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2S1

イオンと電子の膜透過共役の時間的・
空間的特性の電気化学的考察
(京工繊大院工芸科学 1, 東北大多元研 2)
み な い か ず し

むねやす けん すけ

ふくやま ま

お

よしだ ゆ み

ま え だ こう じ

〇南井一志1、棟安研介1、福山真央2、吉田裕美1、前田耕治1
【緒言】生体膜において、ATP 合成反応と電子伝達反応はプロトン膜透過を介して共役する
と言われている。しかし、それらは同一膜内で空間的に分離されており、各反応が同時に起
こることは想定されておらず、各相の電気的中性が成立することは確認されていない。これ
までに人工的な膜系を用いてイオンと電子の膜透過共役を電気化学的に解析したところ、十
分に時間が経過した後では、膜透過共役が各相の電気的中性を保ちながら進行することが確
認された[1]。本研究では初期過程について、時間的、空間的観点から、イオン透過と電子透
過の膜透過共役を律する要因について電気化学的に考察した。
【実験】イオンと電子の膜透過共役
を調査するため、Fig. 1 のように、
二つの水相 (W1, W1’) と接した有機
相 (O) が共通の水相 W2 で連結され
た二つの液膜からなる系を用いた。
イオン透過が生じる液膜では移動イ
オンとして W1 と O1 に
tetraethylammonium ion を、電子透過

Fig. 1 (a) 電気化学測定セル (b) 測定系

が生じる液膜では酸化還元物質として W1’、W2 にそれぞれ K4[Fe(CN)6]、K3[Fe(CN)6] を、
O2 に 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (TCNQ) と TCNQ・－ を加えた。W1 (W1’)、W2 の支
持電解質として Li2SO4 を、有機相の支持電解質として tetrapentylammonium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate を用いた。W1 と W1’を短絡した後、放電による電流 Ic および
両透過系での膜電位 Ei 、Ee の時間変化を記録した。共役初期における Ic に及ぼす各相の支
持電解質濃度、両液膜間の空間的距離の影響について調べた。
【結果】イオン透過系と電子透過系の共役速度を律する要因を比較するため、W1 / O1 と
W1’ / O2 界面の電気二重層容量を主に決める支持電解質濃度を変えて実験を行った。イオン
透過系の水相 (W1) の支持電解質濃度を増加させると、それに依存して初期過程の共役膜電
流 Ic は増加した。一方で、電子透過系の水相 (W1’) の支持電解質濃度を増加させても、Ic
の変化はなかった。これより初期過程では、容量電流が膜透過共役を律速し、その寄与は電
子透過系よりもイオン透過系の方が大きいことが示唆された[2]。また、空間的観点から共役
速度を決める要因について考察するため、透過膜間 (O1 と O2 ) の距離を 20～180 mm の範
囲で変えて実験を行った。サイト間距離を長くするほど共役初期の Ic が減少した。これより
サイト間距離とともに溶液抵抗が増大し、初期の共役速度が抑制されることが示唆された。
[1] 第 62 回ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会講演要旨集, T03 & P38 (2016)
[2] 第 63 回ポーラログラフィーおよび電気分析化学討論会講演要旨集, 1G3 (2017)
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非ボルン型溶媒和モデルを用いる
油水界面での吸着反応の予測
そめかわなお き

えだ

（神戸大院理）◯染川直紀，枝

かずお

おおさかいとしゆき

和男， 大 堺 利行

【緒言】本研究グループは，油水界面での有機イオンの溶媒間移動ギブズエネルギー
が非ボルン型の溶媒和モデル[1]によって精度良く見積れることを示してきた。本研究
では，この非ボルン型溶媒和モデルを，中性分子や有機イオンの油水界面への吸着反
応の理論的予測に応用した。分子の疎水性表面の一部が水相側から油相側へ移動して
安定化した状態を吸着状態と仮定し，吸着エネルギーおよび配向角を理論的に予測し
た。さらに，界面の電気二重層の影響についても検討した。本講演では，主として界
面活性イオンである dodecylsulfate (DS–)の解析結果について報告する。
【計算および実験】DFT 計算（B3LYP/6-311++G(2d,p)）により，真空中での DS– の
最適化構造を求め，部分原子電荷を得た。これに基づき，先に開発したサブプログラ
ム[1]を用いて局所電場を計算し，上述の仮定に基づく新規プログラムにより油水界面
での DS– の最安定な吸着状態を予測した。すなわち，界面法線の対する分子の配向角
（θ），分子軸に対する回転角（ω），分子の油相への侵入深さ（d），および水相か
○,(w→i)
）を求めた。さらに，DS– は正味の電荷を有す
ら界面への吸着エネルギー（Δ𝐺ad
るため，界面の電気二重層内の電位変化による影響が考えられるため，これを考慮し

