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高効率・高選択化を実現する
革新的反応プロセスの構築

横浜国立大学 大学院環境情報研究院

人工環境と情報部門

教授 跡部 真人
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COP21における「パリ協定」（2015年採択）
を受け、「エネルギー・環境イノベーション戦
略」（2016年4月総合科学技術・イノベーショ
ン会議）において、熱消費を大幅に低減させ
るための化学生産プロセスの革新が提案。

●平成30年度戦略目標及び研究開発目標

（平成30年3月26日文部科学省発表）

持続可能な社会の実現に資する新たな生産プロセス構築のための革新的反
応技術の創出
（達成目標）
本戦略目標では、持続可能な社会の実現に資するため、社会・経済に大き
なインパクトを与える「革新的反応技術」を創出し、電気や光等を用いた革新
的反応プロセスの構築を目指す。
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有機電解合成
電極と基質との間の電子授受により達成される有機反応プロセス

＊国内では旭化成によるアジポニトリルの電解合成プロセスなどが工業化。

国外でもBASFなどにより多くの有機電解合成プロセスが商用化。

常温・常圧下で反応が進行

電源のOn, Offによる反応制御

有害な酸化還元試薬が不要

電流、電位、電圧による選択的反応

●従来の電解合成プロセスにおける問題点

①スケール当たりの収率が低い

②エネルギー変換効率が低い

③支持電解質の添加が必要
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固体高分子電解質（SPE）電解技術のメリット

●解決策：
燃料電池等で開発が進んでいる固体高分子電解ユニットを化学品製造に適用

①スケール収率

・固体高分子型燃料電池（PEFC）の高電流密度化に伴い、過去の電解装置に比
べ、体積・時間当たりの反応速度向上が見込まれる。反応はフローで実施。

②エネルギー変換効率

・陽陰極室が隔膜で隔てられただけのゼロギャップであり、また3次元的な反応場が形成。
⇒ロス分である電極過電圧とオーム損失が大幅に低減。

・反応系によっては、液体 to 液体の直接反応が可能。
⇒溶媒濃縮工程、気化・凝集工程に要するエネルギーが不要。

従来の電解合成プロセスにおける問題点

①スケール当たりの収率が低い

②エネルギー変換効率が低い

③支持電解質の添加が必要

固体高分子電解（SPE）
電解の進歩により、かなりの
部分で解決

③支持電解質の添加

・支持電解質の添加が不要であり、反応物の適用範囲が極めて広い。
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トルエン電解還元技術
水素発生を伴わない，有機ハイドライドの直接水素化

ｶﾞｽ状水素を経由しないｺﾝﾊﾟｸﾄな装置
高いｴﾈﾙｷﾞｰ変換効率が期待される

メリット

◆
◆

2013～14 JST ALCAエネルギーキャリア
2014～18 SIP エネルギーキャリア
＊提案者は研究分担者として両プロジェクトに参画

検討状況

電解セルを用いたトルエンの電解水素化

電気 有機ハイドライド（MCH）＋水
水素

＋トルエン

直接水素化

きっかけとなった技術＝電解還元
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●陰極（有機物還元極）はPEFCの類似技術･･･PEM型セルの構造

●アルカリ電解並みの電流密度（0.4A/cm2）、転化率95%を達成

●課題は、さらなる高性能化、耐久性検証、スケールアップ

＜トルエン電解還元 検証用小型電解槽の構成＞

トルエン電解還元の構成と課題
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●反応場は2次元の電極界面 → 低スケール収率

●バッチ式 → 低スケール収率

●セル抵抗により余分な電力を消費

●支持電解質の添加が必要 → 分離・生成の問題

従来電解法との比較

従来法（バッチ式）

●反応場の3次元化 → スケール収率の改善

●流通式 →スケール収率の改善

●ゼロギャップ電解方式により電力消費が低減

●支持電解質の添加が不要（ガス状反応物もOK）

本技術手法

３相界面反応場

の利用！！
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●スケール収率： 反応器1L、反応時間1h当たりの移動電子数 [mol/L・h]

