
 

 

「光エネルギーと物質変換」研究領域 領域活動・評価報告書 
－平成２１年度採択研究課題－ 

 

研究総括 井上 晴夫 

 

１． 研究領域の概要 

本研究領域では、人類にとって理想的なエネルギー源である太陽光による広義の物質変換を介して、光エネ

ルギーを化学エネルギーに変換・貯蔵・有効利用し得る高効率システムの構築を目指した、独創的で挑戦的な

研究を対象とした。 

 具体的には、半導体触媒や有機金属錯体による光水素発生、二酸化炭素の光還元、高効率な光捕集・電子

移動・電荷分離・電子リレー系、 光化学反応場の制御、水分子を組み込んだ酸化還元系、ナノテクノロジーを

駆使した光電変換材料、高効率光合成能を有する植物、藻類、菌類 などの利用技術、光を利用したバイオマ

スからのエネルギー生産、光合成メカニズムの解明などが含まれる。 

 光化学、有機化学、材料科学、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなど幅広い分野から、将来のエネルギー

システムへの展開を目指した革新的技術に新しい発想で挑戦する研究を対象とした。 

 

２． 中間評価対象の研究課題・研究者名 

件数： ４件（うち、通常型３件、大挑戦型１件） 

※研究課題名、研究者名は別紙一覧表参照 

 

３． 研究実施期間 

平成 21年 10月～平成 25年 3月（※平成 27年 3月終了予定） 

 

４． 中間評価の手続き 

別記４名の研究者には、個別ディスカッションの機会を設け、研究の進捗状況、現在の課題、今後の方

針・展望などについて、研究総括、領域アドバイザーとの十分な質疑応答を行い、課題の解決や研究の進

め方に対する助言・指導を行った。さらに評価会（領域会議等）において個別ディスカッションでの意見を

ふまえたその後の研究進展などについて、研究総括、領域アドバイザー、研究者との質疑応答の意見な

どを総合して研究総括が最終的な評価を行った。 

（中間評価の流れ） 

平成 24年 11月 評価会(領域会議）開催 

平成 25年 3月 研究総括による中間評価 

平成 25年 3月 被評価者への結果通知、研究計画見直し 

 

５． 中間評価項目 

（１）研究の進捗状況と課題 

（２）研究成果の発表状況 

（３）今後の展開の可能性 

（４）総合評価 

（５）大挑戦型については、さらに、大挑戦型として取り組む挑戦的な研究項目に対する進展を加味した。 

 

６． 研究結果（中間評価） 

平成２１年度採択研究者の内、研究期間５年として採択された４名の研究者についての中間評価を以

下に報告する。本領域の中心テーマの一つである二酸化炭素の光固定について嶋博士は、メタン生成菌

の二酸化炭素多電子還元、伊原博士はシアノバクテリアを利用する人工的二酸化炭素還元、石田博士は

非天然型人工ポリペプチドを反応場とする二酸化炭素還元、また伊田博士は、本領域の中心テーマの一

つである半導体光触媒による水の光分解について半導体ナノシートへの新展開を目指すなど、それぞれ

大変意欲的な研究計画の下、精力的に研究展開を行っている。以下、研究者ごとにその中間評価を報告

する。 

 



 

 

１．石田  斉研究者 「ペプチド折り紙で創る二酸化炭素多電子還元触媒」(大挑戦型) 

本研究は、Ｒｕ錯体によるＣＯ２還元、および「ペプチド折り紙」などについての石田博士等の先駆的業績を

基礎に、高効率ＣＯ２光還元系の開発をめざして提案されたものである。非天然型ペプチドを化学反応場と

する取り組みは、基礎科学の視点のみならず、ＣＯ２還元に限定したとしても、直接の光化学還元、電気化

学還元、あるいはヒドリド化合物を電子源、水素源とする暗反応触媒還元など様々に展開する可能性を秘

めている。人工酵素の視点からも極めて挑戦的な研究課題でもある。 

このような大きい期待が持たれる一方で、短期間での研究展開には多くの困難さが伴うことが容易に予想

されたことからも大挑戦プログラムとして採択された。研究開始当初には、研究設備の整備、金属錯体配位

子合成などをはじめ解決すべき課題があったが、若干の誘導期間を経て、漸くペプチド合成とそれらの錯体

合成が可能になりつつあり、予備的な光化学反応のデータも得つつある。 

しかしながら、研究開始初期の困難さを考慮したとしても、過去３年間の研究展開は決して満足すべきも

のとは言い難い。モデル錯体の研究にとどまることなく、いっそう意欲的に多種類の非天然型アミノ酸を有す

るポリペプチドを合成し、ペプチド折り紙型の錯体合成とそのキャラクタリゼーション、光反応検討などの研

究展開を望みたい。 

現在の研究ペースでは多くの取り組みが計画倒れに終わる懸念すらあり得る。非天然型アミノ酸の種類、

配列、鎖長、折り紙錯体の微小環境、酸化還元特性、バルク溶媒とポリペプチドのコンフォメーション変化、

など多くの考慮すべき座標軸を考慮しつつも、大胆に展開方向を見定め、まずは多種類の非天然型ポリペ

プチド錯体の合成とその光反応に絞ることが肝要であろう。一層の集中した研究努力が望まれる。 

 

２．伊田進太郎研究者 「ナノ構造体の階層的構造制御による光機能性材料の創製」 

   半導体光触媒による水の分解、人工光合成は結晶粉末触媒を水に懸濁させた反応方法や光電気化学的

な反応方法についての基礎的な研究集積があり、我が国は群を抜いて世界を先導している。しかし、中長

期の時間スケールでの本格的な実用化を視野に入れた場合には、現在までの研究進展の延長線上にはな

い新たな取り組み、ブレークスルーが求められてもいる。可視光をいかにして有効に利用できるか、水光分

解の反応性をいかにして向上させるか、触媒調製プロセスを含めていかにして汎用性を持たせられるか、な

ど解決すべき課題は多い。 

これまでの基礎的知見を基にした工学的条件探索や最適化手法の限界を超えて、上記課題を基礎科学

の視点でブレークダウンする思い切った基礎的取り組みが求められてもいる。 

伊田博士は、従来の視点を超えて、厚さ１～２nm の半導体ナノシートに着目し、比表面積の飛躍的な拡大、

ドープ元素が結晶内部ではなく表面にあらわになることの予測とその効果への期待、半導体光触媒でのキ

ーポイントである欠陥の制御・キャリアの有効分離などへの展開につながり得るナノシートの結晶性の制御、

汎用性への展望となるユビキタス元素への着目などを始め、多くの独創的視点からさまざまな半導体ナノシ

ートの作製、それらの光化学挙動、光電気学挙動の解明に取り組んでいる。研究開始からこれまでの３年間

で既に、多くの興味深い研究成果を挙げている。例えば、RhをドープしたCa2Nb3O10ナノシートで水光分解の

反応性としてこれまでにない高い反応性（量子収率６５％）を達成している。水光分解での可視光感受性のナ

ノシート CsCa2Ta3O9.7N0.2 の開発にも初めて成功している。さらには、ユビキタス元素としての鉄やカルシウ

ムを主材料とした光電変換材料として、CaFe2O4の光電変換特性を 10 倍以上向上させることにも成功した。

その他、半導体ナノシートの基礎光化学、光電気化学挙動について多くの興味深い知見も得つつあり、３年

間の研究成果として今後の展開を大きく期待させるものと言える。 

今後は、一層の基礎的検討と多面的な取り組みに挑戦すると共に、半導体ナノシートをどのようにして実

際に光触媒として有効に利用するかの視点を加えて一層の研究展開を期待したい。その加速度に期待した

い。 

 

３．伊原正喜研究者 「蛋白質工学的アプローチによる高効率ギ酸生産藻類の設計」 

本研究は、ヒドロゲナーゼによる水素発生についての伊原博士の先駆的な業績を基礎にしながらも、新た

にエネルギーキャリア物質としてのギ酸に注目し、その生産を太陽光により蛋白質工学的アプローチにより

最適化した藻類生物系システムでおこなうという大変意欲的な提案である。 

藻類の機能改変による人工光合成の試みは数多いが、その多くはヒドロゲナーゼを利用する水素発生に

限られているので、本研究が目的通りに展開すれば当該領域に非常に大きいインパクトを与えるものである。

しかしながら、細胞内でギ酸を生成する際の細胞毒性、ギ酸脱水素酵素（FDH, Mo-FDH など）を新規に細胞

内に適用する困難さ、還元酵素は極めて酸素耐性が低いことの困難さ、最適の酵素変異体作成方法（発現

系）をいかに早く、効率よく開発するかの課題、などを始め多くの困難が予想される。 



 

 

研究開始時の異動や研究環境の整備などによる若干の誘導期間はあったが、これまでに細胞外再構成

系において、ギ酸生産に成功し、細胞内でも再現するために、シアノバクテリア・ヘテロシスト内で FDH 変異

体を過剰発現させ、ギ酸濃度を向上させることに成功している。より高効率のギ酸生成が期待される

Mo-FDH系でも細胞外系での足掛かりをつかみつつある。 

研究進展の速度は比較的緩慢に見えるが、着実に各段階を踏んで進展しつつあることは評価される。今

後の一層の加速度的な研究進展を期待している。ギ酸生成以外に、水素発生、セルロース生成、イソプレノ

イド生成への取り組みも同時進行させているが、まずはギ酸生成という所期の目的達成に集中した研究努

力が望まれる。論文発表が期待通りには進んでいないのは大変残念であり、その点でも一層の奮起を望

む。 

 

４．嶋  盛吾研究者 「[Fe]-ヒドロゲナーゼの活性中心鉄錯体の生合成」 

   本研究は、メタン生産菌内での多電子変換、ヒドリド移動などの解明を手掛かりに「自然を理解し」、

「自然に学ぶ」視点から、人工光合成研究の中で最も重要な反応のひとつであるＣＯ２の多電子還元触媒反

応を総合的に理解することに挑戦する大変意欲的な取り組みである。 

研究提案が採択されるまでの嶋博士の研究実績を基礎に、研究開始から短期間に、既にメタン生

産菌で発見された酵素[Fe]-ヒドロゲナーゼの活性中心である鉄錯体（FeGP-コファクター）の構造解

明に初めて成功し、その生合成経路も解明している。また、メタン生成の逆反応と推定されるメタン代

謝酵素を黒海海底微生物から結晶化に成功し、そのＸ線構造解析に成功するという大変大きいインパクトを

与える研究成果をあげている。さらには、メタン生成微生物の持つ酵素[NiFe]-ヒドロゲナーゼが大変興味

深い「ナノボール」構造を有することも発見している。他にも多くの、興味深い研究成果をあげつつある。こ

のように研究進展は極めて順調に進んでいると高く評価される。今後、生体内でのＣＯ２還元の総合理解に向

けて一層の加速度的研究進展を期待している。 

 

７． 評価者 

研究総括  

井上 晴夫 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科・特任教授 

 

インターナショナル・アドバイザー・ボード 

        徳丸 克己*1 筑波大学名誉教授 

朴  鐘震*1 高麗大学材料化学部門教授 
*1平成 22年 9月～委嘱 

 

 

領域アドバイザー（五十音順。所属、役職は平成 25年 3月末現在） 

石谷  治 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 

伊藤  攻*3 東北大学名誉教授 

伊藤  繁*2 名古屋大学名誉教授 

喜多村 曻 北海道大学大学院理学研究院・教授 

工藤 昭彦*2 東京理科大学理学部応用化学科・教授 

           瀬戸山 亨 （株）三菱化学科学技術研究センター合成技術研究所・所長 

嶋田 敬三 首都大学東京大学院理工学研究科・客員教授 

           沈 建 仁*4 岡山大学大学院自然科学研究科・教授 

高木 克彦 （財）神奈川科学技術アカデミー・研究顧問兼有機系太陽電池評価 

                 プロジェクトリーダ 

民秋  均*4 立命館大学大学院生命科学研究科・教授 

堂免 一成 東京大学大学院工学系研究科・教授  

藤田恵津子 Brookhaven National Laboratory化学部門・Senior Chemist 

真嶋 哲朗 大阪大学産業科学研究所・教授 

宮坂  博 大阪大学大学院基礎工学研究科・教授 
＊2平成 22年 12月～委嘱 

＊3平成 23年 7月～委嘱 

＊4平成 24年 1月～委嘱 



 

 

（参考） 

件数はいずれも、平成２５年３月末現在。 

（１） 外部発表件数 

 

 国 内 国 際 計 

論 文 ２ ２２ ２４ 

口頭（含むポスター） ３８ ２０ ５８ 

その他 ７ １ ８ 

合 計 ４７ ４３ ９０ 

 

 

（２） 特許出願件数  

国 内 国 際 計 

０ ０ ０ 

 

（３）受賞等 

・該当なし。 

 

（４）招待講演 

・石田   斉 

国内 ２件 

・伊田進太郎 

国際 １件 

国内 ２件 

・嶋  盛吾 

国際 ３件 



 

 

別紙 

「光エネルギーと物質」領域 中間評価実施 研究課題名および研究者氏名 

 

研究者氏名 

（参加形態） 

研 究 課 題 名 

（研究実施場所） 

現 職（平成 25年 3月末現在） 

（応募時所属） 

研究費（3年間） 

(百万円) 

石田  斉 

（兼任） 

ペプチド折り紙で創る二酸化炭

素多電子還元触媒 

（北里大学） 

北里大学大学院理学研究科 

准教授 

（ 同上） 

７７ 

伊田進太郎 

（兼任） 

 

ナノ構造体の階層的構造制御に

よる光機能性材料の創製 

(九州大学) 

九州大学大学院工学院准教授 

(熊本大学大学院自然科学研究科

助教) 

５４ 

伊原 正喜 

（兼任） 

 

蛋白質工学的アプローチによる

高効率ギ酸生産藻類の設計 

(信州大学) 

信州大学農学部応用生命科学科

助教 

（東京大学大学院工学系研究科 

特任助教） 

５９ 

嶋  盛吾 

(兼任) 

[Fe]-蛋白質ヒドロゲナーゼ工学

的の活性中心鉄錯体の生合成 

（マックスプランク陸生微生物学

研究所） 

 

マックスプランク陸生微生物学研

究所バイオケミストリーグループ・

グループリーダ 

(同上) 

１４ 

 



 

研 究 報 告 書 

「ペプチド折り紙で創る二酸化炭素多電子還元触媒」 

研究タイプ： 大挑戦型 

研究期間： 平成 21 年 10 月～平成 27 年 3 月 

研 究 者： 石田 斉 

 

１． 研究のねらい 

光合成など生命活動は酵素のような高活性、高選択的な触媒の作用により支えられている。

しかし、我々は未だに人工酵素を創ることには成功していない。人工酵素の創製は人工光合成

のみならず人類にとって大きな挑戦である。分子レベルでの設計が可能な触媒として金属錯体

触媒が挙げられるが、酵素系ではタンパク質鎖が触媒活性発現に重要な役割を示しているもの

の、我々はその作用を解析し理解している段階であり、人工酵素開発に利用できるレベルでは

ない。それでも得られる成果の大きさから考えると、人工酵素創製のための様々なアプローチを

試みる必要がある。 

本研究では、“ペプチド折り紙”と名付けられた手法を用いて、人工光合成構築に資する機能

性金属錯体開発を目指す。“ペプチド折り紙”とは、金属に配位可能な官能基をもつ非天然アミノ

酸を組み込んだペプチドが、金属錯体を形成することによって折り畳み、人工的な高次構造をと

ることで機能を発現させることを目的としたペプチドの分子設計手法である。特に、2,2’-ビピリジ

ンの 5,5’位にアミノ基とカルボキシル基を有する 5’-アミノ-2,2’-ビピリジン-5-カルボン酸 

(5Bpy)を非天然アミノ酸として組み込んだペプチドを合成し、その金属錯体の触媒活性を検討す

る。金属錯体の周囲にペプチド鎖が接続することにより、金属中心近傍の歪みが誘起される、金

属錯体活性部位近傍に官能性アミノ酸側鎖が配置される、水素結合等の作用により反応中間

体が安定化される、プロトン共役電子移動過程が促進されるなどの効果が期待される。本研究

では特に、ルテニウム錯体を合成し、その二酸化炭素還元触媒能を電気化学的あるいは光化

学的手法により検討する。また、ペプチド鎖導入により金属錯体に多様な官能基を導入できるこ

とから、光電子移動反応を制御した電荷分離型金属錯体の合成を行う。 

 