た計算を試みた。この際，界面には内部層がなく，電気二重層は両相のグイ・チャッ
プマン層から構成されると仮定した。
【結果と考察】まず，界面電位差：Δw
o𝜙 =
0 mV の場合の 1,2-dichloroethane／水界面
における吸着構造（θ = 18○ ，ω = 0○，d =
16.1 Å）を求めた。この θ と ω を固定した
まま DS– を界面近傍で移動させた際の標
準ギブズエネルギー（G）の変化を右図に
示す。この図では，Δw
o 𝜙を+300 mV から
–300 mV まで変化させたときの結果を示
している。図のように，この電位領域では，
いずれの電位でも安定な吸着状態が存在
することが示された。また，Δw
o 𝜙を負に変
○,(w→i)
化するに従い，Δ𝐺ad
が負に大きくなる
ことも分かった。以上のように，本手法が
有機イオンの油水界面での吸着反応の理論的予測に有用であることが示された。
[1] T. Osakai, Y. Naito, K. Eda, M. Yamamoto, J. Phys. Chem. B, 119, 13167 (2015).
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液液界面における凝集誘起発光性色素
の分光電気化学応答
なばらまこと

やまもとしょう

にしやま よ し お

ながたにひろひさ

い む ら ひさのり

（金沢大院自然）〇名原真人・山本 翔 ・西山嘉男・永谷広久・井村久則

【緒言】二種の混ざり合わない電解質溶液の境界領域である液液界面は、イオンの相
間移動や吸着反応、会合体形成などが界面電位差に依存して複合的に生じる二次元特
異反応場である。蛍光色素は、一般的に固体状態や会合体形成によって蛍光消光を示
すことが多いが、近年新しい発光物質として注目されている凝集誘起発光性（AIE）
色素のテトラフェニルエチレン（TPE）誘導体は、会合体形成によって発光強度が著
しく増大する。本研究では、電位変調蛍光（PMF）分光法と偏光変調全内部反射蛍光
（PM-TIRF）分光法 [1] を用い、2 つのカルボキシ基を有するアニオン性 4,4’-(1,2diphenylethene-1,2-diyl)dibenzoate（TPEDC2）について、液液界面における反応挙動を
分光電気化学的に研究した。
【実験】四電極式ポテンショスタットを用いて、TPEDC2を含む水相と 1,2-ジクロロ
エタン（DCE）相のガルバニ電位差（ wo ）を制御した。PMF 測定では、励起光（cw
laser, 376 nm）を全内部反射条件で入射し、電位変調に依存して変化する蛍光強度の交
流成分をロックイン検出して複素解析した。PM-TIRF 測定では、液晶移相子を用いて
励起光の偏光状態を p 偏光から s 偏光に 13 Hz で変調した。界面に吸着配向した蛍光
色素から得られる PM-TIRF 応答（Fps Fp Fs）を測定し、Fps の電位依存性と蛍
光波長依存性を解析した。
【結果と考察】水|DCE 界面におけるサイク
リックボルタモグラムでは wo V
に TPEDC2 のイオン移動応答が観測され
た。また、PMF 測定では、 wo V にお
いて TPEDC2の界面吸着に対応する弱い応
答を示した。PM-TIRF 応答の電位依存性は、
 wo V でFps < 0 となり、TPEDC2が
界面に水平に近い配向で吸着していること
が示唆された（Figure）。負の PM-TIRF 強度
は、イオン移動電位近傍において増大し、こ
の応答は電位の掃引速度に依存して変化し
た。さらに、 wo V における PM-TIRF
スペクトルの極大波長が長波長シフトを示
Figure. Potential dependence of PM-TIRF
したことから、TPEDC2のイオン移動過程に
responses for TPEDC2The vertical dashed
line indicates the ion transfer potential of
おいて界面近傍で会合体が形成され、蛍光
TPEDC2 at pH 8.8.
強度が増大したと考えられる。
[1] S. Yamamoto et al., J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 7248.
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Shewanella oneidensis が放出する電子の
定量的評価
いし き けん ご

