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水素は，燃焼させてエネルギーを取り出した後，水（H2O）しか生ぜず，且つ，その存在量は無限に近い
ことから理想的なエネルギー源である．しかし，水素分子単離には多大なエネルギーが求められるため，
新しい発想が必要である．さらに，水素を実利用するためには，水素の単離（あるいは合成）に加えて，
保存（貯蔵），運搬，分配および最終的な利用（燃焼）の各段階における現時点での問題点を再考察するこ
とが重要である．本特定課題研究では，物理，化学，生物分野における水素に関わる基礎および応用研究
の実体を理解し，上記の課題を解決するための新しい提案を掲げることを目的とする．
第４回研究会（平成 26 年 10 月 27 日，東京大学生産技術研究所・An404 会議室）
参

加

者：樋口芳樹，福谷克之，森永正彦，松本
石川宣勝，石橋善弘，斎藤

満，八木達彦，田中一英，深井

有，山口

兆，

卓，青木博史

招待講演者：加納健司教授（京都大学），工藤昭彦教授（東京理科大学）
コアメンバー以外の研究者の講演会を開いた．具体的には，バイオ電池，バイオ素子の開発に関する基
礎的研究（加納健司・京都大学教授）および人工水素触媒の合成研究（工藤昭彦・東京理科大学教授）に
ついて講演をしていただいた．
加納健司先生は，「ヒドロゲナーゼ電極接合から見えるもの」というタイトルで，タンパク質分子を用い
たバイオ電池の電気化学的研究について講演された．
燃料電池においては，重量エネルギー密度の点からは水素やギ酸が，また，体積エネルギー密度の点か
らは糖類や有機物が有利である．一方，燃料の完全酸化の観点からは水素やギ酸が最も優秀な燃料である．
現在のバイオ電池の電極は，主に酵素と電極の間の電子移動にメディエータ（メチルビオロゲン等の人工

178

特定課題研究１「水素を新しいエネルギー源とする新領域の構築」

電子伝達体）を使うメディエータ利用電子移動型電極（MET タイプ）とメディエータを使わない直接電子
移動型電極（DET タイプ）に分けられる．MET 型では，加納先生がソニーと共同開発されたグルコース酸
化酵素を用いた血糖値センサーが特に有名である．このシステムでは，アノード側で反応する基質のグル
コースやカソード側で電子を受け取る酸素の溶解度が高いため MET 型が有効である．これに対して，水素
を基質とするような酵素・ヒドロゲナーゼを利用したアノード電極では，水素の水への溶解度の低さが問
題となる．それぞれの課題を挙げると，MET 型では，反応場を強く拡散しなければならない．一方，DET
型電極を用いた場合，酵素を担持した電極近傍で十分な基質濃度を確保しなければならない．水素ガスの
拡散効率の高い特殊な電極として，加納先生等のグループは三相界面電極を開発した．この電極は，酵素
をより高密度に担持させるため 100 nm 程度の凹凸を作った「固相」と，その固相にメソ細孔を開けること
により大量の水素を供給する「気相」および固相と気相間の「液相」の三相からなる．この三相電極では，
酵素の担持密度を上げることが可能となり，しかも高い基質濃度が保証されることにより，現在，5mW/cm