２． 研究成果 

（１）概要 

本研究では、ビピリジン型非天然アミノ酸(5Bpy)を組み込んだペプチドを合成し、最終的に

は人工光合成系において利用可能な二酸化炭素多電子還元触媒の開発を目指す。そのた

めには、ペプチドならびにルテニウム－ペプチド錯体の合成法確立と、その二酸化炭素還元

触媒系の構築が必要不可欠である。そこで本研究では、研究テーマ A 「5,5’位にアミド基を

有する 2,2’-ビピリジン配位子のルテニウム錯体触媒による CO2 還元反応」として、ルテニウ

ム－ペプチド錯体のモデル錯体を合成することにより、合成方法の検討を行うとともに、その

電気化学的ならびに光化学的 CO2 還元反応を検討することで、CO2 還元触媒活性評価系の

構築を行った。そして、研究テーマ B 「ルテニウム－ペプチド錯体の合成と光化学的 CO2 還

元反応」としてルテニウム－ペプチド錯体の合成を行い、その光化学的 CO2 還元反応を行う



 

ことにより触媒活性について評価した。その結果、ペプチド鎖で接続したルテニウム二核錯体

触媒では、リンカー部位のペプチド配列の違いにより活性に違いが見られ、またペプチド鎖内

に導入したセリン残基により CO2 還元能が向上することが示されたことから、二酸化炭素還

元に伴うプロトン共役電子移動過程が水素結合性アミノ酸側鎖をもつセリンの導入により促

進されることが示唆された。これらの結果は、様々なペプチド配列と CO2 還元能の相関をより

詳細に検討することによって、高活性な二酸化炭素多電子還元触媒を得ることが出来る可能

性を示していると期待される。さらに研究テーマ C 「電子移動方向を制御したルテニウム－

ペプチド錯体の合成」として、ペプチド鎖が様々な官能基を望む順に接続できる長所を活かし

て、ルテニウムトリス（ビピリジン）型錯体に電子アクセプター部位としてビオローゲン、電子ド

ナー部位としてチロシンを接続することにより、電子移動方向を制御した光電荷分離型金属

錯体の合成に応用できることを示した。この手法は、電子移動方向制御が重要である人工光

合成系の構築に利用可能な技術である。 

 

（２）詳細 

研究テーマ A 「5,5’位にアミド基を有する 2,2’-ビピリジン配位子のルテニウム錯体触媒によ

る CO2 還元反応」 

本研究では、ビピリジン型非天然アミノ酸(5Bpy)を組み込んだペプチドを合成し、そのルテ

ニウム錯体の二酸化炭素還元触媒能について検討するが、そのためには二酸化炭素還元

反応の評価系を構築し、さらに比較のためにペプチド鎖が接続しないモデル錯体としてアミド

基を有するルテニウム錯体の触媒活性を調べる必要がある。そこで最初の研究テーマとし

て、5,5’位にアミド基を有する 2,2’-ビピリジン配位子を用いて trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯

体を系統的に合成し、それらを触媒とする電気化学的ならびに光化学的 CO2 還元反応につ

いて検討した。 

2,2’-ビピリジンに接続するアミド基の向きを系統的に変化させるため、5,5’-ジアミノ-2,2’-

ビピリジンのアセチル体 (AcNH-5bpy)、2,2’-ビピリジン-5,5’-ジカルボン酸のアミド体

(5bpy-CONHMe)、その両方の置換基を有する非天然アミノ酸誘導体(Ac-5Bpy-NHMe)を合

成した。またジメチルアミンを用いて、アミドプロトンをメチル基に置換した 5bpy-CONMe2 なら

びに Ac-5Bpy-NMe2 についても同様に合成した（図１）。非天然アミノ酸誘導体のように非対

称 二 座 配 位 子 は 、 錯 体 化 の 際 に 様 々 な 異 性 体 を 生 じ る 原 因 と な る が 、 trans(Cl)- 

Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯体の場合は異性体が生じないことから、trans(Cl)体の選択的合成が必

要である。我々は近年、trans(Cl)体がごく少量の還元剤の存在によって連鎖反応により

cis(Cl)体へ異性化することを見出した。[1] このことを利用し、出発原料を加熱処理して不純

物として含まれる還元体を分解することにより、選択的に trans(Cl)体を得ることに成功し、

trans(Cl)-Ru(Ac-5Bpy-NHMe)(CO)2Cl2 錯体の結晶構造解析を行うことが出来た。単結晶中

には、2 種類の構造が存在し、form 1 はカルボニル基をルテニウム金属側に向けているのに

対し、form 2 はカルボニル基を反対側に向けていることが明らかとなった。 



 

 

 

これらの錯体を均一系触媒として、CO2 飽和 水／アセトニトリル(9:1)中、グラッシーカーボ

ン電極を用い、−1.1 V vs. Ag/AgCl において定電位電解を行った。Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯体は

還元に伴い、Ru-Ru 結合を有するポリマーを形成し、電極表面に生成したルテニウムポリマ

ーが二酸化炭素還元を行うことが報告されているが、今回検討したアミド錯体も同様の傾向

が見られた。二酸化炭素還元生成物をガスクロマトグラフにより分析、定量したところ、プロト

ン還元に基づく水素発生は抑えられ、二酸化炭素二電子還元生成物である一酸化炭素(CO)

とギ酸(HCOOH)の触媒的生成が観測された。いずれの錯体においても CO/HCOOH は約 2

から4となり一酸化炭素の方がより多く生成したが、錯体間で最も顕著に異なる結果を与えた

のは反応速度に対応する電流値であった（図２）。カルボン酸誘導体である 5bpy-CONHMe

錯体が最も反応速度が高く、非天然アミノ酸誘導体は無置換体と同程度、アセチルアミノ錯

体が最も反応が遅いことが示された。このことは、カルボン酸誘導体が電子吸引性基であり、

アセチルアミノ基が電子供与性であることにより説明できると考えたが、興味深いことに

-C(O)NHMe のアミドプロトンをメチル基に置換した-C(O)NMe2 基を有する錯体は反応が低下

した。このことはサイクリックボルタンメトリーによる酸化還元電位測定と密度汎関数(DFT)法

による検討から、メチル基の導入によりアミド基がビピリジン平面から捻じれることにより、還

元されにくくなる立体的因子が大きいことが示された。 

trans(Cl)-Ru(Ac-5Bpy-NHMe)(CO)2Cl2

form 1

form 2

 

図１． 2,2’-ビピリジンの 5,5’位にアミド基を有する trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯体． 



 

 
 

次にこれらのルテニウム錯体を触媒(5 μM)とし、ルテニウムトリス（ビピリジン）錯体

([Ru(bpy)3]
2+)を光増感剤(0.5 mM)、NADHモデル化合物である1-ベンジル-1,4-ジヒドロニコチ

ンアミド(BNAH)を電子源(0.10 M)とする光化学的 CO2 還元反応を、CO2 飽和 N,N-ジメチルア

セトアミド(DMA)/水(9:1)溶液中で行った。trans(Cl)-Ru(Ac-5Bpy-NHMe)(CO)2Cl2 錯体を触媒

とし、400 W 高圧水銀ランプを用い、カットオフフィルターにより 400 nm 以上の光を照射した結

果を図３に示す。水素発生はほとんど起こらず、二酸化炭素還元に基づく一酸化炭素とギ酸

の触媒的な生成が観測され、触媒サイクルの回転数を表すターンオーバー数(TON)は 4 時間

の光照射で約 3000 に達した。また、BNAH は一電子還元剤として作用し、酸化生成物として

二量体を与えることも明らかとなった。興味深いことに、アミド基を導入したことによる触媒活

性の効果は電気化学的 CO2 還元反応の結果と逆になり、AcNH-5bpy 錯体が最も反応速度

が高く、5bpy-CONHME 錯体が最も低い結果となった。このことは、本来の触媒活性は電子

供与性基が接続している AcNH-5bpy 錯体のほうが活性中心の電子密度が高くなり CO2 と反

応しやすいのだが、この錯体は還元されにくいため電気化学的 CO2 還元反応ではルテニウ

ム錯体への電子注入が律速となっているためだと理解される。 

5bpy-CONHMe

Ac-5Bpy-NHMe

bpy

Ac-5Bpy-NMe2

AcNH-5bpy

 

図２． trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯体を触媒とする電気化学的化学的 CO2 還元反応． 



 

 
 

以上のことから、-NHCOMe 基と-CONHMe 基の両方を有する非天然アミノ酸誘導体錯体

のアミド基による電子的影響は小さく、二酸化炭素還元活性を維持していることが示された。

また、光化学的 CO2 還元反応の方が必要触媒量も少なく、また触媒活性評価系には適して

いることが明らかとなった。 

 

研究テーマ B 「ルテニウム－ペプチド錯体の合成と光化学的 CO2 還元反応」 

研究テーマ A で得られた知見を基に、ビピリジン型非天然アミノ酸(5Bpy)を導入したペプチ

ド の ル テ ニ ウ ム 錯 体 を 合 成 し 、 そ の 光 化 学 的 CO2 還 元 能 に つ い て 検 討 し た 。

trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型錯体は、還元条件下において Ru-Ru 結合を生成することから、

二量化することを期待して二つのビピリジンユニットを接続したペプチド配位子を合成した。特

に、ペプチドが折り畳んで二核のルテニウム中心が近接することと CO2 還元活性との相関に

興味をもち、二残基の 5Bpy を接続するリンカー部分が異なる 3 種類の 12 残基ペプチドを合

成した。リンカーペプチド配列には、フレキシブルな-Gly-Gly-Gly-Gly- (Peptide 1)、Type II 

turn 構 造 を 有 す る -Gly-Pro-Gly-Gly- (Peptide 2) 、 Type VIII turn 構 造 を 有 す る

-Gly-Pro-Val-Gly- (Peptide 3)の 3 種類を用い、水素結合性アミノ酸残基として 4 残基目にセ

リン(Ser)、11 残基目にトレオニン(Thr)を導入した（図４）。ペプチド合成は、SAL resin を用いた

Fmoc 固相法により行い、アミノ酸カップリングには HBTU/HOBt/DIEA を用いて行った。[2] 

非天然アミノ酸はあらかじめ Fmoc-Leu-OH をカップリングさせたジペプチドユニット

(Fmoc-Leu-5Bpy-OH)を導入した。得られたペプチドは HPLC により分取精製した後、

[Ru(CO)2Cl2]n と反応させることにより、目的のルテニウム二核錯体を合成した。 
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図３． trans(Cl)-Ru(Ac-5Bpy-NHMe)(CO)2Cl2 錯体を触媒とする光化学的 CO2 還元反応． 



 

 

 

得られたルテニウム錯体は二核錯体であることから、研究テーマ A で得られたモデル錯体

の結果と比較するため、濃度を半分の 2.5 μM とし、[Ru(bpy)3]
2+を光増感剤、BNAH を電子

源とする光化学的二酸化炭素還元反応を行い、その触媒活性を評価した（図５）。いずれの

錯体においても触媒的な一酸化炭素およびギ酸生成が観測されたが、Peptide 1 と Peptide 2

はモデル錯体(Ru(Ac-5Bpy-NHMe)(CO)2Cl2)と同程度の活性しか示さなかったのに対し、

Peptide 3 の活性は高く、リンカーペプチドのターン構造の違いが活性に影響を及ぼすことが

示唆された。また、Peptide 3 において Ser4 または Thr11 を Ala に置換した Peptide 3b-d を合

成し、その触媒活性を調べたところ、Ser4 を Ala に置換したペプチドは活性が低下したことか

ら、触媒活性に Ser4 が関与していることが示された。これらのアミノ酸残基の効果について

は、導入位置や種類を系統的に変化させて検討中であり、その理由についてはまだ詳細は

明らかとなっていないが、このような活性の違いは主として、触媒活性部位近傍に存在する

水素結合性アミノ酸側鎖の作用により、二酸化炭素還元反応に伴うプロトン共役電子移動

(Proton Coupled Electron Transfer: PCET) が効率化されたことによるものと考えられる。この

ことから、ルテニウム－ペプチド錯体の二酸化炭素還元活性とペプチド構造との相関を検討

することによって、高効率な二酸化炭素還元触媒が得られるものと考えている。特に、ペプチ

ド鎖の導入によりルテニウム錯体の溶解度も変えることが可能であり、現在、高活性な触媒

が知られていない水中で作用する CO2 還元触媒への開発が期待される。 

 

図４． trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型二核ペプチド錯体． 



 

 

 

研究テーマ C 「電子移動方向を制御したルテニウム－ペプチド錯体の合成」 

人工光合成の一つの形として、水の酸化触媒系と二酸化炭素還元触媒系を光増感部位で

接続し、水から奪った電子を用いて二酸化炭素を還元する光触媒系が挙げられる（図６(b)）。

このようなシステムを構築するためには、光増感部位に 2 つの異なる系を接続するとともに、

電子移動の方向を制御する必要があるが、合成は必ずしも容易ではない。一方、ペプチドに

は方向があり、様々な異なるユニットを望む順に配列することが可能である。そこでビピリジ

ン型非天然アミノ酸 5Bpy を利用して、電子ドナーとしてチロシン残基、電子アクセプターとし

てビオローゲンを接続したルテニウムトリス（ビピリジン）型錯体を合成した（図６(a)）。[3] ま

ずペプチド鎖を合成し、そこに cis-Ru(bpy)2Cl2 を配位させることにより、目的錯体を得た。 

ルテニウムトリス（ビピリジン）型錯体は、室温でリン光発光を示す金属錯体としてよく知ら

れており、二酸化炭素還元反応においても光増感剤として用いてきた。その発光量子収率は

基準物質としてよく用いられており、水中で 0.042、アセトニトリル中で 0.062 とされてきたが、

我々の最近の研究により水中では0.063、アセトニトリル中では 0.095 という値に修正されてい

る。[4] このルテニウム錯体の発光は、ビオローゲンのような電子アクセプターを接続すると

電子移動が起こり、消光されることが知られている。この状態は逆電子移動により基底状態

へと戻っていくが、チロシンからの電子移動により電荷分離状態が生成することが観測されて

いる。このような電荷分離状態は、人工光合成系を構築する上で重要であり、非天然アミノ酸

を導入したペプチドを利用する分子設計法は有用であると期待される。 
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図５． trans(Cl)-Ru(bpy)(CO)2Cl2 型二核ペプチド錯体触媒による光化学的 CO2 還元反応． 



 

 

 

 

３． 今後の展開 

これまでの研究により、(1) 非天然アミノ酸を導入したペプチドの合成法、(2) ルテニウム－ペ

プチド錯体の合成法、(3) 光化学的CO2還元反応による触媒活性評価法が確立した。しかし、(2)

についてはルテニウム-ペプチド錯体の合成法は確立したものの、その単離精製方法にまだ問

題を残しており、改良しながら研究を進める必要がある。また(3)については、有機溶媒を用いな

い水中での反応が望まれていることから、そのような反応系の構築を視野に研究を進める予定

である。特に、これまでに合成してきたセリン、トレオニン以外のアミノ酸を導入したルテニウム－

ペプチド錯体について、できるだけ多種類を合成することによって、系統的にその光化学的二酸

化炭素触媒活性を検討し、高活性な新規触媒の探索をより効率よく行うことを計画している。 

 

４． 自己評価 

非天然アミノ酸を含むペプチド合成法の確立と、自動合成装置の導入によるペプチド合成の

効率化ができ、研究を軌道に乗せることが出来た点は評価できると考えている。またこの合成法

を利用することで、金属錯体に様々な官能基を接続できるようになり、実際、人工光合成系構築

に結びつく光電荷分離錯体の合成にも成功したことも、一定の評価は得られるものと考えている。

得られたルテニウム－ペプチド錯体は、有機溶媒／水系ではあるが、高効率な光化学的 CO2 還

元反応を触媒することを示している。しかし、その単離・精製法にはいくつか問題があり、また現

在、触媒活性を評価している光化学的 CO2 反応系は、触媒への電子供給が遅く、高活性な触媒

が得られていても活性が低く見積もられる可能性が示唆されている。このような問題点はできる

だけ早く改良することにより、当初の研究のねらいである二酸化炭素多電子還元の高活性触媒

の開発に結び付けられると考える。 
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(b)

 

図６． (a) ペプチド鎖を用いて電子移動の方向を制御した電荷分離型ルテニウム錯体の

分子設計と、(b) 人工光合成の模式図． 



 

