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現在，私たちは環境問題，エネルギー問題，資源問題，災害・事故問題

等々，さまざまな地球規模での問題に直面しており，その解決に急いで取り組

まなければなりません。しかし，その解決策を得るには，学問，また技術の裏

付けが必要です。そこで誕生したのが「エコトピア科学」です。全 5巻にわた

る本シリーズは，エコトピア科学がどのようなものであるかをわかりやすく解

説しています。

本シリーズの執筆者は，名古屋大学エコトピア科学研究所の所員および共同

研究者です。ここで，エコトピア，エコトピア科学およびエコトピア科学研究

所について説明いたします。

私たちは，安全・安心で豊かな美しい社会を将来にわたって持続的に発展さ

せていくためには，地球環境負荷を低減した環境調和型社会の実現が必須であ

ると考えました。そして，このような社会は 21 世紀の私たちが目指す理想社

会であると位置づけ，この社会を「エコトピア（EcoTopia）」と呼びます。エ

コトピアを築いて，明日の世代に手渡すことは，現代に生きる私たちに課せら

れた責務です。この実現のためには，「もの，エネルギー，情報の循環・再生

と人間との調和」を切り口にして，自然科学のみならず，人文科学や社会科学

をも含む，幅広い知の統合・融合が重要となります。このように，エコトピア

を実現させるためには，現在の地球規模での諸問題を総合的に解析し，その問

題を解くための幅広い知の統合・融合に基づく新しい科学の創成が必要になり

ました。そこでエコトピア実現に向けての新たな科学の誕生を願い，この科学

を「エコトピア科学」と名付けました。「エコトピア科学研究所」は，エコト

ピア科学をささえる材料，エネルギー，環境，情報・通信等の基盤研究分野で

従来から顕著な実績をあげてきている知と新たな文理融合型・理系横断型の知

を結集し，2006 年 4 月 1 日に名古屋大学に最大規模の部局横断型研究拠点を
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になう附置研究所として創設されました。私たちは，この創設以来エコトピア

の実現を目指す知の拠点として，この新しい科学の創成に挑んでおります。

本シリーズは，エコトピア科学がどのようなものであるかを知っていただく

ため，第 1 巻「エコトピア科学概論」，第 2 巻「環境調和型社会のためのナノ

材料科学」，続巻の「環境調和型社会のためのエネルギー科学」，「環境調和型

社会のための環境科学」，「環境調和型社会のための情報・通信科学」の 5巻構

成になっております。第 1巻においてエコトピア科学について入門していただ

き，第 2巻以降で各論を学んでいただきたく考えております。

最後に本書および本シリーズを刊行するにあたり，「エコトピア科学プロジ

ェクト」を手がけられ，本書のきっかけを作られたエコトピア科学研究所の初

代所長の松井恒雄名誉教授，副所長を務めました伊藤秀章名誉教授，北川邦行

教授，片山新太教授，現職の田中信夫所長，大日方五郎副所長，片山正昭副所

長に，また編集・刊行に御尽力いただきましたコロナ社に心より御礼申し上げ

ます。

繰り返すようですが，エコトピアを築くことは，現在に生きる私たちの責務

であります。次世代にエコトピアを手渡すため，本シリーズに皆様の御支援を

よろしくお願いいたします。

2012 年 3月

編集委員長 高井 治

ii 刊行のことば
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18 世紀末の産業革命以来，人類は加速的な地球資源の消費を続けてきてお