（阪府大院工）○石木健吾

さいとう ま

き

齊藤真希

おおもと な つき

大本菜月

しいぎ

椎木

ひろし

弘

【緒言】Shewanella oneidensis は細胞膜にシトクロム c タンパク質の配置に基づく独
自の細胞外電子伝達経路を有する。嫌気条件下において，有機物を消費して生成した
電子を種々の金属イオンに受け渡すことで代謝を維持している。この電子伝達機能を
活用し，ウランやパラジウムイオンを電子受容体としたバイオレメディエーション，
および電極を電子受容体としたバイオ燃料電池などへの応用が期待されている。本研
究ではフェリシアン化物イオンを電子メディエータとし，S. oneidensis が放出する電
子の定量的な評価を試みた。
【実験】S. oneidensis（4.0×109 cells）が分散したリン酸緩衝液（pH 7.0）20 mL に，ギ
酸ナトリウム（0.1 M）および金属イオンを加え窒素バブリングを行った。電位差測定
は，指示電極に金線，参照電極に Ag|AgCl 電極を用いた。また暗視野顕微鏡や電子顕
微鏡（SEM, TEM）による観察を行った。
【結果】S. oneidensis 懸濁リン酸緩衝液に，ギ酸ナトリウム，および塩化金イオンを
加え窒素バブリングを行った。3 時間経過したところで，懸濁液の色が薄い黄色（塩
化金酸由来）から赤紫色に変化した。吸収スペクトルには，550 nm 付近に金ナノ粒子
の表面プラズモン共鳴（LSPR）による吸収がみられた。TEM 観察を行ったところ，
細胞表面に金ナノ粒子が観察された（Fig. 1a）。粒径が小さい金ナノ粒子（＜2 nm）と，
粒径が大きい粒子（＞10 nm），および直径 50 nm 程度の凝集体が観察された。培養時
間の増加に伴い懸濁液の色は青紫に変化し，LSPR による吸収ピークは増大するとと
もに長波長シフトした。7 時間培養後の TEM 観察では，凝集体のみが観察された（Fig.
1b）。細胞外に金ナノ粒子の存在が認め
られなかったことから，細胞外膜に局
在するシトクロム c タンパク質から外
膜付近に存在する塩化金イオンに電子
が供給され，細胞表面において還元反
応が進行し，金ナノ粒子が生成するも
のと考えられる。凝集体の形成は，金ナ
ノ粒子の生成，および成長が細胞表面
の同一サイトにおいて進行することを
示唆している。

Fig. 1 TEM images of a single bacterial cell (S. oneidensis) after
incubation for (a) 3 h and (b) 7 h.
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金ナノ粒子を用いたフレキシブル電極
の電気化学的特性評価
さいとう ま き

