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１．は　じ　め　に
　半導体の粒子やそれを薄膜化した試料をバンドギャッ
プを越えるエネルギーをもつ光により励起すると，伝導
帯に電子，価電子帯に正孔が生成され，これらによって
半導体と電解質との界面にある分子を還元，あるいは酸
化することができる．このようなヘテロ界面で進行する
光誘起酸化・還元反応による水の完全分解の反応機構は
複雑であり，これを解明することは学術における重要な
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 It is vital to develop an effective hydrogen generation method for solving global environmental and 
energy problems. In particular, hydrogen generation by water splitting with sunlihgt is a highly promising 
method without any carbon emission. to realize this method, it is important to enhance oxygen evolution 
from water because this is the rate-determining step in the complete decomposition of water. the choice 
of photocatalyst in this study is bismuth vanadate (BiVo4), which is a promising photocatalyst for oxygen 
evolution reaction (oER) from water with irradiation of visible light. First, it was found that the efficiency 
of oxygen evolution is greatly improved by prolonged light irradiation. second, the hole density accumulated 
in the BiVo4 thin film under 405 nm excitation light irradiation and the reaction rate (charge transfer rate) 
at the electrode interface were estimated by simultaneous measurement of transient absorption and 
photocurrent. as a result, it was found that the reaction rate of oER depends on the hole density in a very 
nonlinear manner. the possible origins for this nonlinearlity were investigated by Mott-schottky and 
surface photovoltage measurements as a function of excitation light intensity.

　全地球的な環境問題やエネルギー問題を解消するためには太陽光を利用した有効な水素発生方法の開
発が待たれている．特に，水の光分解による水素発生は炭素化合物の発生には無縁であるため，大きな
期待が寄せられている．このためには水の完全分解における律速段階となっている酸素発生をいかに効
率的におこなえるかが重要な鍵である．そこで，本研究では，バナジン酸ビスマス（BiVo4）薄膜を陽
極とした光電気化学的水の酸化反応について研究を行なった．まず，無垢のBiVo4における酸素発生の
効率が長時間の光照射により，活性が大きく向上することを見出した．次に，光誘起正孔による過渡吸
収と反応による光電流を同時測定することにより反応機構の理解を促進することを試みた．この同時測
定によりにより405 nm励起光照射中のBiVo4薄膜に蓄積された正孔密度と電極界面での反応速度（電
荷移動速度）を見積ることができる．その結果，水の酸化においては反応速度が正孔密度に大きく非線
形に依存することがわかった．これらについてMott-schottky測定や表面光起電力を含む光電気化学的手
法もまじえて研究し，その原因を解明した．

主題となっている．また，地球にふりそそぐ太陽光を励
起光として利用できればこの光触媒を用いた水の完全分
解は将来のエネルギーキャリアとして期待されている水
素を水から効率よく発生させることのできる有力な方法
であり，現在まで活発な研究がなされている1–8）．水の
完全分解は，中性あるいは酸性の場合

2H+ + 2e–→H2

2H2o→4H+ + 4e– + o2

あるいは，アルカリ性の場合には
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ことを観測した．そこで，まずBiVo4の光触媒としての
機能がどのように光照射中に変化するかを明らかにする
ことを第一の研究目的とした．この問題を踏まえた上で
前年度に見出した反応速度が正孔密度に非線形性に依存
する実験事実についてのより詳細な実験を行ない，この
非線形性の原因を究明することを第二の研究目的とし
た．

２．実　　　　　験
　光触媒試料としてはBiVo4を透明導電性基板（Fto）
基板に薄膜成長させたものを用いた．光電気化学実験で
は，BiVo4/Fto電極を作用電極，白金細線を補助電極，
銀－塩化銀電極（ag | agCl）を基準電極として試作した
三極電気化学セルを倒立型顕微鏡の試料台に取り付けて
用いた．電解質溶液としては，pH 9.1のホウ酸緩衝溶液
を用いた．作用電極電位の制御，および光電流の観測な
どの電気化学測定にはポテンショスタット（Gamry 