５． 研究総括の見解 

本研究は、Ｒｕ錯体によるＣＯ２還元、および「ペプチド折り紙」などについての石田博士等の先

駆的業績を基礎に、高効率ＣＯ２光還元系の開発をめざして提案されたものである。 

非天然型ペプチドを化学反応場とする取り組みは、基礎科学の視点のみならず、ＣＯ２還元に

限定したとしても、直接の光化学還元、電気化学還元、あるいはヒドリド化合物を電子源、水素

源とする暗反応触媒還元など様々に展開する可能性を秘めている。人工酵素の視点からも極め

て挑戦的な研究課題でもある。 

このような大きい期待が持たれる一方で、短期間での研究展開には多くの困難さが伴うことが

容易に予想されたことからも大挑戦プログラムとして採択された。研究開始当初には、研究設備

の整備、金属錯体配位子合成などをはじめ解決すべき課題があったが、若干の誘導期間を経て、

漸くペプチド合成とそれらの錯体合成が可能になりつつあり、予備的な光化学反応のデータも得

つつある。しかしながら、研究開始初期の困難さを考慮したとしても、過去３年間の研究展開は

決して満足すべきものとは言い難い。モデル錯体の研究にとどまることなく、いっそう意欲的に多

種類の非天然型アミノ酸を有するポリペプチドを合成し、ペプチド折り紙型の錯体合成とそのキ

ャラクタリゼーション、光反応検討などの研究展開を望みたい。 

現在の研究ペースでは多くの取り組みが計画倒れに終わる懸念すらあり得る。非天然型アミ

ノ酸の種類、配列、鎖長、折り紙錯体の微小環境、酸化還元特性、バルク溶媒とポリペプチドの

コンフォメーション変化、など多くの考慮すべき座標軸を考慮しつつも、大胆に展開方向を見定め、

まずは多種類の非天然型ポリペプチド錯体の合成とその光反応に絞ることが肝要であろう。一

層の集中した研究努力が望まれる。奮起を望む。 
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 研 究 報 告 書 

「ナノ構造体の階層的構造制御による光機能性材料の創製」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成２１年１０月～平成２７年３月 

研 究 者： 伊田 進太郎 

 

１． 研究のねらい 

太陽光エネルギーを利用して水から水素を得る試みは、クリーンなエネルギー製造技術

として期待される分野の一つである。物質の光励起によって生成する電子やホールの酸化・

還元力を利用して水を水素と酸素に分解する方法としては、光触媒粉末と水の混合溶液に

光を照射する手法や、光電気化学的手法などがある。高効率の光触媒を開発するための材

料設計方針としては、高表面積かつ高い結晶性を持つ材料の作製が挙げられる。例えば、

同じ組成の結晶でも作り方によってその性能が大きく左右される。その他、再結合や逆反応

を防ぐため光酸化・還元サイトを分離することも重要な設計方針の一つである。本研究では、

このような材料設計を可能にする材料としてナノシートという材料に注目して新しい光エネル

ギー変換材料の開発を目指している。ナノシートは、厚さ１～2nm、四方の大きさが数百 nm

の広さを持つ単結晶である。厚さ方向は結晶１～３ユニットから構成されているため、ほとん

ど表面からなっているとも言える。また、ナノシートは表面アモルファス層がない単結晶であ

るため、光励起したキャリアなどが散乱されにくく、優れた光電変換材料や光触媒の開発に

つながる可能性がある。また、いくつかの半導体ナノシートでは光酸化サイトと光還元サイト

が大きく離れているため、それを有効利用できる異種ナノシート積層構造を設計できれば、

高効率で可視光に応答するエネルギー変換材料を創製できる可能性がある。しかしながら、

可視光を利用して光触媒や光電変換材料へ展開できそうなナノシートの種類はまだ十分と

は言えない状況である。そのため、本研究では紫外線から可視光までの広い領域に応答す

る、様々なタイプの半導体ナノシートの作製法を開発し、光エネルギー変換に利用できるナ

ノシートのライブラリを拡大するとともに、開発したナノシートを基に、異種ナノシートの複合

化、他のナノ材料との複合化及び、その異種界面接合を利用した、新しい可視光応答型の

高効率光電変換材料や水分解光触媒などの提案を目的とする。その他、将来的に光触媒

の実用化を考慮した場合、触媒の価格は非常に重要であるため、本研究では材料として、

豊富かつ安価な鉄やカルシウムを主成分とした光エネルギー変換材料の開発も同時に目

指す。 

 

２． 研究成果 

（１） 概要 

上記の課題に対し、本研究ではまず、紫外線から可視光までの広い領域に応答する様々な

タイプの半導体ナノシートを開発し、ナノシート単独でも高い光触媒能を示すか検証した。主

な成果としては、①Rh-doped Ca2Nb3O10 ナノシート、②窒素ドープ酸化物ナノシートの開発 

がある。その他、鉄やカルシウムを主成分とした光エネルギー変換材料として、CaFe2O4

の光電変換効率の向上に成功した。今後は、これらの開発したナノシートを基に、異種ナノ

シートの複合化、他のナノ材料との複合化及び、その異種界面接合を利用した、新しい

可視光応答型の高効率光電変換材料や水分解光触媒などの提案を目指す予定であ

る。以下に、これまでの成果の概要を要約する。 

① 助触媒担持フリーの高活性ナノシート光触媒（Rh-doped Ca2Nb3O10 ナノシート）の開発４)
 

 ナノシートの形状を活かせる光触媒として、Rh-doped Ca2Nb3O10 を開発した。通常の光触媒



 

 

図 1.Rh-doped Ca2Nb3O10 の光触媒活性評価結果. 

 
図 2. Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの(a)写真、(b) AFM 像, (c)高

さ断面像. 

 

 

図 3. (a) CaFe2O4電極の電流-電圧曲線, (b)IPCE スペクトル

（0.1M NaOH, 500W Hg ランプ照射）  

の場合、光触媒活性を向上させるために、助

触媒の担持を必要とする。光触媒活性を向上

させる他のアプローチとしては、遷移金属ドー

プが検討されてきた。しかしながら、ドーピン

グ単独では、光触媒活性は非常に低い。理由

としては、ドーパントの殆どは結晶内部に存在

するために、触媒表面での反応には直接関

与しないからである。しかしながら、ナノシート

の場合は、非常に薄いため、ドープしたサイト

の多くが、殆ど表面に位置しているとみなすこ

とができる。そのため、ナノシートの場合で

は、助触媒を担持しなくても、助触媒作用を示

す金属イオンをドープするだけで、その光触

媒活性が向上すると考えた。このようなナノシ

ートにすることで発現する新しい光触媒特性

向 上 効 果 を 実 証 す る た め に 、 Rh-doped 

Ca2Nb3O10 を作製し、その光触媒活性を評価

した。その結果、図１に示すように、出発層状

体と比較して Rh-doped Ca2Nb3O10 は犠牲剤

（メタノール）存在下で非常に高い水素生成活

能を示した。300nm の紫外光照射下でのみか

けの量子効率は 65％であり、これまでに報告

されているナノシートの効率としては、現状で

最大の効率を示した。このようにナノシートへ

の金属酸化物のドープは、光触媒活性を向上

させる上で非常に効果的である。 

② 窒素ドープ酸化物ナノシートの開発 1,2)
 

いくつかの酸化物ナノシートは紫外線照射

下で高活性であることが知られている。一方、

可視光に応答するナノシートは殆ど報告され

ていない。そこで、我々は、部分窒化させた層

状酸化物である CsCa2Ta3O9.7N0.2 を剥離する

ことで、可視光に吸収を持つ酸窒化物ナノシ

ートの合成に成功した。図 2 は合成に成功し

た Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの AFM 像である。

また、これらのナノシートは水の分解に対して

活性を示すことを明らかにした。本成果は酸

窒化物ナノシートを用いた初めての水分解光触媒である。 

③ CaFe2O4 の光電変換効率の向上に関する研究 3,5)
 

鉄やカルシウムを主材料とした光電変換材料として、CaFe2O4 の光電変換特性を 10 倍以上

向上させることに成功した。これまでの研究で CaFe2O4 は水を光還元できるバンド構造を持つ

材料として検討されてきたが、その光電変換特性は非常に低いものであった。本研究では、

CaFe2O4 を 1200℃で熱処理すると、その変換効率が大きく向上することを発見した。1100℃

の熱処理ではその水を光還元する効率は低いが、熱処理温度を 100℃上昇させるだけでそ

の活性を 50 倍程度向上できること見出した。また、この CaFe2O4 電極と TiO2 電極を電解質水

溶液中で短絡させ、紫外光を照射すると無バイアスで CaFe2O4 電極側から水素が、TiO2 電極

側から酸素が発生することを示した。 



 

 

（２）詳細 

① 助触媒担持フリーのナノシート光触媒（Rh-doped Ca2Nb3O10）の開発 4) 

 研究背景：光触媒反応で触媒粒子内部で励起されたキャリアが反応するためには表面ま

で移動する必要がある。しかしながら、触媒粒子内に欠陥サイトがあると、励起キャリアは表

面へ移動する途中で欠陥サイトに補足されやすい。そのため、触媒の粒径を小さくすること

で、表面への移動距離を短くする工夫や、結晶性を高くするなどして格子欠陥を減らすなど

の方法が検討されてきた。本研究で注目しているナノシートは厚さ 1nm の単結晶であり、光

触媒として非常に理想的な材料であると考えている。また、光触媒の活性を向上させるには

助触媒を触媒表面上に担持する必要があり、この担持方法によっても触媒活性に大きな変

化が生じる。これは、助触媒が水分解をする活性サイトとして働いている可能性が非常に高

く、また、電荷分離を促進しているためであると考えられる。その他、触媒活性を向上させる

別のアプローチとしては、触媒内の電子濃度を制御する(電子濃度を低くする)方法が検討さ

れている。例えば、Zr を Ta サイトにドープした KTaO3 は、ノンドープのものよりも活性が劇的

に向上する。これは、Zr ドープによって n 型半導体である KTaO3 中の電子密度（欠陥濃度）

が、減少し移動度が向上したためであると考えられる。また、光触媒内に遷移金属をドープす

ることで電荷密度は変化するが、可視光応答する場合もある。Rh をドープした SrTiO3 は Rh

が不純物準位として生じ、新たな価電子帯が生じる。こうすることで、元々3.2 eV であったバ

ンドギャップが、2.4 eV まで狭まることが報告されている。しかし、これらの遷移金属は一般的

に助触媒としてはたらかないことがわかっている。これは、ドープされた遷移金属の多くは表

面近傍に存在しておらず、触媒内部に存在しているため、水と接触する機会が無いためであ

る。一方、ナノシートはその薄さから構成原子の多くは表面近傍に存在していることから、ドー

プをすることでも、遷移金属が助触媒としてはたらく可能性がある。そのこで、本研究では水

素生成側の助触媒として知られている RhOx を結晶中にドープした（Nb サイトにドープ）

Ca2Nb3-xRhxO10 ナノシートを作製し、光触媒活性がどのように変化するか調査した。 

結果と考察： 

ナノシートの出発物質として Rh が Nb サイトにドープされた KCa2Nb3-xRhxO10 (x=0~0.3)を

作製した。Fig.1(a)は KCa2Nb3-xRhxO10 の(200)面付近の XRD パターンである。一般に層状物

質は層間に様々な分子（水分子など）を取り込みやすく、それにより層間ピークの変化が生じ

る可能性がある。しかし、この面内方向のピークはそのような分子の挿入に左右されにくい。

今回作製した出発物質は Rh をドープすることによって面内方向由来のピークが低角度側に

シフトしていた(a=b=0.766、 0.771 : x=0、 x=0.03)。これは、Rh
3+のイオン半径が Nb

5+よりも

大きいためであると考えられ、このことから Rh は Nb サイトにドープされていることが示唆され

た。Fig.1b にはナノシート粉末の(100)面付近の XRD パターンを示す。剥離しても、面内方向

由来のピークは Rh をドープすることで低角度側にシフトしており、剥離による Rh の抜け出し

が無いことが明らかになった。Fig.2 に Ca2Nb3-xRhxO10 ナノシート(x=0.01、 0.03、 0.15)分散

溶液の写真と、x=0.03 のナノシートの AFM 画像を示す。 

Fig.2 (a)に示すように Rh のドープ量を増やすにつれて溶液が黄色くなった。これは、Rh の

不純物準位がより多く生じることで、可視光をより吸収するようになったためであると考えられ

る。また、AFM 画像から見積もられたナノシートは厚さが約 3nm、広さ方向が数 µm であっ



 

 

Fig.1 (a) KCa2Nb3-xRhxO10-(x=0~0.15)の

(200)面 XRDパターン、(b) Ca2Nb3-xRhxO10-

ナノシート粉末 (x=0~0.15)の(100)面 XRDパ

ターン 

 

Fig.2 (a) Ca2Nb3-xRhxO10-

(x=0~0.15)

ナノシート分散溶液の写真、(b)Ca2Nb 

2.97Rh0.03O10-ナノシートの AFM 

 

Fig.3(a) Ca2Nb3-xRhxO10-

(x=0~0.15)

ナノシートの TEM像と電子線回折. (b) 

Ca2Nb3-xRhxO10-

(x=0~0.15)ナノシー

トの TEM像（高倍率）(c)Rh担持 

Ca2Nb3O10-

ナノシートの TEM像 

 

た。この値は結晶構造から算出された値より

も大きいが（理論的には 1.44nm である）これ

はナノシート表面上に吸着している TBA
+イオ

ンや水分子の影響であることが示唆される。

また、ナノシート表面上に粒子状の物質が担

持されていないことから、ドープした Rh は析

出していないと考えられる。 

Fig.3(a)、 (b)には x=0.03 のナノシートの

TEM 画像と電子線回折、また Fig3(c)には光

担持法によって Rh を担持させた Ca2Nb3O10

ナノシートのTEM画像を示す。電子線回折か

らナノシートが単結晶であることが明らかにな

った(Fig.3a)。また、Fig.3(b)には高倍率で撮

影した x=0.03 のナノシートの TEM 画像を示

すが、Fig.3(c)にみられるような粒子状の物質

は存在していなかった。このことからも Rh は

触媒内部にドープされており、剥離による抜

け出しはないことが明らかになった。 

Rh-ドープ Ca2Nb3O10 ナノシート、Rh-担

持 Ca2Nb3O10 ナノシート、Rh2O3 の Rh 3d5/2

由来の XPS スペクトルを比較すると、ピークト

ップはそれぞれ 310.1、309.3、308.2eV とな

り、Rh 担持ナノシートの結果は既報とほぼ一

致した。XPS スペクトルが高エネルギー側に

シフトしたのかは議論の余地があるが、XRD

の結果から Rh は 3 価の状態で存在している

ことが考えられる。このことから、ピークシフト

は Rh の電子状態が周りの元素によって影響

を受けていることが考えられる。

Ti0.99Rh0.01O2-の XPS スペクトルは 310.0 eV

にトップをもつことが知られている。これは、

KCa2Nb3O10 上の Rh よりも高エネルギー側で

あり、ピークは周りの元素によって影響を受

けることがわかる。今回のナノシートについて

は、Ti0.99Rh0.01O2-の方がピーク位置は近く、

このことから Rh がドープされていることが示

唆された。また、Al2O3 に Rh をドープすること

でもピークは高エネルギー側にシフトすることから、今回のような高エネルギー側へのピーク

シフトは Rh をドープしたことによるものであると考えられる。 



 

 

Fig.4  UV-vis吸収スペクトル：(a) KCa2Nb2.97 

Rh0.03O10- (b) HCa2Nb2.97 Rh0.03O10- (c)剥離沈殿物 

(d) KCa2Nb3O10-

 

 

 

 

Fig.5 (A) KCa2Nb2.97Rh0.03O10、 HCa2Nb2.97Rh0.03O10、  Ca2Nb2.97Rh0.03O10ナノシートの光触媒活性. (B) 

KCa2Nb2.97Rh0.03O10、Ca2Nb2.97Rh0.03O10ナノシート、 Rh(1.0wt%)-担持 Ca2Nb3O10ナノシートの光触媒活性 

（触媒量：5mg、  反応溶液：10 vol% メタノール水溶液（150mL）、  光源：500 W Xeランプ） 

Fig.4 には x=0.03 の出発物質(a)、プロト

ン体(b)、剥離沈殿物(c)と、x=0 の出発物質

(d)の拡散反射 UV-vis スペクトルを示す。

Fig.4 a に示すように、出発物質には 600nm

以降にも吸収が確認されるが、これは既報

にもあるように Rh
4+由来の吸収であると考

えられる。酸処理によりこの吸収は観察で

きなくなったことから、この吸収はドープさ

れた Rh4+によるものではないと考えられる

（Fig.4 b、 c) 。また、もし Rh4+が結晶格子

中にドープした場合、イオン半径の関係か

ら格子は縮むと予想され、XRD の結果と矛

盾する。そのため、Rhは3＋でドープされて

いると考えらえる。 

Fig.5(A)には Ca2Nb2.97Rh0.03O10-ナノシート及びその出発物質、プロトン体のメタノール中

での光触媒活性評価実験の水素生成の経時変化を示す。この測定ではメタノールを犠牲剤

として酸化させ、水を還元しているため酸素の発生は見られない。出発物質やプロトン体の

水素生成能は低く、1 時間あたりそれぞれ 2.3、 28.4µmol/h であった。プロトン体は若干水素

生成能が高くなっているが、これは層間に含まれる水が反応に関与しているためであると考

えられる。ナノシートの状態にすると、水素生成能は飛躍的に高くなり、1 時間あたり

384.8µmol/h となった。これは、ナノシートにしたために水との接触面積や、水溶液中での分

散性が高まった結果であると考えられる。また、Fig.5(B)には x=0.03 の Ca2Nb2.97Rh0.03O10 ナ

ノシートとその出発物質、そして Rh を触媒量に対して 1.0wt％担持させた場合のメタノール中

での活性評価実験の水素生成の経時変化を示す。Rh を担持させたナノシートについては、1

時間あたりに 249.2µmol 生じ、Rh をドープさせたナノシートの方が約 1.5 倍、活性が高い結果



 

