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昭先生のご業績

水の光分解の発見
藤嶋昭先生は昭和 41 年横浜国立大学工学部電気
化学科 (桃木研究室) を卒業後，東京大学大学院工
学系研究科に進学され，修士 1 年生の時に偶然に酸
化チタンと出会った．具体的には，ルチル単結晶を
還元処理して導電性を高め (001) 面を切断して半
導体電極とし，対極として白金電極を使用して図 1
のような閉回路を形成した．酸化チタン表面に光を
照射したところ酸化チタン表面から酸素が発生する
ことを発見した．先生はこの現象を「人工的な光合
成と捉え，葉緑素の代わりを酸化チタンが果たして
いるとして感動したので，しばらくは葉っぱを見る
と嬉しくてたまらなかった」と述懐されている．同
時に白金電極からは水素が発生することも確認され
ている．この成果は，1972 年に「Nature」に掲載
され1)，2010 年までのトータル引用件数は 3796 件

われた．具体的には，1 m 四方のチタン板の片面を
バーナで酸化させその面に太陽光を照射して実験を
行った2)．その結果は図 2 に示すように，8 月の朝
6 時〜夕方 6 時までの 12 時間で 7 リットルの水素
を発生させることができた．これは，エネルギー変
換率としてはわずか 0.3％であったが，長時間にわ
たって水素を生成できる実験系であったので，現在

に達している．1974 年に第一次オイルショックが
起こったため，この論文は世界中で注目され，
「石
油がなくても水を原料にして太陽光を使って水素が
取れる」として世界中で話題になり，1974 年元旦
の朝日新聞トップ記事として紹介された．その後多
くの人から「水素がどのくらい出ますか？」と聞か
れたことから，太陽光下で簡単な水素合成実験が行
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図 1 酸化チタンに光を照射するだけで水が分解

表 1 光照射によるバクテリアなどの分解 (殺菌効
果)

図 2 太陽光下での水素発生実験
も神奈川サイエンスパークの光触媒ミュージアム
や，お台場の科学未来館などで展示して運転されて
いる．
光触媒反応による細菌などの分解
しかし，水素生成実験の結果は，太陽光の光子数
が水の分子数よりも 5 ケタ少ないため，クリーンエ
ネルギーである水素を太陽エネルギー変換で得るに
は極めて長時間を要する．そのため工業的には受け
入れ難いことを実感し，水を分解できる強い力を
使って微量でも問題になっているものを相手にした
方がよいのではないかという発想の転換に至った．
この時点で何をターゲットにするかについて，当時
助教授であった橋本和仁先生と相談し，快適な生活
空間をつくることを狙いとして，大腸菌を殺す，油
汚れを分解してきれいな表面を作る，たばこのにお
いを取るなどの微量物質を相手にするのが最適であ
ろうと結論付けられた．例えば，酸化チタンの表面

図3

に大腸菌が 10 6 (100 万個) あるとしても，光子 1
個に対して 1 個の大腸菌を殺すことができれば，
10 6 個の光子があれば十分ということになる．この
研 究 か ら は TOTO の 渡 部 俊 也 氏 (現 東 大 教 授)
も参加され，光触媒による抗菌効果の研究として開
始された．その結果，酸化チタンの殺菌効果によっ
て大腸菌，MRSA，緑膿菌等の菌を死滅させること
に成功した (表 1)．微量のものを相手にすれば，
産業界への応用が開けることが分かったので，先生
はこの時点から光触媒の環境問題への適用研究に本
格的に取り組まれた．その後 20 年を経た今日，例
えば，病院の手術室の床・壁に使用して空中浮遊菌
の撲滅，たばこのにおいを取る空気洗浄機等々で実
用化されている．

光触媒による鏡の曇り止め

超親水効果の発見
次いで，鏡や窓ガラスの表面の油汚れ除去に光触
媒を応用することを目的として，鏡の上に酸化チタ
ンを透明にコートして光を当てたところ鏡が曇らな
くなった (図 3)．これは油汚れが除去されたので
はなく，光が当たると表面にある水滴と酸化チタン
の接触角が限りなくゼロになるためであり，酸化チ
タンが有する超親水性効果という新現象の発見であ
る．この成果も「Nature」に発表され3)，雨の日で
も曇らない自動車のサイドミラーとして使われてい
る．
以上のように，酸化チタンに光を当てることで強
い酸化力と超親水性効果でセルフクリーニングが可
能になったことから，応用分野は図 4 に示すよう
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と社会への貢献によって，先生はすでに数々の学会
賞をはじめ，日本国際賞，恩賜発明賞，紫綬褒賞な
どの大きな賞を受賞しておられる．それに加えて，

