論

文

固体高分子水電解セルにおけるオゾン水生成の
多層電極等による特性改善
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The characteristics improvement of ozone water production by multi-layer electrodes
at water electrolysis cell by solid polymer electrolyte
Takahiro Ohba*, Hironobu Kusunoki*, Daisuke Sunakawa*, Takuto Araki*, Kazuo Onda*

Ozone is recently used for many purposes as an environmental friendly oxidant, so the ozone production device with
high ozone concentration and low production energy is desired. One of the candidates for such device is the ozone
water production by water electrolysis cell using the solid polymer electrolyte with PbO2 anode catalyst, which has
merits to be compact and to produce high-concentration ozone water directly by the deionized water electrolysis. In this
study, we have tested ozone water production by changing electrodes and electrolytes constitution in order to improve
the ozone production performance. Tested two electrolytes are Nafion117 and a membrane-electrode assembly (MEA)
with Pt catalyst on cathode side of Nafion117. Tested two electrodes are mono-layer of Ti expanded metal and four
different mesh layers of Ti expanded metal. Ozone water production tests are performed under long-term operations
changing temperature and flow rate to optimize experimental conditions. The voltage-current characteristic for
electrolysis cell have been improved significantly, when the electrode is four layers of Ti metal and the electrolyte is the
MEA with Pt catalyst. The stable ozone water concentration has been obtained by operating the cell for about 8 hours.
The optimum temperature and water flow rate for ozone water production are 25〜30℃ and 33L/h, respectively.
Furthermore, the optimum overpotential was measured by a reference electrode at the cathode-side MEA, and the
anode catalyst suitable for ozone water production was identified to be βPbO2 by the X ray diffraction pattern.
.
キーワード：オゾン水，固体高分子膜，水電解セル，PbO2 アノード触媒，多層電極，参照電極
Keywords：Ozone water, Solid polymer electrolyte, Water electrolysis cell, PbO2 anode catalyst, Multi-layer electrode, Reference electrode

膜（SPE）による水電解で、高濃度オゾン水が直接生成でき

１．はじめに

ることが期待されているが(1−5)、オゾン生成エネルギーが高

オゾンは強力な酸化力を持ち、後処理が簡単で二次公害

く、安定した性能が得られていない。本研究はこの SPE に

が少ないことから、今日では殺菌、酸化、脱臭や脱色など

よる水電解オゾン水生成法を小型水電解セルで実験的に研

幅広い分野で利用されている。そのため、高濃度で高効率

究し、電極を多層化したり、供給水流量や運転温度、運転

のオゾン生成装置が要求されてきた。現在は、無声放電な

時間を変えて特性を向上させることを検討した。つまり、

どで高濃度気体オゾンをまず作り、それを水に溶解させて

PbO2 アノード触媒を用いた SPE による水電解セルで高濃度

オゾン水として殺菌や脱色などに用いられている。これに

オゾン水を生成したこれまでの我々の実験(6)を更に発展さ

対し、近年、PbO2 アノード触媒を用いた固体高分子電解質

せ、セルの電圧・電流（V-I）特性を改善するため電極や SPE
の構成を変えて実験した。更に PbO2 アノード触媒を X 線回
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折により構造解析した。この時、電極には多孔度の同じ単
層と多孔度を変えた多層電極を、SPE には Nafion117 と
Nafion117 のカソード側に Pt 触媒を析出させた膜電極接合体

1
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（MEA）を用いて実験した。また、運転時間や電流遮断に
e‑

よるオゾン水濃度の変化やセル供給水温度や供給水流量の
オゾン生成に与える影響を実験した。更に参照電極により

＋

e‑

−

H2O

H2O

両極の過電圧を測定し、オゾン生成との関連性を調べたの
で報告する。
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２．オゾン水の生成法
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SPE を使った電解セルによるオゾン水の生成原理を図１

SPE

に示す。ここでオゾンを生成するには、アノード触媒とし
Anode

て酸素反応過電圧の高い PbO2 触媒を用いる。図１で両極に

Cathode

図１ オゾン水の生成図
Fig.1 Schematic diagram of ozone water generation

はイオン交換筒を通したイオン交換水を供給し、電圧を印
加し、水を電気分解する。このとき、アノードとカソード
側では次の反応が起こる。
アノード反応
2 H 2O → O2 + 4 H + + 4e −

・・・・・・・・・・(1)

3H 2O → O3 + 6 H + + 6e−

・・・・・・・・・・(2)