 

Fig.6 Ca2Nb3O10ナノシートの水素生成の経時変化 

 

Fig.7 (a) Rh ドープ、Rh 担持 Ca-Nb-O ナノシート光触媒の水素生成量の Rh 量依存性、

(b)Ca2Nb2.97Rh0.03O10-ナノシートの各波長での水素生成反応の見かけの量子効率 

 

となった。この原因については、後述す

るように触媒の電子移動度が Rh をドー

プしたことにより向上したためであると

考えられる。 

Fig.6 には Rh をドープも担持もしてい

ない、Ca2Nb3O10 ナノシート溶液とその

出発物質のメタノール溶液中での光触

媒活性評価実験の水素生成の経時変

化を示す。水素生成能は出発物質につ

いては 1.6µmol/h、ナノシート溶液では

21.0µmol/h で あ っ た 。 こ の 値 と

Ca2Nb2.97Rh0.03O10
－ナノシートと比較す

ると、Rh をドープすることによって出発

物質については約 1.5 倍、ナノシート溶液については約 18 倍の活性の向上がみられた。ナノ

シート溶液の方が活性の向上が著しい結果となった原因として、剥離することによってドープ

された全ての Rh が助触媒として働いているためであると考えられる。 

Fig.7a には Rh ドープナノシートと Rh 担持ナノシートにおける水素生成能のドープ量、担持

量依存性を示す。ドープ量は Rh/Ta=1%の時、最も活性が高かった。Rh のドープ量を増やす

ことで、ナノシート触媒中での活性点が増える一方、ドープによる結晶性の低下が、このよう

な山なりの形となった原因であると考えられる。また、Rh を担持した場合は触媒量の 1.0 wt%

の時最も活性が高かった。担持についても、担持量を増やすと活性点が増える一方、助触媒

による光の遮蔽効果がはたらくことで、このような山なりのプロットとなった原因であると考え

られる。また、Fig.7b にCa2Nb2.97Rh0.03O10ナノシートの300nm、 350nm、 420nmの単色光に

おける水素生成の量子効率を示す。この結果、量子効率は 300nm の光では 65.0 %と高い値

を示したが、350 、 420 nm ではそれぞれ 5.24 %、 5.4 m%と非常に低い値となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig.8 (A)ナノシートの電流電位曲線(a)  Ca2Nb3O10ナノシート、(b) Ca2Nb2.97Rh0.03O10ナノシート(電解

質：0.1 M Na2SO4 溶液中、500WXeランプ完結照射).(B) KCa2Nb3－xRhxO10 (x=0、 0.15)の伝導度の温

度依存性 

 

Fig.9 Rhをドープした Ca2Nb3O10ナノシートのメ

タノール水溶液中での光触媒反応機構のモデル 

Fig.8(A)には LBL 法によって作製したナノシート単層膜の 10vol.%メタノール水溶液中での

I-V 測定の結果を示す。Rh をドープしたナノシートの方が Rh をドープしていないナノシートに

比べて酸化電流が低いことがわかる。それに対し、水素生成能は Rh をドープしたナノシート

の方が高かったので、これは Rh は水素生成の活性点になっていることを示している。また、

Fig.8 (B)には KCa2Nb3O10、KCa2Nb2.85Rh0.15O10の伝導度の温度依存性を示す。この図から

わかるように、伝導度は Rhをドープすることで約 3 割に減少していることがわかる。これは Rh

をドープしたことで以下の反応が起き、n 型半導体である KCa2Nb3O10 の電子濃度が減少した

ことによる。メタノールなどの犠牲剤を用いた水素生成反応では、メタノール自身の還元によ

る水素を定量している可能性がある。すなわち、メタノールが酸化されて HCOOH などのカル

ボン酸から CO2 になる過程などにおいて、水素が放出される可能性がある。今回生成した水

素が全て水由来であることを証明するために、CD3OD（重メタノール）をメタノールの代わりに

用いて測定を行った。その結果、重メタノールを用いた時も、質量数が 3 や 4 の重水素は検出

されず、今回生成された水素は全て水由来の水素であると考えられる。 

 

まとめ： 

Rh-doped Ca2Nb3O10 は助触媒を担持しなく

ても高い水素生成活能を示した。300nm の紫

外光照射下でのみかけの量子効率は 65％

（犠牲剤存在下）であり、これまでに報告され

ているナノシート触媒の中で、現状で最大の効

率を示した。このようにナノシートへの金属酸

化物のドープは、光触媒活性を向上させる上

で非常に効果的である。また、Rhドープナノシートの水素生成能の最大値はRh担持ナノシー

トのそれよりも高いことが示された。活性向上の機構は不明な点があるが、RhOx サイトが水

素生成サイトとして機能していると考えている（Fig.9）。 

 



 

 

② 窒素ドープ酸化物ナノシートの開発 1, 2)
 

研究背景：酸化物ナノシートは紫外線照射下で高活性であることが知られている。一方、

可視光に応答するナノシートは殆ど報告されていない。そこで、部分窒化させた層状酸化物

である CsM2Ta3O9.7N0.2(M:Ca、 Sr、 Ta)を剥離することで、可視光に吸収を持つ酸窒化物ナ

ノシートを作製することを検討した。 

結果と考察： 

Fig.10a にはナノシートの出発層状体として作製した CsCa2Ta3O10 の XRD パターンを示す。

この層状酸化物をアンモニア気流中で焼成することで、窒素ドープ CsCa2Ta3O10-xNy を得た。

窒化処理前後で XRD パターンにほぼ変化は無く、結晶相(P4/mmm)を保ったままであった(a 

= 0.38672 nm、 c = 1.55323 nm)。しかし、Fig.10 (a)、(b)に示すように面内方向のピークに関

しては窒化処理することによって少し膨張した(a = 0.38683 nm)。CsCa2Ta3O10-xNy の TG/DTA

分析の結果より、空気中でサンプルを 20℃から 800℃の範囲で加熱すると重量が 0.389 %増

加することが分かった。これは、触媒中に置換された窒素が加熱によって酸素に置換された

ためであると考えられる。このため、2 個の窒素の抜け出しに対し、3 個の酸素が供給される

ので、約 2％の窒素が置換されている計算になる。また、電荷の中性条件を考えると、

CsCa2Ta3O10-xNy の組成は CsCa2Ta3O9.7N0.2 と定まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 XRD パターン(a) CsCa2Ta3O10 、 

(b) CsCa2Ta3O10-xNy (c) HCa2Ta3O10-xNy 

(d) EA-intercalated Ca2Ta3O10-xNy  

(e) TBA-intercalated Ca2Ta3O10-xNy 

 

Fig.11 (a)、 (b)窒化処理前後の CsCa2Ta3O10-xNy (c)、 

(d)光学顕微鏡で見た窒化処理前後の CsCa2Ta3O10-xNy、

(e)、 (f)FE-SEM で見た窒化処理前後の

CsCa2Ta3O10-xNy 

 



 

Fig.10(c)はプロトン交換後、Fig.10d はエチルアミン（EA）インターカレーション反応後、 

Fig.10e はテトラブチルアンモニウムヒドロキシルイオン（TBA＋）をインターカレーションした後

（ナノシート粉末）のサンプルの XRD パターンを示す。EA と TBA イオンをインターカレーショ

ンした試料は(001)面由来のピークが低角度側にシフトした。これは層間に有機アミンがインタ

ーカレーションしたためである。単層のナノシートは TBA 処理後には観察されたが、EA 処理

後では観察されなかった。また、プロトン体に TBA+イオンを挿入することはできなかった。こ

れは EA の方がイオンサイズが小さく、またアミノ基が炭素鎖に囲まれていないことから、層

間に含まれるプロトンとルイス酸・塩基反応を起こしたためであると考えられる。EA が挿入さ

れたことによって、層間が拡がり TBA+イオンも挿入することができるようになったと考えられ

る。 

窒化処理前後で XRD パターンに変化はなかったが、光学顕微鏡や FE-SEM を用いても確

認を行った。測定についてはアルミナ基板上に粉末を乗せ、そのまま窒化処理を行った。

Fig.11 には窒化処理前後の出発物質の写真(a)、(b)と光学顕微鏡像(c)、(d)、そして FE-SEM

像(e)、 (f)を示す。窒化処理を行うことによって、粉末は白から橙に変化したが、FE-SEM 像

に変化は無く、結晶構造を維持したまま窒化反応が起きたことを確認した。また、結晶粒径の

サイズは約 0.1－0.5µm であった。光学顕微鏡像と写真で若干色が異なるのは、CCD カメラ

のフィルターの影響である。 

Fig.12(a)、 (b)には 120℃で真空乾燥させた酸化物と酸窒化物のプロトン体の 1
H MAS 

NMR スペクトルを示す。酸化物体には 1.07、 6.23、 12.23 ppm にピークが確認され、酸窒化

物体には 1.08、 4.30、 6.65、 9.90、 12.05 に確認された。まず、1.07、 1.08 ppm のピークは

あまり遮蔽をうけていないので、既報(HSr2Nb3O10 の場合)にあるように層間には無いプロト

ン、すなわち吸着水などから生じたピークであることがわかる。(e)に示すように、層間プロトン 

 

Fig.12 (a)HCa2Ta3O10-x の 1H NMR スペクトル（乾燥）、(b)HCa2Ta3O10-xNy の 1H NMR スペクトル（乾燥）、(c)HCa2Ta3O10-x の

1H NMR スペクトル（湿潤）、(d)HCa2Ta3O10-xNy の 1H NMR スペクトル（湿潤）、(e) HCa2Ta3O10-x の結晶構造 

 



 

付近には O(4)サイトと O(3)サイトがある。これらの酸素イオンによってそれぞれ 6.23、6.65 

ppm のピーク、12.23、 12.05 ppm のピークが生じる。O(3)サイトに存在する酸素は 2 つの Ta

イオンと結合しており、かなり求核性が強く、その分プロトンへの遮蔽効果も強いと考えられ

る。HCa2Ta3O9.7N0.2 の NMR スペクトルは新たに 2 つのピークが生じているが、これらは

O(4)、 O(3)サイトに窒素が置換したためであると考えられる。すなわち、a=NH や Ta-NH2 は

Ta=O や Ta-OH に比べて求核性は低く、その分酸素よりも遮蔽の効果は低くなり、9.90、 4.30

と化学シフトは酸素の時よりも小さくなっている。(c)、 (d)には湿潤状態で測定した場合の 1H 

MAS NMR スペクトルを示す。層間に存在しているプロトンのピークが一部シフトしているが、

これは湿潤状態だと層間の状態が変化し、新たな遮蔽を受けている可能性がある。 

CsCa2Ta3O10 は P4/mmm の結晶構造をもち、空間群は D
1

4h である。単位胞中には 16 個の

原子があるので、48 の自由度がある。また、振動モードは以下のように与えられる。 

A1g + B1g + 6Eg + 8A2u + 2B2u + 10Eu 

この内、A1g、 B1g、 6Eg はラマン活性で、7A2u、 9Eu は IR 活性である。そしてラマン活性

のうち振動に寄与するものが、Ca (2 h site : A1g + Eg)、 Ta(2) (2 g site : A1g + Eg) 、 O(2) 

(2 g site : A1g + Eg) 、 O(3) (4 i site : A1g + B1g + Eg) 、 O(4) (2 g site : A1g + Eg)の原子で

あり、Cs(1d site)、 Ta(1) (1a site)、 O(1) (2f site)はラマン活性ではないことがわかった。すな

わち、CsCa2Ta3O10 は 12 のラマン活性モードが存在していることになる。しかし、Fig.13(a)に示

すように CsCa2Ta3O10のラマンスペクトルは少なくとも 15 のピークが存在しており、計算結果と 

 

Fig.13 (a) CsCa2Ta3O10 、 (b) CsCa2Ta3O10-xNy (c) CsCa2Ta3O10-(窒化処理後再酸化(d) 

HCa2Ta3O10 (e) HCa2Ta3O10-xNy、 (f)Ta3N5 のラマンスペクトル 

 

 

 

 



 

一致しなかった（結晶構造が斜方晶に変化している可能性がある）。しかし、XRD を詳細に分

析しても不純物ピークは確認されなかったため、本研究では、CsCa2Ta3O10 のラマンスペクト

ルは正しく測定されたものと考え、窒化前後でラマンスペクトルがどのように変化したかにつ

いて考察した。Fig.13(b)には CsCa2Ta3O9.7N0.2、Fig.13 (c)には CsCa2Ta3O9.7N0.2 を再度空気中

で焼成し、酸化物としたもの、Fig.13(d)には HCa2Ta3O10、Fig.13(e)には HCa2Ta3O9.7N0.2、

Fig.13 (f)には Ta3N5 のラマンスペクトルを示す。Fig.13 (b)より窒化処理を行うと、新たなピー

クが 8 つ生じることが分かった。これらのピークは Ta3N5 のピークと似ているが、Ta3N5 が不純

物相として生じていないことは XRD の結果から確認している。また、125、 265cm
-1 のピーク

が Ta3N5 のメインピークとして生じているが、Ta3N5 の I265cm/I125cm の強度比は 0.96 であるのに

対し、CsCa2Ta3O9.7N0.2では0.03 であることから、Ta3N5ではないと考えられる。これらのピーク

は Ta-N 結合に由来する振動モードであると考えられ、結晶中に微量に含まれる TaO6-xNx あ

るいは TaN6 の八面体構造由来のピークであると考えている。 

Fig.14a には Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの写真を示す。粉末と同じ橙色のコロイド溶液が得ら

れ、剥離による窒素の抜け出しは確認できなかった。Fig14(b)には Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート

の AFM 画像を示す。広さ方向は 100~500µm 程度であった。また、多層のナノシートも観察さ

れ、剥離率は低い結果となった。剥離率が低い理由は未だわかっていないが、窒素ドープに

よる何らかの静電作用的な影響があるのかもしれない。 

 

 

Fig.14 (a) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート分散溶液の写真、(b) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの AFM

像 、(c) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート AFM 像の端面プロファイル 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig.16(a)CsCa2Ta3O9.7N0.2、 (b) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート

剥離沈殿物、 (c) Ca2a3O9.7N0.2 ナノシート分散溶液 (d) 

CsCa2Ta3O10 の拡散反射スペクトル 

 

Fig.15(a)には Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの TEM 像を示す。ナノシートの広さ方向の大きさは

AFM 像の結果と一致した。Fig.15 (b)では高倍率の像を示すが、格子縞がナノシートの内側

では観測されたものの、外側では観測されなかった。これは剥離時に結晶性が低くなったこと

を示唆しており、光触媒活性に悪い影響を与える可能性がある。また、Fig.15 (c)には電子線

回折を示すが、回折スポットが得られ、単結晶であることを確認した。Fig.15 (d)、 (e)には

HAADF-STEM 像を示すが、白いスポットは Ta 原子である。Ta 原子間は 0.386nm であり、

XRD により求めた 0.387nm とほぼ一致する結果となった。 

 

 

Fig.15 (a)、 (b) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの TEM 像、 (c)、 (d) Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの HAADF-SREM 像 

 

Fig.16(a)には CsCa2Ta3O9.7N0.2、 (b)には

Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの剥離沈殿物、(c)

には Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート溶液、(d)には

CsCa2Ta3O10 の UV-vis 拡散反射スペクトルを

示す。窒化処理後のサンプルには 2 つの励

起があり、一つは N 2p から Ta 5d への励起

（可視領域）、もう一つは O 2p からTa 5dへの

励起（紫外領域）である。また、ナノシートの

剥離沈殿物では立ち上がりが 582nm である

のに対し、剥離前の窒素ドープの層状酸化

物 CsCa2Ta3O9.7N0.2 は 597nm であった。この

吸収の立ち上がりの変化は量子サイズ効果

に由来するものだと考えられる。また、Fig.16 

(b)に示すように、ナノシート溶液では可視光

の吸収が減った。これは、ナノシート溶液の濃度が薄いためである。 

Fig.17(a)には様々な貴金属を光担持させた時の、メタノール溶液中での Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノ



