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研究領域について

CREST・さきがけ研究総括挨拶
社会的期待に応える相界面科学の創造に向けて
　科学研究には、科学的知識の創造と継承、そして社会的な課題の達成や問
題の解決という、ふたつの重要な役割があると言えます。
　わが国は現在、大震災、エネルギー問題、産業空洞化、少子高齢化、経済
危機などさまざまな困難に直面しています。そして、それらの克服において、
またグリーン成長の駆動力として、科学技術の生み出す具体的な成果が求め
られています。
　科学技術イノベーションへ向けた第４期科学技術基本計画では、厳しい財
政にも拘わらず GDPの１％を政府研究開発投資として確保するとされてい
ます。そのような公的資源を使って研究開発に従事する科学者として、我々
は社会の期待に応えるべく、特にエネルギーの安定需給を達成するための普
遍的な課題として、エネルギーの高効率利用を実現する「相界面科学」の飛
躍的推進を目指します。
　そして、文部科学省戦略目標に基づく JST 戦略的創造研究推進事業の成
果が各省庁研究開発事業に繋がっていくことを期待します。CREST・さき
がけに参加される研究者集団と共に、この目標の達成に力を注ぐ決意です。

■ 学歴
1982年	 富山大学工学部卒業
1984年	 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了、工学修士
1984年	 東京工業大学　大学院理工学研究科　博士課程退学（６月）
1989年	 工学博士（東京工業大学）

■ 職歴・研究歴等
1984年	 東京工業大学工学部　助手
1991年	 岐阜大学　工学部　助教授
1993年〜94年	 米国ミシガン大学客員研究員
2003年	 東京工業大学　炭素循環エネルギー研究センター　教授
2010年	 東京工業大学　大学院理工学研究科機械制御システム専攻　教授
2016年〜	 東京工業大学　工学院　教授
この間、日本燃焼学会理事、日本熱物性学会理事、日本機械学会編集理事、編集委員長、日本伝熱学会理事・
副会長等を歴任

■ 主な受賞歴
日本伝熱学会学術賞（1992）、日本機械学会熱工学部門貢献表彰（2001年度、2002年度、2004年度、
2006年度）、自動車技術会優秀講演発表賞（2004年度）、日本機械学会フェロー（2011年）、日本機械
学会熱工学部門業績賞（2012年度）、日本熱物性学会賞論文賞（2012年度）、日本機械学会学会賞論文賞
（2013年度）

　本研究領域は、豊かな持続性社会の実現に向けて、エネルギー利用の飛躍的な高効率化を実現す
技術の創出を目的とします。
　具体的には、様々な相界面現象の基礎学理や制御・最適化技術を深化させることによって、エネル
相界面を創造することに挑戦します。そのためには、ナノ、メソ、マクロといった異なるスケールの
開拓することなどが必要です。さらに、これらの先端的な基礎研究の成果を、実際の機器やシステム
　したがって、本研究領域では、エネルギーの高効率利用に向けた相界面におけるエネルギー変
ング、シミュレーション技術の開発、相界面構造を制御・最適化するための数理科学的な手法など
面を創成することを最終目標とします。こうした目標を達成するために、既存の専門分野を越え

花村　克悟
Katsunori Hanamura

［2015年6月より］

笠木　伸英
Nobuhide Kasagi

［2015年6月まで］
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CREST・さきがけ研究総括補佐挨拶
連携と協創による優れた研究成果の創出と社会貢献に向けて
　本プロジェクトは、エネルギーの高効率利用という社会の期待が大きく、
かつ人類の普遍的な課題に対し、研究資源を集中投資する、との国家の決定
を受けて設定されたものです。我々は、この社会的な使命を果たし、将来に
向けて明るい見通しを具体的な研究成果で示すような「相界面科学」を推進
するとともに、その推進母体となる研究者集団・バーチャルインスティチ
ュートを形成したいと考えています。
　その為、本プロジェクトでは、エネルギー転換・輸送・貯蔵・利用プロセ
スに付随して生じる様々な相界面現象に着目し、その基礎学理とそれに基づ
いた、高機能界面の創成、モデリングおよびシミュレーション、制御・最適
化のそれぞれに関わる基盤技術の創出に資する研究を推進します。
　そして、CREST・さきがけに参加される研究者と、本プロジェクトの運
営に参加いただいているアドバイザー等の先生方と共に大いに議論し、研究
者がお互いに連携しながら具体的な研究成果を創出するような、既存の専門
分野を超える、あるいは異なる分野の科学的知識を融合する、総合的かつダ
イナミックな運営を目指します。
　今後の本プロジェクトの進展とその成果に期待していただきたいと思い
ます。

るため、エネルギー変換・輸送に関わる相界面現象の解明や高機能相界面の創成などの基盤的科学

ギー損失の大幅な減少を可能とする相界面、あるいは、高効率エネルギー利用のための新たな高機能
現象を統合的に解析・設計するための技法、相界面構造を制御・最適化するための理論的手法などを
の設計に効果的に適用し、それらの飛躍的性能向上、低炭素化、低コスト化に繋げることが重要です。
換・輸送機構の解明、マルチスケールの相界面現象を総合的に解析・設計するための計測、モデリ
の基盤技術を創出するとともに、機器やデバイスの理論的最高性能を実現するための高機能相界
た、あるいは異なる分野の科学的知識を融合した、総合的な取り組みを奨励します。

橋本　和仁
Kazuhito Hashimoto

［2016年3月まで］
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* 研究代表者の所属・役職は終了時点のもの

研究代表者 所属機関 役職 課題名 頁

第
１
期
生

川田　達也 東北大学　
大学院環境科学研究科 教授 実環境計測に基づく高温電極の界面

領域エンジニアリング P.5

古山　通久 九州大学　
稲盛フロンティア研究センター 教授

固体酸化物形燃料電池電極の材料・
構造革新のためのマルチスケール
連成解析基盤

P.7

高田　保之 九州大学
大学院工学研究院 教授 固気液相界面メタフルイディクス P.9

高柳　邦夫 東京工業大学　
大学院理工学研究科

特任
教授

ナノとマクロの相界面と物質移動
ナノサイクル P.11

陳　　明偉 東北大学　
原子分子材料科学高等研究機構

客員
教授

界面科学に基づく次世代エネルギー
へのナノポーラス複合材料開発 P.13

第
２
期
生

安部　武志 京都大学
大学院工学研究科 教授 多孔性電極中のイオン輸送現象の

解明と高出入力電池への展開 P.15

早瀬　修二 九州工業大学
大学院生命体工学研究科 教授

酸化物半導体プリカーサーを用いる相互
侵入型無機・有機（無機）バルクヘテロ
ナノ界面の一括構築と太陽電池への応用

P.17

宮武　健治 山梨大学
クリーンエネルギー研究センター 教授

革新的アニオン導電性高分子を用い
た三相界面の創製とアルカリ形燃料
電池への展開

P.19

山下　晃一 東京大学
大学院工学系研究科 教授 エネルギー変換計算科学による

相界面光誘起素過程の設計 P.21

第
３
期
生

足立　幸志 東北大学
大学院工学研究科 教授 超低摩擦機械システムのためのトライボ

化学反応を制御したナノ界面創成 P.23

小林　　光 大阪大学
産業科学研究所 教授

相界面制御法による極低反射率の
達成と結晶シリコン太陽電池の
超高効率化

P.25

長尾　忠昭 物質・材料研究機構 国際ナノ
アーキテクトニクス研究拠点

グループ
リーダー

セラミックスヘテロ層における
界面電磁場制御と熱エネルギー利用 P.27

圓山　重直 東北大学
流体科学研究所

客員
教授

海洋メタンハイドレート層のマルチ
スケール界面輸送現象の解明と
大規模メタン生成への展開

P.29

2017.3
終了

2018.3
終了

2017.3
終了

2015.3
終了

2018.3
終了

2018.3
終了

2018.3
終了

2019.3
終了

2018.3
終了

2019.3
終了

2019.3
終了

2019.3
終了

2019.3
終了
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実環境計測に基づく
� 高温電極の界面領域エンジニアリング

