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In the heterogeneous photocatalysis, the dynamics of photo-generated charge and the electrochemical
reactions at catalyst surfaces are involved in a complex manner, thus it is difficult to elucidate the overall
reaction mechanism. Because oxygen evolution reaction (OER) is a rate determining step of total water
splitting, it is important to understand how co-catalyst enhances the reaction rate. Here, we conducted
simultaneous measurements of transient absorption of photohole and anodic photocurrent density at a
working electrode of bismuth vanadate (BiVO4) thin film during the irradiation of a 405 nm light pulse
(time duration 2 s). These measurements provide the hole concentration accumulated in the working
electrode and the reaction rate (charge transfer rate) at the interface with electrolyte. The choice of cocatalyst is cobalt oxide (CoOx). First, we confirm that the reaction rate is approximately doubled by loading
the co-catalyst. Second, the simultaneous measurements provide invaluable information for an understanding
of OER kinetics: the relation between reaction rate and hole density. In the case of oxidation of effective
hole scavenger, SO2–
, the photocurrent increases with photohole density linearly. In contrast, the photocurrent
3
of OER depends on photohole density nonlinearly particularly for BiVO4 with the co-catalyst. This indicates
that OER has a rate determining step that proceeds when multiple photoholes are accumulated at a reaction
site.
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．特に，酸素発生反応は水の完全分解において律
速となっており，反応加速のために用いられる助触媒を担持した場合を含む反応機構の解明が重要であ
る．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，
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．助触媒としてはコバルト酸化物（CoOx）を用いた．この同時測定により 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．まず，助触媒担持により反応速度には約 2 倍の増強がみられた．さらに反応速度論を展開する上で
重要な反応速度の正孔密度依存性を明らかにした．興味深いことに，有効な正孔スカベンジャーである
亜硫酸イオンの速い酸化反応においては反応速度が正孔密度にほぼ線形に増加するのに対して，反応速
度がはるかに遅い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．酸素発生反応で
はいくつもの素過程が関与しているが，この実験結果は複数個の正孔が活性サイトに集結してから酸素
発生に至るという律速過程が存在することを示唆している．

１．は

じ

め

に

の完全分解を挙げることができる．現在，この方法は励

半導体の粒子や薄膜の光励起で生成される正孔や電子

起光として太陽光を利用し，将来のエネルギーキャリア

により半導体表面にある分子を酸化，あるいは還元する

として期待されている水素の発生のための有望な方法と

ことができる．このようなヘテロ界面で進行する光誘起

して注目され活発な研究がなされている

酸化・還元反応の中で最も興味深いものの一つとして水

全体としてみれば，光による半導体の励起で生成された
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1–8）

．この反応を

電荷により反応物である水を酸素と水素に分解するとい
うものであるが，この中には（ 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
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への電荷輸送，（ 4 ）表面での酸化還元反応，などの多様