 

シートの光触媒活性を示す。担持量はいずれも触媒量に対して 0.15 wt%である。これら 3 つ

の貴金属においては、光触媒活性が最も高いのは Rh であることがわかった。そのため、水

素生成能の Rh の担持量依存性について検討を行ったところ、Fig.17 (b)に示すように 0.15 

wt%が最も高い値となった。しかし、これらの条件ではまだ不十分であり、それぞれの貴金属

に対して最適な助触媒量を担持するべきである。Fig.17 (c)に示すのは Rh を 0.15 wt%担持さ

せた Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートのメタノール溶液中、可視光下での水素生成反応の経時変化

を示す。また、Fig.17 (d)には 0.1M AgNO3 溶液中、可視光下での酸素生成反応の経時変化

を示す。水素、酸素ともに可視光下でも生成を確認でき、この光触媒は可視光下での水の全

分解を達成できるポテンシャルを持っていることを明らかにした。また、Fig.17 (d)において酸

素生成量が時間に対して低下しているのは、Ag+イオンが触媒表面上に金属として析出し、

光を遮蔽しているためである。Fig.17 (e)、 (f)には全光下、可視光下での純水中での

Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの光触媒活性を示す。全光下でも酸素生成を認められなかった。水

素はおよそ 50 µmol/h の速度で生成した。可視光下でも水素の生成を確認できたが、酸素の

生成は確認できなかった。 

 

Fig.17 Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの光触媒活性; (a) Rh、 Ru、 Pt を助触媒として 0.15wt%担持させた時の水素生成 (b) 

水素生成の Rh 担持量依存性、 (c)メタノール水溶液中、(d)硝酸銀水溶液、 (e)、(f) 純水中、全光、可視光下での光触媒

活性  

 

 



 

純水中でも酸素が出なかった理由として、ナノシート表面上に微量に吸着した TBA+イオンが

関係しているのではないかと考えた。測定後の溶液の pH を測定してみたところ、pH=4~5 程

度であり、酸性溶液となっていた。これは TBA+イオンなどの有機物が酸化され、カルボン酸

が生じ、プロトンを生じさせたものと思われる。測定後、遠心分離を行い、残った粉末の IR ス

ペクトルを測定してみたところ、Fig.18 に示すように若干の C-H 結合の振動に起因するスペク

トルが観測された。このことから、ナノシート表面上には何らかの有機物が付着していること

が明らかになった。そのため、測定後のサンプルをもう一度 H2SO4 中で 3 日洗浄し、再度ナノ

シート再凝集プロトン体で純水中、全光下で測定を行った。その結果を Fig.19に示す。徐々に

水素の放出速度は小さくなり、40 hrs.後に酸素のピークが確認されたので、一度装置内を Ar

で置換し、溶液を入れ替え、再度測定を行ったところ、H2/O2=3 の比で酸素の生成を確認す

ることができた。比が２とならなかったのは、まだ若干の有機物が含まれているからだと考え

られる。  

 

Fig.18 ナノシートの IR スペクトル;  

(a)1 回目測定後(b) 洗浄後 

 

 

Fig.20 に示すのはナノシート、プロトン体、出発物質の全光下、可視光下での水素生成反応

(メタノール存在下)の経時変化である。ナノシートはこの 3 つの状態の中で最も高い水素生成

能を示した。 

Fig.21 には Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの触媒反応実験(24hrs.)前後の Ta 及び N の XPS ス

ペクトルを示す。Ta
5+の 4d5/2 と 4d3/2 のピークはそれぞれ確認され、Ta は反応実験前後で価数

を保っていることが明らかになった。また、窒素に関しても実験前後で目立った変化は見られ

ず、Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートは比較的安定であることがわかる。 

 

Fig.19  Rh（1.0wt.%）-担持 Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの純

水中での光触媒活性（2 回目） 

 



 

 

 

Fig.20 Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシート、 HCa2Ta3O9.7N0.2、 KCa2Ta3O9.7N0.2 の光触媒活性 (メタノール存在下) 

 

 

Fig.21 Ca2Ta3O9.7N0.2 ナノシートの光触媒反応前後の XPS スペクトル(a) Ta 4d (b) N 1s 

 

まとめ： 

窒素ドープ層状酸化物（CsCa2Ta3O9.8N0.2）を剥離し、Ca2Ta3O9.8N0.2 ナノシートを作製した。バ

ンドギャップは 2.0eV 程度であり、犠牲剤が存在する条件下（メタノール、硝酸銀存在下）では

あるが、可視光照射で水素、酸素を生成した。可視光照射下では、水の完全分解は達成でき

なかったが、全光照射下では水を水素と酸素に分解できる能力を持っていることがわかっ

た。また、作製したナノシートの光触媒活性は、出発層状体よりも高い活性を示した

（Fig.22）。 

 

Fig.22 Ca2Ta3O9.8N0.2 ナノシートの光触媒活性とその AFM 像 

 

 



 

 

③鉄やカルシウムを主成分とした光エネルギー変換材料の開発 

研究背景：半導体電極にバンドギャップ以上の光を照射しながら、水分解を行うと 1.23Ｖ以

下の電圧で、水を分解することができる。しかしながら、一般的には外部バイアスを印加しな

いと分解反応はほとんど進行しない。無バイアスで水を電気分解するためには p 型半導体と

n型半導体を導線で繋げると進行する。但し、無バイアスで水を光分解するためには、以下の

３つの条件を必要とする。 

・n 型半導体の価電子帯準位が水の酸化電位よりも貴な位置であること 

・p 型半導体の伝導帯準位が水の還元電位よりも卑な位置であること 

・n 型半導体のフェルミ準位が p 型半導体のフェルミ準位よりも卑な位置にあること 

上記の条件を満たす電極を電解質水溶液に入れ両者を導線でつなげて、バンドギャップ以

上の光を照射すると外部電圧を印加しなくても p 型半導体電極側から水素が、n 型半導体側

から酸素が発生する。この時、このシステムは太陽電池のような振る舞いを示し、その理論

開回路電圧は、n 型半導体と p 型半導体のフェルミ準位の差で与えられる。つまり、このシス

テムは水素を生成しながら発電する。このようなシステムとして Mg-doped Fe2O3(p 型) – 

Si-doped Fe2O3 (n 型)や SiC(p 型)―SiC(n 型)などの電極組み合わせが報告されているが、

実際にこれらの電極を用いて水素と酸素の生成を確認した報告はこれまでほとんどない。そ

の理由として、水を酸化できる比較的安定な n 型酸化物半導体電極はこれまで比較的多く開

発されてきたのに対し、水を還元できる安定な p 型酸化物半導体が少ないこともその大きな

理由であるだろう。本研究では、上記の条件を満たす p 型酸化物半導体電極として、CaFe2O4

に注目して研究してきた。 CaFe2O4 は水や CO2 を還元できる能力を持つ p 型酸化物半導体

であることがこれまでに分かっている)。この電極の課題として、光変換効率が非常に低いこと

が課題であり、そのためCaFe2O4電極を用いた水の完全分解などは十分に検討されてこなか

った。このような課題に対して、最近、その効率を 10 倍程度向上させる電極作製方法を開発

した。本報告ではCaFe2O4電極の特徴と、CaFe2O4電極と酸化チタン電極を用いた無バイアス

下での水の光電気分解について報告する。 

 

結果と考察： 

CaFe2O4 は空間群 Pnma (#62、Z=4)の直方晶(a = 9．23、b = 10．71、c = 3．02 Å、系の結晶

構造を持ち、稜共有と頂点共有する FeO6 八面体と 8 配位状態の Ca で構成されている。

CaFe2O4 電極は例えば以下のような手法で作製した。300mL のビーカーに Ca(CH3COO)2･

H2O と Fe(NO3)3･9H2O を目的の化学量論比で混合した試薬 25g とイオン交換水(100mL)を加

え、100℃で加熱撹拌した。15 分後、5wt.%のポリエチレングリコール水溶液 25mL をさらに加

え、加熱を継続して水を完全に蒸発させた。次に、マントルヒータにビーカーを入れガラス棒

でサンプルが粉末状になるまでかき混ぜた．得られた粉末を 1100℃で 3 時間焼成し目的の

CaFe2O4 を得た。得られた粉末 100mg をエタノール 3mL 中に分散させ、作製した分散液のす

べてをゆっくりと 80℃で熱処理した 1cm×2cm の Pt 基板上に滴下した。その後、1200℃で焼

成することで CaFe2O4 電極を作製した。以下に示すが、活性の高い電極を得るためには

1200℃で焼成することが重要である。 

Fig. 23 は 1100℃と 1200℃で熱処理した後の CaFe2O4 電極表面の SEM 像である。1100℃で



 

熱処理した電極では 1-4m の粒子が観察されたのに対し、1200℃で処理した電極では粒子

は観察されず、比較的平滑な膜が形成されていた。これは 1200℃の熱処理により CaFe2O4

が溶融したことを意味している。Fig. 24 は 1100℃と 1200℃で熱処理した後の電極の XRD パ

ターンである。1100℃で熱処理した電極の XRD パターンは塗布した CaFe2O4 粒子の XRD パ

ターンと一致した。一方、1200℃で熱処理した電極では、非常に強度の強い回折ピークと強

度が弱いピークがいくつか観察された。最も強度が強いピークは(320)、(040)面に帰属され、

弱いピークは(220)、(420)などの(hk0)面由来の回折に帰属された。また、1200℃で熱処理し

た後の電極から膜を剥して粉砕して粉末にし、XRD を測定したところ、回折パターンは

CaFe2O4 粉末の回折パターンと一致した。つまり、1200℃の熱処理により(hk0)配向した

CaFe2O4 膜が形成されたことを示唆している。Fig. 25a は 1200℃と 1100℃で熱処理した電極

の電流-電圧曲線である(0．1M NaOH 水溶液中)。1200℃で処理した電極では光照射により

大きな光還元電流が観察され、その光電流値は 1100℃で処理された電極の 10～50 倍程大

きな値を示した。 

 

 

Fig. 23． (a)1100℃，(b)(c)1200℃で熱処理した CaFe2O4 電極の SEM 像． 

 

 

Fig. 24． (a)1100℃，(b)1200℃で熱処理した CaFe2O4 電極の XRD パターン． 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 25 (a) CaFe2O4 電極の電流‐電圧曲線，(b) CaFe2O4 電極の IPCE スペクトル(モニター電圧-0.8 V vs. Ag/AgCl)と紫

外可視反射スペクトル (電解液：0.1M NaOH, 光源：500W-Xe ランプ)． 

 

 

Fig. 26 (a) CaFe2O4 電極の電流‐電圧曲線(電解液：0.1 M H2SO4，0.1 M Na2SO4，and 0.1 M NaOH, 光源：500W-Xe ラ

ンプ)，(b) オンセットポテンシャルと pH の関係． 

 

このような光還元電流の大きな増大は 1200℃の熱処理により結晶性の良い CaFe2O4 が形成

されたためだと考えられる。Fig. 25b は 1200℃で処理した CaFe2O4 電極の incident photon to 

current efficiency (IPCE)と紫外可視反射スペクトルを示している。紫外線領域の IPCE は

5-15 %であり、可視光領域は 5％以下であった。光還元電流は 650nm の波長まで観察され、

その波長は CaFe2O4 電極の紫外可視吸収端(bandgap: 1.9 eV)とほぼ一致した。可視光領域

の IPCE が小さい原因は、可視光領域と紫外領域で励起過程が異なることが起因しているか

もしれない。Fe2O3 のような酸化鉄の場合、紫外領域の吸収(<400 nm)は、直接遷移(O
2-

 2p 

→ Fe
3+

 3d 電荷移動)であり、可視光領域(>400nm)は間接遷移 (spin-forbidden Fe
3+

 d → d 

excitation)と報告されている。おそらく、CaFe2O4 の間接遷移によって生じた電子と正孔は再

結合しやすいのであろう。 

Fig. 26a は様々な pH 環境で測定した CaFe2O4 電極の電流-電圧曲線である。 pH =1～13 の

幅広い pH 領域において、比較的大きな光還元電流が観察された。また、オンセットポテンシ

ャルは pH が増加するにつれて卑方向にシフトした。 Fig. 26b はオンセットポテンシャルと pH

の関係を示す。直線関係が得られ、その傾きは‐61mV であり、直線を pH＝0 に掃引したとき

の電位は 1.04 V (1.24 V) vs. Ag/AgCl (SHE)であった。一般的にオンセットポテンシャルはそ

の電極のフラットバンド電位に近く、p 型半導体の場合、価電子帯はフラットバンド電位より僅

かに貴方向に位置する。後で示すが、Mott–Schottky プロットから求めたフラットバンド電位も

大体、1.2 V vs. SHE であった。 



 

 

Fig. 27． CaFe2O4 電極(陰極)‐Pt 電極(陽極)電極システムからの光水素，酸素生成(印加電圧：1.0V，電解液：0.1 M 

NaOH 水溶液，光源：500W-Xe-ランプ) 

Fig. 27 は CaFe2O4 を陰極、Pt を陽極として電極間に 1 V 印加したセルから発生した水素と

酸素の量を光照射時間に対してプロットした結果である。点線からなる曲線は流れた電気量

を 2(水から水素が生成する反応は 2 電子反応)、もしくは 4(水から酸素が生成する反応は 4

電子反応)で割った曲線である。電極間の印加電圧は水の理論分解電圧よりも小さいが、光

照射時間とともに水素と酸素が生成することを確認した。この反応においては、CaFe2O4 電極

側で水が還元されて水素が、Pt 電極側で水が酸化されて酸素が生成している。また、電流効

率は水素が 92％、酸素が 89％であった。100％でない理由は生成した酸素が水に戻る逆反

応が CaFe2O4 電極側で進行したためと考えられる。また、このような光水素生成は

Pt-CaFe2O4 間の電圧が 0.6V 以下の場合、殆ど観察されなかった。この系では Pt 側で酸素が

生成するが、Pt 上で水が酸化するときの過電圧が大きいため(過電圧：0.6V)と考えられる。こ

のように、CaFe2O4 粉末を電極上に塗布して粉末が溶融する条件で熱処理(1200℃)すること

で、比較的大きな光還元電流を示す p 型半導体電極を作製することができた。その他、興味

深い点として、固相法で作製した CaFe2O4 粉末(例えば、CaCO3 と Fe2O3 を化学量論比で混合

し 1100℃で 10 時間焼成した粉末)を使用しても、同じような XRD パターンや SEM 像を示す

CaFe2O4 電極が得られるが、固相法で作製した粉末を用いると得られる光還元電流の値は

1/5 以下と非常に小さくなった。その原因については調査中であるが、移動度を測定したとこ

ろ固相法から作製した粉末を用いた CaFe2O4 膜の移動度は 2.0～9.3 cm
2
V

-1
s

-1 であったのに

対して、本稿で紹介した手法で作製した CaFe2O4 粉末を用いて作製した膜の移動度は 20.7～

268 cm
2
V

-1
s

-1 と一桁から二桁高い値であった。移動度の違いが活性に大きく影響を与えてい

る可能性がある。 

上記に示したように、これまでに報告されていた電極よりも 10 倍程度大きな光還元電流を

示す電極を作製することには成功したが、IPCE を見ると、決して高い効率とは言えない。そこ

で、現在、効率を向上させるべく様々なアプローチを試みている。その結果、Fe/Ca の比を少

し変えると活性が 20％程度向上することがわかったので以下に紹介する。Fig. 28 は 1100℃

で作製された様々な Fe/Ca 比をもつ鉄酸カルシウム(CFO)粉末の XRD パターンである。

Fe/Caの値が 2.0の粉末のXRDパターンはCaFe2O4粉末のXRD パターンと一致する。一方、 



 

 

Fig. 28． 鉄酸カルシウム粉末の XRD パターン; Fe/Ca = (a)2.1，(b) 2.0，(c) 1.9，(d) 1.8． 

 

Fig. 29． (a) 様々な Fe/Ca 比を持つ鉄酸カルシウム電極の光還元電流値，(b) 鉄酸カルシウム(Fe/Ca=1.9)電極の電流

‐電圧曲線(電解液：0.1 M NaOH，光源：500W-Xe ランプ)． 

 