1986年	東京大学大学院工学系研究科化学エネルギー工学専攻修士課
程修了。同年、通商産業省工業技術院化学技術研究所入所。固体酸化物
形燃料電池材料の研究に従事し1995年に博士（工学）を取得。同年、
東北大学科学計測研究所助教授。2006年から環境科学研究科教授。主
な研究分野は固体イオニクス、高温電気化学、エネルギー材料。
URL：http://www.ee.mech.tohoku.ac.jp/

〈主たる共同研究者〉
山地 克彦（国立研究開発法人　産業技術総合研究所・エネルギー技術研究部門	
燃料電池材料グループ・研究グループ長）
松井 敏明（京都大学・大学院工学研究科・准教授）
久保田 純（福岡大学・工学部・教授）
三好 正悟（物質・材料研究機構　国際ナノアーキテクトニクス研究拠点・主任研究員）
*所属・役職は終了時点のもの

　固体酸化物形燃料電池（SOFC）による超高効率
発電／コジェネレーションは、再生可能エネルギー
の不安定性を補いつつ低炭素で自律可能なエネル
ギーシステムを構築するための重要なツールです。
本格的普及のためには、コストの削減と耐久性・効
率の向上を同時に満たすことが必要であり、基礎に
立ち帰ったブレークスルーが必要になります。特に
重要なのが電極のエンジニアリングです。SOFC の
ガス電極は、電極と電解質の
単純な界面としてではなく、
三次元的な広がりを持つ「界
面領域」として捉えたエンジ
ニアリングが必要です。そこ
で本研究では、SOFC動作環
境下の界面ナノ、ミクロ、マ
クロ領域に適用可能な「その
場」計測法を開発するととも
に、これらを統合した評価プ
ロセスを構築することによ
って、界面領域エンジニアリ
ングを可能にすることを目

的とします。具体的には、界面領域の挙動を、①ナ
ノ領域での化学種の挙動と電子状態、②ミクロ領域
での物質輸送と微細構造・組成、そして③これらの
結果として現れるマクロ挙動、のマルチスケールで
捉え、各スケールでの挙動を実環境下またはそれに
近い環境で測定する手法を開発・整備し、これらの
計測手法を直接的・間接的に連携させて総合的な評
価スキームを構築することを目指します。

川田 達也
Tatsuya Kawada

研究課題名

プロフィール

研究メンバー

研究内容紹介
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研究成果の概要

「電極内部の酸素の軌跡を追跡する」
　SOFC の空気極は電子と O2- イオンの両方を通す
特殊なセラミックスからなり、大気から酸素を取り
込 み 電 解 質 に 渡 す 役 割 を 担 い ま す。電 極 層 は
0.05mm程の多孔質ですが、反応が起るのはその一
部で、この反応場の分布を知ることで、構造・材料
を最適化することができます。しかし酸素を直接見
るのは困難で、従来はシミュレーションを通して想
像するしかありませんでした。われわれは、反応が
進行する場所で電子状態が変化することに注目し、
これを X 線で「その場」観察する方法を考案しまし
た。特殊な実環境セルホルダを開発してSPring8の
放射光を使い、高温電極での酸素の流れを世界で初
めて実測しました。この結果、反応場の広がりは予
想より小さくシミュレーションと乖離があることが
分かりました。さらに電極表面組成・吸着サイト・
反応速度を測定し、この乖離の原因が表面へのSrの
偏析の差であることをつきとめ、高性能電極の手が
かりを得ることができました。

「構成材料間の相互作用を利用した電極設計」
　SOFC の燃料極は金属 Ni とセラミックスの混合
物で、電解質を通して運ばれた酸素で燃料を燃やす
触媒として働きます。しかし燃料の種類や運転条件
によってはNi上に煤がついて特性が劣化することが
あり対策が必要でした。研究開始当初、混合するセ
ラミックスの種類によって煤のでき方が違うとの報
告がありましたが、Ni粒子に接触しているだけのセ
ラミックスがNi表面全体の反応性をどう変化させる
のかは謎でした。われわれは赤外吸収分光、オージ
ェ電子分光、高柳チームとの共同研究による高分解
能顕微鏡観察により、特定の酸化物では一部がナノ
クラスターとなってニッケル表面に広がり反応性を
変化させることを見出しました。この現象は nm サ
イズの触媒粒子では知られていましたが、100倍以
上も大きな高温電極粒子でも同様の効果があること
はこの研究で初めて明らかになりました。さらに研
究を進め、この効果を最大限に発揮させる熱処理法
を見出し、安定性と性能の両立する電極の作製法を
開発しました。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1)  Y. Fujimaki, H. Watanabe, Y. Terada, T. Nakamura, K. Yashiro, S. Hashimoto, T. Kawada, K. Amezawa,“Direct Evaluation of 

Oxygen Chemical Potential Distribution in an SOFC Cathode by In Situ X-Ray Absorption Spectroscopy”, ECS 

Transactions, Vol.57, No.1, 1925-1932 (2013)

2)  T. Shindo, S. Watanabe, S. I. Hashimoto, K. Yashiro, T. Kawada, T. Taniguchi, T. Kudo, Y. Sato,“The Effect of Coexisting 

Oxides Upon Carbon Formation on Ni Surface,” ECS Transactions, Vol.57, No.1, 1571-1576 (2013)

　等

図1　X線吸収による空気極反応場の測定 図2　燃料極Ni と酸化物の強い相互作用の模式図
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古山 通久（九州大学／物質・材料研究機構／広島大学）、松村 晶（九州大学）
石元 孝佳（広島大学）、小倉 鉄平（関西学院大学）、河野 晴彦（九州工業大学）
鹿園 直毅（東京大学）、梅野 宜崇（東京大学）、長谷川 洋介（東京大学）
焦 震鈞（東京大学）、菊地 隆司（東京大学）
多田 朋史（東京工業大学）
原 祥太郎（千葉工業大学）
*所属・役職は終了時点のもの

　固体酸化物形燃料電池の高効率化のためには、電
池内の反応・輸送現象に伴って生じる不可逆的な損
失、中でも電極過電圧の低減が特に重要です。本研
究では、時間・空間スケールの異なる複数のシミュ
レーション技術を連成し、実験計測と協働すること
で、三相界面における現象解明および電極微構造制
御に基づく電極の高活性化に
挑戦します。具体的には、実験
との協働による⑴マルチレベ
ルでの数値シミュレーション
連成による電極界面反応の解
明と電極材料の最適化、⑵電極
多孔構造形成過程の解明によ
る電極微構造最適化の二つの
観点から電極の高活性化に取
り組みます。
　両アプローチにおいて、ミ
クロ・メソ・マクロの観点か
ら研究に取り組みます。電極
特性の実測と電子顕微鏡を駆
使した構造観察、第一原理・分

