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(1115-10) 

【環境・資源分野】 

 

仮訳 

 

 

人工葉で太陽光を捕獲して効率的に燃料を製造(米国) 
2015 年 8 月 27 日 

 

太陽光や風力等の再生可能エネルギーによる発電とその貯蔵は、クリーンエネルギー経済

の要である。カリフォルニア工科大学(Caltech)内に 2010 年に設立されたエネルギー省

(DOE)イノベーション・ハブである Joint Center for Artificial Photosynthesis (JCAP)に

は、主要な目標があった。植物の自然な光合成プロセスのように太陽光、水、CO2 のみを

使ってコスト効果的に燃料を製造し、需要に応じて利用できるようエネルギーを化学的燃

料の形態で貯蔵する方法の開発である。過去 5 年間において JCAP の研究者らはこの目標

に向かって大きく進展し、今回、効果的で安全に水素燃料を生成する太陽光を使った統合

的な水分解システムを初めて完成させた。 

 

 

 

 

TiO2 安定化層で保護したモノリシックⅢ-Ⅴ族集積デバイスを作成する Chengxiang 

Xiang(左)と Erik Verlage(右)。同デバイスは、自立的な太陽光水分解で水素燃料と

酸素を生成する。 

Credit: Lance Hayashida/Caltech 

 

 

 

http://solarfuelshub.org/
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「今回の成果は、JCAP 全体の過去 5 年間の長期プロジェクトにおける画期的な業績で

した。しかも予定期間内に、予算内で目標を達成したのです。」と、Caltech の George L. 

Argyros Professor であり、化学教授、また JCAP の scientific director である Nate Lewis

教授は言う。 

 

 今回開発の太陽光による燃料生成システム、つまり人工葉については、『Energy and 

Environmental Science』誌、8 月 27 日のオンライン版に詳細が掲載されている。この研

究は、Lewis 教授の研究室の研究者らと JCAP および Howard Hughes Professor of 

Applied Physics and Materials Science のディレクターである Harry Atwater 氏が実施

した。 

 

 

  

「これはハブスケールでの活動で統合研究チームが達成できることを示す、JCAP の体

系的知識と洞察力、そして能力を活用した結果です。」と Atwater 氏は述べ、次のように

続ける。「ここで報告するデバイスは、総合的な太陽光による燃料生成システムに必要な設

計と構成材料を決定する長年の大規模な研究活動から得られたものです。」 

 

高効率な光電気化学(photoelectrochemical: PEC)デバイスでは、太陽光を利用して水

を水素と酸素に分解する。独立型のプロトタイプは、両方のガスを収集する半透過性

の分離膜で隔てられた 2つの部屋から構成される。 

Credit: Lance Hayashida/Caltech 

 

 

 

 

https://www.cce.caltech.edu/content/nathan-s-nate-lewis
https://www.cce.caltech.edu/content/nathan-s-nate-lewis
http://eas.caltech.edu/people/2917/profile
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 この新しいシステムは、フォトアノードとフォトカソードの 2 本の電極と分離膜の主要

な 3 部品から構成されている。フォトアノードは太陽光を受けて水分子を酸化させ、プロ

トン(陽子)とエレクトロン(電子)、そして酸素ガスを生成し、フォトカソードは陽子と電子

を再結合させて水素ガスを生成する注。JCAP の同システムのデザインの要となる部分は

樹脂でできた分離膜で、酸素ガスと水素ガスを分離する。これら両ガスが混合して誤って

点火すると爆発もあり得るため、この分離膜は圧力下で水素燃料を個別に収集してパイプ

ラインへと安全に押し出す役割を担っている。 

 

 

 シリコンやヒ化ガリウム等の半導体は、効率的に光を吸収することから太陽光パネルに

利用されている。しかし、これらの半導体は水に触れると表面が酸化して(錆ついて)しま

うため、直接的に燃料生成に利用できない。今回、一体型のシステムの開発を促進したも

のは、Lewis 教授の研究室による過去の研究結果であった。白色ペンキや歯磨き粉、日焼

け止め等で利用されている二酸化チタン(TiO2)のナノメートルの薄膜層を電極に添加し、

電極の腐食を防ぎながら光を透過させ、電子を通過させる。今回のシステムでは、62.5nm

の薄さの TiO2 層を利用して効果的に腐食を回避しながらヒ化ガリウムベースの光電極の

安定性を向上させている。 

                                                
注 固体高分子形水電解の反応を説明したものであるが、本システムはアルカル水電解の反応であることを研究者

の一人に確認済み。 

酸素・水素発生反応触媒を有する保護された光電気化学アセンブリを特徴とした、効率的かつ頑健な一体

型太陽光水分解システムのプロトタイプのイラスト。[大サイズで見る] 

Credit: Image provided courtesy of Joint Center for Artificial Photosynthesis; artwork by Darius Siwek 

 

 

http://www.caltech.edu/news/jcap-stabilizes-common-semiconductors-solar-fuels-generation-42921
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/www-prod-storage.cloud.caltech.edu/JCAP-Photoanode%20Final%20Image.jpg
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もう一点の主要な開発は、燃料製造に安価な活性触媒を利用したことである。フォトア