とみやまともひろ

ま つ い きょうへい

の だ たつお

し い ぎ ひろし

(1 阪府大院工、2 阪府大高専) ○齊藤 真希1・富山 智 大 1・松井 響 平 2・野田達夫2・椎木 弘

1

【緒言】近年，金属やカーボンをはじめとするナノ材料を用いた研究が広く展開され
ている。特に金ナノ粒子は高い発色性や化学安定性を持つことに加えて，合成や表面
修飾が容易であることから，様々な分野で応用されてきた。一方で，植物や微生物か
ら得られるセルロースナノファイバ（CNF）はセルロース鎖が相互に水素結合して形
成されたミクロフィブリルからなる束状構造を持つ。軽量でありながら高い機械強度
や柔軟性を持つなど優れた特性を有していることから，新たな機能材料として注目さ
れている。本研究グループでは，金ナノ粒子と CNF を複合することで新しい電極材
料の開発を行っている。今回，この複合膜の電気化学特性について詳細に調べた。
【実験】金ナノ粒子（粒径 30 nm）と CNF を混合して得られた複合液をろ過し，乾燥
することで複合膜を得た。複合膜の金含有量を熱分解/質量分析計を用いて見積もっ
た。直流四端子法により複合膜の電気抵抗測定を行い，比抵抗率を算出した。複合膜
を作用極，対極に白金コイル，参照極を Ag|AgCl とした電極系を用いて，フェリシア
ン化カリウム溶液中でサイクリックボルタンメトリ（CV）を行った。
【結果】吸引ろ過によりメンブレンフィル
ター上に得られた複合膜は金体積占有率に
基づく着色を示した。金体積占有率 1 vol%
以下の複合膜は赤色，2 vol%以上では黒色
を呈した。一般に溶液中で分散した金ナノ
粒子は赤色を呈し，凝集に伴い青色に変化，
さらに黒色沈殿を生じることが知られてい
る。このことから，1 vol%以下では複合膜に
おいて金ナノ粒子が分散しているものと考
えられる。比抵抗率は複合膜における金体
積占有率が増加するにつれて減少した。13
vol%で金板と同等の比抵抗率（2.9×10 － 6 Fig.1 CVs of AuNPs/CNF film electrodes as a
Ωcm）が得られた。複合膜を作用極として得 function of scan rates (5 ~ 50 mV s-1) in 5 mM
たボルタモグラムにはフェリシアニドの酸 K3[Fe(CN)6] in 0.1 M Na2SO4
化還元に基づく典型的な応答が見られた（Fig.1）。そこで，酵素固定によるグルコー
スセンシングについて検討した。
© 2018 The Polarographic Society of Japan
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ビオロゲンの酸化還元で駆動する
ヒドロゲルの電気化学
（長崎大院工）

わん ぼう

たはら

ひろのぶ

さがら

たかまさ

〇王 博・田原 弘宣・相樂 隆正

【緒言】水中でのビオロゲン酸化体(V2+)のラジカルカチオン(V•+)への 1 電子還元は、
対アニオンの解離と脱水和を伴う。V2+は互いに静電反発するが、V•+は-スタッキン
グによってダイマー化しやすく、HOPG 電極や金単結晶電極の平坦な表面上では、サ
イドオン配向で高度に組織化した相を生成する[1]。この可逆性が高い酸化還元は、ヒ
ドロゲルの大きな体積変化を駆動できるはずである。
我々は、ビオロゲンペンダント型高分子ヒドロゲル(PLLV-GAgel: Fig. 1)を、ポリ−L−
リジン(PLL)を主鎖とし、グルタルアルデヒド(GA)架橋して合成した。PLLV-GAgel が
水中浮遊状態で、還元によって収縮し、再酸化で元に戻る挙動を精査した。また、エ
チレングリコールジグリシジルエーテル(EGDE)架橋したゲル(PLLV-EGDEge)やビオ
ロゲンを含浸させたのみのゲルと酸化還元挙動を比較した。これにより、架橋剤の違
いや共有結合による固定化の有無が酸化還元挙動に及ぼす効果の解明を狙った。電極
上で示す酸化還元挙動を、エレクトロリフレクタンス(ER)法も用いて精査した。
【実験】ビオロゲン(BC-V: Fig. 1)を、PLL の-アミノ基と
のアミド結合で PLL にペンダントし、残存-アミノ基を
架橋に用いた。また、PLL と BC-V を混在させた状態で GA
架橋したゲル(PLL-GAgel+V)を合成した。ゲルを電極とガ
ラスセル内面との間に挟み込んで電気化学測定した。
【結果】ビオロゲン導入率 = k / (k+l+m+n) = 0.25 の PLLVGAgel を水中浮遊状態でジチオナイト還元し、次いで酸素
飽和水で酸化したところ、数分オーダーの還元収縮と数
十分オーダーの再酸化膨張が起こった。収縮は体積減換 Fig. 1. Molecular structure of
算で 93であり、この値はゲルの含水率 96に対応した。 PLLV-GAgel and BC-V.
BC-V 溶液中浮遊状態の PLL-GAgel+V と水中の
PLLV-EGDEgel は、ジチオナイト還元で赤紫色
を呈したが収縮しなかった。
Fig. 2 は、Au 電極表面に接触させた 3 つのゲ
ルの CV である。いずれの応答も長時間(> 8 h)
安定であった。BC-V の溶液中濃度を 200 M に
すると、PLL-GAgel+V の電流値(②)は PLLV- Fig. 2. Cyclic voltammogram (CV) of
in 50 mM phosphate buffer
GAgel の値(①)に達した。ER 測定から求めた PLLV-GAgel
(pH = 7.0) (①), PLL-GAgel+V in 200 M
PLLV-GAgel のダイマー率は約 83％であるのに BC-V solution (②), and PLLV-EGDEgel in
対し、PLL-GAgel+V のダイマー率は約 39％で 50 mM phosphate buffer2 (pH = 7.0) (③) on
a Au electrode (0.02 cm ).
あった。高分子ヒドロゲル化がダイマー化を有
利にしていることを示した。2 つのゲル内における V•+/V2+対の式量電位 Eo’は PLLGAgel+V の Eo’より 130 mV より positive であった。ピーク電流 ip はいずれも掃引速度
v の平方根に比例し、ピーク電位差Ep は 26 mV (①)、70 mV (②)、24 mV (③)であっ
た。PLLV-GAgel 中では、V•+のダイマー化が更に周囲の V2+の還元を促す過程が起こっ
ていることを暗示した。
【参考文献】 [1] T. Higashi, Y. Shigemitsu, T. Sagara, Langmuir, 2011, 27, 13910.
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2S7

