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 In the heterogeneous photocatalysis using inorganic semiconductor particles, the dynamics of photo-
generated charge and the electrochemical reactions at catalyst surfaces are involved in a complex manner, 
and it is not easy to elucidate the overall reaction mechanism. In this study, we conducted experiments and 
analyzed photocatalytic reaction rates using photoelectrochemical techniques in which the potential of a 
working electrode can be used as one control parameter. the target photocatalytic reaction system is the 
oxidation of water by bismuth vanadate (BiVo4). In general, oxygen generation reaction is the rate-
determining step in the complete water splitting. thus, it is vital to accelerate this step to increase the 
efficiency of hydrogen generation. Here, cobalt oxide (Coox) was loaded as a co-catalyst to accelerate this 
step under various potentials. Raman spectroscopy suggested that the co-catalyst was almost in the oxidation 
state of Co3o4. Moreover, the photocurrent and the transient absorption of holes were measured simultaneously 
as a function of potential of the working electrode upon the excitation with a 405 nm light pulse (time 
duration 1 s). these measurements provided the oxidation reaction rate and the hole concentration accumu-
lated in the working electrode. It was found that the reaction rate was approximately doubled by loading 
the co-catalyst. analysis of the results obtained using a simple kinetic model showed that shifting the 
potential to a more noble direction increased the fraction of holes transported toward the surface; this was 
found to be the most important factor in accelerating reaction. the reaction mechanism was discussed in 
terms of the correlation between the reaction rate and the concentration of holes accumulated in the working 
electrode.

　無機半導体粒子を用いた不均一光触媒反応には，光励起により生成された電荷のダイナミックスと触
媒表面反応が複雑に関与しているため，全体の反応機構の解明は容易ではない．本研究では，電極電位
を一つの制御パラメータとして反応速度論の立場から光触媒反応に関する実験と解析を行なった．対象
とした光触媒反応系はバナジン酸ビスマス（BiVo4）による水の酸化反応である．一般に，水の酸化に
よる酸素発生は水の完全分解における律速段階となっており，水素発生の効率を上げるためにもこの過
程を加速することが重要である．本研究では，コバルト酸化物（Coox）を助触媒として担持した作用電
極を用い，水の光酸化反応における助触媒および電位効果を定量した．まず，ラマン分光により担持し
た助触媒はほぼCo3o4の酸化状態にあることが示唆された．一方，光電気化学実験として，試料を405 
nmの光パルス（時間巾1 s）で励起したときの光電流と正孔の過渡吸収を電位の関数として同時計測し，
反応速度と作用電極に蓄積される正孔濃度を推定した．この結果，助触媒担持により反応速度は約2倍
の増強がみられた．得られた結果を単純な速度論モデルにより解析したところ，触媒を担持した作用電
極の電位をより貴の方向にシフトさせることにより，バルクで生成された正孔が表面に輸送される割合
が増加し，これが反応速度を加速する上での最も重要な因子であることがわかった．また，作用電極内
に蓄積される正孔の濃度と反応速度との相関から反応機構について考察した．
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力により，この物質は可視光吸収による有力な酸素発生
型の光触媒と位置づけられている2–6）．また，可視光吸収
で水素発生が可能な光触媒を組合せた，いわゆるZ- 

schemeを構成することにより水の完全分解が達成でき
ることが示されている7–9）．
　昨年度はBiVo4粒子の薄膜を担持した作用電極と対電
極からなる二極の電気化学セルを用いて，光照射で誘起
された正孔の過渡吸収波形が外部から印加する電圧に対
してどのように影響されるかについての予備実験を行
なった．その結果，印加電圧とともに電子・正孔再結合
速度が変化することが明らかになった．しかし，この実
験では作用電極の電位を決定できず，単に二極間の電圧
が定義されていただけであった．また，実際に反応が起
きているかどうかや酸化反応の反応速度を測定すること
ができなかった．そこで，本年度は基準電極を設けた三
極からなる本格的な電気化学セルにより，励起パルス光
照射により誘起される過渡吸収から電極内での正孔濃度
を，また回路を流れる光電流から水の酸化反応速度の時
間変化を同時測定することにより反応機構の解明を目指
した．さらに，同じ測定を助触媒担持した試料において
も行ない，助触媒担持によりどのように反応が加速され
るかについて研究を行なった．