Fe/Ca の比が 2.0 より大きくなると不純物相として Fe2O3 が、2.0 より小さくなると Ca2Fe2O5 が

不純物相として観察された。これらの粉末を Pt 電極上に塗布し上記に記したように 1200℃で

熱処理することで、目的の CFO 電極を作製した。作製した電極の膜厚は 50-100m であっ

た。 

Fig. 29a は様々な Fe/Ca 比を持つ CFO 電極の光還元電流値を Fe/Ca の比に対してプロットし

たグラフである。Fe/Ca の比が 1.9 のときに最も光還元電流値が大きくなった。また、Fig. 29b

は全光照射下、可視光照射下における CFO 電極(Fe/Ca＝1.9)の電流‐電圧曲線であり、

Fe/Ca ＝ 2.0 の電極の電流‐電圧曲線と殆ど同じ形状を示した。Fig. 30 は Fe/Ca の比が 1.9

の CFO 電極の XRD パターンである。CaFe2O4 に由来する回折パターンが強く観察されたが、

粉末の XRD と同じく(Fig. 28c)、Ca2Fe2O5 を不純物相として含んでいた。 

図 11a は Fe/Ca の比が 1.9 の電極の SEM 像である。先に示したように Fe/Ca の比が 2.0 の

電極表面の微細構造は粒子等のない平滑であったが(Fig. 23b)、Fe/Ca の比が 1.9 の CFO 電

極は平滑な表面に加えて不規則な直方体形状をもつ粒子が観察された。EDX で電極

(Fe/Ca=1.9)表面の Fe や Ca の組成分析したところ、Ca-Kに由来する蛍光 X 線強度は平滑 

 



 

 

Fig. 30．(a)1200℃で熱処理後の CFO 電極(Fe/Ca=1.9)の XRD パターン，(b) Ca2Fe2O5 粉末の XRD パターン． 

 

 

 

Fig. 31． (a)鉄酸カルシウム(Fe/Ca=1．9)電極表面の SEM 像，(b) EDX-スペクトル， 

(c) Ca-Kα マッピング，(d)Fe-Kα マッピング． 

 

 

Fig. 32． 鉄酸カルシウム電極(Fe/Ca=1.9)の Mott–Schottky プロット(電解液：0.5 M H2SO4) 

 

 

 



 

部よりも直方体粒子上で強度が強くなり、Fe-Kに由来する強度は直方体粒子上よりも平滑

部の方が強く検出された(Fig. 31b、31c、31d)。XRD の結果を考慮すると、電極の平滑部が

CaFe2O4 であり、粒子部が Ca2Fe2O5 であることが示唆された。そこで、不純物相である

Ca2Fe2O5 が光還元電流の向上に寄与していると考えられたため、予め作製した Ca2Fe2O5 と

CaFe2O4 粉末の比が 1/18(全体の Fe/Ca ＝1.9 となる比)となるように混合し、その粉末を塗布

して作製した電極の光還元電流を測定したところ、予想した通り、その電流値は CaFe2O4 粉

末単独で作製した電極よりも大きな電流値を示した。Ca2Fe2O5 が光還元電流の増大を与える

機構は現在調査中であるが、表面の Ca2Fe2O5 が助触媒のような働きをしていると考えてい

る。Fig. 32 は CFO (Fe/Ca = 1.9)電極の Mott–Schottky プロットの結果である。得られたプロッ

トから見積もられたプラットバンド電位の値は 1．19 V vs． SHE であり、先に求めた CaFe2O4

電極の値と殆ど同じ値となった。Fe/Ca の比が多少変化しても、バンド構造は大きく変化しな

いと考えられる。 

 

Fig. 33． (a) 酸化チタン電極の電流‐電圧曲線，(b) 酸化チタン電極と鉄酸カルシム(Fe/Ca=1.9)電極を接続した太陽

電池の電流‐電圧曲線(電解質：0.1 M NaOH，光源： 500W-Xe ランプ)． 

 

次に、CFO(Fe/Ca=1.9)電極と酸化チタン電極を溶液中でつなげて太陽電池としての特性を

評価した。実験で用いた酸化チタン電極はチタン金属を600℃で1時間熱処理することで作製

した。Fig. 33a は作製した酸化チタン電極の 0.1 M NaOH 中での電流‐電圧曲線である。オン

セットポテンシャルは-0.79V であった。酸化チタンは n 型半導体であるため、紫外光を照射す

ると水の酸化反応に基づく光酸化電流が観察された。Fig. 33b はこの酸化チタン電極と

CFO(Fe/Ca=1.9)電極を 0.1M NaOH 水溶液中に浸して、両電極をポテンショ・ガルバノスタッ

トに接続して、光電池としての特性を評価した結果(電流‐電圧曲線)である。両電極を接続

し、光(500W-キセノンランプ)を照射したときの開回路電圧は 1.09V であった。それぞれの電

極を単独で評価したときのオンセットポテンシャルは CFO 電極が＋0.30 V、酸化チタン電極

が‐0.79 V であり、この値から予想される開回路電圧は 1.09V である。つまり、両電極を接続

して得られた起電力は予想される理論値と一致した。また、短絡電流は 550A/cm
2 であり、

太陽電池としての最大出力は 108 W cm−2 であった。 

 

 

 

 



 

 

Fig. 34． 鉄酸カルシウム(Fe/Ca=1．9)電極と酸化チタン電極溶液中で短絡させたセルから生成した水素と酸素の発生量

と光照射時間の関係(a)，短絡電流と光照射時間の関係(b)． 

 

Table. 1 鉄酸カルシウム(Fe/Ca = 1.9)電極 - TiO2 電極接続セルの短絡電流の見かけの量子効率(IPCE) と照射エネル

ギー 

Wavelength  [nm] Power density [mW/cm2] IPCE [%] 

320 3.917 2.02 

350 4.207 1.20 

370 4.757 0.66 

400 8.725 0.06 

420 9.894 0.02 

450 10.769 0.01 

470 11.185 0.01 

500 9.557 0.01 

 

 

Fig. 34a は CFO(Fe/Ca=1.9)電極と酸化チタン電極溶液中で短絡させたセルから生成した

水素と酸素の発生量と光照射時間の関係を示す。光照射とともに水素と酸素が生成した。水

素と酸素の比は 2.0 ではなかったが、その比は 3.7～6.1 であった．水素と酸素の比が 2.0 で

ない理由として、流れた電気量に対する水素の生成効率が 96％であったことから、問題は今

回使用した酸化チタン電極側にあると考えている。酸化チタン表面への酸素分子の吸着や電

極に使用したチタン金属の酸化が考えられるが、現段階では明確な解答は得られていない。

Fig. 34b は短絡電流の時間依存性を示している。最初の 12 時間は光照射とともに電流が大

きく減少したが、12－48 時間は電流の減少は緩やかになった。反応後、CFO 電極の表面を



 

SEM で観察すると、電極の表面にひび割れが観察された。このような電極の劣化は短絡電

流の減少と関係があると考えている。Table.1 は短絡電流の各波長における IPCE を示してい

る。水素の生成に対する電流効率は 100％に近いことから、この IPCE が水素生成に対する

量子効率を表しているとみなすことができる。紫外領域に対する効率は 1～2％であった。可

視光領域の光照射ではほとんど水素生成は確認されなかった。これは、酸化チタンが紫外領

域の光にしか応答しないためである。酸化チタン電極の代わりに可視光応答型の n 型半導体

電極を用いると可視光照射下でもこのシステムから水素と酸素が生成できると考えられる。 

 

まとめ： 

p 型 CaFe2O4 電極と n 型半導体電極を利用した水素生成の効率は、現状では粉末光触媒と

比較して効率が低いが、水素と酸素を分けて生成できるという利点を持っている。また、材料

としても Ca と Fe は魅力的な材料である。また、最近では比較的大きな光酸化電流を示す n

型 Fe2O3 電極も報告されており、近い将来、鉄系酸化物を利用した水の可視光完全分解も達

成できると期待している。 

 

３． 今後の展開 

開発したナノシートを利用して異種ナノシート接合やナノドットとの複合化を実施し、新し

い可視光応答型の光電変換材料や水分解光触媒などの提案を目指す予定である。その

他、将来的な光触媒の実用化を考慮した場合、触媒の価格は非常に重要であるため、本

研究では材料として、豊富かつ安価な鉄やカルシウムを主成分とした光エネルギー変換

材料の開発も同時に目指す予定である。 

 

４． 自己評価 

中間報告までに、可視光に応答するいくつかの半導体ナノシートを開発し、また、ナノシート

単独でも高い光触媒能を示すか検証した。その結果、窒素ドープ酸化物ナノシートなどの新し

い可視光応答性のナノシートの開発や、Rh をドープした酸化物ナノシートは助触媒担持をしな

くても、比較的高い光触媒活性を示すこと見出した。このような特性はナノシート光触媒に特徴

的なものと考えている。また、安価かつ豊富にある鉄やカルシウムを主成分とした光エネルギ

ー変換材料として、CaFe2O4 の光電変換効率の向上に成功している。その他、異種ナノシート

を接合した光触媒にも作製できるようになっており、これらの知見は本プロジェクトを、さらに発

展させるうえで基盤となる成果に値すると考えている。 

 

５． 研究総括の見解 

半導体光触媒による水の分解、人工光合成は結晶粉末触媒を水に懸濁させた反応方法や

光電気化学的な反応方法についての基礎的な研究集積があり、我が国は群を抜いて世界を

先導している。しかし、中長期の時間スケールでの本格的な実用化を視野に入れた場合には、

現在までの研究進展の延長線上にはない新たな取り組み、ブレークスルーが求められてもい

る。可視光をいかにして有効に利用できるか、水光分解の反応性をいかにして向上させるか、

触媒調製プロセスを含めていかにして汎用性を持たせられるか、など解決すべき課題は多い。  

これまでの基礎的知見を基にした工学的条件探索や最適化手法の限界を超えて、上記課題



 

を基礎科学の視点でブレークダウンする思い切った基礎的取り組みが求められてもいる。 

伊田博士は、従来の視点を超えて、厚さ１～２nm の半導体ナノシートに着目し、比表面積

の飛躍的な拡大、ドープ元素が結晶内部ではなく表面にあらわになることの予測とその効果

への期待、半導体光触媒でのキーポイントである欠陥の制御・キャリアの有効分離などへの

展開につながり得るナノシートの結晶性の制御、汎用性への展望となるユビキタス元素への

着目などを始め、多くの独創的視点からさまざまな半導体ナノシートの作製、それらの光化学

挙動、光電気学挙動の解明に取り組んでいる。 

研究開始からこれまでの３年間で既に、多くの興味深い研究成果を挙げている。例えば、

Rh をドープした Ca2Nb3O10 ナノシートで水光分解の反応性としてこれまでにない高い反応性

（量子収率６５％）を達成している。水光分解での可視光感受性のナノシート CsCa2Ta3O9.7N0.2 

の開発にも初めて成功している。さらには、ユビキタス元素としての鉄やカルシウムを主材料

とした光電変換材料として、CaFe2O4 の光電変換特性を 10 倍以上向上させることにも成功した。

その他、半導体ナノシートの基礎光化学、光電気化学挙動について多くの興味深い知見も得

つつあり、３年間の研究成果として今後の展開を大きく期待させるものと言える。 

今後は、一層の基礎的検討と多面的な取り組みに挑戦すると共に、半導体ナノシートをど

のようにして実際に光触媒として有効に利用するかの視点を加えて一層の研究展開を期待し

たい。その加速度に期待したい。 
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１． 伊田進太郎 

“半導体ナノシートの作製とその光エネルギー変換特性”、 

日本セラミックス協会 秋季シンポジウム（名古屋）、2012 年 9 月 20 日、（招待講演） 

 

２．Shintaro Ida, Yohei Okamoto, Hidehisa Hagiwara,Tatsumi Ishihara 

“Two-dimensional semiconducting nanocrystals for photocatalytic hydrogen production 

from water” 

ACS National Meeting, San Diego, California, USA   

2012 年 3 月 26 日（招待講演） 

 

３． 伊田進太郎、田中陽子、松本泰道、石原達己  

“p 型及び n 型半導体ナノシートの作製とその光電気化学特性”  

2010 年 日本化学会西日本大会、 熊本、（熊本大学） 2010 年 11 月 6 日  （招待講演） 

 

４．サイエンスカフェの実施報告 

開催日時：平成２３年 12 月３日（土）１１：００～１５：００ 

開催場所：童夢カフェ inOPERA（九州大学伊都キャンパス内）  

講師：九州大学大学院工学研究院 伊田 進太郎 准教授 

概要：地球上に届く太陽エネルギーの大きさと、日本や世界のエネルギー消費量を比較

しながら、太陽電池、色素増感太陽電池、光触媒、燃料電池のしくみ説明した。講

義の後は、太陽電池で水を電気分解して水素を生成し、その水素を用いて燃料電

池で発電する実験、光触媒粒子を用いた水分解の水素生成の観察、光で熱電変

換素子の片面を暖めて発電する実験、色素増感太陽電池の作成などを実際に体

験してもらい、光エネルギー変換には多くのアプローチがあること解説した。発生し

た水素を燃料電池に供給してプロペラが回った時は大きな歓声があがった。講演

の最後は、将来のエネルギー供給について考えてもらい、太陽光エネルギーの変

換技術の重要性を説明した。 

参加者：２０名（高校教師、高校生、大学生）。 

 



 

研 究 報 告 書 

「蛋白質工学的アプローチによる高効率ギ酸生産藻類の設計」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成２１年１０月～平成２７年３月 

研 究 者： 伊原 正喜 

 

１． 研究のねらい 

本研究の狙いは、太陽光による安価で環境負荷の小さい再生可能エネルギー生産システム

の構築である。この目標を実現するために、藻類の利用が、もっとも有効な方法の一つであると

考えられる。なぜなら、現在高光変換効率の太陽光発電が報告されているものの、それらは広

大な面積に展開するには大変なコストや環境負荷を要するのに対して、藻類は簡単な水槽や池

などで増殖できるために、広大な面積に展開することも容易であり、設置コストも低く抑えること

ができるからである。しかし、天然の藻類は、人類にとって有用なエネルギーを生産するように最

適化されていない。そこで、蛋白質工学に基づいた代謝工学によって、藻類内に強力で人工的

なバイオエネルギー生産系を構築することが求められている。 

本研究では、全く新しい試みとして藻類による高効率ギ酸生産システムを目指す。ギ酸は高エ

ネルギー物質であるが、水素と異なり水溶性であるために輸送や貯蔵が容易であり、必要時に

は水素に転換して気相に回収できるなど、エネルギー媒体として非常に優れている。またギ酸は、

光合成過程で生じた還元力と、ギ酸脱水素酵素（FDH）の触媒能によって、二酸化炭素の直接的

還元によって生産することが理論的に可能である。 

天然の光合成過程では、2 つの光合成反応中心（PSI 及び PSII）での二段階光誘起電子移動

によって、PSIから強い還元力が放出され、NADPHを介してカルビン回路に伝達され最終的に糖

質合成に利用されるが、この還元力を直接的もしくは優先的にFDHへと伝達することができれば、

藻類内に高効率ギ酸生産システムが構築できることになる（図 1）。そのために、FDH の過剰発

現や PSI と FDH との複合体の設計などを試みる必要がある。さらには、ギ酸の効率的な細胞外

排出のためのイオンポンプの導入などを試みる必要がある。本研究では、これら実用化に向け



 

た基本技術の開発に加え、in vitroや in vivoでのモデルシステムによるコンセプトの実証を行い、

世界に先駆けて本提案を発信する予定である。 

また、ギ酸の他のエネルギー媒体である水素や糖質、炭化水素についても、藻類による高効

率生産に関する基礎研究を行っている。水素生産に関しては、ヒドロゲナーゼの分子進化工学

などによる酸素耐性化を目指した研究、糖質生産ではセルロースとして細胞外に分泌生産を目

指した代謝工学、炭化水素に関しては、イソプレノイド合成経路の強化によるイソプレン生産を目

指した遺伝子改変の研究を進めている（図２）。 

 