子動力学計算、反応シミュレーション、動的モンテ
カルロ法、格子ボルツマン法、レベルセット法など
各種シミュレーション手法を活用した解析を行いま
す。化学系・機械系・材料系研究者の多様な知識を
集積することにより、材料と構造の両面から固体酸
化物形燃料電池電極の設計革新に挑戦します。

2002年　東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻博士後
期課程修了　博士（工学）。2002年〜2003年　同専攻　博士研究員。
2003年〜2008年　東北大学大学院工学研究科　助教（2006年度ま
で助手）。2008年〜　九州大学稲盛フロンティア研究センター教授
（2009年３月まで特任教授）。2010年〜2016年　九州大学カーボ
ン・ニュートラルエネルギー国際研究所　WPI教授兼務。2016年〜　
広島大学大学院工学研究科客員教授兼務。2016年〜物質・材料研究機
構ナノ材料科学環境拠点ユニット長兼務。

固体酸化物形燃料電池電極の材料・構造
�革新のためのマルチスケール連成解析基盤

古山 通久
Michihisa Koyama

研究課題名

プロフィール

研究メンバー

研究内容紹介
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研究成果の概要

　本研究は、固体酸化物形燃料電池の電極における
マルチスケールにわたる連成現象を解明し、高性能
化につなげるための基盤技術の開発を主眼として実
施しました。界面反応および多孔構造の観点からマ
ルチスケール・マルチフィジックス現象を解明する
ための基盤技術を開発し、実験と協働しつつ活用す
ることで電極界面反応の高性能化指針、電極多孔構
造の観点からの高性能化指針の獲得に取り組みまし
た。
　界面反応の観点からは、電極特性の実測に基づく
トップダウンおよび第一原理に基づくボトムアップ
アプローチの協働により取り組みました。電流 - 電
圧特性の実測、収束イオンビーム‐電子顕微鏡に基
づく実構造モデルを用いた格子ボ
ルツマン法を活用し、三相界面の局
所活性をトップダウン的に明らか
にしました。第一原理の結果に基づ
き局所三相界面活性を算出するた
めの手法としては、連続体理論に基
づくマイクロカイネティックモデ
リング、原子構造を保持した動的モ
ンテカルロ法に基づくシミュレー
タを開発しました。既報研究を予測
性や物理的意味の観点から徹底的
に見直し、第一原理に基づく予測性
を担保しつつ実測と突き合わせな
がら界面反応機構の議論、さらには
材料設計指針の獲得が可能なシミ
ュレーションを実現しました。
　構造の観点からは、電極作製に
関するマルチプロセスのシミュ
レーションが可能となる手法の開
発に取り組みました。動的モンテ
カルロポッツ法およびフェイズ
イールド法に基づき、燃料極の焼

結、還元、動作環境下における構造発展について実
時間・実空間スケールでのシミュレーションを実施
しました。実測構造との比較による妥当性検証、ま
た仮想的モデル構造を用いたシミュレーションに基
づく高性能化指針の獲得が可能なシミュレーション
を実現しました。
　また、川田チームの実測との密な連携のもと、空
気極酸素還元反応に関するマルチスケールにわたる
現象解明に取り組みました。原子レベルにおける連
成現象や、空気極における三相界面効果などを定量
的に明らかにすることに成功し、従来の電極設計の
概念と異なる設計に資する知見を得ることができま
した。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

S. Liu, A. Muhammad, K. Mihara, T. Ishimoto, T. Tada, M. Koyama, The Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 19069-19079.

S. Hara, A. Ohi, N. Shikazono, J. Power Sources, 276, 105 (2015)

Z. Jiao and N. Shikazono, J. Power Sources, 305, 10 (2016)

・特許
　長藤圭介，鹿園直毅，品川俊太，中尾政之，特開2015-176774.
・受賞
　古山通久、平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰	若手科学者賞
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固気液相界面メタフルイディクス

1984年３月　九州大学大学院総合理工学研究科修了、工学博士。
1984年４月　九州大学講師。1986年４月　助教授。2003年６月　
教授（現在に至る）。2008年４月	産業技術総合研究所HYDROGENIUS
水素物性研究チーム長（併任）。2010年12月	九州大学カーボンニュー
トラル・エネルギー国際研究所主任研究者（兼務）。沸騰伝熱および高圧
水素の熱物性測定に関する研究に従事。
専門分野：熱工学、熱物性
趣味：散歩

高田 保之
Yasuyuki Takata

高田グループ：	高田保之教授、高橋厚史教授、河野正道准教授（九州大学）、塩見淳一郎准教授（東京
大学）、森昌司准教授（横浜国立大学）

小山グループ：	小山繁教授、尹聖昊教授、B.B.	Saha教授、宮崎隆彦准教授、宮脇仁准教授（九州大学）
大宮司グループ：大宮司啓文教授（東京大学）、遠藤明主任研究員（産業技術総合研究所）
*所属・役職は終了時点のもの

　気液相変化現象や吸着・脱着現象など固気液相界
面における熱物質移動の素過程はエネルギーシステ
ムの性能を大きく左右します。本研究では、濡れ性、
表面粗さ、空隙率などマクロスケールの指標を超越
した新しい界面、具体的には、異なる材料と異なる
幾何学的構造を複合させた界面を物性のナノ構造依
存性を踏まえながら設計することで飛躍的に高効率

な熱物質移動界面の創製を目指します。そのために、
これまで個別に研究されてきた各空間スケールでの
現象を統合的に制御することで既存性能の超越を目
指す新しい学理（メタフルイディクス）を提起し、
空間スケールの階層を跨ぐ知見を発掘し集約しま
す。具体的には、⑴濡れ性の微細制御および複雑構
造伝熱面内相変化現象、⑵高性能炭素系吸着材の開

発と吸着式ヒート
ポンプ・冷凍サイク
ルへの展開、⑶ナノ
細孔における吸着・
移動現象の制御と
高機能相界面の創
成 の ３ つ の サ ブ
テーマを設定して
相互融合的研究を
行います。

