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伊原研究室では高効率なエネルギー変換を実現し人類に貢献することを目標に、太陽電池、燃料電池、
エネルギーシステムの３つの分野の研究を並行して進めている。それぞれの研究は一見大きく異なってい
るように思えるが、これらを同時に行うことには重要な意義がある。本稿では、一つひとつの研究内容に
触れたのち、全体を司る先生の考え方について紹介していく。

エネルギー事情の現在

2

ため安定した電力供給が望めないといったデメ
リットもある。近年では宇宙空間に太陽電池を搭

現在、私たちを取り巻くエネルギー事情は大き

載した人工衛星を配備し、発電した電力を地球へ

く変化しつつある。今後もこのまま従来のように

と送る宇宙太陽光発電などの構想が様々な研究機

エネルギーを使い続ければ、地球温暖化や化石燃

関にて行われている。また、近年注目を集めてい

料の枯渇など、様々な問題が現実化してしまうお

る発電方法に燃料電池というものがある。これは

それがある。すなわち現代はエネルギー問題への

水素や炭化水素など外部からの供給が可能な燃料

取り組みの重要性が歴史上で最も高い時代である

の化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装

と言えるのだ。

置である。変換効率が高く汎用性が高いため、携

そのため、エネルギー変換の効率化や最適化に

帯機器での小規模利用からオフィスビルまでさま

関しては、世界中で多くの研究がなされている。

ざまな場面での利用が期待されており、最近は特

たとえば、太陽光発電は、再生可能エネルギーを

にエコカーでの実用化が話題となっている。しか

利用する技術の代表的なものの一つとして、皆さ

し、導入コストおよびランニング・コストが高い

んにとっても馴染み深いのではないだろうか。こ

ことや燃料として使用される水素を製造する際に

れは太陽電池を用いて光エネルギーを電気エネル

膨大な量の CO2が排出されることから、いまだ完

ギーに変換するシステムである。これには温室効

全な普及までは多くの課題を残している。

果ガスの排出量を削減できる、都市近郊に設置で

そんな中、東工大におけるエネルギー問題への

きるため送電コストが少なく済むなどのメリット

取り組みとして環境エネルギーイノベーション棟

がある反面、天候や時間帯の影響を大きく受ける

がある。環境エネルギーイノベーション棟、通称
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よって励起された色素が金属酸化物の微粒子でで
きた電気伝導帯に電子を注入し、その後電子が負
極、外部回路、正極、電解質を通り、最終的に再
び元の色素に戻ってくることによって電気エネル
ギーが発生するというものである（図１）
。金属酸
化物には主に酸化チタンが利用されている。コス
トの安さがメリットであるが、効率が悪いことや
寿命が短いことなどがデメリットである。近年で
は効率を上げるためペロブスカイト構造と呼ばれ
る結晶構造をもつ金属酸化物を材料に用いたペロ