ノードには、肝心の水電気分解反応を促す触媒が必要である。白金等の希少で高価な金属

は効果的な触媒ではあるが、研究チームは今回の研究において、TiO2 の表面に 2nm のニ

ッケル層を添加する安価な活性触媒創成方法を発見した。この触媒は水分子を酸素、陽子、

電子に分解する触媒の中でも最も高活性な触媒として知られており、今回開発のデバイス

が示した高効率性の鍵である。 

 

フォトアノードはフォトカソード上に成長させたもので、このフォトカソードも同様に

安価なニッケルモリブデン活性触媒を含んでいる。これらが太陽光による水電解システム

をして機能する統合的な単一材料を作りあげている。  

 

この新しいシステムの効率性と安全性に寄与する重要な構成部品は、酸素ガスと水素ガ

スを分離させ、爆発の可能性を回避しながらシームレスなイオンの流れを可能とさせてセ

ルの電気回路を完成させる、樹脂製の特別な分離膜である。システムの全構成部品は同一

の条件下で安定して協働し、高性能かつ完全な統合システムを作りあげている。実証用シ

ステムは面積が約 1 ㎠で、太陽光の 10%のエネルギーを貯蔵エネルギーとして化学燃料に

変換し、40 時間連続して運転できる。 

 

 

Lewis 教授は「このシステムは人工葉技術の安全性、性能、安定性全てにおいて 5～10

倍以上に記録を打ち破るものです。」と説明する。 

 

「私たちのシステムは、安価な部品から構成される統合的なシステムで太陽光から安全

で効率的に燃料を生産できることを証明しています。」と同教授は言い添え、次のように続

ける。「当然、システムの寿命を延ばすためにやらなくてはならないこともあるし、コスト

効果的な全体システムの製造方法の開発も必要ですが、どちらも現在進行中です。」 

 

同システムは JCAP 内の多数のチームが開発した様々な部品から構成されることから、

同研究論文の共同著者でJCAPのプロトタイピングとスケールアッププロジェクトの共同

責任者である Chengxiang Xiang 氏は、この研究結果は協働活動の成果であると述べ、次

のように続ける。「JCAP によるデバイス設計、シミュレーション、および材料の発見と一

体化の研究開発を全てこの新システムの実証に集中させました。」 

 

Solar Fuels Prototype in Operation (動画) (JCAP: Joint Center for Artificial Photosynthesis) 

A fully integrated photoelectrochemical device performing unassisted solar water splitting for the production 

of hydrogen fuel. Credit: Erik Verlage and Chengxiang Xiang/Caltech 

http://solarfuelshub.org/research/videos/jcap-researchvideo-watersplitting-prototype-verlage.html
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同研究結果は、以下のタイトルで公表されている："A monolithically integrated, 

intrinsically safe, 10% efficient, solar-driven water-splitting system based on active, 

stable earth-abundant electrocatalysts in conjunction with tandem III-V light absorbers 

protected by amorphous TiO2 films." 

Lewis教授、Atwater氏、Xiang氏に加えて、Caltechの共同著者は大学院生のErik Verlage

氏、ポスドクスカラーの Shu Hu 氏、Ke Sun 氏、material processing and integration 

research engineer の Rui Liu 氏、JCAPの mechanical engineer の Ryan Jones 氏。同研

究には米国エネルギー省(DOE)の科学局およびゴードン・アンド・ベティー・ムーア財団

が資金を提供した。 

 

 

著者: Jessica Stoller-Conrad 

本記事の連絡先: Judy Asbury (626) 395-3226  jasbury@caltech.edu 

  

 

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子） 

 

出典：本資料は米国・カリフォルニア工科大学 (California Institute of Technology: 

CALTECH)の以下の記事を翻訳したものである。 

“Artificial Leaf Harnesses Sunlight for Efficient Fuel Production”  

http://www.caltech.edu/news/artificial-leaf-harnesses-sunlight-efficient-fuel-

production-47635   

(Used with Permission of the California Institute of Technology) 

  

http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20150825-164619530
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20150825-164619530
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20150825-164619530
http://resolver.caltech.edu/CaltechAUTHORS:20150825-164619530
mailto:jasbury@caltech.edu
http://www.caltech.edu/news/artificial-leaf-harnesses-sunlight-efficient-fuel-production-47635
http://www.caltech.edu/news/artificial-leaf-harnesses-sunlight-efficient-fuel-production-47635

	1115.pdfから挿入したしおり
	NEDO海外レポート　1115
	1115-1 スタンフォード大学開発のアルミニウムイオン蓄電池が従来蓄電池の安全な代替に(米国) 
	1115-2 3Dプリントで作成されたエアロゲルがエネルギー貯蔵を高効率化(米国)
	1115-3 オークリッジ国立研究所が初の大面積グラフェン複合材料を作製 
(米国)
	1115-4 ブラックシリコン太陽電池効率22.1%を記録(ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ) 
	1115-5 世界最薄の電球・グラフェンが光輝く(米国)
	1115-6 UCLAが燃料電池向けの低コスト・高効率ナノ構造を開発(米国)
	1115-7 スタンフォード大学開発の単一触媒水電解装置がクリーンに燃焼する水素を休み無く生産(米国)  
	1115-8 液体層でより高速により大面積のグラフェンを製造(英国) 
	1115-9 微細な熊手が低コスト太陽電池の効率を倍増(米国) 
	1115-10 人工葉で太陽光を捕獲して効率的に燃料を製造(米国)
	1115-11 グリーンなエネルギーをグリーンに貯蔵(米国) 