研究課題名

プロフィール

研究メンバー

研究内容紹介
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研究成果の概要

　エネルギー消費量の伸びが大きい空調・給湯シス
テムの高性能化を目的とし、ヒートパイプ・ヒート
ポンプ・デシカント空調を出口技術に設定して、そ
れらの主要な物理機構である相変化伝熱および吸脱
着現象を探求しながら基幹技術を開発しました。
　ヒートパイプに関しては、親水性と撥水性の組み
合わせと伝熱面表面の幾何学的な微細構造を制御す
ることで、低過熱度で沸騰を開始し限界熱流束が銅
裸面の2.5倍となるような伝熱面の開発を目指しま
した。撥水領域に気泡が生成しやすいこと、溶存空
気の存在が気泡発生過熱度を低下させることが、
プール沸騰実験、ナノバブルの観察、分子動力学お
よびフェーズフィールド法による数値シミュレーシ
ョンにより明らかになりました。限界熱流束につい
ては、ハニカム多孔質体を伝熱面に装着することで、
目標値を上回る限界熱流束値を達成するとともに、
毛管モデルにより限界熱流束値の理論的予測に成功
し、飛躍的な性能向上のメカニズムを明らかにしま
した。
　吸着式ヒートポンプについては、そのシステムにと
って最適となる細孔径を有する球状活性炭を新たに
開発し、その吸脱着特性を実験と分子動力学計算に
より明らかにするとともに従来比1.5倍の有効吸着
量を達成することができました。さらにこの球状活性
炭を冷凍機に適用した場合のシミュレーションによ
ると、従来の高機能活性炭を利用した場合と比較し
て成績係数が14％向上することがわかりました。
　デシカント空調については、ナノスケールの空間
における水の吸着・移動速度を定量的に予測するこ
とを目標に材料合成、実験計測および分子シミュ
レーションによる研究を行いました。ブロックコポ
リマーのミクロ相分離を利用して細孔径が異なるシ
リンダ状構造をもつ規則性ナノ細孔（メソポーラス
シリカ）の合成に成功し、それを用いて水の吸着特
性を評価しました。分子シミュレーションでは水が
シリカナノ細孔へ吸い込まれる毛細管現象等につい
て多くの知見が得られ、水の吸着と脱着を促進させ

るためには細孔の設計が特に重要であることがわか
りました。
　本研究では、ナノ・マイクロスケールでの輸送現
象を正しく理解した上でマクロな伝熱・空調機器に
とって最適な材料を開発するという新しいアプロー
チで研究を実施し、既存システムの性能限界を大き
く超えるための指標を得ることができました。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
　	Journal	of	Physical	Chemistryなどの国際・国内学術論文誌および国際会議論文集に合計83編の論文を発表．国際会議に
おける招待講演24件．
・特許
　	冷却器及びそれを用いた冷却装置、並びに、発熱体の冷却方法　発明者：森　昌司，特願2013-05553，登録番号：第
5882292号	登録日：2016/2/12，他５件の国内特許，４件の国際特許を出願
・受賞
　2014年度　日本伝熱学会学術賞、森昌司，他５件の受賞実績
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研究課題名
ナノとマクロの相界面と
� 物質移動ナノサイクル

プロフィール

東京工業大学で理学博士（1976年）。フリッツ・ハーバー研究所（西ベ
ルリン）で電気化学と表面科学を研究。東工大帰任後（1979年）、シリ
コン表面７×７再構成を研究。高分解能超高真空電子顕微鏡を独自に開
発し、ERATO研究のPLとして、原子鎖や螺旋ナノワイヤ・ナノ粒子
を研究して、「量子コンタクト」研究に発展させた。その後、「50pm分
解能電子顕微鏡開発」に成功して現在に至る。現在の専門分野は、ナノ
構造と表面科学。好きなこと、オペラ、音楽会、旅行、テニス、新しい
こと。

高柳 邦夫
Kunio Takayanagi

研究メンバー

研究内容紹介

　ナノ構造とマクロ構造がコンタクトした（Nano-
in-Macro）相界面での物質移動のサイクルが電池や
触媒の性能を担います。エネルギー高効率化を図る
には、構造・組成・電荷の局所状態を明らかにする
と同時に、寿命や効率という性能の同時評価という
新機軸が不可欠です。本研究では、50ピコメーター
分解能収差補正電子顕微鏡（Roo5装置） “その場”
観察法を導入し、エネルギー高効率化への提言をし
ます。
　リチウムイオン電池を Roo5電子顕微鏡内で駆動
させ、高速充電をしても電池容量が減少しない、
LiMn2O4ナノワイヤ1本を正極とするナノ電池をつ
くり、充放電過程での非平衡構造相転移の過程を明
らかとしました。
　“その場”観察法では、全固体リチウムイオン電池
の相界面ナノサイクル、ならびに、一酸化炭素低温
酸化触媒反応やSOFC燃料極SMSI効果、非晶質相
の原子相関や界面電位を明らかにできます。

Roo5顕微鏡 

個々のリチウムイオンが見える顕微鏡 

マンガン酸リチウムナノワイヤの顕微鏡像 

燃料電池(SOFC)  

LiMn2O4ナノワイヤ 
リチウムイオン電池 

研究代表者：　高柳	邦夫（東京工業大学	大学院理工学研究科	特任教授）
共同研究者：　大島	義文（北陸先端科学技術大学院大学　准教授）
課題推進者：　谷城	康眞、		李	少淵、		鈴木	喬博、		張	暁賓、		森田	真理、		遠藤	浩壽、
　　　　　　　森	登美子、		三宮	工（東京工業大学）、	田中	崇之（名城大学）、		
　　　　　　　小野	倫也（筑波大学）、		山本	直紀（東京工業大学）
*所属・役職は終了時点のもの
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研究成果の概要

「ナノとマクロの相界面と物質移動のナノサイクル」
　水素原子まで観れる電子顕微鏡によって物質の性
質を探索することは大きな夢です。われわれは、“リ
チウムイオンが見える電子顕微鏡”を使ってリチウ
ムイオン電池や触媒反応の基礎過程に光をあてま
す。
　“リチウムを観る電子顕微鏡”とは、我々が既に開
発していた0.47オングストロームの世界最高分解
能 * を達成した Roo5収差補正電子顕微鏡です。顕
微鏡像から一個一個のリチウムイオンを計数してイ
オンの移動がみえます。
・電子顕微鏡“その場”観察で、電池の充放電過程

で反復しておこる電極内ナノ領域での物質移動サ
イクルを捉えることができます。

・触媒反応であれば、相境界や相表面の化学反応に
重要な固体内イオンの移動を原子レベルで捉える
ことが出来ます。

・リチウムイオン電池のイオン移動は、電子分布の
変化を誘起し、構造の相転移の誘因となります。
この相転移がエネルギー効率に深く関連します。
マンガン酸リチウムのナノワイヤ1本を電極とす
るナノワイヤ電池を創り、Roo5電子顕微鏡内で
電池を動作させました。ナノワイヤ電極内のイオ
ン移動と構造相転移が可逆的におこることを明ら
かとし、20分の高速充電でも電池の容量が減らな
いことを示しました。

・イオン移動ナノサイクルと電池容量劣化の関連を
捉え、マクロ現象とナノ現象を結びつけて理解で
きるようになりました。

・CO 酸化触媒である金微粒子を担持した TiO2基板
での格子間チタンイオンの移動、SOFC 燃料電池
極のニッケル粒子を担持した GDC 基板でのセリ
ウムイオンの移動を捉え、SMSI 効果を顕微鏡法
で確認しました。

　本研究では、“リチウムが観える電子顕微鏡”によ
って、2次電池や触媒物質の「相界面」について、

“ナノを知ってマクロを知る”ことが出来ました。

*2009年に収差補正技術開発により300kV	加速で達成
されました。2015年に0.43Å分解能が外村 First-
project（JST-CREST）で1000kV加速で達成されてい
ます。
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研究課題名
界面科学に基づく次世代エネルギー
� へのナノポーラス複合材料開発