パラジウム・ニッケル複合材料の作製と
電気化学特性
こばやしゆうすけ

お や ま むねたか

（京大院工）○小林勇介・小山宗孝
【目的】貴金属ナノ粒子は高い電極触媒能を持つため、燃料電池用触媒や電気化学分
析などに利用されている。当研究室では、塩化パラジウム酸カリウム水溶液にニッケ
ル線を浸漬するだけで、酸化還元電位差を利用しニッケル表面へパラジウムを簡便に
修飾する方法について検討してきた。しかし、この方法で作製した電極の電気化学応
答は個体差が大きいという問題があった。そこで本研究では、パラジウム修飾ニッケ
ル線電極の電気化学特性と再現性の向上を目的として電極作製法の詳細について検
討した。また、それをもとに、ニッケル粒子を担持体として用いたパラジウム・ニッ
ケル複合材料の作製についても検討し、その電気化学応答を測定した。
【方法】ニッケル線を用いた検討では、直径 0.25 mm のニッケル線を 1.0 mM K2PdCl4
水溶液に一定温度で浸漬することによりパラジウムの表面修飾を行なった。また、作
製した電極の電気化学応答については、パラジウムの酸化還元応答が観測できる 0.5
M 硫酸中、および、特徴的な電気化学応答が得られる 1.0 M エタノールを含む 1.0 M
水酸化ナトリウム水溶液中でサイクリックボルタモグラムを測定して評価した。
【結果】作製した電極に対する電気化学応答の個体差が大きい理由として、ニッケル
線に修飾されるパラジウムの量が、全く同様の操作で調製を行っても異なってしまう
ことが考えられる。そのため、ニッケル線の表面状態をできるだけ一定にするために、
25%アンモニア水や 1 M 塩酸で洗浄することを試みた。その結果、塩酸で洗浄した場
合に再現性の向上が見られた。
また、当初は室温で調製を行っていたが、温度の制御によりパラジウムの表面修飾
を促進した。その結果、50 ℃で浸漬することにより、室温でみられたパラジウムの偶
発的な未修飾は起こらなくなり、また、再現性の向上や電解電流の増加が確認できた。
しかし、50 ℃で 1 時間浸漬した電極の SEM 像を測定したところ、ニッケル表面が多
量のパラジウム粒子で完全に被覆されていることがわかった。これに対して、浸漬時
間を 5 分に短縮すると、ニッケル表面上にパラジウムナノ粒子が形成される SEM 像
が得られた。この結果は、今回の K2PdCl4 水溶液に浸漬するだけの方法で、パラジウ
ムの修飾量や被覆率を制御してパラジウム･ニッケル複合電極材料を作製できること
を示している。
従来、パラジウム触媒の担持材料としては多孔質炭素などが知られているが、導電
性のニッケル粒子は、新しい担持材料として期待でき、簡便な表面修飾も調製上の利
得となる。そのため、各種ニッケル粒子を担持体としたパラジウム修飾ニッケル粒子
の調製についても検討した。その結果、検討した全てのニッケル粒子で、パラジウム
に由来するエタノールの電極触媒酸化応答が得られたため、K2PdCl4 水溶液に浸漬す
る方法は、ニッケル･パラジウム複合粒子の作製に有効であることがわかった。
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2S8 直接電子移動型の酵素触媒電極反応特性の
向上を志向したタンパク質工学的アプローチ
ひ