２．実　　　　　験
　試料としてはBiVo4を薄膜成長させた透明基板（Ito）
を用いた．まず，担持したBiVo4薄膜の形状を光学顕微
鏡像により観察し，その厚さ分布をマッピングした．特
に，助触媒（Coox）を担持した試料においては助触媒
が凝集している様子を観察した．また，共焦点ラマン顕
微鏡（Renishaw Qontor）によりラマンスペクトルを取
得した．この場合，100倍の対物レンズを用い，試料表
面をラスタースキャンすることにより，特徴的なラマン
線ごとの2次元マッピングを得た．励起波長は532，785 

nmの二種類である．
　光電気化学実験のために，BiVo4/Ito電極を作用電
極，白金細線を補助電極，銀─塩化銀電極（ag/agCl）
を基準電極とした電気化学セルを試作し，倒立型顕微鏡
にセットして用いた．その模式図を図１に示す．電解質
としてはpH 9.1のホウ酸緩衝溶液を用いた．作用電極
の電位はポテンショスタット（Gamry Interface 1010）
にて制御した．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，これを矩形波
（光オン時：1 s，繰り返し周波数：0.2 Hz，デューティ
比：20%）として強度変調し，対物レンズ（5×）によ
り集光し Ito基板側から薄膜試料の一部を照射した．励
起光の強度は53 mW/cm2である．作用電極の電位を基

１．は　じ　め　に
　光触媒粒子を用いたヘテロ界面で進行する水の光分解
は，太陽光を利用して水を分解し将来のエネルギーキャ
リアとして有望な水素を発生させるための方法として注
目され，活発な研究がなされている．この反応は，半導
体である光触媒粒子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，実用面のみならず学術的
にもきわめて興味深い．水の光分解は光触媒のバンド
ギャップを越えるエネルギーを持つ光吸収により開始さ
れるが，以下のような過程が複雑に絡みあって反応は進
行する．すなわち，（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，などが関与する．これ
らの過程は，フェムト秒から数秒にわたるきわめて多段
階の時間階層をもち，ナノからマイクロメーター領域の
広い空間階層にわたる．このように，光触媒反応はきわ
めて複雑な現象であり，この機構解明はチャレンジング
な課題である．
　光触媒粒子による反応は，上記のように光照射により
生成された電子と正孔により触媒粒子が分極し，作用電
極と対極が一体化したいわば微小電池となり，その表面
で電気化学反応である水の電気分解が起きるといったモ
デルでしばしば説明される．したがって，原理的には水
の電気分解のように外部からの電圧を印加する必要はな
いし，また実用的にはそのような余分なエネルギーを消
費することは望ましくない．しかし，反応機構解明とい
う立場からは外部から電圧を印加することのできる，い
わゆる光電気化学反応実験が有用である．なぜなら，こ
の方法では光触媒粒子を担持した電極に電位を印加する
ことにより，半導体バルク内の価電子帯や伝導帯のバン
ドを水の酸化・還元電位に対して制御して変化させるこ
とができるし，また生成された電子と正孔の再結合を抑
制することもできるからである．したがって，電極の電
位を一つの制御パラメータとして，これに反応速度等が
どのように依存するかを知ることにより反応機構の詳細
に迫ることができる．すなわち，水中に分散された光触
媒反応系では不可能な電位という新しい変数を使うこと
ができる．
　本研究が対象とした光触媒はバナジン酸ビスマス
（BiVo4）である．この物質は地球上に豊富にある元素
からなるn型半導体であり，1998年に工藤らにより可視
光による水酸化能があることが初めて報告された1）．バ
ンドギャップは2.4 eVと比較的小さいため可視光の一部
を吸収することができ，また価電子帯の上端が標準水素
電極基準に位置するため水素発生は困難であるが，光吸
収で生成された正孔は高い酸化能を有する．したがっ
て，水の酸化時の化学的安定性と光誘起正孔の強い酸化
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準電極に対して0.0から0.6 V（RHE基準で0.74から1.34 