図 4 光触媒の応用例
に，高層建造物のコンクリートの上にコートして常
にきれいな状態にすることができる．加えて大気中
の窒素酸化物を浄化できるため，外装タイル，駅や
イベント会場のテント材料表面に薄く被覆して使用
するなど広範囲に及んでおり，2009 年で約 1,000 億
円の市場規模となっている．開発された新規の光触
媒にとっては規格作りも戦略的に重要であるので，
並 行 し て JIS (日 本 工 業 規 格) 化 を 進 め て お り，
ISO (国際標準) 規格についても日本が代表となっ
て，すでに 10 種類以上が完成されている．
文化功労者の顕彰
このように，藤嶋先生は「酸化チタン+光による
光触媒反応」を発見し，これを水の浄化，空気浄
化，セルフクリーニング効果による防汚・防曇，抗
菌・殺菌などへと発展させて，広く環境クリーン革
命を推進され，結果として新しい産業を創出され
た．応用分野も随所に広がっており，その市場規模
も年々拡大しつつある．このような科学技術の創製

さらに大きな文化功労者の顕彰という栄誉に輝いた
ことは誠におめでたいことであり心から敬意を表し
たい．
(付記) 先生は「本を読もうキャンペーン」を積極
的に進めておられる．東京理科大学図書館に学長推
薦図書を揃えたり，新書文庫を創設されたほか朝日
小学生新聞の「どきどき書店へようこそ」のコー
ナーに 1 年半にわたって小学生に読んでほしい童話
や本を紹介しておられる．また，随時，子供，母親
等を対象に出前実験・講義を行っておられ，子供た
ちの教育振興にも積極的に取り組まれていることを
付記しておく．
参考論文
1) A. Fujishima, K. Honda: Nature, 238, 37 (1972).
2) A. Fujishima, K. Kobayakawa, K. Honda: J.
Electrochem. Soc., 122, 1487 (1975).
3) R. Wang, K. Hashimoto, A. Fujishima,
:
Nature, 388, 431 (1997).
(米屋勝利 (昭和 37 年電化卒) 記)
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文化功労者に顕彰されて
藤嶋 昭
今般，文化功労者として顕彰していただくことが
でき，大変光栄であります．横浜国大の同窓会誌で
も特別企画をしていただくことになり，米屋先生を
はじめ皆様に厚く御礼申し上げます．
私の主な研究であります光触媒の基礎は，横浜国
大工学部電気化学科で学びましたことがもとになっ
ています．電気化学について，物理化学の中でも基
本の熱力学や化学反応速度論をベースに電気分解や
電池について，講義と実験をとおして学びました．
大学院は東大へ進みましたが，所属しました菊池
真一研究室，本多健一研究室は，写真化学や光化学

エネルギーによって酸化チタン結晶中の電子が励起
されるためであり，水の分解に必要な酸化電位は

を主なテーマとする研究でした．私はここで光が関
与する電気化学をテーマとして研究をスタートし，
光に感じる電極として各種半導体を使うことにしま
した．シリコンやゲルマニウムなどの半導体，ある
いは酸化亜鉛を電極として，研究をスタートさせま
した．しかし，これらの電極では光電流が観測でき
たのですが，半導体自体が溶解する反応が起こって
しまいました．しかし，しばらくして電子写真，つ
まり複写材料として検討されていた酸化チタンの単

1.23 V ですが，それ以上の酸化力が生じることによ
ります．
この強い酸化力を活かした，有害物質の分解とい
う用途を見出すことができました．ウイルスの不活
性化，空気中のホルムアルデヒドや窒素酸化物をは
じめとした有害物質の分解・無害化は，いまや光触
媒の得意分野です．さらには，ダイオキシンなどの
有機物，油汚れまでも，分解することができます．
酸化チタン光触媒のもうひとつの効果は超親水性

結晶に出合うことができ，これを使うことで水を光
分解できる半導体電極を見つけることができたわけ
です．この酸化チタンの光電極反応が，今いろいろ
なところで注目していただいている光触媒のもとに
なる反応でした．
酸化チタンの電極と白金の電極．この二つを導線

現象です．光触媒の表面では，水の接触角が限りな
く 0 度に近くなります．したがって，ガラスなどの
表面に酸化チタンを薄く塗布すれば，その表面は曇
らず，油汚れなども付きにくくなります．
光触媒作用の超親水性により，水は酸化チタンが
コーティングされたガラス面や壁面をごく薄く均一
につきます．このため，酸化力で分解しきれなかっ
た大きな油汚れも，水をかけるだけで浮き上がらせ
て流し落とすことができます．酸化力と超親水性の
タッグが，セルフクリーニング効果をもたらすので