び

の ゆう や

か わ い しょう た

きたずみ ゆ う き

し ら い おさむ

か の う け ん じ

(京大院農) ○日比野佑哉・河井翔太・北隅優希・白井 理 ・加納健司
【緒言】
酸化還元酵素反応と電極反応は共役させることが可能であり，これをバイオエレク
トロカタリシスと呼ぶ．とりわけ電極を一方の基質とみなす直接電子移動(DET)型反
応は，デバイス応用の面で種々のメリットを持つため注目されている．
本研究では、タンパク質工学的手法を用いた DET 型触媒活性を持つ酵素の改良を
目的とした．モデル酵素として，フルクトースの酸化を触媒し，高い DET 型触媒活
性を持つ酢酸菌由来の膜結合型酵素であるフルクトース脱水素酵素(FDH)に着目した．
FDH は触媒活性中心としてヘム c を 3 つ有しており，その一部と電極とが直接的に電
子授受すること，うち 1 つが DET 型触媒サイクルに関与しないことが明らかとなっ
ている．本研究では，より低い電位での酵素から電極への電子伝達，および触媒電流
密度の上昇を志向した FDH のタンパク質工学的改変を試みた．
【方法・結果】
電極と直接電子授受を行うヘム c の軸配位子となるアミノ酸残基であるメチオニン
を，より電子供与性の高いグルタミンに置換した変異体(M450Q)，酵素内部の電子伝
達に関与しないとされるヘム c を含む領域を欠損した変異体(1c)，および両改変を施
した変異体(M450Q1c)を作製した．
金の平板電極を用いて，サイクリックボルタンメトリーで変異体の特性を評価した．
M450Q の電流密度—電圧曲線は FDH と比べて負電位側にシフトし，半波電位がおよ
そ 0.2 V 低くなった．また1c は，限界電流密度が FDH のおよそ 1.5 倍に上昇した．
これらはそれぞれ，電極と電子授受を行うヘム c の酸化還元電位の低下，酵素の単位
面積あたりの吸着量の上昇に起因すると推測した．M450Q1c ではこれら 2 つの特徴
を併せ持つ電流密度—電圧曲線が得られた．
また，M450Q と M450Q1c では 0.4 V より高電位の
領域で電流密度が電位に非依存的となった．これは，
これら変異体が DET 型触媒反応に適した配向で一様
に電極上に吸着していることを示唆している．この特
徴は，酵素を電極に吸着させた後に電極に 0.5 V を
印加した際，特に顕著に表れた．このことから，
M450Q および M450Q1c の吸着配向は，サイクリック
ボルタンメトリー中の電極表面の正電荷と酵素の相互
作用によって DET 型触媒反応に適した配向に変化し
たと考えられる．

図 1 FDH およびその変異体の
電流電圧曲線

1) S. Kawai, T. Yakushi, K. Matsushita, Y. Kitazumi, O. Shirai, K. Kano, Electrochem. Commun., 2014, 38, 28.
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2S9

液状炭素電極を用いるポーラログラフィーの
微量分析への展開
(信州大理)

おかだ

○岡田

たくや

たつみ

拓也・ 巽

ひろすけ

広輔

【緒言】当研究室では、滴下水銀電極に代わる表面の自動更新可能な電極として、グ
ラファイト粉末とバインダー液体を混合した液状炭素電極を検討してきた。最近、水
流を用いて炭素滴を強制的に脱離させるドロップノッカーが開発できたため、適用範
囲が広がりつつある。そこで本研究では、液状炭素電極への電位パルス印加のタイミ
ングとドロップノッカーによる炭素滴の脱離のタイミングを同期させ、微分パルスポ
ーラログラフィーを行い、液状炭素電極が微量分析へ適用可能か検討した。
【実験】平均粒径 3 m のグラファイト粉末と低粘度流動パラフィンを質量比 1:2.75
で混合した液状炭素をシリンジポンプにより送液し、溶液と触れる部分を絶縁コーテ
ィング剤で処理したステンレス鋼製キャピラリー(内径 0.37 mm)を通して、測定溶液
中に吐出させた。ソレノイドアクチュエータにパルス電圧を与えることでマイクロピ
ペットを動かし、炭素滴を水流により脱離させた。電位パルス発生、電流信号の記録、
ドロップノッカーの制御を自作のプログラム(Python) により一元的に行った。
【結果と考察】19.6 M のフェロセンカルボン酸
(FcCOO)ついて得られた微分パルスポーラログ
ラムを Fig. 1 に示す。220 mV vs. Ag/AgCl 付近に
FcCOOの酸化ピークが明瞭に現れた。この微分
パルスポーラログラムの半値幅は 133 mV であ
り、可逆波の理論値 (90.4 mV)よりも広がった。
ピーク電流値は、0.375 M から 29.4 M の範囲
で濃度に比例し、検量線の傾きと残差標準偏差か
ら検出限界を 0.43 M と見積もった。この値は以
前の研究で求まった直流ポーラログラフィーで
の検出限界の値 0.42 M とほぼ等しいものだっ
た。半値幅の比較と検出限界の比較から、液状炭
素電極内部で IR ドロップが生じ、微分形式にし
たときに感度が低下していると考えられる。液状
炭素の流出にともない、IR ドロップの大きさが
変動するため、ポジティブ・フィードバックでの
補償も難しい。この問題を解決するため、電気伝
導性を上げるような炭素粉末とバインダー液体
の再検討を行う必要がある。現在、適切な素材と
混合比率について探索を行っている。