V）の間に固定し，励起矩形波により誘起される正孔の
吸収10）を550 nm（半値全幅50 nm）のバンドパスフィ
ルターを通したハロゲンランプ（連続光）の透過吸収量
として測定した．また，回路を流れる光電流をポテン
ショメータで同時測定した．過渡吸収と光電流の波形測
定においては200回の積算をすることによりノイズの軽
減をはかった．

３．ラ マ ン 分 光
　図2（c）に助触媒未担持のBiVo4試料で得たラマンス
ペクトルを示す．励起レーザー波長は532 nmである．
825，705，367，327，210，128，55 cm–1のBiVo4の特徴
的なバンドが観測された．これは既報のスペクトル11–16）

をよく再現している．825，705 cm–1のバンドはVo4
3–ユ

ニットのV-o非対称，および対称伸縮振動，367，327 

cm–1はV-o対称，および非対称変角振動，210，128，55 

cm–1の低波数バンドはBi3+とVo4
3–ユニット間の振動

モードのバンドと帰属することができる．ラマン振動ス
ペクトルはVo4

3–ユニットの局所的な歪みに敏感であり，
これらのラマンスペクトルから用いた試料は単斜系シー
ライト構造を持つBiVo4であることがわかる．
　図2（a）にCoox助触媒を担持した試料の反射光学顕微
鏡像を示す．試料にはこの像にあるように白っぽく見え
る突起した島状部分が存在していた．突起がない平坦な
部分でのラマンスペクトルは図2（b）の（i）であり，図2
（a）の未担持試料とまったく同じスペクトルである．こ
れに対して，島状部分のスペクトルは図2（b）の（ii）で

あり，低波数側のバンドが幅広になり，また，689 cm–1

に新たなピークが出現している．これらは励起波長532 

nmで得られたものであるが，励起波長を785 nmとした
ところ，図2（b）の（iii）に星印で示したように689 cm–1

の他に616，520，480，194，125 cm–1の新たなバンドが
顕著に現れた．これを純物質であるCo3o4，およびCoo

のラマンスペクトルを測定し比較したところ，これらの
バンドはCo3o4のものとほぼ一致した．したがって，こ
の島状部分にはCo3o4が多く存在していることがわか
る．Co3o4は広く連続した吸収帯を有し，532，785 nm

図１　光電気化学測定に用いたセットアップの模式図．

図２ （a）	 助触媒Cooxを担持した薄膜試料の反射光学顕微鏡像．
左上方に助触媒が多く含まれる島状の部分が見える．

 （b）	 Cooxを担持したBiVo4薄膜電極におけるラマンスペク
トル．（i）島状でない平坦部分（a部分），励起光波長は
532 nm.（ii）島状部分（B部分），励起光波長は532 nm．
（iii）島状部分（B部分），励起光波長は785 nm．星印は
Coox由来のバンド．

 （c） Cooxを未担持のBiVo4薄膜電極におけるラマンスペク
トル．励起光波長は532 nm．
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の光は両方ともよく吸収される．しかし，より長い波長
である785 nm励起によりこれらのバンド強度が増強さ
れるのは興味深い．これは，連続した吸収バンドではあ
るがそれに関与している励起状態が異なり，785 nm励
起に共鳴する電子状態において強い電子・格子相互作用
が働いていると推測される．

４．過渡吸収と光電流の電位依存性
　405 nmの矩形波パルス励起光を照射し，それによっ
て誘起される過渡吸収と光電流波形を同時観測した．そ
の結果を図３に示す．図の（a）と（c）が助触媒未担持試
料，（b）と（d）が担持試料の結果である．過渡吸収は励
起光照射と同時に立ち上がり，増加するが徐々にその増
加速度は低下する．パルス波形がより長い光オン時の時
間巾を持っていれば過渡吸収は飽和し定常値となるはず
であるが，ここでの1秒の照射時間では飽和には至って
いない．これに対して光電流は励起光照射により鋭い過
渡的なピークを示し，それが50 ms程度で減衰した後ほ
ぼ定常値となる．また，助触媒を担持した試料の結果を
未担持試料のものと比べると，同電位，かつ同じ励起光
強度において，助触媒担持試料の過渡吸収信号はより小
さいが，光電流はより大きな値をとることがわかる．こ
れから助触媒担持の結果，試料中の正孔密度は減少する
が，反応速度を反映する定常光電流値が増加しているこ
とがわかる．