Interface1010）を用いた．励起光照射実験の前にはサイ
クリックボルタンメトリー，および，リニアスイープボ
ルタンメトリーにより作用電極の電気化学特性を評価し
た．
　励起光には405 nmのLED光源を用い，対物レンズ
（5 ×）により集光した光をFto基板側から照射した．光
活性化測定やMott-schottky測定においてはこの光源の
連続光を，また，正孔の吸収や光電流密度の過渡的な波
形観測には矩形波（光オン時：5 s，繰り返し周波数：
0.05 Hz，デューティ比：25%）として強度変調したパル
ス光を用いた．550 nmの過渡吸収は正孔に由来するこ
とがすでに知られており15），この吸収強度は正孔密度に
比例する．矩形波励起光を照射した際の過渡吸収，およ
び外部回路に流れる光電流の過渡信号を励起光強度の関
数として同時測定した．測定中には作用電極の電位を基
準電極に対して一定の電位に固定した．
　なお，作用電極の電位はag | agClの基準電極に対して
測定しており，これをVag|agClと記す．これに対して可
逆水素電極を基準にした電位をVRHEとし，両者の電位は
次の式で換算できる．

VRHE = Vag|agCl + 0.199 + 0.059 pH

３．試料表面の活性化
3.1.	 光電流の励起光照射時間依存性
　過渡吸収や過渡光電流波形の励起光強度依存性を測定
する際，電位や励起光強度が同じでも経過時間とともに
過渡吸収量が増加し，逆に過渡光電流密度が減少するこ
とが頻発した．すなわち，この現象は時間が経過すると
ともに試料の光変換効率が低下することを意味してい
る．しかし，このように劣化が始まった試料の電位を

2H2o + 2e– →H2 + 2oH–

4oH– →o2 + 2H2o + 4e–

の半反応の組合せとして水素と酸素が発生すると記述で
きる．ただし，これには（1）光吸収によるエキシトン
生成，（2）エキシトンの電荷分離，（3）粒子表面への電
荷輸送，（4）表面での酸化還元反応，などの多様な過程
が複雑に関与しており，いまだに反応機構の全貌が十全
に理解されているとは言い難い．とりわけ反応のボトル
ネックとなっている4電子酸化過程である酸素発生反応
の機構については諸説あり，まだ確定したものはない．
このように光触媒による水の酸化反応は複雑ではある
が，光触媒内での電荷ダイナミックスと半導体／水界面
での電気化学的界面反応が関与する物理と化学の境界領
域にある現象であり，学術的にきわめて興味深い研究対
象である．
　一般に光触媒は光吸収による電荷生成のみならず，表
面での酸化・還元反応を進行させるという二つの機能を
果さねばならない．全体の光変換効率を低下させる大き
な要因はせっかく生成した電子と正孔が再結合して消滅
することである．特に，光触媒表面には光励起により生
成された電荷を捕捉し，再結合を有効に進行させるト
ラップ準位が数多く存在するため，表面になんらかの物
質を担持することによりトラップ準位密度を減じるとい
う方策が考えられる．しかし，異種物質を表面に導入す
ることは触媒表面の活性点密度を低下させる可能性もあ
り，必ずしも有効でない場合がある．
　一方，光触媒が触媒として長時間機能するためには触
媒が化学的に十分安定でなくてはならない．もし，触媒
を構成する金属が表面からイオンとして電解質溶液中に
溶出すると，表面の幾何学的構造ならびに表面電子状態
が変化する．これに応じて活性点密度が低下する場合も
あるが，逆に活性点を創出し表面の活性化につながるこ
ともある．いずれにしてもこのような表面状態の変化は，
さまざまな実験条件を一定に制御した測定においても結
果の再現を困難にするため，このような条件下で得られ
た測定結果は定性的な議論には耐えても精密で定量的な
解析に基ずく反応機構の解明には致命的な障害となる．
　本研究では，可視光により有効に水を酸化して酸素を
発生させることのできるBiVo4を研究対象とした．この
物質は推定されたPurbaix図9）によるとpHのかなり広い
範囲で安定に存在するとされている．しかし，特に光励
起により表面から物質が溶出する，いわゆる光誘起腐食
が起きることがすでに指摘されている9–14）．実際，本研
究において励起光強度を変化させながら，光誘起正孔密
度や光電流の測定，および光電気化学的測定を行なう
と，一連の実験結果を繰返すたびに反応活性が変化する
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0.0 V vs ag | agCl（0.7 VRHE）に固定した状態で励起光
を照射しつづけると再びもとの吸収，および電流密度を
再現できることに気がついた．これは照射することによ
り試料の光変換効率を向上させられることを意味してい
る．ここではこのような現象を光触媒の光活性化とよぶ
ことにする．
　光活性化における光電流の最大値と最小値の比，電流
が増加に転じる時間，最大値に到達する時間や光電流の
絶対値は，電位，励起光強度に依存するばかりではな
く，活性化前の試料の履歴による．光活性化の典型的な
結果を図１に示す．この場合は10時間に及ぶ光照射を
連続して行ない，照射中の光電流密度の時間変化を測定
した．ここで，BiVo4の作用電極は0.7 VRHEに固定し，
連続光である励起光の強度は76 ma/cm2てある．