プロフィール

平成７年　中国上海交通大学材料専攻博士課程修了、博士（工学）。平成
６年〜９年　中国上海交通大学助手／助教授、平成９年〜11年　東北
大学金属材料研究所客員研究員、平成11年〜12年　米国海軍大学院　
NRCフェロー、平成12年〜15年	米国　ジョンズ・ホプキンス大学　
助手、研究助教授、平成15年〜20年　東北大学金属材料研究所　教授、
平成20年〜29年　東北大学原子分子材料科学高等研究機構　教授、平
成29年〜　同客員教授・PI、ジョンズ・ホプキンス大学教授、現在は新
ナノ材料開発研究に従事。
専門分野は、電子顕微鏡、電気化学、機械物性。
趣味は、音楽鑑賞、読書。

陳　 明偉
Mingwei Chen

研究メンバー

〈開発評価グループ〉
 陳　明偉、東北大学　原子分子材料科学高等研究機構　客員教授　（代表、グループリーダー）
〈理論グループ〉
 赤木　和人、東北大学　原子分子材料科学高等研究機構　准教授　（グループリーダー）
*所属・役職は終了時点のもの

研究内容紹介

　本研究計画では、従来のキャパシタの持つ高い出
力密度（パワー密度）に匹敵し、且つ、既存のリチ
ウム２次電池を凌駕するエネルギー密度をもった、
ナノポーラス複合金属を基軸にした次世代エネル
ギーデバイス（ウルトラキャパシタ）の創出を目的
とします。エネルギーデバイスは、材料をそのまま
用いるのではなく、ナノ構造やナノ組織の表
面・界面を通じて機能が発揮されるため、界
面における原子・分子レベルでの現象の根源
的な解明が重要です。原子レベルでの構造観
察や計算機シミュレーションによって微視的
メカニズムから明らかにし、指導原理を確立
し、新材料の開発に寄与することが本研究の
基本方針です。具体的には、図に示すように、
ナノポーラス金属と、金属酸化物、ポリマー、
イオン液体などを組み合わせることにより、
多様な複合材料を創製し、種々の特性評価を
行います。また、得られたエネルギーデバイ
スにおけるナノ構造やナノ組織に関しては、
高性能電子顕微鏡、ラマン分光法、第一原理
計算、分子動力学法の視点から、界面での原

子・分子レベルの現象を明らかにし、さらなる発見
や改良に結びつけます。そして、最終的には、自然
エネルギーで得られる電力（太陽光発電、風力発電）
を、高速に充放電可能な次世代エネルギーデバイス

（ウルトラキャパシタ）を世に送り出したいと考えて
います。

図：界面科学を基礎としたエネルギーデバイス開発
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研究成果の概要

　現在、我々の社会で最も幅広く使われている蓄電
池はリチウムイオンを用いた充電可能な電池です。
しかし、リチウムイオン電池では大型機械（例えば
電気自動車）を十二分に駆動させるだけの出力エネ
ルギーを効率よく得ることは出来ないため、大出力
エネルギーを持つ新しいタイプの蓄電池の開発が必
要とされています。そこで、我々は近年注目されて
いる蓄電池の内の一つに、リチウムイオン電池の５
〜８倍の理論性能値を持つ「リチウム空気電池」に
着目しました。
　リチウム空気電池とは、リチウム金属と空気を電
極として固体、液体、気体の三相界面上で化学反応
が起こる全く新しいタイプ電池です。リチウムイオ
ン電池が電気自動車を200km 駆動させることが出
来るのに対して、このリチウム空気電池は電気自動
車を500-800km 以上させることが可能であるこ
とから産学連携をしつつ世界中で研究が進んでいる

重要な基盤研究となりつつあります。
　本研究では、10-100nm という小さい孔を多く
持ったスポンジ状の物質「ナノ多孔質材料」という
ものに着目しました。様々な試行錯誤の後、炭素原
子１層分の厚さから成るナノ多孔質グラフェンとい
う材料がリチウム空気電池の材料に優れているとい
うことが分かりました。このナノ多孔質グラフェン
の大きな特徴はナノサイズの穴が無数に開いている
にもかかわらず、電気が良く通り折り曲げられると
いう点です。
　ナノ多孔質グラフェンをリチウム空気電池の材料
として用いたとき、LED ライトを点灯させることが
でき、１回の充電で電気自動車換算で300-400km
走行させることができるプロトタイプの電池の開発
に成功しました。貴金属を使用していないため、安く
て排ガスが出ないエコカーへの搭載が期待されます。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1.  Y. Ito, Y. Tanabe, H-J. Qiu, K. Sugawara, S. Heguri, N. H. Tu, K. K. Huynh, T. Fujita, T. Takahashi, K. Tanigaki, M. W. Chen, 

"High Quality Three-Dimensional Nanoporous Graphene, Angewandte Chemie International Edition 126, 4922-4926 (2014).

2.  X. W. Guo, P. Liu, J. H. Han, Y. Ito, A. Hirata, T. Fujita, M. W. Chen, "3D Nanoporous Nitrogen Doped Graphene with 

Encapsulated RuO2 Nanoparticles for Li-O2 Batteries", Advanced Materials 27, 6137 (2015).

3.  J. H. Han, X. W. Guo, Y. Ito, P. Liu, D. Hojo, T. Aida, A. Hirata, T. Fujita, T. Adschiri, H. Zhou, and M. W. Chen, "Effect of 

chemical doping on cathodic performance of nanoporous graphene for Li-O2 batteries", Advanced Energy Materials, 6, 

1501870 (2016).

・受賞
　平成28年度	科学技術分野	文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）、陳明偉、2016年

図1．	ナノポーラスグラフェンのSEM像（上）と	
外観（下）。

図2．	パウチ型リチウム空気電池の動作の様子（上）と	
その性能（下）。
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研究課題名
多孔性電極中のイオン輸送現象の
� 解明と高出入力電池への展開

プロフィール

経歴：1992年３月 京大工学部工業化学科卒、1994年３月 京大院工
学研究科工業化学科修了、1996年11月 京大院工物質エネルギー化学
専攻博士後期課程修了。1997年１月 京大院工助手、2002年６月 同
助教授、2009年４月 同教授。

専門分野：電気化学、炭素材料化学
趣味：日本酒、将棋の観戦

安部 武志
Takeshi Abe

研究メンバー

〈主たる共同研究者〉
　水畑　穣、神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻
　山本雅博、甲南大学理工学部機能分子化学科
〈主たる研究参加者〉
　福塚友和、京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻
*所属・役職は終了時点のもの

研究内容紹介

　リチウムイオン電池に代表される蓄電池を高速に
充放電反応させるためには、蓄電池に用いられてい
る電極中でイオンと電子が速やかに動く必要があり
ます。下図は、合剤電極を示したものです。電子の
移動は①と②、イオンの移動は③〜⑥となります。
活物質によっては電子抵抗の低減も重要ですが、本
研究ではイオン移動抵抗の低減をはかることを目的
にしております。とくに、③の多孔性電極中でのリ
チウムイオンとア
ニオンの移動抵抗
については分かっ
ていないことが多
くあります。本研究
では、これまでよく
知られていない電
池活物質、導電助
剤、バインダーから
なる複雑な構造を
有する合剤電極内
のイオンの動きを
明らかにし、高速に