　電位依存性に注目すると，どちらの試料においても電
位とともに過渡吸収量，光電流量が増加することは明ら
かである．これは，電位をより貴の方向にシフトさせる
と空間電荷領域でのバンドの曲りがより強くなるため，
試料薄膜内での電子・正孔再結合速度が低下し，その結
果，水の酸化反応に関与する正孔濃度が増加していくた
めであると推測される．また，助触媒担持効果は顕著
で，同電位の光電流を未担持の試料に比べると光電流が
著しく大きくなっており，酸化反応が加速されているこ
とがよくわかる．ただし，より詳細にこれらの結果を観
てみると，どちらの試料においても過渡吸収の電位によ
る増加傾向は徐々に飽和していくのに対して光電流はほ
ぼ直線的に増加していることがわかる．この観測結果の
より定量的な比較は次節にて行なう．
　この一連の測定では励起光は約1 mmの直径の円形範
囲のみに集光している．したがって，図2（a）に示した
ようなCooxが多く含む島状でない平坦な部分を選んで
照射している．前節で述べたように，平坦な部分のラマ
ンスペクトルは未担持のものと同一であり，一見，助触
媒が存在しないかに思える．しかし，このような場所で
も助触媒担持試料は未担持のものに比べてより大きな光
電流信号，すなわち酸化反応速度の加速効果を与えてい
る．したがって，Cooxは島状部分にのみ担持されてい
るのではなく，光学顕微鏡像で観察できず，またラマン
スペクトルでは検出できない程度に少量担持されている

図３ 405 nmの矩形波（パルス幅：1 s）で励起したときの（a，b）光電流，（c，d）プローブ波長550 nmにおける過渡吸収の電位
依存性．電位は0.0（黒），0.2（緑），0.4（青），0.6 V（赤）vs ag/agCl．（a，c）助触媒未担持試料，（b，d）助触媒担持試料．
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が，それだけで十分な助触媒効果を発揮することがわ
かった．

５．速度論モデルによる解析
5.1.	 速度論モデル
　測定された過渡吸収や光電流波形には光照射で生成さ
れた電荷の再結合，輸送，電解質との界面での電荷移動
などの過程の情報が含まれている．そこで，これを以下
のような速度論モデルを用いてより定量的な解析を行
なった．
　速度論モデルの概要を図４に示す．BiVo4薄膜では図
のように空間電荷層においてバンドが湾曲しており，次
の3種類の正孔状態を考える．すなわち，光吸収により
生じたバルク内の正孔（n0）や，これが電解質との界面
まで輸送された正孔（n1），バンドギャップ内の表面準
位にトラップされた正孔（n2）である．それぞれの密度
を［ni］（i = 0，1，2）とする．まず，光励起によりn0状態
の正孔が i0の速度で生成され，これはバルクでの電子・
正孔再結合により一部消失するが，一部は表面へと輸送
される．表面の価電子帯のトップに到達した正孔は，界
面での電解質へ電荷移動（酸化反応）を起すか，バンド

ギャップ内のトラップ状態（n2）に捕捉される．そし
て，トラップ状態にある正孔n2は界面での電解質へと電
荷移動を起すか，n型半導体中の多数キャリアである電
子と再結合する．これらの素過程はすべて一次反応であ
るとすると次のような一連の微分方程式で表わすことが
できる。ここで，i0は時刻 t = 0にて瞬時に立ち上がるヘ
ビサイド関数で表わされるとする．

 d ［n0］ 
 ——— = i0 – （k0 + k1） ［n0］ （1）
 dt

 d ［n1］ 
 ——— = k1 ［n0］ – （k2 + k3） ［n1］ （2）
 dt

 d ［n2］ 
 ——— = k3 ［n1］ – （k4 + k5） ［n2］ （3）
 dt

　これに半導体薄膜における空間電荷層の電荷をQSC，
電解質側のヘルムホルツ電気二重層にある電荷をQH，
回路を流れる電流を j，空間電荷層とヘルムホルツ電気二
重層の静電容量をそれぞれCSC，CH，回路の外部抵抗をR