が本研究の目的である．化学反応における速度論的理

な過程が関与しており，いまだに反応機構が十全に理解

解を促進させるためには，反応速度論における基本で

されているとは言い難い．このように光触媒による水の

ある反応物の濃度と生成物濃度の時間変化と両者を結

酸化反応は複雑ではあるが，光触媒内での電荷ダイナ

びつける反応速度を明らかにしていかねばならない．

ミックスと半導体／水界面での電気化学的界面反応が関

そこで，本研究では水の酸化による酸素発生反応を対

与する物理と化学の境界領域にある現象であり，学術的

象とし，この反応の反応物である正孔の濃度とそれが

にきわめて興味深い研究対象である．

関わる酸化反応の反応速度を電気化学的な方法で測定

一種類の光触媒で集光から表面での酸化・還元反応ま

することとした．対象とする光触媒は BiVO4 であり，

でを有効に進行させることができるのが実用面からみた

今年度は特に助触媒である CoOx の担持効果について注

理想ではあるが，現実に効率よくこれを実現できる物質

目した．反応速度論的研究では反応物の濃度を系統的

はまだ見出されていない．したがって，光を有効に吸収

に変化させ，それがどのように生成物濃度に反映され

して電子と正孔を生成する物質に酸化，あるいは還元反

るかを解明するのが常道である．この点，本研究では

応を促進できる物質とを組合せることが有用である．光

励起光強度を制御することにより正孔濃度を変化させ，

触媒研究においては後者を助触媒とよんでいるが，実際

反応速度がどのようにこれに依存するかを明らかにし

にはこれが界面での酸化・還元反応における真の意味で

た．昨年度もこの立場から計測を開始し反応速度が正

の触媒であり，前者は光の集光系と考えることができ

孔濃度に非線形に依存するという初期的な結果を得た

る．助触媒としては電気化学研究によって見出された触

が，これらの結果はそれぞれ異なる電位で測定したもの

媒が流用される場合が多く，酸素発生触媒の代表的なも

であるため，これからこの非線形性の原因を論じること

のとしてはイリジウムやルテニウムの酸化物が挙げられ

は困難であった．そこで本年度は，水の光電気化学的酸

る

4，9）

．しかし，これらは希少金属であるため，天然存
10，11）

化反応において作用電極の電位をある一定の値に固定し

．その

た状態で，励起光強度を系統的に変化させることにより

内の一つが本研究で取り上げるコバルトの酸化物であ

初期正孔濃度を制御した．さらに，酸素発生にくらべる

在比が高い金属の酸化物が注目されている
12–17）

る

．

これまでにきわめて多くの光触媒反応研究が成されて
きたが，これらを大別すると次の二つに分類することが

とより単純で反応速度が飛躍的に大きな亜硫酸イオン
（SO3）の酸化反応についても実験を行い，これらを比較
2

検討した．

できる．まず，照射する光量と生成物の生成量や生成速

この方法は触媒合成の立場や実用的な立場から盛んに行

２．実
験
光触媒試料としては BiVO4 を ITO 基板に薄膜成長さ
せたものと，さらにこれに助触媒 CoOx を担持した二種

われており光触媒反応研究の大部分に相当する．もう一

類を用いた．まず，光学顕微鏡により薄膜の形状を観察

つはより物理化学的な立場からの研究である．光触媒の

し，できるだけ平坦な部分を確認した．反応性が高い試

度との相関を調べる研究である．これから対象とする物
質の光触媒反応性の優劣を明らかにすることができる．

反応性は生成された電子と正孔の再結合による消失に大

料の場合や反応性が低くても励起光強度が高く照射時間

きく依存するため，この立場からは特に励起された電荷

が長い場合には光触媒表面から酸素のバブルが発生する

のダイナミックスに注目する場合が多く，フェムト秒か

ので，その様子も光学顕微鏡により観察し，酸素バブル

らミリ秒におよぶ広い時間領域での計測がなされている．

発生を実時間の動画として撮像した．

これらの研究方法は反応機構解明には重要ではある

光電気化学実験では，BiVO4/ITO 電極を作用電極，白

が，どちらも全体の一部の情報に注目しており，複雑な

金細線を補助電極，銀─塩化銀電極（Ag/AgCl）を基準

光触媒反応の反応機構解明においては不十分と言わざる

電極とし，試作した電気化学セルを倒立型顕微鏡の試料

を得ない．反応機構の解明の正統的な研究方法は反応速

台に取り付けて用いた．水の酸化（酸素発生）反応の測

度論に立脚しているべきであろう．すなわち，反応物，

定では，pH 9.1 のホウ酸緩衝溶液を電解質溶液として用

および生成物の時間変化を測定することにより，関与す

いた．また，比較のため正孔の有効なスカベンジャーで