カソード反応
2 H + + 2e− → H 2
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Thermo couple
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TC

Ozone water

・・・・・・・・・・(3)

Static mixer

準に 1.51V である(7)。このオゾンを電解セルに流す水に溶解

＋

させるのがオゾン水生成の原理である。(2)式に必要な理想

H2
Anode
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TC

的電圧は 1.23V である。1.51V に対応するオゾン生成に必要
な理論生成エネルギーは 5.06kWh/O3‑kg(7)となる。しかし、

H2O
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室温で(1)式の反応に必要な理想的電圧は水素標準電極を基
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実際の生成エネルギーは過電圧などの損失により、理論エ

―
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図２ 実験装置構成
Fig.2 Schematic diagram of experimental apparatus
IV
Ep =
・・・・・・・・・・・(5)
Qg・vg + Qaq・vaq

ネルギーの十倍以上が使われている（1−3）。水電解オゾン水
生成法は高濃度オゾン水を小形装置で簡便に生成できる
が、この高い生成エネルギーを下げることが本法を工業化
する上で重要となる。

ただし、I はセル電流[A]、V はセル電圧[V]、Qg は気相オゾ

水電解でオゾンを生成する際、(2)式の反応の方が必要エ

ン濃度[kg/L]、vg はガス体積流量[L/h]、Qaq は液相オゾン濃

ネルギーが低いため、酸素が発生し易い。そこで、(2)式の

度[kg/L]、vaq は水流量[L/h]を表す。

反応を抑えオゾンを効率良く生成するため、PbO2(1 − 6) や
Ta(8)、ダイヤモンド(9)などのオゾン生成触媒を使う。これら

３．実験方法

の触媒の中で PbO2 が現在最も優れた触媒である。また、
PbO2

〈３．１〉実験装置構成

の中でも、αPbO2 よりもβPbO2 がオゾン生成に適している

図２に示す実験構成において、

ポンプは水電解セルのアノードとカソードにイオン交換水

ことが実験的に確認されている(1−5)。

を供給し、セルに印加される電圧は水を電気分解する。セ

オゾン生成の性能を評価するため、電流効率ηや生成エ

ルと気液分離器、オゾン飽和器は恒温水で一定温度に保つ

ネルギーEp が用いられる。ηは水電解によって生成された

ようにし、オゾンが水に一定温度で溶解するように注意し

オゾンの割合を表し、(4)式で与えられる。
6 FQ
・・・・・・・・・・・・(4)
η=
MI

た。アノードで生成したオゾンはセルで供給水と混合しな
がら水に溶解し、更にオゾン飽和器で水に溶け込み、そこ
で液相オゾンと気相オゾンに分離され、それぞれの濃度は

ただし、F はファラデー定数[C/mol]、Q は液相と気相オゾン

紫外線吸収型の液相オゾン濃度計（荏原実業，EL−550）と

の発生量[kg/h]、M はオゾンの分子量[g/mol] 、I はセル電流

気相オゾン濃度計（荏原実業，EG−500）で測定される。こ

[A]を表す。なお、(2)式より、(4)式右辺の分子の６を４とし、

こで、アノードからオゾン飽和器へ導かれる配管中には 17

M を酸素の分子量[g/mol]、Q を酸素発生量とすれば、発生

エレメントのスタティックミキサーが挿入されて、その先

酸素割合を表す電流効率が得られる。生成エネルギーEp は

にバブラーが設置されている。スタティックミキサーは発

オゾン１kg を生成するのに消費したエネルギーを表し、液

生した気泡を半分に分割し水との接触を改善し、図３に示

相と気相のオゾン濃度と V-I 特性より、以下の式で求められ

すように液相オゾン濃度を増加させる。更に、バブラーを

る。

通す事によって発生ガスをより小さな気泡とし、水への溶
2
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図３ スタティックミキサーによる液相オゾン濃度の改善
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Fig.3 Different of ozone water concentration by static mixer

図 4 水電解セルの構成
Fig.4 Schematic diagram of water electrolysis cell

解を促進している。一方、カソード側に生成した水素は気
液分離器で分離した後排出し、分離された水は再びセルへ
戻される。

200μm

〈３．２〉 水電解セルの構成

図４に示すように本研究

200μm

で用いた水電解セルは SPE を電極で挟み、その外側を通電
板で挟み、更に絶縁板で挟む。また、セルにはアノードと
カソードの過電圧が測定できるように、カソード側に参照