イオン移動が生じる電極の設計指針を与えることを
目的としています。そのため、均一な多孔性をもつ
電極を作製し、そこでのイオン輸送現象について明
確にした後、合剤電極に展開することにより、どの
ような多孔性を有する電極材料が高速なイオン輸送
を達成できるかの指針を得ます。これにより速やか
なイオン移動を達成し、電池の充放電反応の高速化
を目指します。
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研究成果の概要

　電気自動車用リチウムイオン電池の課題は高航続
距離と短時間充電の両立です。航続距離の増大には
電池内の活物質量を増やすために、高密度で厚い電
極が必要です。しかし、このような高密度厚膜電極
では電極内のイオン輸送抵抗の増加を招くため、時
間充電が長くなります。そのため、現行の電気自動
車用リチウムイオン電池では時間充電を重要視した
設計のため、航続距離が短いという課題があります。
　本研究では電気自動車用リチウムイオン電池に対
して、高容量（高航続距離）と高入出力（短時間充
放電）特性を両立した合剤電極設計指針を提出する
ため、相界面現象に焦点を当てました。すなわち、
多孔性電極中のイオン輸送現象を解明し、高密度厚
膜電極中のイオン輸送抵抗低減をはかることを目指
しました。この問題に取り組むためには相界面にお
けるイオン輸送挙動の解明が必要不可欠であり、合
剤電極のような複雑な三次元構造を有する多孔性電
極内の固液共存系でのイオン移動の解明が重要で
す。そこで、この課題に対して、基礎からのボトム
アップと応用からのトップダウンをつなぎ合わせ、
合剤電極設計指針を得ることを目指しました。
　ボトムアップのアプローチとして合剤電極の細孔
構造を一次元貫通孔を有する陽極酸化ナノポーラス
アルミナ膜をモデル多孔体とすることで交流イン
ピーダンス測定により細孔内のイオン輸送を詳細に
調べました。その結果、数十ナノメートルの細孔内
に存在する有機電解液の真の比イオン伝導度を得る
ことができ、マクロからメソ孔内での有機電解液中
でのイオン輸送は電解液バルクに比べて細孔径によ
らず１桁程度減少するという新しい現象を見出しま
した。この現象は電池内のイオン輸送速度が細孔内
で低下する可能性を示唆しています。

　トップダウンのアプローチとしては合剤電極のイ
オン輸送抵抗を交流インピーダンス測定で取得する
方法を提示しました。これにより合剤電極の設計パ
ラメータとして細孔内イオン輸送抵抗を用いること
ができます。さらに電極の種々の充電状態でのイオ
ン輸送抵抗を容易に得ることができるようになり、
黒鉛負極では表面被膜の形成によりイオン輸送抵抗
が増大することなどを明らかにしました。
　本研究で得られた知見及び測定手法は今後のリチ
ウムイオン電池合剤設計の基盤となるものであり、
今後はナノメートルオーダーの詳細な三次元構造解
析手法との連携により、理想的な合剤電極設計指針
が得られるものと考えています。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

T. Fukutsuka, K. Koyamada, S. Maruyama, K. Miyazaki, and T. Abe, Electrochimica Acta, 199, 380-387 (2016).

・受賞
　電気化学会電池技術委員会電池技術委員会賞（平成27年）（福塚友和）
　炭素材料学会学術賞（平成29年）（福塚友和）
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研究課題名
酸化物半導体プリカーサーを用いる相互侵入型無機・有機（無機）
� バルクヘテロナノ界面の一括構築と太陽電池への応用

プロフィール

1978年大阪大学理学研究科高分子化学修士課程修了。同年東京芝浦電
気株式会社（現㈱東芝）入社総合研究所に勤務。1983年大阪大学から
理学博士を取得。高絶縁性有機材料用触媒、有機半導体材料（ポリシラ
ン）、超解像度半導体レジスト材料プロセス、太陽電池、燃料電池の研究
に従事。2001年から国立大学法人九州工業大学生命体工学研究科教
授。主な研究分野は有機系太陽電池の材料およびそのデバイス化研究。

早瀬 修二
Shuzi Hayase

研究メンバー

沈 青（電気通信大学・大学院情報理工学研究科・教授）
豊田 太郎（電気通信大学・大学院情報理工学研究科・特任教授）
吉野 賢二（宮崎大学・工学部・電子物理工学科・教授）
峯元 高志（立命館大学・理工学部電気・電子工学科・教授）
*所属・役職は終了時点のもの

研究内容紹介

　本研究は低コスト・高効率を狙った新太陽電池に
関するものです。塗布型太陽電池は省エネルギープ
ロセスで太陽電池が作製できるため、低コスト太陽
電池として注目されてきています。塗布型太陽電池
には、有機系太陽電池、有機・無機ハイブリッド太
陽電池、無機系太陽電池があります。本研究の第一
の目的はこれらの塗布型太
陽電池の高効率化を達成で
きる指針を提案することで
す。第二の目的は作製プロセ
スを簡略化できる太陽電池
材料、プロセス、および素子
構造を提案することです。一
般に太陽電池は多くの層が
必要であり、それらの層を逐
次作製するためセル作製に
時間がかかり、高コストの原
因の一つになっていました。
本研究では太陽電池の心臓
部であるバルクヘテロ構造

（相互侵入型構造）型電荷分

離界面を一度の塗布で作製できる新プロセス、新材
料、新素子構造を設計します。この為、①計算化学
研究者、②化学合成研究者、③分光研究者、④プロ
セス研究者が結集し最適な電荷分離界面を設計し実
現することによって低コスト・高効率太陽電池を目
指します。

塗布で作製したバルクヘテロジャンクション構造を有する三相構造

酸化亜鉛プリカーサー（n型）と有機半導体（p
型）、色素溶液から一括作製したバルクヘテロジ
ャンクション光電変換層断面STEM写真
【白：酸化亜鉛、黒：p型有機半導体層、色素は
界面に存在していると考えられる】
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研究成果の概要

　n型半導体層／ペロブスカイト光吸収層（PVK）／
p 型半導体層からなるペロブスカイト太陽電池の高効
率化への指針を提案することが研究の目的である。太
陽電池シミュレーション（立命館大学）により、n 型
層／PVK／p型（HTL）層へテロ界面およびペロブス
カイト結晶内の電荷再結合が太陽電池性能を大きく左
右することが予測できた。本プロジェクトではヘテロ
界面構造と電荷再結合の関係に焦点を絞った。チタニ
ア／PVK層へテロ界面にはTi-O-Pb結合が形成され、
チタニア／PVK ヘテロ界面の電荷再結合中心密度を
低減していることがわかった（九州工業大学）。時間分
解光吸収スペクトルの測定から電荷再結合中心密度
を低減したチタニア／PVK ヘテロ界面ではキャリア
の寿命が長くなっており、電荷再結合が抑制されてい
ることを実証できた（電気通信大学、九州工業大学）。
熱刺激電流で測定したヘテロ界面電荷再結合中心密
度と効率の関係はS 字カーブになり、太陽電池シミュ
レーションの結果と類似していることも上記説明を支
持した（九州工業大学、立命館大学）。一方、PVK層／
p 型半導体層界面に PVK 界面と反応する F 原子を有
する界面活性剤薄膜（CF3CH2CH2CH2NH3