とすると電荷に関しては次の連立方程式が成立する17–19）．

 d QSC 
 ——— = –j – k0 ［n0］ – k5 ［n2］ + i0 （4）
 dt

    d QH 
    —— = –j + k2 ［n1］ + k4 ［n2］  （5）
    dt

    QSC  QH
    —— + —— = jR （6）
    CSC  CH

　式（1）から（6）の6つの連立微分方程式を解くことに
より，すべての正孔種密度の時間変化を解析的に表わす
ことができる．その結果，正孔密度に比例する過渡吸収
強度 I（t）と光電流J（t）は

I（t） = Ap （1 – e
–（k0+k1）t） + Bp（1 – e

–（k2+k3）t） 

  + Cp （1 – e
–（k4+k5）t） 

（7）

               – t– Bj        
– t–

J（t）= Aj （1 – e  τ  ） + ——————— （e  τ – e
–（k0+k1）t）  （k0 + k1）τ  – 1

  Cj
 + ——————— （e–t/τ – e

–（k2+k3）t） （8）
  （k2 + k3）τ  – 1

  Dj
 + ——————— （e–t/τ – e

–（k4+k5）t）
  （k4 + k5）τ  – 1

と表わすことができる。ここで，Ai，Bi，Ci，Dj（i = p, j）
は速度定数（ki，i = 0–5）を含む定数で，この系の充放
電の時定数であるτは

 1   1  1  1 – = – （ — + — ） (9)
 τ  R  CSC  CH

図４ BiVo4薄膜電極における光触媒反応の速度論モデル．
 正孔の種類としてはn0（バルク内），n1（表面），n2（表面ト

ラップ準位内）の3種類，速度定数としてはk0（バルクにお
ける電子・正孔再結合），k1（バルクから表面への輸送），k2

（表面から電解質への正孔移動），k3（n1正孔のn2へのトラッ
プ過程），k4（表面トラップ準位から電解質への正孔移動），
k5（n2トラップ状態での電子・正孔再結合）の5つの過程を
考える．また，WE（BiVo4薄膜を担持した透明作用電極），
RE（ag/agCl基準電極），CE（補助電極），VBE：BiVo4の
価電子帯上端，CBE：伝導帯下端を表わす．
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と表わされる．ここで，式（8）の第1項が t →∞で定常
的な光電流を与える．これに対して，第2項以上はすべ
て励起光が t = 0で突然オンになることによる光電流の
過渡的な応答であり，図3（a，b）に示されている t = 0直
後の鋭いピークとその減衰にかかわるものである．
　そこで，実験データのフィッティングを以下のように
行った．まず，過渡吸収波形を式（7）によりフィット
し，k0，k1，k2，k3，k5を決定する．ここで，n2トラップ状
態の正孔は酸化力をすでに無くしているため水の酸化は
できない，すなわちk4 = 0と仮定した．次に，この
フィットで定まった速度定数を用いて光電流波形を式
（8）によりフィットし，Aj，Bj，Cj，Dj，τを決定した．こ
のステップでは，k0からk5の値は固定してフィットし
た．
　過渡吸収と光電流波形のフィッティング結果の一例を
図５に示す．特に，光電流波形は過渡的信号が大きな寄
与をする初期の部分を拡大し，式（8）の各項の寄与をそ
れぞれA，B，C，D項として示した．これからも式（8）の
第2から5項まではすべて過渡的な応答であり第1項が定
常的な酸素発生反応に関わる光電流であることがわかる．
5.2.	 速度定数の電位依存性
　前記の速度論モデルでフィットした結果得られたパラ
メータについて考察する．図6（a）に定常状態における
反応速度を示すAjを電位に対してプロットした．これよ
り改めてこの電位窓の中では助触媒を担持した試料の方
が未担持のものに比べて光電流が大きい，つまり反応速
度が約2倍程度速いことがわかる．また，反応速度は電
位に対してほぼ線形に増加している．
　図6（b）には反応に関わる速度定数（k0，k1，k2）の電位
依存性をプロットした．まず，バルクでの電子・正孔再
結合速度（k0）は助触媒未担持の試料の方が大きいのに
対して酸化反応速度（k2）は担持試料の方が大きい．た