100μm

電極が図４のように取り付けられている。
両電極は単層構成のものと多層構成のものを用いた。多

100μm

層電極は図５に示すように 4 層構造で、SPE に近づく程細

50μm

100μm

かい目となっている。多層電極の２層目と３層目は同じ目
図 5 多層電極構成
Fig.5 Schematic diagram of multi-layer porous electrode

の細かさ・厚さで、それぞれの目が交差するように重ね合
わせた。単層電極は多層電極の２層あるいは３層目と同じ
で、厚さが 200μm のものを用いた。それぞれの電極は Pt
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メッキした Ti エキスパンドメタルで、カソードとアノード
は共に多層電極か単層電極で実験し、アノード側の SPE に
接する層だけに PbO2 を電解メッキした。多層電極は SPE と
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図６ 参照電極の設置法
Fig.6 Schematic diagram for seting reference electrode

特性が改善されると考えられる。それぞれ２種類の電極と
SPE を組合せた４種類の実験を行い、オゾン生成に優れた

表 1 セルの実験条件

構成を実験した。

Table.1 Experimental conditions for electrolysis cell

図６に参照電極の取付け方を示す。この場合参照電極は

Electrode area [cm2]
Current density [A/cm2]
Cell supply water temperature [℃]
Supply water flow [L/h]

水電解を大気圧で行なうので水素標準電極（SHE）となる。
参照極は 0.5mmφの Pt 線で、SPE と接触する部分は渦巻き
状に Pt 線を巻き、膜と十分接触するようにしてある。この
参照電極を基準に、アノードとカソードの電極電位を測定

10
1.0
10,20,25,30,40,50
0.6,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33

オゾン生成には PbO2 触媒が不可欠であり、PbO2 にはα

した。アノード電位には膜抵抗による IR と理論分解電圧

PbO2 とβPbO2 があり、オゾン生成には後者が適している（１）

ENernst が含まれるため、アノード電位からそれらを引いてア

（３）

。そこで、今回、我々が実験した PbO2 がαかβか X 線

ノード過電圧ηa とした。ここで、膜抵抗 R は約 10kHz の

回折で調べた。

LCR メーターで測定し、水素標準電極の水素分圧による補

正は小さいため無視した。
3
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表１に電解電流密度、電極面積、
10
Current efficiencyη [%]

セル供給温度や水流量の実験条件を示す。本研究ではまず
電極と SPE の組合せを変えて実験し、V-I 特性に優れた組合
2

せを選び出した。次に電流密度を 1.0A/cm として、約 80 時
間運転し、長時間特性を計測した。また、電流を実験途中
で切り、30 秒後に再び流し、その後の電流遮断効果を計測
した。その後セル供給水温度と供給水流量の影響を実験し

Ozone gas
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Cell supply water temperature:25[℃]
Supply water flow rate:3[L/h]
Ozone water

4

40
30
20

2

10

た。ここで、セル供給水流量は、本研究で使用している扱

0

0
0

きポンプの最大流量 33L/h まで実験した。

Ozone concentration [mg/L]

〈３．３〉セル実験条件
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図８ 長時間運転による電流効率の変化
Fig.8 Change of current efficiency by operation time

４．実験結果と考察

10

図７に電極と SPE の組合せによる V-I 特性の変化を示す。
Current efficiencyη [%]

実験はセル供給水温度を 25℃、供給水流量を 3L/h とした。
電極と SPE の組合せを変えると図７のように V-I 特性も変
わり、電極を多層構造とし、SPE を Pt 触媒付き MEA とし
たとき最も優れた V-I 特性を示した。この理由は、電極を多
層にすることにより電極と SPE の接触面積が増え、カソー
ド側に Pt を担持させた MEA によりカソード側の過電圧が

100

Current interruption
2

Current density:1.0[A/cm ]
Cell supply water temperature:25[℃]
Supply water flow rate:3[L/h]

8
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〈４．１〉電極と SPE の組合せによる V-I 特性の変化

20

Ozone water
0
1

低下したためと考えられる。以下の実験では最も優れた V‑I

2

3

4

Time [h]

特性を示した Pt 触媒付き MEA と多層電極を用いた。
〈４．２〉長時間運転特性
図８に運転時間による電流

図９ 電流遮断による電流効率の変化
Fig.9 Change of current efficiency by current interruption

効率ηの変化を示す。実験は電流密度 1.0A/cm2、セル供給
水温度 25℃、供給水流量 3L/h で約 80 時間行なった。図８

Beaufils らの報告(4)と同じで、長時間運転によって PbO2 のオ

のように、η（オゾン濃度）は時間と共に一度ピークを迎
(3)

