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特集■サステナブル社会を実現し、生活を豊かにする
　　 デバイスの創出を目指す先端集積デバイス研究所

　

環境問題対策の 1つに、大気中
の CO2を吸収・固定する、いわゆ
るネガティブ・エミッションにつな
がる取り組みがある。先デ研もこの
分野に取り組んでおり、具体的には
植物による光合成のように光と水
（H2O）、CO2からさまざまな化合
物を生成する「人工光合成技術」の
研究開発を進めている。
人工光合成は図 1のように、植
物のような有機物ではなく、無機物
からなる電極を使って反応を進行さ
せている。酸化電極には光触媒と呼

ばれる材料が用いられており、酸化
電極に光が当たると、水から酸素と
水素イオン（H＋）が生成する。還
元電極では H＋と電子が CO2を別
の物質（炭化水素）へと変換する。
還元反応により生成される物質に
は、ギ酸（HCOOH）、一酸化炭素

（CO）、ホルムアルデヒド（HCHO）、
メタノール（CH3OH）、メタン（CH4）
など、工業原料や燃料に利用できる
炭素化合物が多い。これらをクリー
ンエネルギーとして活用することも
炭素を循環させるカーボンニュート
ラルへの貢献だが、先デ研ではさら
に将来を見据えた CO2削減をめざ
し、炭素をいかに吸収し固定するか
に注力している。「人工光合成の実
用化には、光吸収率の良い材料、お
よび吸収した光を効率良く反応に寄
与させる材料が不可欠です。他にも
還元生成物種の制御や安定性確保、
スケールアップ、コストといった課
題があります。私たちは材料開発に
注力し、これらの技術課題の解決に
取り組んでいます。」（鴻野氏）

NTTは 2040年度までにグループ全体でカーボンニュートラルを実現することをめざし、再生可能エネルギー利用の拡大、
IOWN導入による電力消費量削減など、さまざまな取り組みを進めている。そうしたなかNTT先端集積デバイス研究所（以
下、先デ研）では、さらなる二酸化炭素（CO2）削減を可能にするため、「人工光合成技術」の研究開発を進めている。
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太陽光エネルギーを利用しCO2を吸収・固定
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＜CO2の還元反応：目的反応＞　CO2 + 2H++ 2e-→ HCOOH＜H2Oの酸化反応＞
　2H2O+4h+→O2+4H+ ＜H2生成反応：副反応＞　2H++ 2e-→ H2
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図 1 人工光合成デバイスの概要
（左）水溶液中のCO2 を還元する構成　（右）気体のCO2 を還元する構成
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CO2固定の効率を上げるには、還
元電極への CO2の供給量を増やすこ
とが有効だ。しかし、水溶液を介し
て CO2を還元電極に供給する構成
（図 1左）では、CO2の濃度や移動
速度が制限され、供給量を大幅に増
やすことが難しい。気体の CO2をそ
のまま供給すればこれらの制限を突
破できるという着想のもと、イオン
交換膜に接合した還元電極に気体の
CO2を供給し還元する構成（図１右）
に取り組んでいる。
この構成の考案者である里氏は次
のように述べている。
「気体の CO2を還元電極に供給す
るために、還元槽内の水溶液を取り
除いて CO2に置き換えることを思
いつきました。しかし、これだけで
はイオン交換膜中の H＋は CO2中
を移動できないため、CO2還元反
応は起こりません。イオン交換膜か
ら還元電極に H＋を直接供給するこ
とでこの問題を解決できると考え、
イオン交換膜と還元電極の接合体の
研究開発に着手しました。この接合
体では、CO2は電極内の空隙を移
動します。検討初期の還元電極では、
空隙が小さいため CO2が移動しに
くいという問題がありました（図 2
左）。そこで、CO2を移動しやすく

光合成を行っている。より多くの太
陽エネルギーを利用するために、可
視光も吸収できるような材料の探索
を進めている。

紹介してきた研究成果を統合し試
作した人工光合成デバイスを用いて
連続 140時間試験を行った（酸化
電極 1 cm× 1 cmを使用）。生成物
のうち 24％がギ酸であり、炭素固
定量に換算すると 35 g/m2であっ
た。この炭素固定量はスギの木 1
本が 1年間で固定する量の 1/10に
相当する。鴻野氏は「木を植えるよ
りも効率の良いデバイスの実現が
ゴール」と述べており、植物に追い
つく段階に入ったと言える。

人工光合成の未来について、鴻野
氏は次のように述べている。
「経済活動と環境問題は相反する
関係にありますが、この状況を変え
られるかもしれません。たとえば船
舶や車両などのモビリティーに太陽
電池と人工光合成デバイスを搭載す
れば、自ら動きながら、空気を浄化
していくネガティブ・エミッション
が実現できると考えています。」

し反応場への供給量を上げるため、
還元電極の多孔化に取り組みました
（図 2右）。この反応系を用いるこ
とで、総反応量に対する CO2還元
反応量の割合を数％から 30％まで
向上させることができました。」

デバイスの寿命が長い方が交換コ
ストも環境への負担も小さいとの考
えから、先デ研は電極の劣化抑制に
も注力してきた。
「酸化電極では目的反応の進行と
同時に、副反応として電極自身が酸
化されるエッチング反応が進行し、
電極が劣化します。このエッチング
反応は電極表面の欠陥（転位）を起
点として進行しますので、NTT研
究所内の他部署やデバイスを製造す
るグループ会社とも連携し、欠陥を
極力減らす材料研究に取り組みまし
た。また、電極表面に保護層として
酸化ニッケル（NiO）を形成するこ
とで劣化を抑制してきました。対策
前は 20時間でかなりの劣化が進行
していたところ、対策後は 300時
間が経過しても電極表面の劣化を概
ね抑制できるようになりました。」
（渦巻氏）
酸化電極の光吸収率増加について
も検討を進めている。現状では自然
光の数％（紫外域）を利用して人工
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図 2　NTTオリジナルの接合体の構成
（左）検討初期の還元電極　（右）多孔化した還元電極 図 3　試作した人工光合成デバイスの実験結果

独自のデバイス構成により
ギ酸の生成割合を向上

酸化電極の劣化を抑制し
300時間連続運転も視野に

1年間でスギの木 1本が固定
する量の 1/10 の炭素を固定

経済活動と環境問題が相反
しない世界の実現に貢献