写真１ EEI 棟

ブスカイト型という種類の研究が進められている。

EEI 棟は4,000枚を超える太陽電池パネルによって

一方、Si 太陽電池は歴史が最も古く、最も一般

覆われた大規模な研究棟で、CO2排出量の大幅な

的に使われているものである。一口に Si 太陽電池

削減を目的として2012年に竣工した ( 写真１)。

と言っても多種多様な方式が存在しているが、共

EEI 棟の設立における中心人物の一人が伊原先生

通する基本的な原理としては、p 型および n 型半導

である。伊原先生の研究室はこの EEI 棟を活動拠

体の性質を示すシリコンの結晶が隣接しており、

点としている。伊原研究室では太陽電池や燃料電

その半透明性ゆえに内部に入り込んだ光によって

池の研究に加え、それらを効率的に運用するため

電子と正孔が発生し、それらが移動することによっ

のエネルギーシステムの研究も行なっている。

て電流が生み出されるというものである（図２）
。
先生の研究室ではこれらの性能を従来よりも高
めるために、プラズモンという物理学における概

太陽電池

念を利用している。光を粒子として扱ったものが

伊原研究室の研究対象の一つである太陽電池

光子であるように、固体中における電荷の集団振

について紹介しよう。太陽電池にはさまざまな種

動を疑似的に粒子として扱ったものがプラズモン

類があるが、先生の研究室で扱っているのは主に

である。実は私たちのよく知っている金属の主要

色素増感型太陽電池と Si 太陽電池の二種類である。

な性質の一つである金属光沢は特定の波長をもつ

色素増感型太陽電池は比較的簡単に作製できる

光の振動と金属表面での電子の振動が共鳴するこ

太陽電池である。負極物質と電解質の間に色素を

とによって示される性質である。さらにある種の

担持した金属酸化物の微粒子による膜が存在して

金属のナノ粒子になると、光によって電子の振動

いるのが特徴である。発電の原理としては、光に

が励起されるようになる。この現象は表面プラズ
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図１

色素増感型太陽電池

斜線で示される部分が酸化物被膜、付随する黒い点が色素である。

図２

ｎ型半導体

シリコン系太陽電池

図中の正電荷は正孔、負電荷は自由電子である。
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1～100nm

生は電解質や電極に使用する無機材料や電池その
ものの構造の研究をしている。

光

400～1000nm

材料研究に関しては、各材料がどういった温度
や酸性度ではたらくのか、伝導するイオンの形や
大きさはどういったものが最も良いのか、などを
考え、それらの条件を満足する材料を開発してい
る。先生は反応機構を電気化学的に考察し、さま

図３

表面プラズモン共鳴

金属ナノ粒子そのものが振動するわけではないが、粒子内に含ま
れる電子がまとまって振動し、強力な電場を生み出している。

ざまな条件下での各酸化物の材料としての適性に
ついて調べているほか、インフィルトレーション
法という技法による添加剤の導入を用いて、新規
燃料極の開発を行なっている。インフィルトレー

（図３）その結果、金属
モン共鳴と呼ばれている。

ション法とは、加熱することで固体の添加剤に変

のごく表面に、エバネッセント場と呼ばれる非常

化する前駆体溶液をマイクロピペットで加え、高

に強力な電場が発生する。この原理を太陽電池に

温で焼成することによって添加剤を燃料極内に導

用いると、電場の増強による太陽光パネルの吸光

入する手法である ( 図４)。この手法を用いること

度の上昇や、光の散乱のコントロールが可能とな

で、固体の状態では導入することが困難な燃料極

る。プラズモンを利用した太陽電池の研究は世界

の細孔の中にまで添加剤を分布させることができ

中で行われており、先生もその一人である。

る。こうして添加剤の導入された燃料極と元の何

また、先生は使用される材料の研究もしている。

も添加されていない燃料極の性質を比較すること

代表的な研究対象の一つがシリコンを極めて細い

で、燃料極の反応機構にどのような影響が与えら

ワイヤー状にしたシリコンナノワイヤーである。

れたかを検討し、研究の指針としている。

原料が無尽蔵に入手可能であることや広範囲の波

また、電池の構造面についても考える必要があ

長が利用可能になることから、従来より高効率の

る。燃料電池において、化学反応が起こる場所に

次世代太陽電池の材料として期待されている。シ

はいくつかの条件がある。まず、燃料のガスが存

リコンナノワイヤーの作製の際に不純物が混ざり

在している必要があるため、ガス相に触れていな

やすく、材料としての性能の低下を招いてしまう

くてはならない。また、伝導してくるイオンを反

ことなどが現在の課題である。

応で消費しなくてはならないのだから、イオンを
通す電解質の相も必要となる。加えて、発生した

燃料電池

自由電子を電流として流さなければならないので、
電子伝導性のある相も必要となる。化学反応が起

次に燃料電池に関する研究について紹介しよ

こる、この三つの相の境界面は三相界面と呼ばれ

う。燃料電池にもさまざまな種類があるが、先生

ており、先生はいかにしてこの界面をナノ構造や

が研究しているのは固体酸化物燃料電池 (SOFC)