　照射直後には電極への急速な充電による非ファラデイ
電流が流れ，その後光電流値は次第に減少する．しか
し，この測定例では，照射開始からほぼ2,000秒経過し
た時点から光電流は増加に転じ，30,000秒で最小値の2

倍以上の電流値に到達し，その後光電流値はまた減少に
転じている．
3.2.	 光充電効果による活性化メカニズム
　前節で示した長時間にわたる光照射による光触媒の活
性化は，光充電（Photocharging）効果16，17），あるいは光
分極（Photopolarization）効果18）として知られている．両
者の違いは，長時間光照射をする場合の試料の電位にあ
る．前者では作用電極を開回路の状態で，一方，後者で
は作用電極をある一定の電位に固定した状態に保つ点に
あるが，どちらも長時間照射による光変換効率の向上を
観測している．この原因としては，水素原子のインター
カレーションに伴う表面酸素欠陥サイトの生成，バナジ
ウムの還元，オキソ─水中間体の生成16，17）やBiVo4から

の金属イオンの溶出に伴う表面アモルファス層形成によ
るパッシベーション効果など18）が挙げられている．特
に，Gaoらは，いったん活性化した表面ではこの効果が
4日間程度も持続すると報告している．しかし，本実験
では，活性化後も光変換効率は徐々に低下し，このよう
な長時間の安定性は確認できなかった．
　ごく最近，反応中のオペランド赤外吸収測定から，光充
電効果のより詳細なメカニズムが明らかになってきた14）．
この実験では開回路条件下の未担持BiVo4試料に405 

nmの励起光を照射しながら，全反射条件で赤外吸収ス
ペクトルを観測した．その結果，光充電効果の増強に伴
い，（1）oH伸縮振動バンドの強度増加，（2）V-o伸縮
振動バンドの強度減少，（3）V=o伸縮振動バンドの強度
減少，などが観測された．これらの観測結果は，光照射
下ではバナジウムイオンが表面から溶出し，その結果生
じた欠陥サイトにoH–イオンが吸着していることを示唆
している．この結果，表面でのV/Biの化学量論比が減
少し，表面にはBiが過多となった表面層が出現し，こ
れとバルクのBiVo4とのヘテロ接合ができる．このよう
なヘテロ接合はBiVo4のバンド端を押し上げるため，空
間電荷層におけるバンド湾曲が大きくなり，その結果，
電荷分離を促進し，ひいては光変換効率の増強の原因と
なる蓋然性は高い19）．そこで，Venogopalらは，光照射
により格子を構成している酸素原子が酸化されるか，あ
るいは表面にあるV5+が還元され，これがバナジウムイ
オンの溶出をうながすというBiVo4表面の腐食が進行す
るといった機構を提言している．ここで注意すべきは，
光照射無しの状態ではこのように活性化された表面から
逆にビスマスイオンが溶出するため，バンド端は逆に正
の方向にシフトしバンド湾曲を小さくなるためこれに光
照射すると逆に，光変換効率は低下するという点である．
これはまさに本実験で観測したように，光がオフ状態の
時間が長いパルス励起の場合，徐々に光変換効率が低下
していく事実と合致する．

４．正孔密度と反応速度との相関
4.1.	 過渡吸収と過渡光電流波形における強度相関
　水の酸化による酸素発生では，励起光照射により薄膜
内に生成されたカチオン種（正孔）と界面における水分
子が反応物であり，最終生成物は酸素分子である．この
内，界面における水分子密度は圧倒的に大きいので常に
一定であると考えることができる．そこで，光電気化学
的酸素発生反応を速度論的に理解するためには正孔密度
と酸素発生速度との関係を明らかにする必要がある．正
孔密度と正孔が吸収する550 nmの過渡吸収量は比例関
係にあるはずであり，光電流の直流成分が酸素発生の反
応速度に比例する．そこで，過渡吸収と光電流を同時に
測定した．