る素過程とその反応速度定数を決定する必要がある．こ

ある SO3 の酸化反応についても測定を行なった．この

の立場から俯瞰すると，第一の方法は最終生成物の収量

場合は 1 M の Na2SO3 水溶液を電解質として用いた．作

に重点が置かれ，第二の方法では反応物である光誘起電

用電極電位の制御，および光電流の観測にはポテンショ

荷のみに注目しており，それが最終生成物にどのように

スタット（Gamry Interface 1010）を用いた．励起光照

2–

関与しているかという点はほとんど解明されていない．

射実験の前にはサイクリックボルタンメトリー，およ

この二つの研究方法を融合し，反応速度論の立場か

び，リニアスイープボルタンメトリーにより作用電極の

ら光触媒反応を研究し，その反応機構を解明すること

電気化学特性を評価した．
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このように用いた光触媒試料によって励起光照射によ

（光オン時：2 s，繰り返し周波数：0.2 Hz，デューティ

り水が分解されて酸素が発生するのは明らかであるが，

比：40%）として強度変調し，対物レンズ（5 ×）により

バブル発生は過渡吸収や光電流測定にはむしろ擾乱とし

ITO 基板側から薄膜試料の一部に集光した．励起光側の

て作用する．すなわち，界面に酸素バブルが発生すると

絞りにより半径 3.8 mm のほぼ円形の領域に励起光照射

過渡吸収測定のためのプローブ光が散乱されたり，バブ

を制限し，この励起光スポット内に波長 550 ± 25 nm の

ルの部分では表面への水分子の供給が不足するために光

プローブ光を重ねあわせた．550 nm の過渡吸収は正孔

電流値が低下したりする．したがって，過渡吸収と光電

18）

に由来することがすでに知られており ，この吸収強度

流の同時測定においては酸素バブルが発生することがな

は正孔濃度に比例する．矩形波励起光を照射した際の過

いように励起光強度と照射時間を制限した．

渡吸収，および外部回路に流れる光電流の過渡信号を励

４．過渡信号波形の観測

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 0.0 V， あ る い は 0.6 V
（RHE 基準でそれぞれ 0.74，1.34 V）に固定した．

4.1. 過渡吸収と光電流波形

助触媒を担持した試料と未担持の BiVO4 薄膜試料に矩
形の励起光パルスを照射し 550 nm での過渡吸収と光電

３．酸素バブルの観察

助触媒が担持されていたり，未担持のものであっても
励起光強度を増加させたり，照射時間を長くしたりする
と水の酸化により生成された酸素が巨視的なバブルを形

流波形を同時観測した典型的な例を図２に示す．ここで，

BiVO4 の作用電極は 0.6 vs. Ag|AgCl に固定してある．
（ａ）

成する．この様子を顕微鏡により撮像をした．図１にそ
のスナップショットを示す．

（ｂ）

図１ CoOx を担持した BiVO4 薄膜試料に 405 nm の励起光を照射し
た際に発生する酸素のバブル（中心が明るい円形状の像）の
観察．バブルが発生する場所はほぼ一定で，照射時間に応じ
てバブルは成長し，ある程度大きくなると表面を漂いはじめ，
さらに成長すると表面から離脱する．

同じところで間歇的に酸素バブルを発生する場所，数
多くの小さいバブルを活発に生成する場所，生成したバ
ブルがゆっくり成長しある程度大きくなると表面を漂流
する場所など，酸素バブルの形成・成長過程は場所に
よって様々である．ただし，バブルの発生箇所はほぼ

図２ 405 nm の矩形波（パルス幅：2 s）で励起したときの（a）プ
ローブ波長 550 nm における過渡吸収と（b）光電流の波形．
青色が助触媒未担持，橙色が助触媒を担持した BiVO4 試料で
–2
の観測結果である．励起光強度は 152 mW cm で陽極電位は
0.6 V vs. Ag |AgCl に固定してある．

決っている．また，表面を漂流中のバブルが近傍の別の

550 nm における過渡吸収は光誘起された正孔の吸収

バブルを吸収しながら成長する様子も観察された．この

であり，光電流は主に薄膜内および電解質との界面での

ようなバブル発生の様子の違いは表面のモーフォロジー

電荷移動を含む過程により外部回路に流れる陽極電流で

や局所的な膜厚などに依存すると考えられるがその関連

ある．どちらの信号強度も励起光の強度とともに増加

の詳細はまだ明らかではない．

する．
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過渡吸収波形は成長する 3 つの指数関数成分で表現で