り，その結果，化石燃料の枯渇，地球温暖化，環境汚染など，さまざまな問題

に直面している。地球環境負荷を低減した環境調和型社会の実現のために，こ

れらの諸問題を解決し，持続可能な社会を実現することが 21 世紀の大きな課

題となっている。

ナノテクノロジーの始まりは，1959 年のアメリカ物理学会におけるファイ

ンマン教授の講演であるとされているが，その後半世紀以上の年月が経過し，

ナノレベル（10−9 m）に関するサイエンスとテクノロジーは，IT 分野，医

療・バイオ分野，環境・エネルギー分野でますます重要性を増している。材料

分野では，地球環境問題を解決すると期待される，触媒，燃料電池，太陽電池

をはじめとするさまざまな材料が注目され，研究開発されている。これらの既

知の材料に加えて，人類の英知を結集したあらたな材料の創製も必要であろ

う。これらの材料イノベーションには，物質，材料，デバイスのナノレベルで

の構造設計，合成，解析，制御が必要とされ，ナノ材料科学の発展が鍵となる

と考えられる。

エコトピア科学シリーズ第 2巻「環境調和型社会のためのナノ材料科学」と

して企画された本書では，触媒反応の観察，省電力デバイスである半導体の解

析，燃料電池，太陽電池，環境に優しい電子セラミックス，これらの基礎とな

る元素の科学について，それぞれの専門家により解説されている。

1章では，電子顕微鏡を用いた酸化チタン上での光化学反応，酸化物上での

金属の光析出，イオン液体を用いた光析出のその場観察を解説し，さらに名古

屋大学で開発された，世界でオンリーワンのガス環境下で試料観察が可能な反

応科学超高圧電子顕微鏡についても触れている。

2章では，高速電子かつ低消費電力電子デバイスの開発には必須の，収束電

コ
ロ

ナ
社



子線回折およびナノビーム電子線回折を用いる高精度ひずみ解析について解説

している。

3章では，燃料電池について，その原理，種類，構成，ナノレベルのその場

界面解析などについて，固体高分子形電池や酸化物形燃料電池を例として詳述

している。

4章では，太陽電池の歴史から始まり，種類やしくみ，電子線励起電流によ

る半導体 pn 接合の解析，最近研究がさかんな新しい太陽電池まで網羅して概

説している。

5章では，私たちの生活に欠かせない電子機器に使用されている電子セラミ

ックスから発電・蓄電・照明デバイスなど，広い分野への応用例が述べられて

いる。

6章では，ナノ科学において，生物の元素戦略という立場から，私たちの生

活を支える元素の生体内での役割や重要性を紹介している。

以上のように，本巻では，それぞれの専門家がこれまでの実績を踏まえて各

章を執筆している。本巻が，読者の興味を引き起こし，持続可能な社会実現の

一助となれば幸いである。

2015 年 4月

著者を代表して 余語 利信
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1

電子顕微鏡によって触媒反応を見る

グリーンテクノロジーの重要性の認識とともに，車などからの排ガス浄化触媒

やガソリン代替エネルギーとしての燃料電池や各種の二次電池の研究が盛んであ

る。これらの働きにはいずれも基板や電極上の金属および酸化物触媒が重要な役

割を果たしている。触媒反応は分子，原子レベルの化学反応でもあり表面物理反

応でもあるので，反応に伴いその触媒表面近傍がどのように変化しているかを原

子レベルで観察するのが研究の第一歩である。触媒表面の構造研究には光を用い

た方法や走査プローブ顕微鏡を用いた方法があるが，本章ではより空間分解能が

優れた透過電子顕微鏡（TEM）を用いた研究を説明する。

1.1 透過電子顕微鏡法の進展

21 世紀初頭の現在，最新の顕微鏡法を用いることで，われわれは原子・分

子のような極微の世界を「自由に見る」ことができるようになった。ナノメー

トル（10 億分の 1（＝ 10−9）m）の世界を可視化する顕微鏡技術の中でも，

透過電子顕微鏡（TEM）法は，触媒粒子のような立体的な試料を容易に観察

し，同時にその結晶構造や組成分析も行うことができる1)†。しかしながら，

従来の電子顕微鏡法では，静止した像の記録にとどまり，また，試料周りの環

境は真空を必要とするのが通例であった。一方で，触媒反応の本質は，使用状

態での各種の反応過程の実空間観察と測定から解明されることは自明のことで

ある2)。そのため，われわれは，TEM 法を基本とし，紫外光を試料に照射し