図１ 405 nmの光照射による触媒の活性化．試料の電位は–0.0 V 
vs. ag|agClで固定し，照射した励起光の強度は76 ma/cm2

である．
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　パルス巾が5秒である矩形波励起パルス光により誘起
された正孔の過渡吸収，および過渡光電流波形の典型的
な測定例を図２に示す．5秒間の照射では完全な定常状
態には至らないが，ここでは簡便のため t = 5 sで系は擬
似定常状態に逹っしたとし，そのときの過渡吸収量と光
電流値の値をそれぞれ，At，Jtとした．

　過渡信号を励起光強度を変化させながら測定し，Atと
Jtの励起光強度依存性をそれぞれ図3（a），（b）に示す．ど
ちらも励起光強度が低い領域ではこれに比例して増加す
るが，励起光強度が増加するにつれて信号が飽和する傾
向にある．ただし，両者の飽和傾向には違いがある．す
なわち，AtはJtよりも低い励起光強度から飽和が始まっ
ている．そこで，JtをAtに対してプロットすると（図3

（c）），光電流は過渡吸収とともに増加するが，その増え
方が著しく非線形的であることがわかる．
　測定した励起光強度の全範囲内のデータを過渡吸収量
の一次関数と三次関数の組合せで全領域を良好にフィッ
トすることができた．すなわち，低励起光強度領域では
光電流値は正孔密度に関してほぼ比例するように増加す

るが，励起光強度が高くなると主に三次関数的に急激な
増加を示す．このような電流密度と吸光度との間の非線
形な関係はヘマタイトにおける水の酸化反応においても

図２ 405 nmの矩形波（パルス幅：5 s）で励起したときの（a）プ
ローブ波長550 nmにおける吸収，（b）光電流の過渡波形．
試料は助触媒未担持のBiVo4．電位は，0.70 VRHE（橙色），
1.23 VRHE（青色）．過渡的な波形での励起光をオフにする直
前（t = 5 s）を擬定常状態とし，そこでの吸光度と光電流の
値をそれぞれAt，Jtとする．

（b）

（a）

 （a）

 （b）

 （c）

図３ 擬定常状態における正孔の吸光度と光電流の励起光強度依存性．
（a）プローブ波長550 nmにおける吸光度，（b）光電流，（c）
光電流密度と吸光度との関係．試料は助触媒未担持のBiVo4．
電位は，0.70 VRHE（橙色），1.23 VRHE（青色）．
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観測されており20–22），反応速度が遅い反応系には一般的
な現象のように思われる．そこで，この現象の原因につ
いて次節以降順次考察する．
4.2.	 Mott-Schottkyプロット
　光照射時での定常的な正孔密度は，光励起による生成
と電子との再結合による消失の二つの過程の速度のバラ
ンスで主に決定される．4電子酸化反応である酸素発生
は全体として遅い過程であるため，多くの正孔は電子と
の再結合により消失する．励起光強度が増加すると生成
される正孔密度も増加するが，再結合反応も加速される
ため正孔密度は励起光強度に対して飽和現象を示す．も
ちろん，表面での酸化反応は正孔密度に依存するので正
孔密度が励起光強度に対して飽和していくと光電流も飽
和する傾向となる．励起光強度の増加に応じて正孔密度
が飽和していってももし反応速度が正孔密度に線型に依
存するのであれば光電流も正孔の過渡吸収と同様に飽和
するであろう．そして，この場合は両者は比例関係にあ
るので光電流と過渡吸収量との間には観測されたような
非線型な関係は生じない．したがって，両者の間の非線
形な関係は酸化反応速度が表面近傍に蓄積する正孔密度
に非線形に依存することを示唆している．
　このように反応速度が正孔密度に非線形に依存する原
因としてはまず正孔蓄積によるBiVo4のバンド端シフト
（band edge unpinning）が挙げられる．半導体のバンド
端がシフトする理由はいくつかある．例えば，イオンの
吸着，表面の構造変化，高密度の表面状態の存在などが
挙げられる．また，光照射により生成された正孔が表面
準位に注入される場合などもこのようなシフトを誘起す
る．BiVo4の場合も前節で述べたように活性化に伴い，
表面にBiイオンがVイオンより過多となるような薄膜
とのヘテロ接合生じるので，これへの正孔注入によりバ
ンド端が正の方向にシフトする可能性がある．この場
合，表面近傍の価電子帯にある正孔はより正の電位をも
つため，より大きな過電圧を実効的にはかけられた状態
になる．界面での電荷移動反応速度は過電圧に指数関数
的に増加するため，少しのシフトでも反応速度の増加は
顕著となる．したがって，前述したように励起光強度の
増加にともない正孔密度には飽和現象が出現するが，バ
ンド端シフトによる反応速度の加速が正孔密度の飽和に
よる反応速度減少を補完するため，正味の反応速度，す
なわち光電流密度の飽和現象はより高い強度にならない
と顕著にならない，と考えられる．このように表面での
正孔蓄積によるバンド端シフトにより両者の飽和現象の
違い，ひいては光電流密度と正孔密度との間の非線形関
係を説明することができる．Peterらはこの考えのもと
で実際にパルス励起における正孔密度と光電流の関係を
単純なモデルを使って計算し，観測されたような非線形
な関係がえられることを示した23）．