おける直流成分は電解質との界面での電荷移動による酸

きる．これに対して，光電流波形は光励起パルスがオ

素発生反応速度を反映する，いわば正孔のフローに対応

ン・オフされる t = 0，および 2 s において鋭いスパイク

することを示している．

状の信号が現われ，これと照射中に流れる直流成分が重
畳している．励起光オン・オフ時の鋭いスパイク状信号

4.3. 速度論モデルによる過渡信号波形の半定量的理
解

は，励起光により生成された電荷が BiVO4 薄膜の空間電

前項では観測された過渡信号波形の様子を定性的に説

荷領域や触媒と電解質界面にある電気二重層に充放電さ

明したが，次のような速度論モデルで半定量的に理解す

れることに起因する過渡的な電流である．したがって，

ることができる．速度論モデルを図３に示す．

この信号の相対的な大きさと時定数は電極と電極・電解
質界面の電気容量や薄膜における電子・正孔対再結合に
よる電荷損失速度に依存し，BiVO4 薄膜の厚さによって
変化する．一方，励起光照射されている間に流れる直流
成分は酸素発生に関わる電極界面での電荷移動にもとづ
くファラデー電流である．したがって，同じ薄膜試料で
測定したときに，励起光オン時の鋭いスパイク信号と直
流成分との比が小さいほど試料の反応性が高いと大雑把
に判断できる．たとえば，作用電極の電位をより高くす
ると電子と正孔の再結合速度が抑制されるため界面での
電荷移動反応が促進され，直流電流値に対するスパイク
状信号強度は相対的に小さくなる．また，注意すべきは
励起光が消光されると光電流はほぼそれに追随するよう
に迅速に消失するが，過渡吸収はゆっくり緩和している
ことである．これから励起光消光後に残存する正孔は酸
化反応に寄与しないことがわかる．
4.2. 助触媒担持効果
助触媒を担持した試料と未担持のものの信号波形を比
較することにより過渡吸収と光電流波形との対応関係を
よく理解することができる．図２のデータはどちらも同
じ強度の励起光で照射されたものであるが，この二つの
試料の結果は好対照である．すなわち，助触媒未担持の

BiVO4 薄膜試料は担持試料に比べてより大きな過渡吸収
信号を示すが光電流の直流成分は小さい．また，未担持
試料における t = 0 s で特徴的な鋭いスパイク状信号は顕
著であるが，担持試料ではほぼこの信号は消失してい
る．この対照的な実験結果は両者の反応性を如実に反映
している．まず，助触媒担持試料の大きな直流電流は，
この試料の反応性の高さをよく表している．すなわち，

図３ 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 p1（バルク内），p2（表面），p3（表面トラップ
準位内）の 3 種類，速度定数としては k0（バルクにおいて光
励起された電子・正孔再結合），k1（半導体内に内在していた
電子との再結合），k12（バルクから表面への正孔輸送），k2（表
面から電解質への正孔移動），k3（p2 正孔の p3 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（p3
正孔の電子との再結合）の 7 つの過程を考える．また，WE
は BiVO4 薄膜を担持した透明作用電極，RE は Ag/AgCl 基準
電極，CE は補助電極，VBE は BiVO4 の価電子帯上端，CBE
は伝導帯下端を表わす．