え、その後ほぼ一定となり、竹中らの報告 と同様の結果が

ゾン生成に適した結晶構造が電流遮断により元の結晶構造

得られた。これは、通電時間と共に PbO2 がオゾン生成に適

に戻ってしまうのではないかと考えられる。この実験では

した結晶構造になるためと思われている(3)。本研究では、通

電流遮断後約 3 時間では元のηに戻らなかったが、3 時間後

電後約８時間で安定した高いηを得る事ができると考えら

の液相オゾン濃度は約 14mg/L であり、一般的に工業用とし

れる。

ては 10mg/L 以下の濃度で使用するため(10)、それと比べると

〈４．３〉電流遮断の効果

図９に約１時間半通電した

高く、十分に利用可能な濃度であった。

後に 30 秒間電流を遮断した後のηの変化を示す。図９のよ

〈４．４〉供給水流量によるオゾン生成特性の変化

図

うに、電流を一時遮断するとηは大きく減少し、その後約 3

10 に供給水流量によるηの変化を、図 11 に生成エネルギー

時間経過しても元の性能に戻らなかった。この結果は

Ep と時間当たりのオゾン発生量[g/h]の変化を、1.0A/cm2 の

電流密度、25℃のセル供給水温度の実験に対して示す。図
10 のように供給水流量を増加させるとηは増加し、33L/h
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5.0
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で約 12％となったが、Stucki ら（2）の 19％より低い。また、

4.0

図 11 のように、供給水流量を増加させると Ep は減少し、

3.5

33L/h で約 95kWh/O3-kg となり、これは Stucki ら(2)の 60

3.0
2.0
1.5
1.0
0.0

kWh/O3-kg より高い値となった。なおカソードで発生した

Supply water flow rate:3[L/h]
Celｌ supply water temperature:25[℃]

2.5

H2 を発電効率 50％の燃料電池で利用した場合、消費エネル
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0.5
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ギーは約 86kWh/O3-kg となる。図 11 に示すように水流量が
低い 6L/h 以下では、液相オゾンより気相オゾンの発生量が

2.5

大きい。しかし、水流量を増加させていくと、液相オゾン

2

Current density [A/cm ]

の発生量が増え、33L/h では発生したオゾンの６〜７割が水
図７ 電極と SPE の組合せによる V-I 特性の変化

に溶け込んでいる。このようにして、オゾン収率を上げる

Fig.7 Change of V-I characteristics by combination of electrode

ためには、水流量を増やし、発生したオゾンガスを効率的

and SPE

に水に溶かし込むことが重要と考えられる。
4

水電解によるオゾン水生成の特性改善
図 12 にオゾン飽和曲線(11)と流量変化による液相オゾン濃
40

度を示す。25℃でのオゾン飽和濃度は約 15mg/L であるが、
Solubility [mg/L]

水流量の小さい 3L/h では飽和濃度を超えた値
（約 24.4mg/L）
が測定された。水流量を増やすと液相オゾン濃度は低下し、
水流量 33L/h では約 9mg/L となった。過飽和となった理由
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あると考えられる。白金参照電極を使ってアノード過電圧
を測定し、オゾン生成に適した運転条件との関連も調査し
た。X 線回折により、実験した PbO2 触媒はβPbO2 が多く含

ル供給水温度が高いとηも低下し、温度が低く過ぎてもη

まれ、通電によりαPbO2 が減少し、βPbO2 が増加すること

は低下する。つまり、ηa が高すぎても消費動力が増える割

が確認できた。

にオゾン生成に有効に働いていないことが分かる。従って、

謝辞：PbO2 触媒電極の作成に当り、(独)産業技術総合研究

温度上昇に伴うηa やηc の低下による消費動力の低減と、オ

所・関西センター・山根昌隆様にご指導戴いたことに、参

ゾン溶解度の低下をバランスさせることが重要と思われ

照電極による測定に当り、横浜国立大学太田健一郎教授、
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学生の笹谷悠子様にご指導戴いたことに感謝申し上げま
す。

〈４．６〉X 線回折

図 17 に PbO2 触媒の実験前後の X
線回折角を示す。測定試料は実験に用いた PbO2 触媒付きの

（平成 16 年 2 月 23 日受付，平成 16 年 9 月 24 日再受付）

電極をそのまま用いた。実験前にはαPbO2 のピークが一部
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