† 肩付き数字は，章末の引用・参考文献の番号を表す。

コ
ロ

ナ
社



たり，微量の酸素ガス雰囲気下での試料観察が可能な光化学反応その場観察

TEMを開発した。その装置を用いて光触媒として機能している TiO2（二酸

化チタン）をその場観察することで，局所的な構造や組成のゆらぎが触媒反応

に及ぼす影響を明らかにすることに成功した3)〜8)。

本章では，TEMを用いた光触媒反応のその場観察研究の最近の進展を説明

する。まず，1.2 節で触媒研究の現状と電子顕微鏡を用いた研究の特徴を述

べ，ついで 1.3 節で紫外（UV）光を導入できる高分解能 TEMの開発につい

て説明し，1.4 節で TiO上の炭化水素の分解反応の観察と電子エネルギー損

失分光（EELS）による炭素や酸素の消失の定量的測定と分解反応において

TiO側に生じた酸素欠陥構造の同定，1.5 節でナノ構造体上への金属の光析

出過程の観察，1.6 節でイオン液体を用いた光電析過程の電子顕微鏡内その場

観察などについて紹介する。最後の 1.8 節と 1.9 節では，名古屋大学と一般財

団法人ファインセラミックスセンターに最近設置されたガス環境下で観察ので

きる超高圧環境TEM/STEM，および球面収差補正装置付きの環境TEMによ

る観察例についても触れ，1.10 節で今後の動向についても記す。

1.2 透過電子顕微鏡と触媒研究

われわれの社会で実際に使われている触媒は不均一性の大きいナノ構造であ

る（不均一系触媒：heterogeneous catalysis）。X線回折法や光電子分光法など

に代表される逆空間からの計測法では，局所的な情報が空間平均されて7薄ま

って9しまう。このような不均一性の大きい試料で，かつ表面と界面の電子構

造の情報も必要とされるのが触媒研究の本質である。TEMには，後述のよう

に，「試料は真空中」と「0.1 μm 以下の厚さの試料」という制約があるが，

「実空間（像）計測」，「逆空間（回折図形）計測」および「電子状態（エネル

ギー）計測」が一台の装置で同時にできるという大きな強みがある。

このようなTEMの強みを積極的に活用して，多くの電子顕微鏡研究者は数

十年前から種々の材料をナノレベルで観察解析し，新材料の開発に貢献してき

2 1 章 電子顕微鏡によって触媒反応を見る
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た。ただ，通常の電子顕微鏡法においては，常温の試料を真空の鏡体内に入

れ，焦点距離や収差の固定された対物レンズで観察を行ってきた。電子顕微鏡

法が重要なナノ解析技術であることには異論の余地はないが，通常の電子顕微

鏡法には観察対象や観察条件に関して前述のような強い制約があった。

このような制約を打ち破り，さらに価値ある電子顕微鏡法を実現するため，

われわれは光アクティブオペレーションという新技術を開発した。これは電子

顕微鏡内に光を導入し，鏡体内にて実際の光化学反応を起こしながら反応の観

察や解析を行う世界で初めての技術である。われわれは，ナノメートルの世界

を可視化する顕微鏡法の中でも，微粒子試料を比較的容易に観察することが可

能であり，同時に試料の結晶構造や組成分析も行うことができるTEM法をベ

ースとした「光化学反応その場観察装置」を開発した。

触媒材料には，不均一性のほかにもう一つの特徴がある。それはマルチスケ

ール性である。例えば，自動車用排ガス触媒を例にとると，図 1.1の上図のよ

うに触媒粉末は蜂の巣状構造（ハニカム）と呼ばれる 1次元多孔質セラミック

スに担持されている（mmサイズ）。その粉末そのものについても多くは多結

晶の形態であり（μm サイズ），これが界面・表面の状態を決めている（数十

1.2 透過電子顕微鏡と触媒研究 3

触媒粉末の形態

蜂の巣状構造蜂の巣状構造蜂の巣状構造 粒子の形態粒子の形態粒子の形態 原子構造原子構造原子構造

m mm nm nm

マルチスケール

光学顕微鏡 共焦点レーザ顕微鏡共焦点レーザ顕微鏡共焦点レーザ顕微鏡

SEM 収差補正-SEM

TEM

触媒反応
システム

図 1.1 触媒のマルチスケール性と対応する種々のナノ観察方法
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nmサイズ）。そして，反応を促進させる助触媒と呼ばれる金属微粒子などは