このモデルでは BiVO4 薄膜の空間電荷層においてバン

薄膜内に生成された正孔は反応によって効率よく消費さ

ドが湾曲しており，次の 3 種類の正孔状態が関与すると

れるため薄膜内に蓄積される正孔濃度は低く，また，再

考える．すなわち，光吸収により生じたバルク内の正孔

結合による正孔の損失が抑制されているため励起光オン

（p1），これが電解質との界面まで輸送された正孔（p2），

時のスパイク信号はほとんど消失している．これに対し

そして，バンドギャップ内の表面準位にトラップされた

て，未担持の試料では界面での反応速度が遅いため薄膜

正孔（p3）である．

内に蓄積される正孔濃度は高くなり，また電子との再結

このモデルでは，過渡吸収波形におけるもっとも速い

合による損失も大きいため，スパイク信号が明瞭であ

立ち上がり成分は p1 正孔によるものであり，その立ち上

る．このように過渡吸収信号強度と光電流信号とは試料

がりの時定数はほぼ電子との再結合の速度定数の逆数

の反応性に対して互いに相反する挙動を示す．これは，

1（i
／ 0 k0 + k1）が対応する．次の速い立ち上がり成分は p2

正孔の過渡吸収は作用電極である BiVO4 薄膜内にストッ

正孔の成長であり，この時定数は p2 正孔が界面での電荷

クされている正孔濃度を反映するのに対して，光電流に

移動（酸化反応）と p3 への捕捉により消失する速度定数
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（ａ）

がり成分は p3 正孔の成長であり，この時定数はこの正孔
／ 4 + k5）が対応す
種が消失する過程の速度定数の逆数 1（k
る．

５．正孔濃度と反応速度との相関

5.1. BiVO4 における水の酸化反応

水の酸化による酸素発生における反応物は薄膜内に励
起光照射により生成されたカチオン種（正孔）と界面に
おける水分子であり，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濃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．一方，前述したよ
うに光電流の直流成分が酸素発生の反応速度に比例す
る．したがって，光電気化学的酸素発生の速度論的理解
には薄膜内の正孔濃度と反応速度との関係を明らかにす

（ｂ）

る必要がある．
速度論的解析をするためには反応物の量に対して反応
速度がどのように変化するかを知らねばならない．そこ
で，反応物である薄膜内の正孔濃度を励起光強度により
制御した．2 秒間の矩形波による励起では系は定常状態
には至らないが，ここでは簡便のため t = 2 s での過渡吸
収量と光電流値を擬似定常値としてそれぞれを励起光強
度に対してプロットした（図４）．
助触媒未担持試料では過渡吸収量も光電流値も励起光
強度の増加に伴ない飽和する傾向がみられる．ただし，
過渡吸収値は光電流値よりもより低い励起光強度から飽
和が始まっている．これに対して助触媒担持試料では過
渡吸収は未担持のものとよく似た飽和傾向を示すが，光
電流値は励起光強度にほぼ比例するように増加する．
そこで，両試料について図４にある光電流値を過渡吸

図４ 過渡的な波形における励起光をオフにする直前（t = 2 s）の
（a）電流，および（b）過渡吸収の励起光強度依存性．青色
が助触媒未担持，橙色が助触媒を担持した BiVO4 試料での観
測結果である．陽極電位は 0.6 V vs. Ag |AgCl で固定してある．

収値に対してプロットしたものを図５に示す．
注目すべきは，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点である．また，
非線形性の程度は助触媒担持試料の方がきわめて顕著で
ある．測定した励起光強度の全範囲内のデータを正孔濃
度の整数のべき乗でフィットすることはできないが，正
孔濃度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濃度にほぼ比例して増加するが，
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．未担持の BiVO4 でのこのような反応速度の正孔濃
19，20）

度依存性は Durrant らにより報告されているが

，助

触媒担持試料でのより顕著は非線形性はこれまで知られ
ていなかった．
5.2. 亜硫酸イオンの酸化反応
水からの酸素発生反応は 4 電子酸化の多段階反応であ
り，その反応速度は遅く水の完全分解反応のボトルネッ
クとなっている．そこで，この複雑な過程の正孔濃度に

図５ 過渡吸収，および光電流の過渡的な波形での励起光をオフに
する直前（t = 2 s）の光電流値の過渡吸収量依存性．青色が
助触媒未担持，橙色が助触媒を担持した BiVO4 試料での観測
結果である．陽極電位は 0.6 V vs. Ag |AgCl で固定してある．