2

を超える出力を確保できるようになった．
生物酵素を使った電極が実用化されるまでの主なる問題点についての質問がった．これに対して，実用
化までにはまだ 5 年位の開発研究期間が必要であろうという回答であった．また，バイオ電極は，酵素を使
うために一度に大きな電力を得る道具としては適当ではない．現時点では，徐々にゆっくりと反応させ，
センサーとして利用するのが最も適当な利用形態であろうと説明された．しかし，今後，我々が想像して
いなかったような頑強で高活性，しかも酸素耐性をもつような酵素が発見される可能性についても出席者
から意見が出た．
工藤昭彦先生は，「太陽光と水から水素を作る光触媒」というタイトルで，ソーラー水分解の意義および
光触媒の定義について説明された後，無機化合物を用いた光触媒の研究について講演された．
太陽エネルギーを用いて水から水素を作り出すことは，単にクリーンエネルギーとしての水素を得るた
めだけではなく，莫大な種類の化学反応のための原料水素を準備していることにもつながる．人工光合成
の確立には高エネルギー変換効率の光触媒の開発が必須である．これは水を資源として，常温常圧で CO2
を発生しないもので合成に簡便なものがよい．人工光合成の分野では，エネルギー変換型の酸素生成タイ
プの触媒を光触媒と呼ぶ．つまり，犠牲試薬等を用いた非エネルギー変換型の触媒は光触媒とは呼ばない．
また，光触媒の効率は，主に量子収率（反応に関与した光子数／吸収した光子数）と太陽エネルギー変換
効率（生成 H2 エネルギー／照射太陽エネルギー）で表現される．ここで，照射太陽エネルギーは吸収太陽
エネルギーではないため，太陽エネルギー変換効率は通常数％以下である．半導体等による水分解の原理
は，バンドギャップ以上の光エネルギーの吸収による価電子帯から伝導体への電子の励起に起因する．励
起された電子は水を還元して水素を生成し，一方で価電子帯に形成されたホールは水を酸化して酸素を生
成する．これまで，紫外光照射による水の完全分解活性を示す光触媒は多く開発されているが，可視光に
より高活性を示す光触媒はあまり報告されていない．工藤研究室では，Ti，Nb，Ta，Zr などの元素の複合酸
化物を用いた新規の光触媒を開発してきた．可視光応答光触媒の開発では BiVO4 が Ag などの酸化剤存在
+

下，可視光照射で水から酸素を生成することを見出している．これらは，可視光エネルギーに近い 3eV 以
下のバンドギャップをもつ化合物である．また，バンドギャップの大きい半導体を修飾し，バンドギャッ
プ内に新しい準位を形成させた化合物もある．これらは，結晶格子に Cu や Ni などの遷移金属イオンをドー
ピングすることで可視光応答性を出している．これらの触媒では，Pt のような助触媒の選択も重要である．
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さらに，植物の光合成における二段階光励起（Z スキーム）を模倣した光触媒系の研究についても紹介され
た．
ソーラー水分解の意義および光触媒の定義についての確認の質問が多々あり，非エネルギー変換型の触
媒の例をあげて，さらに詳しく説明された．また，人工光合成研究の世界の動向について質問があり，
ヨーロッパでの先進的研究の現状の紹介があった．
第５回研究会（平成 27 年 2 月 21 日，東京大学生産技術研究所・An404 会議室）
参

加

者：樋口芳樹，折茂慎一，福谷克之，森永正彦，松本
北川禎三，石橋善弘，石川宣勝，斎藤

満，八木達彦，田中一英，深井

有，

卓，青木博史

招待講演者：百瀬孝昌教授（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学），栗山信宏教授（九州大学）
話題提供者：山川紘一郎助教（学習院大学）
コアメンバー以外の研究者の講演会を開いた．最終回の今回は，水素の物理に関する基礎的研究（百瀬
孝昌・カナダ・ブリティッシュコロンビア大学教授）および水素エネルギー利用に必要な技術や科学的
データ蓄積に関する研究（栗山信宏・九州大学教授）について講演をしていただいた．また，水素の関与
する結合（主に水分子間の水素結合）の基礎科学的研究（山川紘一郎・学習院大学助教）について話題提
供をしていただいた．
栗山信宏先生は，「燃料電池自動車市場導入を支える高圧水素 ─ 材料特性評価・研究」というタイトル
で，水素をエネルギー源として利用するために日本が描いている 4 つのフェーズからなる計画（2010 〜