２． 研究成果 

（１）概要 

研究成果については、①ギ酸生産、②水素生産、③セルロース生産、④イソプレノイド生

産に分けることができる。さらに、①については、NADPH または NADH を電子キャリア兼活性

中心とする NAD(P)H-FDH と、モリブデン錯体であるモリブドプテリンを活性中心に持つ

Mo-FDH を利用したギ酸生産に分けることができる（図１）。 

①-１、NADPH－FDH によるギ酸生産 

光合成明反応で合成される NADPH を電子ドナーとした NAD(P)H 型 FDH による光依存的

ギ酸生産系構築のために、まず FDH にランダムなアミノ酸置換を導入し、NADPH に高い反

応性を持ち且つギ酸生成能の高い FDH 変異体を創製した。さらに、この FDH 変異体と、PSI

及びフェレドキシン、フェレドキシン-NADP+還元酵素による NADPH 生成系とを組み合わせた

光駆動系を検討し、細胞外再構成系において、ギ酸生産に成功した。続いて、この系を細胞

内で再現するために、シアノバクテリア・ヘテロシスト内で FDH 変異体を過剰発現させ、ギ酸

濃度を向上させることに成功した。 

①-２、Mo－FDH によるギ酸生産 

PSI などの強い還元力を利用することができる Mo－FDH を利用することで、効率的なギ酸

生産系の構築を目指した。まずメタノール資化菌から単離した Mo-FDH と PSI を、電子メディ

エーターであるフェレドキシン存在下で混合し、光照射によるギ酸生産系を試みた。その結



 

果、光駆動的なギ酸生成の実証に成功した。さらに、Mo-FDH の改良を目指した Mo-FDH 変

異体作製方法（発現系）の開発を行っている。 

②、水素生産 

水素合成を触媒する酵素であるヒドロゲナーゼは、Mo-FDH と同様に、酸素感受性など安

定性が応用への課題とされている。そこで、ヒドロゲナーゼの分子進化工学による改良を目

指して、発現系の開発、および変異ライブラリーの構築に成功した。現在、スクリーニング系

の開発を行っている。 

③、セルロース生産 

シアノバクテリアのセルロース合成関連遺伝子の同定と、関連酵素の反応特異性や阻害

物質の同定に成功している。 

④、イソプレノイド生産 

シアノバクテリアのイソプレノイド合成経路を強化することで、カロテノイドなどの生産性向

上に成功している。さらに、糖質、脂質などの定量を進めており、細胞内での炭素フロー変化

に解析中である。 

 

（２）詳細 

研究テーマ【NADPH-FDH によるギ酸生産】 

光合成生物内で光依存的に合成された NADPH と NAD(P)H 型 FDH による光依存的ギ酸

生産系（図１左）を構築するために、まず NADPH に高い反応性を持つ FDH 変異体の作製を

行った。Pseudomonas sp. 101、Candida boidinii、potato、Arabidopsis thaliana、Thiobacillus 

sp. KNK65MA の 5 種から NAD(P)H 型 FDH 遺伝子を単離し、大腸菌用発現系ベクターに組

み込んだ。さらに、補酵素結合部位付近にランダムなアミノ酸変異を導入して、約３０種類の

FDH 変異体遺伝子を作製し、大腸菌内で発現させ、FDH 変異体蛋白質を精製した。それぞ

れの反応特性を調べた結果、NADPH に高い反応性を持ち且つギ酸生成能の高い

Pseudomonas sp.101 FDH D222Q を見出した（図３）。この FDH 変異体を、PSI 及びフェレドキ

シン、フェレドキシン-NADP+還元酵素による NADPH 生成系と組み合わせた細胞外再構成

系において、光駆動系ギ酸生産に成功している。続いて、嫌気的な細胞内環境を持ち且つ

PSI を発現しているシアノバクテリア・ヘテロシスト内で FDH 変異体を過剰発現することによっ

て、細胞内光依存ギ酸生産系の構築を目指した。そのために、FDH 変異体遺伝子をシアノバ

クテリア用シャトルベクターである pAM505 に挿入し、Anabaena sp. PCC7120 に導入した。形

質転換体は、窒素含有培地で培養した後に、窒素欠乏培地で培養することでヘテロシスト形

成を促した。その結果、ヘテロシスト形成は顕微鏡観察によって、FDH 変異体蛋白質の発現

をウエスタンブロッティングで確認することができた。また、二酸化炭素 10%＋アルゴン 90%雰

囲気下の蛍光灯照射下でインキュベートした菌体を破砕し、破砕液をイオンクロマトグラフィ

ーによって分析したところ、FDH 変異体遺伝子を導入していないコントロール細胞と比較し

て、ギ酸濃度が有意に増加していることが確認できた。観察されたギ酸濃度上昇が、PSI か

ら FDH への電子伝達に起因するものかどうかを確認中である。この成果は、現在投稿中で

ある。さらなる改良として、ギ酸排出トランスポーターの導入を計画している。 



 

 

研究テーマ【Mo-FDH によるギ酸生産】 

NAD(P)H-FDH の行うギ酸生成反応

は、NADPH から二酸化炭素への吸エル

ゴン的電子移動が伴うため、効率が悪

い。一方、PSI などの強い還元力を利用す

ることができる Mo－FDH を利用すること

で、発エルゴン的なギ酸生産系がより好

ましい。そのために、まず菌体サンプルか

ら Mo－FDH を精製し、PSI と組み合わせ

た光ギ酸生産を検討した。今回は、PSI か

らフェレドキシンなどの電子メディエーター

を経由する均一系の電子伝達を想定しているために、Mo-FDH は可溶性である必要がある。

可溶性 Mo-FDH は、メタノール資化菌や硫酸還元菌において発現が知られており、まず培養

が容易なメタノール資化菌である Methylobacterium extorquens からの Mo-FDH の精製を試

みた。しかし、精製中に FDH 活性低下が起こり、高度に精製することが困難となった。そのた

め、粗精製 FDH サンプルを用いて、シアノバクテリア Synechocystis sp. PCC6803 由来の PSI

及びフェレドキシンと組み合わせ、電子供与体であるアスコルビン酸存在下で光照射を行っ

た結果、粗精製 FDH サンプルを添加してないコントロール実験と比較して有意なギ酸生産が

確認できた。この結果は、Methylobacterium extorquens由来のMo-FDHが光阻害を受けるこ

となく、光ギ酸生産に応用できることを示している。しかし、ギ酸蓄積は、2 時間程度でピーク

を示し、その後減少傾向にあった。このギ酸蓄積量の減少は、サンプリングの際の酸素流入

や PSI の活性低下によって、ギ酸の分解反応が優勢になったことが原因として考えられる。

現在、反応容器の改良や、硫酸還元菌由来の Mo-FDH 精製、反応条件検討を行っている。 

さらに、Mo-FDH の改良や、PSI との複合化を目指す目的から、Mo-FDH 変異体作製方法

（発現系）の開発を行っている。まず、宿主として、増殖が早く培養が容易な大腸菌を選択し、



 

内在性の２つの Mo-FDH 遺伝子の破壊を行った。また、ベクターとして、大腸菌 Mo-FDH 遺

伝子を挿入した pBHR322 を作製したが、大腸菌 Mo-FDH は膜結合ドメインを有した膜結合型

であることから、膜結合ドメインを保持したコントロールベクターと、膜結合ドメインを削除して

可溶化 Mo-FDH として発現することを期待して設計したベクターの 2 種類を用意した。同様

に、硫酸還元菌 Desulfovibrio vulgaris もしくは Desulfovibrio gigas 由来 Mo-FDH 遺伝子を挿

入した pBHR322 を作製した。その結果、膜結合ドメインを保持した大腸菌 Mo-FDH 遺伝子の

発現系では、有意な FDH 活性が確認できたが、膜結合ドメインを削除した大腸菌 Mo-FDH 遺

伝子や硫酸還元菌 Mo-FDH 遺伝子を導入した発現系では、有意な FDH 活性が確認できな

かった。この結果から、膜結合ドメインを削除することで、大腸菌 Mo-FDH は不安定化し、細

胞内で分解されることや、翻訳後修飾に障害が生じた可能性が示唆された。硫酸還元菌由

来の Mo-FDH についても、同様の可能性が考えられる。そこで、現在２つのアプローチで、こ

れらの課題に取り組んでいる。まず、膜結合ドメインを削除した大腸菌 Mo-FDH 遺伝子にラン

ダム変異を導入し、活性が回復した変異体を探索する。もう一つは、硫酸還元菌 Mo-FDH の

翻訳後修飾に必要な遺伝子を共発現させることである。すでに、後者のアプローチにおい

て、いくつかの遺伝子を共発現させたが、依然として FDH 活性が観察されていない。そこで、

20 個程度の候補遺伝子をまとめて導入し、FDH 活性を再現した後に、不必要な遺伝子を脱

落させていく予定である。 

 

研究テーマ【水素生産（ヒドロゲナーゼ発現系）】  

水素合成を触媒する酵素であるヒドロゲナーゼは、Mo-FDH と同様に、酸素感受性の酵素

である。これらの酵素を利用した水素生産もしくはギ酸生産において、酸素感受性問題の解

決が極めて大きなブレークスルーをもたらすと期待されているが、その方法論については全く

手がかりが得られていない。そこで、ヒドロゲナーゼの分子進化工学による改良を目指して、

変異ライブラリーの構築に適した発現系の開発を行った。これまでにも、宿主ベクター系によ

るヒドロゲナーゼ発現系は報告されているが、もともとサイズの大きな広宿主域ベクターに、

ヒドロゲナーゼと翻訳後関連酵素遺伝子群を合わせて挿入していたため、ベクターサイズは

４０Kbp と非常に大きく、遺伝子操作や形質転換が困難となり、ライブラリー作製には適して

いなかった。今回、ヒドロゲナーゼ遺伝子のみを欠失させた水素細菌を宿主として利用し、ヒ

ドロゲナーゼ遺伝子のみを挿入した小型の広宿主域ベクターを導入する発現系を考案した。

この発現系では、ベクターのサイズが７Kbp と小さく、電気穿孔法による遺伝子導入も可能で

あるためにライブラリー作製が可能となるが、ベクターから提供されるヒドロゲナーゼ遺伝子

と、宿主から提供される翻訳後修飾関連酵素遺伝子の転写量のバランスを取らなければな

らない。そこで、ヒドロゲナーゼ上流のプロモーター領域に変異を導入して、ヒドロゲナーゼ転

写活性を変えたベクターを数種類作製し、また翻訳後修飾関連酵素遺伝子の上流のプロモ

ーターに新たなプロモーターを挿入した宿主を作製し、それらを組み合わせた発現系を調製

した。現在、すべての組合せの検討が終了していないが、すでにヒドロゲナーゼ活性が大きく

改善した発現系を見出すことに成功した（この成果については、投稿及び特許出願準備中で

ある）。現在、新規発現系を用いて、スクリーニング系の開発を行っている。 

 

 



 

研究テーマ【セルロース生産】 

セルロースは、グルコースがα-1,4 型のグルコシド結合で連結した直鎖状の多糖であり、

バイオエタノールの原料や化学原料としても有用である。シアノバクテリアを含む藻類におい

ても光エネルギーと二酸化炭素から合成されており、細胞膜に局在するセルロース合成酵素

が、細胞内の基質UDPグルコースからグルコシル基を連続的にセルロースへと転移し、細胞

外へと分泌されているが、その合成量は少ない（図５）。一方で、グリコーゲンは、光合成で固

定した余剰のエネルギーおよび炭素の細胞内貯蔵源としての役割を担っている。その蓄積

量は、細胞乾重量の 50%以上にも達する(セルロースの 1500 倍以上)。仮に、これを代謝工学

的にセルロースへと転換できれば、エネルギー生産の見地からも、十分に有望な生産量に

到達することになるだけでなく、セルロースは細胞外に分泌されることから、抽出というコスト

のかかる過程をスキップすることができる（図５）。グリコーゲンとセルロースの生合成経路を

見ると、ほとんどの過程を共有しており、グルコース-1-リン酸の利用において競合している。

したがって、以下に示すような３段階の形質転換を設計した。第一に、グリコーゲン蓄積能を

欠損させるために ADP グルコースピロホスホリラーゼ遺伝子の破壊を行う。第二に、UDP グ

ルコースへの代謝フローを強化するためにUDPグルコースピロホスホリラーゼ遺伝子の強発

現を行う。第三に、セルロースへの代謝フローを強化するためにセルロース合成酵素遺伝子

の強発現を行う。現在までに、上記の酵素群の同定とキャラクタリゼーションを終えており（こ

の成果について、投稿準備中）、形質転換体の作製についても第にステップまで進めてい

る。引き続き、形質転換体の作製と評価を進める予定である。 

 

研究テーマ【イソプレノイド生産】 

イソプレノイドは、イソプレンを

構成単位とした化合物群であり、

生理活性物質や、石油様炭化水

素など重要な化合物を多く含む

が、天然より得られる量は少な

く、また合成も困難であることか

ら、遺伝子工学による生産向上

が望まれている。すべてのイソプ

レノイドは、イソプレン骨格である

イソペンテニル２リン酸（IPP）とジ

メチルアリル 2 リン酸（DMAPP）を

原料として合成されることから、

IPP と DMAPP の合成経路である

非メバロン酸経路（MEP 経路）が

生産向上の鍵を握っている。そこ

で、シアノバクテリアにおいて

MEP 経路の律速段階を触媒する 1-デオキシキシルロース-5-リン酸合成酵素（Dxs）の過剰

発現が試み、その場合におけるイソプレノイド生産量変化のみならず、二酸化炭素が様々な

代謝産物に変換される流れ（炭素フラックス）を解明し、イソプレノイド生産向上のためのスト



 

ラテジー確立を目的としている。 

今回作製した Dxs 過剰発現株は、野生型と比較して、約 1.5 倍の Dxs 発現量であった。ま

た、細胞抽出液の HPLC 分析により、カロテノイド類の増加が確認された。現在、糖質や脂肪

酸など、様々な代謝産物の定量を終了しており、炭素フラックス解析終了次第、直ちに投稿

予定である。 

 

３． 今後の展開 

○研究テーマ【Mo-FDH によるギ酸生産】について 

引き続き、試験管内での精製 Mo-FDH とフェレドキシン、PSI からなる光ギ酸生産系の改良を

行う。また、膜結合ドメインを削除した可溶性大腸菌 Mo-FDH の創出を目指して、ランダム変異

の導入とスクリーニングを行う。また、もう一つは、硫酸還元菌 Mo-FDH の大腸菌内発現を目指

して、翻訳後修飾に必須な遺伝子を同定する。可溶性 Mo-FDH 発現系の構築に成功した後は、

Mo-FDH と PSI の複合体設計を行う。 

また、ギ酸排出系の構築に関する基礎研究を、シアノバクテリアにて実施する。 

 

○研究テーマ【水素生産（ヒドロゲナーゼ発現系）】 について 

すでに構築に成功している新規ヒドロゲナーゼ発現系を用いて、高効率ヒドロゲナーゼ-PSI

複合体の設計や、ヒドロゲナーゼの安定化に取り組む予定である。 

○研究テーマ【セルロース生産】 

セルロース大量分泌能を有するシアノバクテリアの創出を目指し、形質転換体の作製と評価

を進める予定である。 

○研究テーマ【イソプレノイド生産】について 

イソプレノイド大量生産シアノバクテリアの創出を目指し、フィードック阻害に対して耐性を有す

るイソプレノイド合成関連酵素の探索もしくは進化分子工学を進める予定である。 

 

４． 自己評価 

当初の予定であった、NAD（P）H 型 FDH による細胞内光ギ酸生産系に成功し、また計画通り

Mo-FDH による細胞外光ギ酸生産系に着手することができている。ただし、NAD（P）H 型 FDH に

よる細胞内ギ酸生産系については、細胞内での電子の流れや代謝の流れを解析し、ギ酸排出

系を導入する計画であったが、優先順位として、より高い光量子収率が望めるMo-FDHを用いた

光ギ酸生産に関する研究を上位に置くことを考えている。また、当初の予定になかったが、水素

生産（ヒドロゲナーゼ発現系）やセルロース生産、イソプレノイド生産に関する研究においても成

果が出てきているが、これらの成果は FDH 発現系開発やギ酸関連代謝工学に生かしていきた

いと考えている。 

 

５． 研究総括の見解 

本研究は、ヒドロゲナーゼによる水素発生についての伊原博士の先駆的な業績を基礎にしな

がらも、新たにエネルギーキャリア物質としてのギ酸に注目し、その生産を太陽光により蛋白質

工学的アプローチにより最適化した藻類生物系システムでおこなうという大変意欲的な提案であ

る。 



 

藻類の機能改変による人工光合成の試みは数多いが、その多くはヒドロゲナーゼを利用する

水素発生に限られているので、本研究が目的通りに展開すれば当該領域に非常に大きいイン

パクトを与えるものである。しかしながら、細胞内でギ酸を生成する際の細胞毒性、ギ酸脱水素

酵素（FDH, Mo-FDH など）を新規に細胞内に適用する困難さ、還元酵素は極めて酸素耐性が低

いことの困難さ、最適の酵素変異体作成方法（発現系）をいかに早く、効率よく開発するかの課

題、などを始め多くの困難が予想される。 

研究開始時の異動や研究環境の整備などによる若干の誘導期間はあったが、これまでに細

胞外再構成系において、ギ酸生産に成功し、細胞内でも再現するために、シアノバクテリア・ヘテ

ロシスト内で FDH 変異体を過剰発現させ、ギ酸濃度を向上させることに成功している。より高効

率のギ酸生成が期待される Mo-FDH 系でも細胞外系での足掛かりをつかみつつある。 

研究進展の速度は比較的緩慢に見えるが、着実に各段階を踏んで進展しつつあることは評

価される。今後の一層の加速度的な研究進展を期待している。ギ酸生成以外に、水素発生、セ

ルロース生成、イソプレノイド生成への取り組みも同時進行させているが、まずはギ酸生成という

所期の目的達成に集中した研究努力が望まれる。論文発表が期待通りには進んでいないのは

大変残念であり、その点でも一層の奮起を望む。 

 

６． 主な研究成果リスト 

（１） 論文（原著論文）発表 

1. R. Abe, H. Ohashi, I. Iijima, M. Ihara, H. Takagi, T. Hohsaka and H. Ueda "“Quenchbodies”: 

quench-based antibody probes that show antigen-dependent fluorescence" J. Am. Chem. 