対する反応速度の非線形依存性についての考察を進める
前に，亜硫酸イオンの酸化反応

SO4 + H2O + 2e ⇌ SO3 + 2OH
2–

–

2–

–
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についても同様の測定を行ない比較検討した．この反応

いトラップに捕捉された正孔種も寄与するために，過渡

における標準電極電位は –0.93 V（vs NHE）であり 2 電

吸収量が反応に有効な正孔種濃度を必ずしも反映しない

子酸化ではあるが反応速度は非常に大きく，亜硫酸イオ

のではないか，という点であった．しかし，速度論モデ

ンは良好な正孔スカベンジャーとしてよく用いられる．

ルを詳細に検討すると，励起光照射中の擬似定常状態に

1 M Na2SO3 水溶液を電解質溶液として過渡吸収と光
電流を同時測定した．ここでは作用電極の電位を 0.0 V
vs. Ag|AgCl とした．観測した過渡信号波形は図２に示

おいては，酸化力が低下し酸化反応に直接寄与しないと
考えられる正孔種の濃度は活性な正孔種の濃度に比例す
ることがわかった．したがって，擬似定常状態における

したものと類似の特徴を持つが，この系ではきわめて大

過渡吸収量をもってこれが活性な正孔種の濃度を表わす

きな光電流が得られる点で水の酸化反応とは大きく異な

とする仮定もまったく根拠がないわけではない．また，

る．これはまさに SO3 の酸化反応速度がきわめて大き

SO3 の酸化反応と水の酸化反応において酸素発生とは異

いことを反映している．

なる依存性がみられる点もこの相関関係が反応機構を反

2–

図６に励起光パルスが終焉する t = 2.0 s における過渡
吸収と光電流の値をプロットした．

2–

映しているという点で重要である．したがって，やはり
光電流値が正孔による過渡吸収の量に非線形に依存する
という実験事実には反応機構についての貴重な情報が含
まれていると考えられる．
助触媒 Co3O4 における反応機構については Frei らの先
21）

行研究 がある．彼らは光吸収によって生成された電子
（bpy）
励 起 状 態 に あ る Ru
3 か ら 正 孔 を Co3O4 に 移 動 さ
3+

せ，水の酸化反応速度と中間体の測定を行なった．その
結果，彼らが提唱した反応機構を図７に示す．
（ａ）

図６ 亜硫酸イオンの酸化反応における過渡的な波形における励起
光をオフにした直前（t = 2 s）の光電流値の過渡吸収量に対
するプロット．陽極電位は 0.0 V vs. Ag |AgCl で固定してある．

注目すべきことは，水の酸化反応の場合と異なり，こ
の反応においては光電流値が過渡吸収量にほぼ比例して
変化することである．すなわち，反応速度は反応物であ
る正孔の濃度に対して一次の速度式で表されることを意

（ｂ）

味している．このように光電流・過渡吸収プロットは反
応系の反応機構の違いを如実に表している．
5.3. 反応速度と正孔濃度との相関についての考察

2019 年度の研究報告書においても，水の酸化反応に
おける反応速度と正孔濃度との間の非線形性について言
及したが，そこで用いたデータはすべて異なる電位で測
定したものであり，また，電流値も過渡吸収濃度の範囲
もかなり限定されたものであった．今年度はより系統的
かつ詳細な実験を行なったので，反応速度の正孔濃度依
存性をより確実に示すことができた．特に，昨年度は非
線形が顕著であるのは助触媒未担持試料であるとした
が，助触媒担持試料のほうが線型からより強く逸脱する
ことがわかった．
昨年度は，この非線形な関係から反応機構が励起光強
度に応じて変化するのではないかという可能性について

図７ 水の 4 電子酸化による酸素発生反応機構．（a）では金属酸化
物表面の単一のサイトで反応が進行するのに対して（b）で
21）
は助触媒 Co3O4 表面での隣接したサイトが関与する ．