数 nm以下のサイズである。さらに，実際に反応が起こる界面・表面の領域の

大きさはサブ nmオーダーであり，この原子構造の変化を見るためには収差補

正器が付属した最新のTEMが必要である。実空間からの原子構造解析装置で

ある走査トンネル顕微鏡（STM）や原子間力顕微鏡（AFM）は，サブナノ領

域の構造観察では大きな威力を発揮するが，試料が多結晶であると通常は観察

（プロービング）できない。一方，TEM は図 1.1 の下図のスケールにみられ

るように，光学顕微鏡の観察範囲である数百倍の拡大から数百万倍の拡大まで

連続的にできるという大きな特徴を持っている。そして，図 1.1 の模式図に示

されるようにその最大倍率では助触媒の金属クラスターと酸化物触媒の界面変

化を原子レベルの空間分解能で動的に観察できるのである。

このマルチスケール計測が可能になる理由は，① STMや AFMのように表

面観察でなく，試料を透過した電子で形像している，②試料周辺に空間的自

4 1 章 電子顕微鏡によって触媒反応を見る

（ a）電子顕微鏡 （ b）光学顕微鏡

電子源
高圧

アノード
絞り 絞り

光源

収束レンズ

試料

対物レンズ

中間レンズ

投影レンズ

最終拡大像

結像レンズ

図 1.2 二つの顕微鏡の構成図
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由度の大きいレンズ方式の形像方法を使っている，③電子波を試料の外部か

ら入射しているので非接触型の計測である，④形像に使われるレンズ系が数

百倍から数百万倍までズームモードで動作する，などである。TEMは，可視

光を試料に照射してガラス製のレンズで結像する光学顕微鏡と，その基本構成

と結像理論に類似性がある。図 1.2は図 ( a ) 電子顕微鏡と図 ( b ) 光学顕微鏡

の構成を示したものである。電子の波と光の波は上から下へと進み，試料に当

たって散乱された波は対物レンズによって像となり，それが順次拡大されて，

下部のフィルムや CCDイメージセンサで記録されることは，類似性を持って

いる。

1.3 光化学反応その場観察電子顕微鏡の開発

図 1.3 ( a ) にわれわれが開発した光化学反応その場観察 TEM の模式図を

示す3)。装置は日本電子株式会社製の JEM-2010型（加速電圧 200 kV）を本

体とした。顕微鏡像は CCD カメラによって観察し，S-VHSビデオレコーダー

でアナログ方式にて 1/60秒の時間分解能で動画記録した。光導入系は真空フ

ランジ・光ファイバ・接合ユニットからなる。光ファイバはオプトサイエンス

社製の SMA(F)/S600 を用いた。この光ファイバの先端は，数 mmの間隔し

かない対物レンズの隙間に配置され，隙間の中央にある 3 mm直径の電子顕微

鏡用メッシュ上の試料を光照射できるようになっている。大気側の光ファイバ

（全長 1 000 mm）と高真空側の光ファイバ（全長 105 mm）との接合ユニット

は SMA コネクタを用いた。これによって種々の固相での光化学反応を，光励

起状態で原子レベルでその場観察することに成功した3)〜8)。この装置を使っ

て，励起した電子・正孔の拡散に関しても，核磁気共鳴法や X 線光電子分光

法などの従来の分光法とは異なる，実空間的情報を持った測定が可能になっ

た。

1.3 光化学反応その場観察電子顕微鏡の開発 5
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1.4 有機物分解反応その場観察

有機物の分解は TiOが発現する重要な光化学反応の一つである。例えばメ

チレンブルーと TiOの粉末を混合して紫外光を当てると，脱色反応が起こる

（図 1.3 ( b )）。そのため，TiO表面にメチレンブルーや炭化水素を付着させ

たものを観察試料として作製し，TEM中で波長 360 nmにピークを持つ紫外

光を照射し，有機物の分解過程をその場観察した（図 1.3 ( c ))3)。照射前に

は TiOの表面に非晶質の炭化水素が付着し，粒状性の像を呈していたが，照

射後は炭化水素が部分的に消失し，下の TiOの結晶格子が直線状の格子像と

して観察できるようになった。

また，電子エネルギー損失分光（EELS）法を用いて，面積が 104 nm2ほど

6 1 章 電子顕微鏡によって触媒反応を見る

TiO2
0.32 nm

（110）

（ a）光化学反応その場観察 TEM

（ c）TiO2 上の炭化水素膜の光触媒分解・
消失過程の高分解能 TEM観察

（ b）光触媒によるメチレンブルーの
脱色反応

紫外光照射前 紫外光照射 1時間後 紫外光照射 3時間後

UV光照射

1 cm1 cm

画像処理
装置

モニタ

VTR

VTR
CCD

EELS

試料
ホルダー

HRTEM
200 kV 光ファイバ

光源

2 nm 2 nm 2 nm

TiO2
0.32 nm

（110）

図 1.3 光触媒反応のその場TEM観察
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の非常に小さい領域でも試料中の酸素，炭素，チタンの組成の変化（脱離過