+I−）（FAI）
を挿入することにより、ヘテロ界面での電荷再結合が
抑制されキャリア寿命が延びることを見出した（九州
工業大学、電気通信大学）。FAIはPVK 溶液の中に添
加され F 原子の低い表面エネルギーにより PVK／空
気界面に自発的に移動するため、PVK／FAI界面は一
括形成できる。これらの界面構築により効率は15％か
ら18％まで向上できた。一方、界面での電荷再結合を
抑制する方法として、上記へテロ界面電荷再結合中心
密度の低減以外に、CIGS 太陽電池で電荷再結合が抑
制されることが実証されているn型層の伝導帯にスパ
イクバンド構造を導入する検討を行った。PVK太陽電

池におけるスパイクバンド構造の有効性を実証するた
めにn 型酸化膜モデルとしてMg の添加量が多くなる
と伝導帯準位が浅くなることが報告されている
ZnMgO 層を用い Fig. 1に示すスパイク型太陽電池を
作製した（電気通信大学、宮崎大学、立命館大学）。ク
リフ構造よりもスパイク構造のバンド構造を有する n
型ZnMgOを用いた太陽電池の開放電圧のロスが小さ
くなり、スパイク構造を有する伝導体バンド構造が効
率向上に有効であることが実証できた（Fig.2）。本研
究プロジェクトにおいて、高効率化にはヘテロ界面電
荷再結合密度の低減、およびスパイクバンド構造が有
効であることを実証できた。本研究の成果はヘテロ界
面構築が困難なペロブスカイト太陽電池の高効率化に
特に有効である。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

Slow hot carrier cooling in cesium lead iodide perovskites
Qing Shen, Teresa S. Ripolles, Jacky Even, Yuhei Ogomi, Koji Nishinaka, Takuya Izuishi, Naoki Nakazawa, Yaohong Zhang, 
Chao Ding, Feng Liu, Taro Toyoda, Kenji Yoshino, Takashi Minemoto, Kenji Katayama, and Shuzi Hayase
Appl. Phys. Lett., 2017, 111, 153903, DOI: 10.1063/1.4991993

Colloidal Synthesis of Air-Stable Alloyed CsSn1-xPbxI3 Perovskite Nanocrystals for Use in Solar Cells
Feng Liu, Chao Ding, Yaohong Zhang, Teresa S. Ripolles, Taichi Kamisaka, Taro Toyod, Shuzi Hayase, Takashi Minemoto, 
Kenji Yoshino, Songyuan Dai, Masatoshi Yanagida, Hidenori Noguchi, and Qing Shen
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(46), pp. 16708-16719, DOI: 10.1021/jacs.7b08628

Highly Luminescent Phase-Stable CsPbI3 Perovskite Quantum Dots Achieving Near 100% Absolute Photoluminescence 
Quantum Yield
Feng Liu, Yaohong Zhang, Chao Ding, Syuusuke Kobayashi, Takuya Izuishi, Naoki Nakazawa, Taro Toyoda, Tsuyoshi Oha, 
Shuzi Hayase, Takashi Minemoto, Kenji Yoshino, Songyuan Dai, and Qing Shen
ACS Nano, 2017, 11(10), pp. 10373-10383, DOI: 10.1021/acsnano.7b05442
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研究課題名
革新的アニオン導電性高分子を用いた三相界面の
� 創製とアルカリ形燃料電池への展開

プロフィール

1996年　早稲田大学理工学研究科博士後期課程応用化学専攻修了　博
士（工学）。1996年-1999年　日本学術振興会特別研究員（早稲田大
学）、1999年 -2001年　日本学術振興会海外特別研究員（カナダ
McGill 大学）、2001年 -2009年　山梨大学クリーンエネルギー研究
センター助教授（准教授）、2009年-　同センター教授。専門は、機能
性高分子、燃料電池。
URL:www.clean.yamanashi.ac.jp

宮武 健治
Kenji Miyatake

研究メンバー

山梨大学グループ：宮武 健治、内田 誠、柿沼 克良、三宅 純平、秋山 良、横田 尚樹
ダイハツ工業グループ：	朝澤 浩一郎、坂本 友和、西野 英里子、岸 浩史、高野 葵、	

桑原 唯、小俣 卓也
大阪大学グループ：津島 将司、鈴木 崇弘
*所属・役職は2019年１月時点のもの

研究内容紹介

　アニオン導電性高分子を用いるアルカリ形燃料電
池は、卑金属触媒を用いることができるため次世代
燃料電池の本命として期待されています。本研究で
はアルカリ形燃料電池の高性能化・高耐久化の最重
要課題である、①安定なアニオン導電性高分子の開
発、②高性能な卑金属系電極触媒の開発、③反応場
を制御した三相界面の創製、に真正面から取り組ん
でいきます。具体的には、安定性を飛躍的に向上さ
せた共役系イオン交換基を導
入したブロック共重合型アニ
オン導電性高分子と、ナノカ
プセル法（界面活性剤が形成
する逆ミセル中で金属イオン
を還元して粒径が揃ったナノ
粒子を形成させる方法）を用
いて調製する卑金属ナノ粒子
触媒を組み合わせて電極触媒
層を作製します。電極触媒、
電子伝導性担体およびアニオ
ン導電性高分子の分布状態と
それらが接する三相界面をナ

ノレベルで三次元解析し、燃料の酸化反応や酸素の
還元反応が効率よく進行する電極触媒構造を明らか
にしていきます。最適化した電極触媒層とアニオン
導電性高分子薄膜を用いたアルカリ形燃料電池を作
製し、性能と耐久性の大幅な向上を図ります。単セ
ルでの性能・耐久性評価と並行してスタックの作製
と評価を行い、エネルギーの高効率利用システムと
して実証したいと考えています。
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研究成果の概要

　本研究ではアルカリ形燃料電池の性能と耐久性を
飛躍的に向上させることができるアニオン導電性高
分子の開発に最も注力しました。アンモニウム基を含
む親水部と含まない疎水部を精密に設計する独自の
手法を開発しました。特に、アンモニウム基の局所密
度を高め、高分子主鎖にフッ素を導入することによ
り、薄膜のナノ相分離構造を制御することが可能とな
り、アニオン導電率とアルカリ水溶液中での化学安定
性を両立した柔軟で強靭な薄膜とすることができま
した。このアニオン導電性高分子薄膜は、プロトン導
電性電解質膜の標準材料としてよく知られる Nafion

（パーフルオロスルホン酸高分子）に匹敵するイオン
導電特性を示すことも明らかにしました。

　環境制御条件での電流検出型原子間力顕微鏡によ
り、アニオン導電性高分子薄膜表面のイオン導電分
布を定量的に可視化することに成功しました。高アニ
オン導電性を示す薄膜のナノ相分離構造と分子構造
の相関を解明し、電極触媒層との界面におけるアニオ
ン導電パスとその分布が、燃料電池発電性能に大き
な影響を及ぼすことを見出しました。
　このアニオン導電性高分子薄膜を用いたアルカリ
形燃料電池で、ヒドラジン水溶液燃料を用いて
500mW/cm2を超える高性能と1000時間以上の
連続発電に成功しました。アルカリ形燃料電池の性
能・耐久性としては、世界最高レベルを達成すること
ができました。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1) N. Yokota et al., Macromolecules, 47, 8238-8246 (2014).  2) K. Asazawa et al., J. Phys. Chem. C, 118, 25480-25486 

(2014).  3) H. Ono et al., J. Mater. Chem. A, 3, 21779-21788 (2015).  4) M. Hara et al., Langmuir, 32, 9557-9565 (2016).  