　しかし，この仮説を正当化するためには正孔注入によ
るバンド端シフトを実証しなければならない．そこで，
Mott-schottky測定を行なうことによりこの点について
の検証を行った．この手法は一定の周波数で電位を変調
させながら電流を電位の関数として測定するものであ
る．この場合に注意すべき点としては電極界面での電荷
移動などのファラデー電流が顕著となるような周波数に
くらべて十分高い周波数に設定する必要がある．この測
定でえられた静電容量（C）と電位（U）との間には

 1  2  kT
 — = （ ———— ） （U – Ufb – — ） C2  ε 0 ε s qND  q

の関係がある．ここで，ε 0， ε sはそれぞれ真空の誘電率，
半導体の比誘電率，NDは半導体のドナー密度，Ufbはフ
ラットバンド電位，qは素電荷である．そこで，1/C 2を
Uに対してプロット（Mott-schottky plot）し，これら
が比例関係にある部分を一次関数でフィットし，この直
線が電位軸を切る切片からフラットバンド電位を求める
ことができる．図４にMott-schottkyプロットを励起光
強度を変化させながら測定した結果を示す．これから，
励起光強度を0から約160 mW/cm2の範囲で変えてもフ
ラットバンド電位はほとんど変動せず，0.364±0.03 

VRHEとなることがわかる．したがって，光誘起正孔の表
面での蓄積によるバンドエッジシフトは小さく，これに
よる酸化反応速度の加速効果は小さいと結論できる．

4.3.	 表面光起電力
　次に励起光強度を増加させたときに生じる表面の正孔
密度増加が引き起す表面の電子状態変化を違う観点から
考えてみる．バンド端シフトの場合には酸化反応の担い

図４ Mott-schottkyプロットの励起光強度依存性．励起光強度は凡
例に示したように0から152 mW/cm2まで変化させた．電位
の変調周波数は100 Hz．
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手は価電子帯にある正孔であるとしたが，金属酸化物の
光触媒では表面における酸素欠陥などに由来する表面状
態がバンドギャップ内に存在し，これに捕捉された正孔
が酸化反応を誘起することがある．BiVo4はn型の半導
体であるため電解質とのインターフェイスを持つ電極に
おいてバンドは上方に曲がっており，バルクのフェルミ
準位は伝導帯に近くに位置すると考えられる．このよう
な半導体において光照射により電荷を生成させると生じ
た正孔は表面方向へ，また電子はバルク方向に移動し，
非平衡な状態となる．このような場合の電子状態を記述
するには正孔の擬フェルミ準位を導入するのが便利であ
る．すなわち，図５に示すように表面近傍では正孔の擬
フェルミ準位はバルクのフェルミ準位からより正の方向
へと分離し，これと同時にバンド湾曲の程度は小さくな
る．

　この結果，光を照射することにより，表面光起電力が
発生する．ここで表面光起電力は光照射無しのバルクの
フェルミ準位から光照射時の正孔の擬フェルミ準位を差
し引いたものとして定義される．実際，BiVo4電極の表
面光起電力を開放端配置にして測定した．図６に表面光
起電力の励起光強度依存性を示す．この結果から表面光
起電力は励起光強度の小さい領域では強度に比例して増
加するがすぐにその増加量は小さくなることがわかる．
このように，励起光強度が増加するにつれて正孔の擬
フェルミ準位はより正の電位へと変化するためバンド端
のシフトがなくてもバンドギャップ内に注入された正孔
はより正の電位を有することになる．したがって，この