程）を定量分析する手法も確立し，直径 100 nm程度の TiOの分解・劣化過

程を研究することができた4)。また，酸素欠損により TiOから化学組成のず

れた非化学量論組成酸化チタン（TiO, x ＜ 2）の結晶および非晶質の酸化チ

タン（a-TiO）の存在とそれらの分解反応への影響について高分解 TEM 像

より研究することができた。

本実験で得られた知見は，① TiO結晶中の酸素は脱離しやすく，水溶液中

などのように酸素供給の少ない系で有機物の分解を行うと，結晶内の酸素を分

解反応に使い TiO中の酸素組成は減少する5)。②ある程度の酸素欠損（25％

酸素欠損したTiO）までは酸素が周期的に抜けた剪
せん

断構造5),6) を組むことで

極端な結晶性の劣化を防ぐ。③過度な酸素欠損は粒子表面や結晶粒界などに，

非晶質の a-TiOを生じさせるが，有機物と TiOとの間に 10 nm の非晶質

a-TiOが存在する場合でも，有機物の分解反応は進行する。④上記の環境で

の長期の TiOの使用は，TiOをチタン金属が主なる領域とそれ以外の炭化

水素も含む非晶質の二相へと変化させ，光触媒機能は失活する，などである。

1.5 金属光析出反応の電子顕微鏡観察

TiOの表面に金属微粒子を担持させる方法は，光触媒の高活性化の方法

（助触媒）として盛んに研究されている。中でも光電析法は TiO表面の還元

サイトに nmサイズの Au（金），Pt（白金）および Ag（銀）を選択的に析出

させることが可能であるため，光触媒活性が向上すると考えられている。

光電析法で作製した試料を高分解能電子顕微鏡観察することによって，還元

サイトと呼ばれる TiO上の領域をナノスケールで観察することができた。図

1.4は高分子を混合させた前駆体を用い TiOを多孔質化し，電析した Ag微

粒子のサイズや配列の制御を試みた試料の電子顕微鏡像（上部：TEM像，下

部：HAADF-STEM 像）である。ここで高角度暗視野走査透過電子顕微鏡

（HAADF-STEM）法とは，通常の TEMとは異なる観察法である。電子線を

1.5 金属光析出反応の電子顕微鏡観察 7
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1 nm以下に絞り，試料上を走査して，各点から大角度下方へ出てきた散乱電

子の強度をマッピングして像を作るものである。左図は調製直後の試料，右図

は Ag微粒子が電析した試料の像と部分拡大像である。興味深いことは，Ag

微粒子が析出した領域では，TiOの格子酸素が 20％以上も欠損し，単位胞が

大きく緩和した TiO（x＝ 1.75〜1.50）構造が生じていること，光電析した

Ag微粒子は完全に表面の酸素欠損構造を包み込んでいることを示唆する像が

得られたことである。

このような酸素欠損 TiO（x＝ 1.75〜1.50）と金属の接合した系での，電

子と正孔の拡散をバンド構造から考察するために，ルチル構造から酸素を

10％還元し，その酸素組成の分散を最小限に抑えた TiO 薄膜を作製し，吸

光特性を測定した7)。また，EELS によって非占有の混成軌道と局所的な酸素

組成を精密に測定した。

その結果，TiOからの 10％程度の還元反応はバンドギャップを拡げ，光の

吸収を短波長側にシフトさせること，さらなる還元反応は，剪断構造や非晶質

領域を生成させ，膜中に Tiが増加することで TiOなどにみられる黒化の

8 1 章 電子顕微鏡によって触媒反応を見る

HAADF-STEM像の Z-コントラストから粒径分布が直読できる

（ a）光電析法によって生
成した Ag/TiO2 のナ
ノ構造体の TEM像

多孔質 TiO2 多孔質 TiO2（Ag微粒子析出後）

電子解析図形より
Ag微粒子の析出を確認

HAADF-STEM

平均粒径
8 .4 nm

分散
3 .3 nm

強度 I?Z2（原子番号の二乗）

像強度差として TiO2 と Agを
分離して検出できる。 （ b）HAADF-STEM像

図 1.4 電子顕微鏡による多孔質Ag-TiO触媒の研究
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原因となることがわかった。また，結晶で生成した励起電子と正孔は酸素欠損