Soc. 133, 17386-17394 (2011). 

 

（２）特許出願 

研究期間累積件数： 0 件 

 

（３）その他の成果（主要な学会発表、受賞、著作物、プレスリリース等） 

【主要な学会発表】 

○ 2010 年 3 月 28 日 International Symposium on Chemical Conversion of Light Energy (Kinki 

University)「Protein engineering to create algae with high formate productivity」 

○ 2011 年 3 月 11 日日本化学会第 91 春季年会「JST さきがけ研究領域合同シンポジウム-人

類の危機に挑む研究開発：光と太陽エネルギー」（神奈川大学横浜キャンパス）「光化学系 I

と酸化還元酵素との組み合わせによる水素およびギ酸光駆動生産系」 

○ 2011 年 6 月 4 日光合成学会若手の会第四回セミナー（京都大学理学部セミナーハウス）「光

合成と酸化還元酵素の新たな組み合わせによる光駆動物質生産系の設計」 

○ 2011 年 7 月 15 日 CREST 有機太陽電池シンポジウム（京都大学・宇治キャンパス）「光合成

を利用した直接的光-水素変換系の設計」 

○ 2011 年11月 23 日バイオナノ科学セミナー（理化学研究所・和光本所）「藻類による物質生産

能の改良」 

○ 2012 年 1 月 27 日 1 回フォーラム：人工光合成 （科学技術振興機構東京本部）「光合成と

酸化還元酵素の新たな組み合わせによる光駆動物質生産系の設計」 



 

○ 2012 年 3 月 26 日 JST-PRESTO International Joint Symposium on Photo-Science Leading 

to a Sustainable Society: Environment, Energy, Functional Materials （Keio University）

「Light-driven hydrogen and formate generation systems composed of photosystem I and 

redox enzymes」 

 

【著作物】 

○ 化学経済（化学工業日報）、2011 年 10 月号「エネルギーを生産する人工光合成生物の創

出」 

○ 月刊化学（化学同人）、2012 年 6 月号「注目の論文紹介：天然の光合成を凌駕した光水素生

産バイオナノデバイス」 

○ 化学工業（化学工業日報）、2012年9月号「天然光合成の改造と、エネルギー物質生産藻類

の創製」 

○ バイオサイエンスシリーズ「光合成のエネルギー・物質変換 人工光合成を目指して」（化学

同人）、印刷中「23 章 人工光合成とエネルギー変換材料への転換」 

○ 人工光合成 実用化に向けた最新技術（情報機構）、印刷中「光合成の改造と、エネルギー

生産系への挑戦」 

 

【アウトリーチ活動】 

○ サイエンスカフェの講師、2010 年 10 月 1 日（開催地：長野県伊那市）「環境問題と循環型社

会への変革」 

以上 



 

研 究 報 告 書 

「[Fe]-ヒドロゲナーゼの活性中心鉄錯体の生合成」 

研究タイプ：通常型 

研究期間： 平成 21 年 10 月～平成 27 年 3 月 

研 究 者： 嶋 盛吾 

 

１． 研究のねらい 

水素やメタンは有望な再生可能エネルギーとして注目され、多くの生産利用技術が提案

されている。なかでも、太陽光を利用した水素生産および有用物質の生産は、無公害で理

想的なエネルギー変換技術として実現が望まれている。しかしその実用化に向けていくつ

もの基盤技術の開発が必要である。そのひとつとして、安価高性能の触媒の開発が上げら

れる。例えば水素生産あるいは燃料電池触媒として白金が多く使われてきた。しかし白金

は高価であるだけでなく埋蔵量に限りがあることから、水素生産利用技術の実用化には新

しい触媒の開発が必要である。微生物の生産する酵素ヒドロゲナーゼは水素の発生と利用

を触媒することから、白金に替わるものとして注目され、その活性中心の構造と機能およ

びモデル化合物合成の研究がなされている。また微生物のメタン代謝に含まれる酵素には、

光エネルギーの物質変換技術開発の手本になるような反応を促進するものがある。 

 酵素機能を利用した水素あるいはメタンの生産と利用に向けて、本研究ではメタン代謝

微生物に含まれる酵素を研究対象とする。第一目標はメタン生産菌で発見された[Fe]-ヒド

ロゲナーゼの活性中心の構造とその生合成機構の解明である。[Fe]-ヒドロゲナーゼは水素

分子の分解と有機基質への可逆的なヒドリド転移を触媒する。本酵素の活性中心は新規コ

ファクターである鉄錯体（FeGP-コファクター）である。先ず FeGP-コファクターの構造、

およびその合成機構を明らかにする。また、本酵素のさらなる活用のためには、反応機構

に関する知見が必須であることから反応促進作用における本鉄錯体の機能解析も実施する。

本研究成果は本鉄錯体を模擬したモデル化合物合成の化学的基盤となる。[Fe]-ヒドロゲナ

ーゼ以外にも、メタン代謝には有用な酵素が多く含まれている。メタン菌に含まれるもう

ひとつのヒドロゲナーゼである[NiFe]-ヒドロゲナーゼは水素ガスを分解して電子を取り

出すことができる。逆に電子と水素イオンから水素ガスを生産することもできる。また、

メチル補酵素 M還元酵素はメタンの生成と分解を促進する有用な酵素である。本研究では

これらの酵素の構造と機能を総合的に理解することを重要な研究要素として位置づけてい

る。  

 

２． 研究成果 

（１）概要 

FeGP-コファクターは鉄-アシル錯体構造を含む新規な生体鉄錯体分子であることが、X 線

結晶解析結果から提案されていたが、最終証明には至っていなかった。本さきがけ研究にお

いて、質量分析および赤外分光分析を用いた研究で、その鉄錯体の化学構造を決定するこ

とに成功した [1,2] (引用は(6)主要成果リストの原著論文番号)。アシル炭素配位子を含む生



 

体物質は FeGP コファクターだけであり、触媒機構において重要な役割を担っていると考えら

れる。その特殊な鉄錯体構造を解明できたことで、触媒機能ならびに生合成機構の解明に

向けての基礎を確立することができた。酵素の反応機構を研究するためのツールとして反応

阻害剤が有効である。イソシアニドと呼ばれる化合物が[Fe]-ヒドロゲナーゼを特異的に阻害

することを発見し、イソシアニドが結合した [Fe]-ヒドロゲナーゼの結晶構造を解明すること

ができた。また、阻害剤を使った実験から触媒機構を提案した [3,4]。次に[Fe]-ヒドロゲナー

ゼを生産するメタン生成菌を安定同位体（１H や 13C）で標識した化合物（酢酸やピルビン産な

ど）を含む培養液中で培養し、FeGP コファクターへの取り込みを調べた。標識元素の位置を

質量分析と NMR で解析し、逆合成によって生合成材料を解明した [5]。さらにメタン生成微

生物の染色体において[Fe]-ヒドロゲナーゼ遺伝子の近傍に存在する遺伝子を大腸菌で発

現させ、ひとつの遺伝子にコードされている酵素タンパク質の結晶構造とその活性を明らか

にした。   

メタン代謝に含まれる酵素の構造と機能を明らかにするため、メタン生成菌に含まれる酵

素および黒海海底の微生物マットに生息する嫌気的メタン分解菌の酵素の構造と機能を明

らかにした [6-10]。特に嫌気的メタン酸化酵素の結晶構造解析 [6]は、嫌気的メタン酸化の

反応基質の構造解明に成功した点で重要であった。プレスリリースを行い、新聞等に掲載さ

れた。メタン生成微生物のヒドロゲナーゼのひとつである F420 還元[NiFe]-ヒドロゲナーゼの

立体構造を電子顕微鏡解析により明らかにした。本酵素は、酵素としては非常に珍しい内部

に空洞をもつ球状構造（ナノボール構造）を持つことを発見した[9]。 

 

（２）詳細 

研究テーマ A 「FeGP コファクターの構造と機能」 

質量分析および赤外分光分析を用いた実験で、FeGP コファクターに含まれる鉄錯体

の化学構造を決定した（図 1）。生体物質でアシル炭素配位子を含む錯体は FeGP コファ

クターだけであり、その触媒機能ならびに生合成機構が注目を集めている[1,2]。 

 

 

図 1  本さきがけ研究で証明された FeGP コファクターの化学構造[1] 

 

 イソシアニドが本酵素を特異的に阻害することを発見した。イソシアニドが結合した

[Fe]-ヒドロゲナーゼの結晶構造を解明し、本酵素の触媒機構を提案した[3,4]。 

 

研究テーマ B 「標識化合物を用いた FeGP-コファクター生合成経路の解明」 

メタン菌には生育のための炭素源として酢酸を細胞内に取り込むことものがある。また、他



 

の様々な化合物を取り込む能力があるメタン菌も知られている。これら数種類のメタン菌を利

用して FeGP-コファクターに含まれるグアニリルピリジノールおよび一酸化炭素配位子への
13C 炭素安定同位体標識した化学物質の取り込みを調べた。標識元素の位置を質量分析と

NMR で解析し、逆合成によって生合成経路を推定した [5]。FeGP-コファクターのリング構

造の生合成材料が 2,3-ジヒドロキシ-4-オキソペンタノエートとアスパラギン酸であることを提

案した。またメチル基のひとつがメチオニンから生成することが解明された。一酸化炭素およ

びアシル配位子は CO2 から生成することが示された（図 2）。 

 

図 2 FeGP-コファクターの推定生合成材料[5] 

 

研究テーマ C「メタン代謝酵素の構造と機能」 

 メタン代謝に含まれる酵素の反応機構を解明し、人工光合成に向けての基盤的情報を得る

ため、これらの代謝に含まれる重要な酵素の構造と機能を明らかにする。嫌気メタン酸化の

研究材料としては黒海微生物マットを使用し [6,7]、メチル補酵素 M 還元酵素の立体構造を

明らかにした [8]。またメタン生成菌の F420 還元性[NiFe]ヒドロゲナーゼの立体構造を明らか

にした [9]。メタン生成代謝に含まれるメテニルテトラヒドロメタノプテリン開環酵素については

タンパク質構造の改変実験に基づき反応機構を提案した [10]。 

 

I. メチル補酵素 M 還元酵素の結晶構造 

酸素がない海洋環境でメタンを分解する微生物酵素の立体構造を、画期的な手法で明ら

かにした [6]。メタンは地球上のさまざまな自然環境で微生物の働きによって生産されてい

る。海洋でも海底に堆積した有機物を原料にメタンが発生しているが、酸素がない条件でも

微生物がメタンを分解していることが知られてきた。これまでに「メタン分解の最初の反応は、

メタン生成反応を逆転させたような反応である」という仮説が提唱されてきたが、技術的な困

難から証明されていなかった。我々はメタン分解反応を行っている黒海海底の微生物層を採

取し、ある程度精製しただけの、混ざりものが残る試料からメタン分解酵素だけを結晶化する



 

ことに成功し、Ｘ線解析によってその立体構造を世界で初めて明らかした。最も重要な発見

は、無酸素メタン分解の最初の化学反応が明らかにできたことである。 

 

図 3 メタンを無酸素条件で酸化するメチル補酵素 M 還元酵素の結晶構造モデル[6] 

 

II. F420 還元性[NiFe]ヒドロゲナーゼの構造解析 

メタン生成微生物では[Fe]-ヒドロゲナーゼとともに、[NiFe]-ヒドロゲナーゼと呼ばれる

酵素も働いている。[NiFe]-ヒドロゲナーゼの活性中心はニッケルと鉄からなる二核の金

属錯体であることからこの名前がついている。メタン生成菌の電子運搬物質 F420 を還元

できる[NiFe]-ヒドロゲナーゼ構造は電子顕微鏡解析によって明らかにした（図 4）[9]。本 

 

図 4 F420 還元性[NiFe]ヒドロゲナーゼの｢ナノボール｣構造の電子顕微鏡図[9] 

 

酵素は非常に珍しいナノボール型構造を有していることを発見した。[NiFe]-ヒドロゲナー

ゼは水素ガスから得られたヒドリドから電子を引き抜き電子運搬物質に渡す反応を触媒

する。逆反応も触媒し、その場合電子キャリアーの電子をプロトンに渡して水素ガスを発

生する。その触媒機能は人工光合成において白金に替わる水素ガス発生触媒として利

用できる可能性がある。 

 



 

 

３． 今後の展開 

 FeGP コファクターの生合成への関与が予想される酵素を大腸菌で生産し、その構造と機能か

ら FeGP コファクター生合成の全体像を明らかにする。またメタン生成微生物の変異実験により

生合成酵素遺伝子の機能を解明する。F420 還元性ヒドロゲナーゼに関しては、酵素の反応機構

とナノボール構造の生理的意義を明らかにするために、昨年度までに得られた結晶構造モデル

の精密化を行い、詳細な構造解析を行う。光エネルギーの物質生産への利用には、炭酸ガス還

元によるメタン生成機構の情報を得ることが、将来の人工光合成に重要である。そこで、メタン生

成に直接関与する酵素の構造と機能解析をさらに推し進める。メタン菌を大量培養し、その細胞

抽出液からメタン生成代謝の重要な酵素を精製し、結晶構造解析を行う。ホルミルメタノフラン脱

水素酵素、ヘテロジスルフィド還元酵素およびメチル基転移酵素を主要なターゲットとする。メチ

ル基転移酵素はメタン菌細胞抽出液の膜画分から精製する。得られた結晶は実験室の X 線回

折計およびシンクロトロンビームラインで回折データを得る。  

 

４． 自己評価 

本さきがけ研究の当初のねらいは、[Fe]-ヒドロゲナーゼに含まれる FeGP コファクターの構造

を明らかにし、その生合成代謝を明らかにすることと、その機能を将来の工業的利用につなげる

ために反応機構を解明することであった。この3 年間でFeGP コファクターの構造を証明するデー

タを得た。また、標識実験によって生合成経路を推定することができた。さらにひとつの生合成遺

伝子の機能を解明し、反応機構を明らかにした。ねらい通りの成果が上がっていると考えている。

また、領域会議ならびに研究総括・研究アドバイザーからの｢メタン代謝酵素全般の機能解析が

光エネルギーと物質生産にとって重要である｣との意見に基づき、メタン代謝酵素の構造と機能

の研究も積極的に行った。特に嫌気メタン分解酵素の研究で重要な結果が得られた。プレスリリ

ースを行い、新聞等で紹介された。 

 

５． 研究総括の見解 

本研究は、メタン生産菌内での多電子変換、ヒドリド移動などの解明を手掛かりに「自然を理

解し」、「自然に学ぶ」視点から、人工光合成研究の中で最も重要な反応のひとつであるＣＯ２の

多電子還元触媒反応を総合的に理解することに挑戦する大変意欲的な取り組みである。研究提

案が採択されるまでの嶋博士の研究実績を基礎に、研究開始から短期間に、既にメタン生産菌

で発見された酵素[Fe]-ヒドロゲナーゼの活性中心である鉄錯体（FeGP-コファクター）の構造解

明に初めて成功し、その生合成経路も解明している。また、メタン生成の逆反応と推定されるメタ

ン代謝酵素を黒海海底微生物から結晶化に成功し、そのＸ線構造解析に成功するという大変大

きいインパクトを与える研究成果をあげている。さらには、メタン生成微生物の持つ酵素[NiFe]-

ヒドロゲナーゼが大変興味深い「ナノボール」構造を有することも発見している。他にも多くの興

味深い研究成果をあげつつある。このように研究進展は極めて順調に進んでいると高く評価さ

れる。今後、生体内でのＣＯ２還元の総合理解に向けて一層の加速度的研究進展を期待してい

る。 
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