ここで重要なことは水の酸化反応については図 7（ a ）

以下の点から疑義を呈した．すなわち，過渡吸収には反

にあるような金属酸化物の一つのサイトにおいて 4 電子

応に直接関与する正孔種のみならず酸化力が低下した深

酸化反応が進行すると仮定されている場合が多いが，こ
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れに加えて隣接する二つのサイトが関与するものがある

分子論的理解には理論研究との共同研究が必要でこの面

という点である．彼らは前者に遅い水の酸化反応，後者

も進めていきたい．

に速い反応を対応させている．このモデルを鑑みると本

さらに，これまで時間領域の測定結果について議論し

研究で観測された低い励起光強度における正孔濃度に線

てきたが，本研究で対象としているヘテロ界面反応にお

形に比例するものが前者の反応経路に対応し，高強度領

いては，触媒の表面モーフォロジーと反応性との相関と

域において顕著になる非線形な応答を示すのは 2 つのサ

いった空間領域での知見が重要である．今後，走査型顕

イトが関与する反応経路に相当すると考えるのが妥当で

微鏡などによる測定を導入し，より緻密な議論を展開で

ある．

きるようにしたい．

このように非線形な応答を示す過程は反応機構に関す
る重要な示唆を与える．すなわち，水の酸化反応のよう

謝

辞

に多段階でかつ遅い反応における反応の律速段階に関与

本研究で用いた BiVO4 の薄膜試料は東京理科大学の工

する酸化状態は複数の正孔が蓄積された状態であると考

藤昭彦教授の研究室で作製され，共同研究のため提供さ

えられる．また，このような反応機構が Co3O4 のような

れたものである．なお研究費の一部は科学研究費基盤研

助触媒担持系だけではなく，未担持のバナジン酸ビスマ
19）

22）

23）

究（B）「光誘起電位のオペランドマッピングによる光

ス やヘマタイト ，チタニア にも類似の現象が観測

触媒反応機構の解明」（課題番号 19H02681）によって

されていることに留意する必要がある．これだけの例で

充当された．

一般化するのは時期尚早ではあるが，水の酸化反応にお
ける有効な反応経路として隣接するサイトが関与し，複
数の正孔がそこに蓄積されるような反応中間体を経て反
応が進行するというメカニズムが有力であり，今後様々
な光触媒反応についてもこの観点から研究を進めること
が重要である．

６．まとめと今後の展望

今年度は，作用電極の電位を固定した状態で過渡吸収
と光電流波形の同時測定実験を励起光強度の関数として
系統的に行った．助触媒 CoOx 担持効果は著しく，助触媒
担持が光変換効率を向上させるのに有効であることを確
認した．反応機構を考える上でより重要な知見としては，

BiVO4 における水の酸化においては助触媒担持の有無に
かかわらず，反応速度が薄膜に蓄積される正孔濃度に非
線形に増加するという点である．BiVO4 におけるこの事
実は既報のものを定性的に再確認するものではあるが，
この非線形性が助触媒担持によりきわめて増幅されるこ
とは今回の測定で初めてわかった．加えて反応速度が速
い亜硫酸イオンの酸化ではこのような非線形性はみられ
ず，非線形性は多段階の遅い反応に特有である可能性が
高い．このように本研究で行った正孔濃度と反応速度の
同時計測は反応機構の解明に有用な知見を与える．
ただし，反応機構の全貌を解明するにはまだ不十分な
点が多い．速度論モデルに立脚したシミュレーションは
観測結果を定性的には再現できているが，広い励起光強
度範囲のデータを定量的に説明するところまでには至っ
ていない．これは今後の課題である．さらに，非線形性
の原因である反応機構の正孔濃度依存性を微視的に理解
することがより重要である．困難ではあるが複数個の正
孔が集積することにより生成する反応中間体の寿命など
を実験的に解明することを試みたい．また，反応機構の
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