だし，バルクから表面への正孔輸送速度（k1）には両者
で大きな違いはない．この電位窓内でk2〜30 s–1である
ので，界面における酸化反応の時定数は〜30 msと推定
できる． 

　反応効率における電位や助触媒担持効果を検討するに
は，それぞれの速度定数の値よりはその比を比べること
が有用である．すなわち，k1/（k0 + k1）は光吸収で生成し
た正孔が再結合を免れて表面へ輸送される割合であり，

図６ 反応速度などの電位依存性．丸は助触媒担持，三角は助触媒未担持試料．
 （a）Aj因子，（b）k0（黒），k1（青），k2（赤），（c）反応速度定数比．k1/（k0 + k1） （黒），k2/（k2 + k3） （赤）．

図５ 未担持試料における電位0.0 V（vs ag/agCl）での実験結果
とフィッティングの結果．

 （a）正孔による過渡吸収，（b）光電流．
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またk2/（k2 + k3）は界面で価電子帯トップに存在する正孔
の内，反応に消費される正孔の割合を示す．これらを図
6（c）に示した．まず注目したいのはk2/（k2 + k3）〜0.9と
高い値を示していることである．これは表面まで正孔が
輸送されればその大部分が反応に消費されるということ
を意味する．次に，この比が実験した電位窓内でほぼ一
定であることである．すなわち，表面の価電子帯トップ
に蓄積され，酸化力が高い正孔は電位を貴の方向にふっ
ても水の酸化反応に向う割合は大きな影響を受けない．
　これに対して，k1/（k0 + k1）〜0.2と低いが，電位にほぼ
比例して増加している．まず，この比は見掛け上のもの
であることに留意する必要がある．実験に使用した励起
パルスの立ち上がりやプローブ光の検出器の時定数がど
ちらも1 μs程度であることや，フェムト秒パルスを用い
た過渡吸収実験結果20，21）を考慮すると，この比は実際に
はもっと小さいはずである．すなわち大部分の正孔は電
子とのきわめて速い再結合で消失している．しかし，重
要なことは，それでも電位を貴にふることにより再結合
を免れて表面まで輸送される割合は増加すること，ま
た，特にこの傾向は未担持試料において顕著であること
である．これは電位を貴の方向にふることにより空間電
荷層におけるバンド湾曲の度合いが増し，再結合による
正孔のロスが減少することに由来すると考えられる．こ
れに対して助触媒担持試料ではこの比は電位に対して微
増であり，電位効果はそれ程顕著ではない．ただし，そ
の比はこの電位窓内ではすべて未担持試料を凌駕してい
る．これは，助触媒担持によってすでに空間電荷層にお
けるバンド湾曲がより大きくなるような影響を受けてい
るためかもしれない．
　以上のことをまとめると酸化反応加速における電位効
果としての大きな要因は，再結合を免れて表面に輸送さ
れる正孔の割合を増加させるということである．また，
助触媒担持効果は表面での酸化反応を促進させることが
最大の効果であり，これは電位には大きな影響を受けな
い．Cooxは金属的な電子状態を持っているため導電性
に優れており，水の酸化反応の真の触媒作用を果してい
ると考えられる．もし酸化反応に関与する表面の正孔が
BiVo4の価電子帯トップにあるものだとすると，フラッ
トバンド電位の低下が起きない限り，その酸化力は電位
に依存しないはずである．つまり酸化反応速度が電位に
より加速される効果は小さいということになる．逆に考
えるとこの解析結果は，Coox助触媒担持した試料では
本実験で用いた励起光密度や電位窓内でフラットバンド
電位をシフトさせるようなことは起きていないと推測さ
れる．
5.3.	 吸光度，正孔密度との相関
　過渡吸収測定における吸光度は薄膜内の正孔濃度に比
例する．そこで，光電流が定常状態に到達した時点での