●燃料電池等のSPE電解セルは，通常の化学反応系をスケール収率で凌駕出来る

スケール収率の比較

溶液反応（LAH還元） 流通反応（ﾄﾙｴﾝ触媒水添） 燃料電池

LiAlH4(37.95) 5g 触媒体積100mL FCV用PEFCｽﾀｯｸ 38L（114kW）

500mL ﾌﾗｽｺ ﾄﾙｴﾝ（92.14, d0.87） 5mL/min
出力密度3.0kW/L，ｾﾙ電圧

0.6V

滴下，攪拌反応合わせて1h LHSV=3.0/h 電流密度5000A/L

（4e-移動反応） （6e-移動反応） （4e-移動反応）

ｽｹｰﾙ収率＝1.05 ｽｹｰﾙ収率＝169 ｽｹｰﾙ収率＝188*

* 反応物存在部だけでは1000以上

PEFCｽﾀｯｸ（100kW）
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陰極/陽極反応の電位図

0V（RHE）

VR=0.152V

VO=1.23V

ｶｰﾎﾞﾝ腐食

1.40V
1.50V

水素発生 TL水素化

酸素発生

ΔVideal=1.078V ΔVactual=1.50V

水素発生/TL水素化の競争領域

=エネルギー変換効率
ΔVideal

ΔVactual

= 71.9%

酸素発生電位

TL⇔MCH 酸化還元電位

トルエン電解還元のエネルギー変換効率
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F
・電子供与性/電子吸引性の別なく、

官能基化された芳香環は電解により水素化。

・反応性は分子径と相関が見られた。

トルエン以外の電解還元への適用

●トルエン以外にも、様々な芳香族化合物の核水素化に成功
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電位制御による選択的水素化反応

●3種類の不飽和結合を持つ化合物を電解水素化

●オレフィン⇒芳香環の順に逐次的に還元が進行（エステル部位は未反応で温存）

電位制御により，
オレフィンの選択的な
還元が可能
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立体選択的水素化反応（１）

●化学的水素化ではあまり選択性が得られない o-Xylene水素化を実施。

●8:2～9:1の cis-選択性が得られた。

6H++6e-

o-Xylene cis-1,2-DMCH

＋

trans-1,2-DMCH

反応方法 cis trans

電解（Pt-Ru電極） 88 12

電解（Pt電極） 84 16

化学水素化 50 50

実験結果・文献

Pt上で電荷を失って吸着されたH+が、
同じくPt上にplannerに吸着したﾄﾙｴﾝに対し
芳香環の同一面側から付加すると推測。
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立体選択的水素化反応（２）

●p-Xylene水素化も同様に実施

●7:3～9:1の cis-選択性が得られた

6H++6e-

p-Xylene cis-1,4-DMCH

＋

trans-1,4-DMCH

実験結果・文献

反応方法 cis trans

電解（Pt電極） 70 30

電解（Ru電極） 89 11

電解（Pt-Ru電極） 75 25
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立体選択的水素化反応（３）

●アルキンの電解水素化により，選択的にcis-アルケンが得られた。

●副生成物（trans体，アルカンまでの還元物，芳香環水添物）極めて少。

跡部真人ら＋JXTG，第41回電解技術討論会

or

2H+, 2e- 2H+, 2e-

12H+, 12e-

Table Influence of applied voltage on the current efficiency for Z-stilbene, E-stilbene, and dibenzyl using Pd catalyst

Entry
Applied voltage

/ mV vs. anode

Electricity 

/ C

Current efficiency

(%)
1,2-

Dicyclohexyl

ethane d
Z-stilbene E-stilbene dibenzyl

1 +53 5.00 >99 trace trace -

2 -90 15.3 >99 trace trace -

3 -227 104 8.15 trace 12.0 -

4 -331 241 1.38 trace 20.7 -



15

立体選択的水素化反応（４）

●対応するアルキンの電解水素化により、選択的に青葉アルコールが得られた。

●従来法Lindler触媒プロセスに比べ、環境適合性も格段に向上。

跡部真人ら＋JXTG，第41回電解技術討論会

Table Influence of applied voltage on the current efficiency for Z-3-hexane-1-ol and other products using Pd catalyst