Fig. 1 FcCOO (19.6 M)の
微分パルスポーラログラム
赤 FcCOO
黒 blank
支持電解質 0.1 M KCl,
電位走査速度 1.8 mV s1,
電位パルス周期 4 s,
パルス幅 0.25 s,
パルス高さ 50 mV
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2S10

インジゴ誘導体配位子を有する
新規ルテニウム錯体の電気化学
および CO2 還元への応用

(1 中央大院理工、2IIT Bombay, India、3Univ. Reading, UK、4 東工大院)
ありたに か ず し

○有谷一志1、Madhumita Chatterjee2、Goutam K. Lahiri2、James Taylor3、Frantisek Hartl3、
や

つ たいき

いしたにおさむ

は が ま さ あき

谷津大気4、石 谷 治 4、芳賀正明1
【緒言】近年、ノンイノセント性配位子を有する錯体が、CO2 などの小分子の活性化のため
のレドックス触媒の観点から注目を集めている。酸化・還元両方で多電子移動可能な錯体を
用いれば、カソードで CO2 還元、アノードで H2O 酸化といった、一つの錯体によるバイポー
ラ―電解システムへの応用が考えられる。我々は、酸化および還元に多段階のプロトン共役
電子移動が可能であるインジゴをノンイノセント性二座配位子として用いることにした[1]。
八面体構造をもつルテニウムイオンの回りの三座配位子に、ビス(ベンズイミダゾリル)ピリ
ジン (mbimp)、基質が配位可能なサイト X をもつ[Ru(N^N^N)(N^O)X]錯体 (Fig.(a)) を合成し、
その電気化学および CO2 分子との活性化について検討した。
【実験結果と考察】[Ru(N^N^N)(N^O)X] 錯体での単座配位子 X を X = MeCN, Pyridine, tBuNC,
CO と置換した時に、錯体の電子状態がどう変化するかをサイクリックボルタンメトリー
(CV) から調べた。アルゴン雰囲気下では、3 つの酸化波および還元波が観測され、電位は
MeCN＜Pyridine＜tBuNC＜CO の順に正電位側にシフトした 。水 (3%) を加えた CH3CN 中 CO2
雰囲気下での還元側の CV を測定すると、CV が大きく変化して-1.82 V vs. Fc+/Fc 付近に触媒
波が現れた (Fig.(b) (c))。さらに水添加した CH3CN 中 CO2 雰囲気下にて、-1.82 V vs. Fc+/Fc の
定電位電解を行い、Ru-MeCN 錯体および Ru-CO 錯体の CO2 還元生成物の定量分析を行った。
その結果、Ru-MeCN 錯体では H2 が、Ru-CO 錯体では CO および HCOO-が還元主生成物とし
て観測され、生成物に大きな違いがでることがわかった。

Fig. (a) 合成した錯体の構造および CH3CN 中 (0.1 MTBAPF6) 、アルゴン雰囲気下 (実線) およ
び 3%の水を加えた CO2 雰囲気下 (破線) での CV : (b) Ru-MeCN 錯体および (c) Ru-CO 錯体

[1] G. K Lahiri, et al. Inorg. Chem., 2016, 55, 31052.
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