反応速度と吸光度の相関を図7（a）に示す．ここで，吸
光度はフィッティングで得られた3つの指数関数を用
い，t →∞でのこれらの和として推定している．このプ
ロットから助触媒担持試料のほうが少ない吸光度でも大
きな反応速度を示していることは明らかである．これは
正孔がより速く酸化反応に消費されると薄膜内に蓄積さ
れている正孔濃度が低下することを意味している．
　興味深いのは助触媒の有無にかかわらず吸光度，すな
わち薄膜内に蓄積された正孔濃度に反応速度が非線形に
増加する点である．特に，これは未担持試料の場合に顕
著である．このような非線形な相関はBiVo4やヘマタイ
トにおける酸素発生反応においても報告されている22，23）．
この現象は，酸化反応における正孔濃度に対する反応次
数は正孔濃度が小さい領域では1次であり，正孔濃度が
増えると3次へと変化していると理解されている．すな
わち，正孔濃度に応じて酸化反応機構が異なるとされて
いる．水の酸化による酸素発生反応は4電子酸化過程で
進行するため，反応が有効に加速されるためには正孔濃
度を高める必要があり，この次数変化はこの事情を反映
していると解釈されている．しかし，この議論は薄膜に

図７ 反応速度と正孔濃度との相関．赤丸は助触媒担持，黒三角は
未担持試料．

 （a）対過渡吸収における吸光度，（b）対正孔濃度 ［n1］．
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蓄積された正孔がすべて同等に反応に関与することを暗
黙に仮定している．しかし，本当にそのような仮定が成
り立つだろうか．定常光による照射下では短寿命ではあ
るが酸化力の高いものからエネルギー緩和して価電子帯
トップ近傍のポーラロンとして存在するものや，さらに
緩和して表面の深いトラップに捕捉され水を酸化するの
に十分な酸化力を有していない長寿命の正孔も存在する
はずである．また，このような多様な正孔が薄膜といえ
どもバルクから界面までの空間に分布している．これら
の正孔種は必ずしも明瞭に区別できるほどの鋭い吸収バ
ンドを有していないので，過渡吸収はこれらの正孔をす
べて検知しているはずである．
　本研究で用いた速度論モデルではn0，n1，n2の3種類の
正孔を考えており，実験結果の解析によりそれぞれの種
類の正孔濃度を計算することができる．そこで，図7
（b）に反応速度を［n1］に対してプロットしたものを示
す．これは吸光度との相関と異なり，反応速度は［n1］に
線型に依存する．すなわち，n1状態の正孔のみが反応に
関与すると仮定した速度論モデルでは，測定した正孔濃
度の範囲では反応速度は関与する正孔濃度に線形で比例
する．したがって，吸光度に対して反応速度が一見非線
形に依存するように見えるのは反応に関与しない正孔濃
度までを考慮しているためではないかと考えられる．こ
の仮説を確認するためには電位をある値に固定した条件
において励起光強度を系統的に変え，生成する正孔濃度
に対して光電流がどのように増加するかを測定する必要
がある．

６．まとめと今後の展望
　今年度の過渡吸収と光電流波形の同時測定実験とその
速度論的解析により，BiVo4作用電極における水の酸化
反応機構解明へ一つの前進が見られた．反応速度と正孔
密度は単純な比例関係にあるのではなく，反応速度が加
速されるにつれて正孔濃度の増加は抑制されることがわ
かった．これは反応により正孔が消費されるため電極内
に定常的に蓄積される正孔濃度が低下することを意味し
ている．重要な知見としては次の2点を挙げることがで
きる．（1）電位を貴にふることにより正孔を表面へ輸送
する効率が増加し，これが全体としての水酸化反応速度
を増加させるもっとも重要な点であること．（2）Coox

助触媒担持により確かに界面での水酸化反応速度は促進
されている．この2つの要因から全体として助触媒担持
により酸化反応は約2倍加速された．
　正孔濃度と反応速度の相関から，反応速度が正孔濃
度に非線形に依存する結果を得た．これは既報の結果
と一致する．しかし，速度論モデルで解析をしてみる
と反応速度は反応に実際に関与する正孔濃度に対して
は今回の実験での電位窓内ではほぼ線形に依存性する．

この点は重要で反応機構に直接関係する部分である．
ただし，今回の実験では異なる電位で測定した結果を
基にしているので，まだこの点には不確かな部分が残
る．したがって，今後作用電極の電位を一定に保った
条件下で励起光強度を変化させることにより，正孔密
度と反応速度がどのよに相関するかを確認する予定で
ある．また，この点を明らかにするとともに，本来の
目的である顕微分光による反応の空間分解観測を行
なっていきたい．