した TiO（x＝ 1.75〜1.50）中に拡散しやすいこと，正孔は Au微粒子に拡

散し電子はそのまま TiO（x＝1.75〜1.50）にトラップされるという拡散モ

デルを実験的に構築することができた。

1.2 節で述べた「マルチスケール性」と関係があるが，ほとんどの触媒試料

は 3次元的な形態を持つ微粒子（多結晶）集合体である。触媒機能を研究する

ためには，その微粒子の集合形態も正しく評価する必要がある。その理由は試

料全体の表面積などが形態によって大きく変化するからである。近年，投影像

しか得られなかった従来のTEMに新しい技術的進展があった。それは電子線

トモグラフィーと呼ばれるもので，数 nmの空間分解能の 3次元画像が得られ

るものである。図 1.5はその TiO微結晶の 3次元再構成像とその上の Pt微

粒子を図示したものである。微粒子の色の変化は触媒作用に影響する微結晶の

稜
りよう

からの距離の変化を示している。このデータより TiO微結晶の平坦表面と

稜によって付着する Pt微粒子の数に差があることが判明した。

1.6 酸化チタン上への金微粒子の光電析過程のその場観察

1.1 節で述べたように，電子顕微鏡をはじめとする，電子線をプローブとし

たナノ構造解析装置にとって，試料室が真空であるということは試料観察上の

1.6 酸化チタン上への金微粒子の光電析過程のその場観察 9
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最大の制約の一つであった。高真空中では通常の有機溶媒や液体は気化して消

失してしまう。電子顕微鏡の中で液相を実現し，微粒子などの拡散現象を研究

することは電子顕微鏡研究者にとって長年の夢であった。近年，走査型電子顕

微鏡（SEM）では低真空の環境セルを使って含水試料の観察が報告されはじ

めている。しかし，専用の試料ホルダーなどの装置開発が必要であり，コスト

の面からも環境セルの導入は容易ではない。1982年 Wilkesらによって報告さ

れたイオン液体は，われわれに電子顕微鏡中の液相試料をその場観察する可能

性を与えた。イオン液体は従来の溶媒では不可能だった高真空中（10 Torr）

でも液体の性質を保持することができる。

本研究ではイオン液体 N,N,N-trimetyl-N-propylammonium-bis(trifluorome-

thanesulfonyl)imide（TMPA TFSI）および N-Methyl-N-propylammonium-

bis(trifluoromethanesulfonyl)imide（P13 TFSI）を用いた。イオン液体と

HAuCl4 水溶液（1 mol/L）を混合した後に 1×10mol/L に調製した。これ

をさらにエタノールと酢酸で希釈したものを液体試料とした。この液体試料を

マイクログリッド上に掬
すく

い取り，TiO（rutile）の粉砕試料と混ぜ，電子顕微

鏡の観察試料とした8)。

本研究で用いたイオン液体 TMPA TFSIの溶液中には Auは陽イオンとし

て，TiOは微粒子として存在している。イオン液体中のこの微粒子が紫外光

（UV）照射されることにより内部に電子と正孔が励起する。Au カチオンは

TiO表面でこの電子によって還元され Auが析出する（図 1.6 ( a )）。このと

き，Au カチオンはイオン液体中を拡散しているため，Auの析出する領域を

観察することにより，TiO上のどのような領域に電子が拡散しやすいかを考

察することができる。

本研究ではイオン液体中にある 200 nmの大きさの TiO微粒子がそれを坦

持しているマイクログリッドを離れ液体中を泳動する動画撮影に成功した8)。

これはイオン液体が電子顕微鏡内の高真空中でも液体の状態を保つ物質である

ことを証明するものであり，粒子の回転など自由な移動を観察したのは本研究

が世界で初めてである。化学反応としては，イオン液体中のAuイオンの拡

10 1 章 電子顕微鏡によって触媒反応を見る
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