2026 年）に基づいた九州大学の取組みについて講演された．
水素をエネルギー源として利用するために取り組むべき問題点は，法律による厳し過ぎる規制（水素の
供給，圧縮，蓄圧，ディスペンスおよび自動車等の設計に対する安全基準）の緩和や水素の末端価格を落
とすことである．
価格については，今後の技術の進歩により改善されることが期待される．一方，法律による規制は米国
や中国等が取り扱い企業・業者の自己認証を認めていることに対して，欧州（主にドイツ）および日本は
国家基準を設けている．日本の国家基準は特に厳しい条件を求めているために規制の緩和が水素利用の普
及にとって重要な課題である．
次に，所属されている九州大学の『HYDROGENIUS』での水素を利用するための装置・素材の材料特性
評価試験やデータベースの構築に関する取組について紹介があった．それらは主に（ 1 ）水素を貯蔵するた
めの金属素材やカーボン繊維の水素による疲労劣化，（ 2 ）金属部品等の接続に用いる高分子素材における
水素吸収後の劣化，（ 3 ）高圧気体水素や液体水素が存在する容器内での金属物質の摩擦による劣化（トラ
イポロジー），（ 4 ）液体および気体水素の熱力学，熱伝導，粘性や燃焼物性に関する詳細なデータを集める
ための実験およびそれらのデータベース化である．トライポロジーに関するデータの蓄積は，特に

HYDROGENIUS 施設の特徴的な取組みである．
講演後，福岡県が水素エネルギーの利用に極めて積極的になっている歴史的経緯や，70 MPa という高圧
で自動車等に積載して事故が起こっても安全性は担保されるのか，また，そもそもなぜ 70 MPa に落ち着い
たのか等の質問があった．これらの質問に対して，一気に大爆発は起こさないような工夫が設けられてお

180

特定課題研究１「水素を新しいエネルギー源とする新領域の構築」

り，また，蓄圧力 70 MPa については，特に根拠は無いとのことであった．さらに，蓄圧等の方式に国際基
準を設けるような動きがないのかという質問に対して，現時点ではそのような取組はないとの回答であっ
た．
百瀬孝昌先生は，「固体水素の高分解能分光」というタイトルで講演された．
本講演は下記 6 つの主題から構成されていた．（ 1 ）水素の相図は詳しく調べられており，水素には様々な
状態（三重点，沸点等）がある．（ 2 ）オルト水素とパラ水素では，核スピン縮重度のため，通常条件では
両者の比が 3：1 になっている．また，温度を下げるに従ってパラ水素の割合が上昇する．さらに，低温で
オルト水素はパラ水素に比べてエネルギーが高いため，ノーマル水素をそのまま液化するとボイルオフと
呼ばれる液体水素の蒸発を引き起こす．このため，ロケット等で液体水素を燃料として利用する場合には，
あらかじめオルト水素をパラ水素に転換させる必要がある．（ 3 ）オルト水素とパラ水素は分光学的に区別
される．オルト水素は四極子モーメントを持つため，本来赤外吸収を起こさない水素分子に誘導吸収を誘
起する．これによりオルト水素とパラ水素をスペクトルで弁別できる．（ 4 ）金属や炭化水素が不純物とし
て混入した場合，水素の分光学的性質は変化する．（ 5 ）パラ水素マトリックス中では，物質の化学反応性
は影響を受ける．例えば，CH3I のような化学物質は紫外線の照射により CH3 と I に分解される．アルゴン
やネオン中では，それらの Cage 効果によって解離してもすぐに元に戻る．しかし，パラ水素中では解離し
た物質間に水素が入り込み，解離した物質がしばらく安定に存在できる．（ 6 ）高エネルギー密度物質
（HEDM）としての固体水素では，パラ水素に臭素やリチウムを混合させると燃焼効率が 20–30% 上昇す
る．これらの研究はアメリカの空軍により進められていた．
日本やアメリカに比べて水素をエネルギー源として利用するための取組はカナダでは，あまり進んでい
ないのかという質問に対して，カナダ全土では確かに盛り上がってはいないが，バンクーバーには 4 カ所程
度の水素ステーションが建設されていること等を紹介された．また，パラ水素に臭素等を混合した研究の
現状についての質問には，想定したよりも燃焼効率が上がらなかったために，それらの研究は現在積極的
には進められてはいないとの回答であった．
山川紘一郎先生は，「マトリックス中の水クラスターの構造，成長過程に関する赤外分光研究」というタ
イトルで，水素とメタンのマトリックス中における水のクラスターの成長過程やその構造の研究について
紹介された．