謝　　辞

　本研究で用いたBiVo4の薄膜試料は東京理科大学の工
藤昭彦教授の研究室で製作，提供されたものであり，ま
た実験結果について同氏と京都大学の渡邊一也教授との
間で有用な議論をおこなった．これらの方々にここに謝
意を表する．なお研究費の一部は科学研究費基盤研究
（B）「光誘起電位のオペランドマッピングによる光触媒
反応機構の解明」（課題番号19H02681）によって充当
された．

文　　　　　献
01) a. Kudo, K. ueda, H. Kato and I. Mikami, Catal. Lett., 53 

(1998) 229.

02) Y. Park, K. J. McDonald and K.-s. Choi, Chem. Soc. Rev., 

42 (2013) 2321.

03) a. Kudo, K. omori and H. Kato, J. Am. Chem. Soc., 121 

(1999) 11459.

04) s. tokunaga, H. Kato and a. Kudo, Chem. Mater., 13 (2001) 

4624.

05) a. Iwase and a. Kudo, J. Mater. Chem., 20 (2010) 7536.

06) a. Iwase, H. Kato and a. Kudo, J. Sol. Energy Eng., 132 

(2010) 021106.

07) H. Kato, M. Hori, R. Konta, Y. shimodaira and a. Kudo, 

Chem. Lett., 33 (2004) 1348.

08) Y. sasaki, a. Iwase, H. Kato and a. Kudo, J. Catal., 259 

(2008) 133.

09) Q. Jia, a. Iwase and a. Kudo, Chem. Sci., 5 (2014) 1513.

10) Y. Ma, s. R. Pendlebury, a. Reynal, F. Le Formal and J. R. 

Durrant, Chem. Sci., 5 (2014) 2964.

11) M. s. Jang, H. L. Park, J. N. Kim, J. H. Ro and Y. H. Park, 

Japanese Journal of Applied Physics, 24 (1985) 506.

12) L. P. avakyants, a. V. Chervyakov, V. s. Gorelik and P. P. 

sverbil, Journal of Russian Laser Research, 25 (2004) 535.

13) M. Gotic, s. Music, M. Ivanda, M. soufek and s. Popovic, 

Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 535.

14) J. Yu and a. Kudo, Adv. Funct. Mater., 16 (2006) 2163.

15) Y. Hermans, a. Klein, K. Ellmer, R. van de Krol, t.  

toupance and W. Jaegermann, J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 

20861.



 バナジン酸ビスマス薄膜の光電気化学反応における助触媒および電位効果 87

16) t. s. Dabodiya, P. selvarasu and a. V. Murugan, Inorg. 

Chem., 58 (2019) 5096.

17) E. a. Ponomarev and L. M. Peter, J. Electroanal. Chem., 

397 (1995) 45.

18) E. a. Ponomarev and L. M. Peter, J. Electroanal. Chem., 

396 (1995) 219.

19) L. M. Peter, Chem. Rev., 90 (1990) 753.

20) N. aiga, Q. Jia, K. Watanabe, a. Kudo, t. sugimoto and 

Y. Matsumoto, J. Phys. Chem. C, 117 (2013) 9881.

21) J. K. Cooper, s. E. Reyes-Lillo, L. H. Hess, C.-M. Jiang, J. 

B. Neaton and I. D. sharp, J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 

20642.

22) Y. Ma, C. a. Mesa, E. Pastor, a. Kafizas, L. Francàs, F. Le 

Formal, s. R. Pendlebury and J. R. Durrant, ACS Energy 

Lett., 1 (2016) 618.

23) C. a. Mesa, L. Francàs, K. R. Yang, P. Garrido-Barros, E. 

Pastor, Y. Ma, a. Kafizas, t. E. Rosser, M. t. Mayer, E. 

Reisner, M. Grätzel, V. s. Batista and J. R. Durrant, Nature 

Chemistry, 12 (2020) 82.


	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part79
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part80
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part81
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part82
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part83
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part84
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part85
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part86
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part87