Entry
Applied voltage

/ mV vs. anode

Electricity 

/ C

Current efficiency

(%)

Z E 1-hexanol hexane

1 +105 10.9 90.6 trace trace -

2 +59 18.1 96.5 trace trace -

3 -28 45.5 66.4 1.93 5.62 6.91

4 -69 64.2 56.1 2.78 4.88 9.09

5 -94 217 7.64 0.780 17.0 20.7

6 -185 441 2.57 0.236 13.6 15.7

7 -190 639 1.35 0.0960 8.76 11.0
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●電極上に不斉配位子を吸着させた状態で、カルボニル化合物の電解還元を実施
⇒ 何らか（20%e.e.程度）の不斉が誘導されていることを確認。

●高価な不斉配位子を、電極に吸着・固定化して用いることができるため、
実用化できれば工業的な価値が高い。

電極に強く吸着する不斉配位子により、
キラルな反応場を作る。

立体選択的水素化反応（５）

不斉配位子例

電極触媒
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SPE電解技術を用いる電解反応の展開

●水分解の電位窓を考慮すれば、広範囲な電位での物質変換が可能。

●電解還元だけでなく、電解酸化（ケトン，エポキシ生成等）にも適用可能。

Solubility
param

Red-ox
potential

[V vs RHE]-1 0 1 2

水素発生 酸素発生

CO2+8H++8e-→CH4+2H2O

CO2+2H++2e-→CO+H2O

CO2+6H++6e-→CH3OH+H2O

N2+6H++6e-→2NH3

末端ｱﾙｷﾙ→ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

脱水素

末端ｱﾙｷﾙ→ｶﾙﾎﾞﾝ酸

ｵﾚﾌｨﾝ→ｴﾎﾟｷｼ

芳香環
水素化

ｵﾚﾌｨﾝ水添

親水性

疎水性

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ→ﾌｪﾉｰﾙ

芳香環ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

電解還元の領域 電解酸化の領域
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まとめ：SPE電解技術を用いる電解合成プロセスの特長

①スケール収率が高い
・PEFC高電流密度化に伴い、過去の電解装置に比べ
体積・時間当たりの反応速度向上が見込まれる。反応はフローで実施。

③電気化学反応ならではの選択性
・位置選択性 ： 酸化還元電位の差を利用して反応部位を狙い撃ち。

・立体選択性 ： 電極への吸着状態や電極修飾により、
生成物のジアステレオ選択性，光学選択性を発現。

②エネルギー変換効率が高い
・ロス分は電極過電圧とオーム損失のみ
⇒反応に必要な⊿Gを電気で与えることは極めて効率的。

・原料を液体で入れると、生成物が液体で出てくる。
⇒溶媒濃縮工程，気化・凝集工程に要するエネルギーが不要。

④その他
・再生可能エネルギー導入を見越した起動停止の追従性に優れる。
⇒オンデマンド、オンサイトでの化学品合成が可能。
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想定される用途

• マスプロダクトからファインケミカルズ（医薬、農薬、香
料等の中間原料）に至る幅広い化学品製造

• 再生可能エネルギー利用による起動停止の追従性
に優れているため、オンデマンド、オンサイトでの化
学品合成

• 移設容易な固体高分子電解ユニット利用のため、一
極集中型から分散型を実現する社会構築にも貢献
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共同研究のテーマ

• SPE電解技術による基質・位置・立体選択的電解
水素化反応の開発

• 常温・常圧酸化反応プロセス構築のための固体
高分子電解質電解技術の開発

• 固体高分子電解質電解モジュールの大型化のた
めの技術基盤の構築

など
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：シスーアルケンの製造装置
及び製造方法

• 出願番号 ：特願2017-27125

• 出願人 ：国立大学法人横浜国立大学

JXTGエネルギー

• 発明者 ：橋本康嗣、佐藤康司、

跡部真人、簑島樹里、深澤篤
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お問い合わせ先

横浜国立大学

産学官連携推進部門

流王 俊彦

ＴＥＬ ０４５－３３９－ ４４５２

e-mail ryuoh-toshihiko-mr@ynu.ac.jp