マイクロ構造中に生み出し、またその性能を上げ

という種類である。SOFC は燃料極 ( 負極 ) と電解
質、空気極 ( 正極 ) によって構成されており、空気
極からは酸素の、燃料極からは燃料となる気体の
供給を受け、発電する。SOFC の最大の特徴は、
電解質に固体電解質を用いている点である。固体

前駆体溶液

焼成

電解質とは、固体でありながらイオンを伝導する
ことのできる無機固体物質のことである。これは
結晶構造中の不連続的な電気的欠陥をイオンが飛
躍しながら移動できることによるものである。先
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新規燃料極
図４

インフィルトレーション法
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ることができるかを研究している。その中で、

とで、連続的に発電を行うことに成功している。

GDC と呼ばれる素材は、酸化物イオンを通すと

先生はその他にも、固体炭素を直接利用できる

同時に、温度によっては電子伝導性を示す。こう

リチャージャブル・ソリッドカーボン燃料電池

いった材料を使えば、より三相界面を拡張するこ

(RSCFC) という燃料電池の開発も行なっている。

とが可能となるわけである。

こちらではカーボンブラックという炭素の微粒子

先生が新たな携帯用電源として開発しているオ

を燃料として直接外部から供給することができ

リジナルの燃料電池にリチャージャブル・ダイレ

る。しかし主な発電反応は RDCFC のような炭素

クトカーボン燃料電池 (RDCFC) というものがあ

の酸化反応ではなく、高温で炭素と CO2が反応す

る。RDCFC はチャージングと呼ばれる燃料の充

ることによって生まれた CO がさらに電気化学反

填と発電する過程のサイクルによって運用され

応を起こすという一連の反応である。燃料極への

る。燃料には都市ガスを利用している。通常の燃

カーボンブラックの供給が困難であることなどに

料電池では炭化水素を燃料として利用した場合、

よりまだ出力はあまり高くはないが、先生は改良

反応の上で熱分解が起こり炭素が析出してしま

を重ねている。

い、燃料極の性能が劣化する原因となる。しかし、

RDCFC ではそれを逆手に取り、多孔質の負極の
内部に積極的に炭素を析出させ、析出した固体炭

エネルギーシステム

素を燃料として利用している ( 図５)。炭化水素の

最後に、先生が研究しているエネルギーシステ

熱分解は電極に含まれているニッケルの高温にお

ムについて紹介する。現在、大岡山キャンパスの

ける触媒効果によるものである。炭素が析出する

随所にさまざまな自家発電設備が存在している。

際には水素が発生するが、こちらは回収して他の

先に紹介した太陽電池や燃料電池だけでなく、ガ

燃料電池での燃料として利用する。これにより、

スエンジンや蓄電池も各所に配備されている。こ

炭化水素をそのまま利用するものと比べて高効率

れらによって生成された電力と、電力会社から購

化を実現している。先生が現在開発している発展

入した電力をキャンパス内全体に効率よく配分し

型のものは、都市ガスの代わりに液体燃料を用い

供給するために、エネスワローという独自の送電

ることでチャージングと発電を同時に行うことが

システムが活用されている。

できる。これは液体燃料が直接的に化学反応が起

エネスワローは先生が設計・開発したシステム

こる細孔の中にまで届くため、わざわざ固体炭素

で、コンピュータ制御を用いることでエネルギー

を細孔内に析出させるプロセスが必要がないから

消費の可視化および自動での最適化を行なってい

である。また発生した水素をその場で消費するこ

る。それによって、たとえば、悪天候により太陽

①チャージング

②発電

A

熱分解

A
電解質

電解質

e-

O2
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図５ RDCFC の運用の過程
負極は微細な隙間が多く存在する多孔質でできており、化学反応は主にこの細孔の中で起こる。チャージングの段階では細孔内部に固体炭素
が析出し、発電の段階ではそれを消費しながら電力を生み出している。

