. Reduction of CO2 to CO was 
efficiently photocatalyzed by tetramers of rhenium(I)diimine complexes.  We studied 
the reaction mechanism by means of the laser flash photolysis. We showed that efficient 
energy transfer occurs from the excited state of the terminal [ReI(bpy)(CO)3(dppe)－ ] 
groups to the central [－ {(dppe)ReI(bpy)(CO)2}2(dppe)－ ] groups in tetramers. 

    We synthesized the hybrid photocatalysts, which is the Ru-Re metal complex 
combined with semi conductor WO3. 
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