CaF（
面上に 13 K で NaCl の蒸着膜を作成し，その上に水素を吸着させて 2 次元マトリックスとした
2 111）
後に，水を導入した．その試料の赤外吸収スペクトルを測定すると，水分子が 2 〜 6 量体のクラスターを形
成している場合に観測される水素結合に特徴的な吸収ピークが観測される．分析の結果，2 量体，環状の

3–6 量体，ケージ型 6 量体，さらに線状の 3 量体が形成されることが判明した．この状態で温度を上げると
水素は NaCl 蒸着表面から消失するが，水のクラスターは残る．その結果，13–16 K では環状 3–5 量体が安
定で，16 K 以上では環状 6 量体が安定であることを見出した．
水素のマトリックスを前もってつくらなかった場合にはどうなるのかという質問があった．その場合，
水を導入すると氷結してしまうが，最初に水素のマトリックスをつくっておくことで，氷結せずに水クラ
スターの成長とその構造を赤外分光法で観測することができるとの回答であった．
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今年度は，光エネルギーを使って水素を生成するための化合物合成の研究，生物酵素を使ったバイオ電
極開発の研究，水素の物理や水素原子の関わる結合や反応についての基礎研究，そして最後に水素エネル
ギー利用のための装置・道具・素材および社会基盤の構築についての勉強会を開催した．
故・井口洋夫豊田理化学研究所長の多大なご支援により，2 年間に亘り，当課題研究（水素を新しいエネ
ルギー源とする新領域の構築）を推進してきた．本研究会では，まず，大学研究機関がこれまでに展開し
てきた水素および光エネルギー捕捉に関する基礎および応用研究を調査した．全体像を把握するために，
生物（光合成とヒドロゲナーゼ），化学（有機・無機合成化学，電気化学，反応化学，金属化学），物理
（表面物性および分光学），工学（材料工学）の各分野の著名な研究者による研究会を開催した．また，実
際にエネルギー源として水素の市場供給をはじめた企業の取り組みを学んできた．水素を新しいエネル
ギー源とする社会を実現するためには，安全性を備えた上での，水素の製造，保管・貯蔵，運搬，利用の
ための様々な基礎研究の推進，技術・材料の開発と社会インフラの構築が重要である．そこには安定供給
と価格等の市場問題も関わる．本課題では，これまで活動する学会等も含めて研究基盤を全く異にしてい
た研究者が集まって研究会を催してきたことに最大の意義があったと思われる．これにより，水素製造の
過程でも異なる方法や技術開発の道があることを互いに理解することができた．水素を新しいエネルギー
源とするためには，今後，これらの異分野の研究者がさらに理解と協力を深めていく必要がある．本課題
をきっかけに各学会で「水素の科学」についての融合的研究会の開催を模索して行きたい．また，将来の
水素エネルギー利用の時代を日本が先導できるように貢献したい．
最後に，2 年間にわたり，本特定課題研究を支援していただいた豊田理化学研究所の故・井口洋夫所長を
はじめ理事，コアメンバー，アドバイザーの先生方および事務局の方々にこの場を借りて厚く御礼申し上
げる．特に毎回にわたり研究会の開催についてご尽力いただいた青木博史氏および野口あゆみ氏に深く感
謝したい．