5

物質理工学院 応用化学系

伊原 学 研究室

電池の発電量が減少している際には燃料電池の出
力を上げることによって補ったり、あるいは電力

三つの研究対象

需要の少ない時間帯に充電されたリチウムイオン

先生の研究の最大の特徴は、三つの研究を同時

バッテリーからの放電をもって補填したりするな

進行で行なっているという点である。先生は、研

ど、変動が大きいことを欠点とする自然エネルギー

究を同時進行で行うことにはいくつかの大きな意

を安定的に使用することを可能にしている。また、

味があると話す。

電力供給の際に失われてしまうエネルギーを最小

まず、独自技術を生み出す際に必須となる発想

限にすることで、CO2排出量を可能な限り減らす

の部分において、こういった方式が有用であると

こともエネスワローの主要な目的である。

いう。というのも、表面的に見ると全く違ってい

このように制御機能を持った送電網はスマート

るように思える研究であっても、根幹となってい

グリッドシステムと呼ばれており、近年注目され

る基礎的な科学分野、すなわち先生の研究の場合

ている技術である。先生はエネスワローを実際に

で言えば無機化学や材料化学、電気化学などの部

学内で運用することによって、システムの実用段

分が共通であるため、たとえば燃料電池を太陽電

階における検証を行なっている。

池の視点から観察するなど見方を切り替えること

EEI 棟の環境・エネルギー面の設計は先生が行

で、新しい発想が生まれるきっかけとなるのだ。

なった。当初エネスワローは EEI 棟内部のみを管

さらに先生は、それぞれのエネルギーデバイス

理するためのシステムで、各デバイスごとに得ら

がエネルギーシステムの中でどのような位置付け

れたデータを一つのサーバに集約して統合的に管

にあるのかを把握する必要があると話す。一つの

理し、各研究室に効率良く電気を供給することを

エネルギーシステムの中にさまざまなデバイスが

可能にした。これにより、結果として EEI 棟にお

内包されており、それぞれのデバイスが一緒になっ

ける CO2の排出量を60 % 削減することに成功し

て調和を保ちながら動くことで初めて効率の高い

た。これがバージョン1である。この当時、エネ

ものが生み出される。逆に、どこか一箇所が不調

ルギーシステムには燃料電池と太陽電池の二種類

になると、全体の機能不全が引き起こされるのだ。

の電池が組み込まれていた。同様の機能を大岡山

それゆえに、デバイス一つひとつを、エネルギー

キャンパス全体に拡張し、それぞれの建物からデー

システムの中においてあるべき形で動けるように

タを得られるようにしたものがバージョン2であ

設計することも重要であるという。

る。現在運用されているバージョン3では、シス

先生は、このような研究のためにはベースとな

テムの適用範囲を大岡山キャンパス全体に広げた

る学問や学理が何よりも重要であると繰り返し話

まま、さらに機能が高度化した。過去のデータを

していた。それは、何か発想が浮かんだ時に、理

元に数分後の電力使用量を予測し、電力会社との

論的に実現可能であるか、あるいはどのようにす

契約電力を超えないよう事前にデバイスを制御す

ればそれを実現できるかをまず考える必要があり、

る。これにより、購入している電力が契約電力を

そのためには学理が欠かせないからである。基礎

超過するリスクが減少した。また、この際、リチ

的な学識までも疎かにしない先生の姿勢が、伊原

ウムイオン蓄電池及びガスエンジンが追加で導入

研究室の今を支えているのだろう。

された。これらによって、東京が直下型地震のよ
うな災害に襲われたとしてもエネルギーシステム
が自立運転し続けられるようになった。
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執筆者より

現在、先生が開発した電池はいまだエネスワロー

取材では、複数ある研究内容の一つひとつにつ

には組み込まれておらず、市販の機器をいかに効

いてまで丁寧にお話して下さり、また図の表現に

率的に運用するかの実験となっているが、先生は

関してもご協力頂きました。お忙しい中、快く取

それらをエネスワローに組み込むことも視野に入

材を引き受けて下さった伊原先生と、研究室の皆

れつつ電池の開発を行なっているという。

様に御礼申し上げます。

（神原 千早也）
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