でつないで水に入れ，酸化チタン電極に強い光を当
てると，それぞれの電極表面から泡が出るのを観察
することができました．酸化チタンの表面から出て
きたのは，酸素，白金側は水素．つまり，水が分解
されたのです．この現象を発見したのは 1967 年の
春．私の東大大学院生のときでした．
「光触媒」はその名が示すように，光が当たったと
きに働く触媒のことです．その基本となるのが二つ
の光触媒効果です．
ひとつは，光触媒である酸化チタンの表面に光が
当たると，強い酸化力が生じることです．これは光

す．その代表的な利用例は，建築物の外装タイル，
建材，テント材，コーティング塗料材などで，2010
年の上海万博の日本館にも採用されるなど，大規模
な利用例も最近では珍しくなくなっています．
横浜国大で学んだ電気化学反応が光と関わり，光
触媒として今では世界中で使っていただけるように
なってきています．
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文化功労者顕彰おめでとうございます
内閣府総合科学技術会議議員，前 東京工業大学学長

相澤

益男 (昭和 41 年電化卒)

昨年の秋，東京理科大学学長の藤嶋昭先生が文化
功労者に顕彰された．まことにおめでたいことであ
り，心からお祝い申し上げたい．
私たちは，横浜国立大学工学部電気化学科で 4 年
間を過ごし，その後大学院は別々になったものの，
それぞれ独自の道を開きつつ，年を経るにつれむし
ろ親密さを深めてきた仲である．だからこそ，こう
した高い栄誉に輝く友を，実に誇らしく思う．
今，日本の科学・技術が世界から注目されてい
る．この 10 年で 10 名のノーベル賞受賞者が生ま
れ，論文引用度の世界ランキングに躍り出る研究者

この度の顕彰は，文化の向上発達に顕著な功績を
たたえるものであり，これまでの研究成果の全体が

も多くなった．しかし，本多・藤嶋効果の論文がネ
イチャーに掲載され，世界の注目をさらったのは，
40 年前である．やがて，光触媒につながり，多方
面の実用展開にブレークし，国内にとどまらず世界
に広がった．

高く評価された結果である．すでに電気化学会賞，
日本化学会賞などの学会賞をはじめ，日本国際賞な
ど分野や国を越えた賞が授与されていることはあえ
て強調するまでもないであろう．むしろ，これから
の限りない発展に期待したい．

藤嶋君文化功労者を祝す
岩科

季治 (昭和 41 年応化卒)

2010 年 10 月末の朝早く，NHK で藤嶋さんの文
化功労者決定のニースがながれた．
日本人なら誰でも周知のこと，文化功労者は文化
勲章に次ぐわが国で最高の栄誉である．
驚いている場合でなく早速お祝いを言わねばなら
ぬと思い携帯電話をとる．プルルプルルしばらく経
ち，いつもの藤嶋君の声がした． おめでとう！も
う知っているでしょうが，今朝君が文化功労者に決
定した TV ニースがあったよ！ いや知らない
よ，今ヒーストンで夜の 10 時だよ，バンケットが
終わり歯磨きして寝るところだよ え！また国際
会議？に出ているのか，相変わらず忙しいな，身体
に注意してな．なんと言っても文化功労者だよ！
いや，ありがとう，ありがとう
文化功労者は，文化の向上発達に特に貢献した者
と言われ，衆知のとおり，藤嶋さんは数々のご活躍
をされており，今回の栄誉となったものですが，友
人の一人として私が特に感心していることは，後進

への深い思いやりのこもった熱心な指導姿勢です．
わが国の理科離れを懸念して，特に子供たちに科
学を通して (自然科学を含み) 感動する ことを
教えている姿に特に感銘を受けております．
昨年 10 月 1 日には，私事で恐縮ですが 夢大使
を拝命している福島県広野町に出向いてもらい，小
中学校生徒，町民約 600 人を対象とした藤嶋特別講
演会を町主催で開催してもらいました．
地方の小さな町の (人口約 5,500 人) 子供たちで
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すので，偉い先生の難しい話ではと町長はじめご心