正孔の擬フェルミ準位のシフトにより界面での電荷移動
反応速度は促進されるため，電子との再結合による正孔
密度の飽和現象を補完するためより高い励起光強度まで
飽和現象が抑制されると考えられる．
　ただし，表面光起電力は触媒電極表面に均一に発生す
るわけではない．図７にケルビンプローブ原子間力顕微
鏡により観察した表面電位の分布を示す．この測定にお
いても局所的には上記の巨視的な測定と同程度の光起電
力が観測されているが，この試料の場合には凸になった
部分に局所的に大きな光起電力が発生しており，その大
きさは表面の幾何学的形状に複雑に依存しており，きわ
めて不均一な分布をしている．

4.3.	 新たな反応活性サイトの出現
　正孔密度と反応速度との間の非線形に関するもう一つ
の可能性としては，励起光強度が増加するにつれて有効
な反応サイトが変化することが考えられる．通常，酸素

図５ 光照射なしの場合（黒）と光照射時（赤）における表面近傍
の電子状態．光吸収による生成された正孔が表面状態に捕捉
され，その密度が増加するにつれてバルクのフェルミ準位か
ら表面近傍では正孔の擬フェルミ準位が分離し，より正の電
位へとシフトし，その結果，表面光起電力（Vph）が発生する．

図６ 表面光起電力の励起光強度依存性．試料は未担持BiVo4試料
を活性化したもの．

図７ 表面光起電力の局所分布．BiVo4試料の3次元トポグラフィー
像にケルビンプローブによる表面接触電位分布を重ねて表示
している．中央の赤い部分は120 mVの表面光起電力を示し
ている．
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発生反応機構は一つの金属イオンのサイトで反応が進行
すると考えられる場合が多い．しかし，酸素原子を介し
た二つの隣接する金属イオンが組となって反応が促進さ
れることがありえる．FreiらはCo3o4における時間分解
赤外吸収分光によるオペランド観測により，励起光強度
に応じて2種類の異なる反応中間体を検出した．これは
二つの反応経路があり，一つの金属イオンのサイトで反
応が進行する遅い経路と二つの隣接する金属イオンが関
与する速い反応経路があることを明らかにした 24）．同様
なメカニズムをDurrantらのグループがDFt計算を含め
てヘマタイトでもあることを提言している21）．このよう
に二つの金属イオンからなるサイトが活性になるために
は正孔密度が高くなる必要があり，励起光強度が小さい
間は一つの金属イオンサイトでの反応しか有効に起きな
いが，高くなるほど二つの金属イオンを活性サイトとし
た速い反応サイクルがまわり始めるため，観測されたよ
うな正孔密度と光電流との間の非線形な関係が出現す
る．これは酸素発生反応における反応サイトを考える上
で重要な知見ではあるが，BiVo4の場合にもそのような
二つの酸素を介した隣接したサイトが適切に存在するか
どうかは不明である．この点を明らかにするためには実
験的には面方位がしっかりでた単結晶表面での反応研究
や理論による遷移状態についての研究などが必要であろ
う．

５．まとめと今後の展望
　今年度は，長時間の光照射による光触媒の活性化現象
を確認し，これを利用して過渡吸収と光電流波形の同時
測定実験をはじめとした物理化学的測定における再現性
の向上を図った．その上で昨年度にえた反応速度が薄膜
に蓄積される正孔密度に非線形に増加するという現象の
原因を探るべく，表面光起電力，Mott-schottky測定な
どの光電気化学的測定を行なった．その結果，光誘起正
孔が表面に蓄積することによる正孔の擬フェルミ準位の
正方向へのシフトにともなう正孔の酸化力の増加と電子
との再結合反応の促進による正孔密度の飽和現象がこの
非線形性の原因である可能性を指摘した．
　これら一連の実験の後，Coox担持試料についての詳
しい光電気化学研究を進行させている．昨年度までにこ
の助触媒担持による光触媒反応が著しく促進されること
を示した．しかし，これはCooxが再結合反応を抑止し
正孔密度を蓄積しやすくするためか，あるいは電荷移動
反応自体を加速するためか，あるいはその両方が効いて
いるのかは定かでない．これらの助触媒が果す役割を明
らかにすべく光電気インピーダンス測定を中心に測定を
進めている．近い将来にこれらの点についての知見をま
とめて発表したい．
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