ロダン曰く， 天才そんなものは決してない，た

配されたようですが，全くその懸念は取り越し苦労

だ勉強です，方法です，不断に計画していると言う

であり，講演後の質問時間では，約 100 人の子供た
ちがわれもわれもと並び，それぞれ子供らしい素朴

ことです！
藤嶋・岩科の間柄として，藤嶋さんを天才とは言

な良い質問をしておりました．

いませんが，ロダンの言葉を借りると，もしかした

質問のやりとりの中で藤嶋先生は，一人一人に感

ら天才の部類にはいるのかなと密かに思うこの頃で

心するほど丁寧に返答しており，先生の優しく謙虚

す．(褒めすぎかな？ノーベル賞受賞したらそう言

な姿勢に，子供たちも大いに感激しておりました．

うことにします)

地方の子供たちにとりこれから成長する過程に相
当なインパクトを与えられたものと推察され，私と
しても内心ホットしたところでありました．

東奔西走忙しく活躍されておりますが，十分健康
に留意されますよう祈念いたします．おめでとうご
ざいました！

藤嶋先生 おめでとうございます
横浜国立大学 特別研究教員

金子

竹男

2010 年 10 月 26 日に藤嶋先生が文化功労者とし
て選ばれたニュースを受け，お祝いの電話をご自宅
にしたところアメリカに出張中とのことでした．今
夜には帰宅されるが明朝 6 時に電話すれば先生とお
話しできることを奥様に伺い，6 時に電話し， お
めでとうございます の文化功労者顕彰のお祝いを
直接お伝えでき良かったです．
先生と最初にお会いしたのは先生が博士課程を修
了され神奈川大学に赴任された時です．昭和 46 年
に卒論で研究室を選ぶのに分析の研究室を希望した
のですが，希望する学生が多く選考方法さえ決まら
なかったので，一番若い先生を選びました．これは
自分の人生で最良の選択であったことを今でも思っ
ています．兄ほどの年齢差の先生はやる気満々でし
た．しかし研究室の立ち上げからで，当初は研究室
の片づけや掃除の毎日だったが楽しい日々でした．
この頃の神奈川大学はご多分に漏れず学生運動が盛
んでした．先生は研究室の学生指導以上に大変なご
苦労をなされたと今でも思っています．先生から与
えられたテーマはポーラログラフィーを用いて液晶
の還元挙動を調べることでした．この研究が壁掛け
テレビの一端を担うであろうと説明していただきま
したが，その当時は余りよく分かりませんでした．
常に夢を持てるように指導して下さった先生でし
た．
水銀の洗浄から始まり，種々詳細にわたってご指
導して頂きました．印加電圧の確認に入力インピー

ダンスの低い測定器を用い失敗したことも懐かしい
思い出です．
先生が学生時代にポテンシオスタットの電源を間
違って切ってしまったことから見つけた電流 2 倍効
果は，単に間違いで片付けるのではなく，冷静に原
因を突き止めることの必要性も教えて頂きました．
神奈川大学がロックアウトしたため，研究を続け
ることができずに失墜していた時に東大生研の本多
健一先生の所で研究を続けました．これも先生に感
謝すべき事柄です．生研での実験は楽しい毎日でし
た．必要な試薬や器具は不自由なく手に入りさすが
東大は違うと感じました．また，先輩に色々とご指
導して頂き，溶媒の脱水や支持電解質の合成も自分
でできるようになりました．リング・ディスク電極
を用いての酸化還元機構の実験も楽しかったです．
研究室にいた先輩たちにアメリカから来た研究者に
リング・ディスク電極を説明しろと言われ説明した
ことも懐かしい思い出です．小生，まとめるのが遅
かったためか，先生が測定結果をその場でプロット
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したことも忘れません．

るようになりました．でも，何といっても日本舞踊

こちらが何を言いたいのかを最後まで聞いた後，

の後見は忘れることのできない貴重な経験でした．

様々な注意をして下さいました．結果を急がず聞く
耳を持っていることを今でも羨ましく思っていま

基礎を間違いなく行って本当に役立つことなら

す．本音で言えることの重要さは今でも忘れること
ができません．2004 年の正月，先生のご自宅での

ば，応用は他の人が行ってくれることも教わりまし
たが，先生の研究，特に光触媒の応用は先生ご自身

新年会の折，先生から金子前科はないよな？と聞か

で現在も行っておられます．どこから生まれてくる

れ何のことだろうと思っていたら，日本国際賞の授

のかその体力にも感心しています．毎年ノーベル賞

賞式の参列のためでした．

の発表はインターネットライブを見ていて，仕事に
なりません．今年はノーベル賞の受賞を楽しみにし

ところで，奥様が花柳流のお師匠様で日本舞踊は
よく観る機会を与えて頂きました．もちろん，裏方
の手伝いしたことで踊りも何を見て良いのかを分か

ております．
今後もご指導，ご鞭撻をよろしくお願いいたしま
す．
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