5) H. Ono et al., J. Mater. Chem. A, 5, 24804-24812 (2017).  6) A. Mahmoud et al., Macromolecules, 50, 4256-4266 (2017).  

7) A. Mahmoud et al., J. Mater. Chem. A, 6, 14400-14409 (2018).  8) R. Akiyama et al., Macromolecules, 51, 3394-3404 

(2018).  9) K. Miyatake et al.,  Bull. Chem. Soc. Jpn., 91, 1495-1497 (2018).  10) M. Ozawa et al., ACS Omega, 3, 16413-16419 

(2018). など
・特許
1）	横田	尚樹ほか、特許6049212.	2）宮武	健治ほか、特許6162179.	など
・受賞
宮武	健治、ドイツイノベーションアワード「ゴットフリードワグネル賞」秀賞



Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
・
研
究
チ
ー
ム
紹
介　

２
期
生

21

研究課題名
エネルギー変換計算科学による
� 相界面光誘起素過程の設計

プロフィール

1982年　京都大学大学院工学研究科石油化学専攻博士課程修了	工学
博士。1982年 -1984年　日本学術振興会海外特別研究員（カリフォ
ルニア大学バークレイ校）。1984年 -1991年　分子科学研究所助手。
1991年 -1994年　基礎化学研究所主任研究員。1994年 -1997年		
東京大学工学部応用化学科助教授。1997年 -　東京大学大学院工学系
研究科化学システム工学専攻教授。
趣味：テニス、合気道、ダイビング

山下 晃一
Koichi Yamashita

研究メンバー

研究内容紹介

　地球温暖化を抑制するための低炭素社会構築に加
え、原発事故に伴うエネルギー危機を回避するため
にも新規エネルギーの開発が急務になっています。
　本研究では、次世代エネルギーとして注目
されている太陽光エネルギーの利用拡大のカ
ギを握る技術を“相界面光誘起素過程”の観
点からとらえ、理論化学・計算化学により解
析します。それぞれの技術で求められている
相界面光誘起素過程の制御と最適化につい
て、エキシトン・ダイナミクス、バンド・エ
ンジニアリングといった電子構造論・反応論
に基づいた分子レベルでの基礎学理に基づい
てアプローチします。さらに超高速計算に基
づく計算科学と実験検証による実証プロトコ
ルの構築により、高機能相界面を探索・創出
します。エネルギー変換技術として有機系太
陽電池と光触媒反応を取り上げ、有機高分子、
遷移金属酸化物、Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体、カー
ボンナノチューブ、グラフェンを基礎材料と
して相界面を構築し、相界面構造、不純物ドー

ピング、構造欠陥等の複合的要因を制御、最適化す
るためのエネルギー変換計算科学を推進します。

久保 貴哉

東京大学
先端研
材料科学

大北 英生

京都大学
工学研究科
分光学

廣瀬 靖

東京大学
理学系研究科
固体化学

村岡 梓

日本女子大学
理学部
計算分子科学

辨天 宏明

奈良先端科学技術大学院大学
物質創成科学研究科
高分子光電子機能

*所属・役職は終了時点のもの
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研究成果の概要

【有機薄膜太陽電池】
　「エキシトンの生成と解離」の観点から、ドナー／
アクセプター有機材料界面において、エキシトンが非
局在した分子軌道間に光生成され、光誘起双極子
モーメントが大きくなることで、短絡電流密度および
変換効率が大きくなることを見出しました。また大規
模理論計算に基づいてhot processの電荷分離経路
を理論的に解明し、hot process がエキシトン解離
の主経路であることを過渡吸収実験から実証しまし
た。さらに、nmから数十nmにおける相分離構造が
光電流生成に与える影響について、粗視化 Monte 
Carlo法と電流計測原子間力顕微鏡観察によりp/n接
合界面では正孔輸送性が低く電子受容分子が正孔輸
送を阻害していることを明らかにしました。

【ペロブスカイト太陽電池】
　多体摂動論によって電子−フォノン相互作用を取
り扱い、ぺロブスカイト型太陽電池材料の「光生成キ
ャリア緩和のメカニズム」を明らかにしました。また
第一原理分子動力学計算により電子構造の時間変化

を追跡し、VBM、 CBMの波動関数が時々刻々、空間
的に隔たって局在する様子を見出しました。このこと
が有機無機ペロブスカイトの電子的特性である、「光
生成キャリアの再結合」が抑制される要因ではないか
と考えられます。

【水分解光触媒】
　可視光応答可能な触媒材料として有望な（GaN）1-x

−（ZnO）x混晶系のエキシトン生成過程について第一
原理計算に基づき、Zn-N結合による可視光吸収機構
を提唱し、反応性パルスレーザー堆積法やスパッタリ
ング法により高品質な単結晶薄膜を合成し、分光測定
を用いて理論計算の検証を行いました。さらに水分解
光触媒の有力な材料と期待されている d０ 型・d10型
の化合物半導体について、電子構造および結晶構造
と化合物固有のキャリア緩和の関連を理論的に予測
し、高効率水分解光触媒材料設計に資する知見を得
ることができました。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

M. Fujii, W. Shin, T. Yasuda, and K. Yamashita, Phys. Chem. Chem. Phys., 18, .9514 (2016).

E. Kawashima, M. Fujii, K. Yamashita, Phys. Chem. Chem. Phys., 18, 26456 (2016).

M. Osaka, H. Benten, H. Ohkita, S. Ito, Macromolecules, 50, 1618 (2017).

・受賞
　山下晃一、第６回分子科学会賞	（2015年９月）
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研究課題名
超低摩擦機械システムのための
� トライボ化学反応を制御したナノ界面創成

プロフィール

1990年 東北大学 大学院工学研究科機械工学専攻修士課程修了。
1990年－2011年 東北大学 助手、講師、助教授、准教授、2011年－
2015年 東北大学 大学院工学研究科ナノメカニクス専攻 教授、2016
年－同機械機能創成専攻 教授、工学博士。2002年－2003年 英国ケ
ンブリッジ大学	客員研究員、2010年 フランス国立中央理工科大学院
リヨン校	客員教授、2004年－東北大学 機械系トライボベーストデザ
イン研究センター センター長。
専門分野：トライボロジー
趣味：サッカー、独楽、摩擦教材 足立 幸志

Koshi Adachi

研究メンバー

久保 百司

東北大学
金属材料研究所
教授
計算化学

杉村 丈一

九州大学
工学研究院
教授
水素工学

上坂 裕之

岐阜大学
工学部
教授
プラズマ理工学

研究内容紹介

　機械のエネルギー損失の多くを占めている「摩擦」
を大幅に減少させるための研究を行います。摩擦は、
個別の材料自身の特性ではなく、環境や摩擦条件な
ど数多くの因子によって敏感に左右される特性であ
るため、低摩擦界面を理論的に設計することは困難
であると認識されています。これに
対し本研究では、代表者らが見出し
ている摩擦時の化学反応によって
自己形成される種々の超低摩擦ナ
ノ界面に着目し機械のみならず材
料、化学、物理の視点から摩擦によ
り誘起されるトライボ化学反応を
解明し制御することによりに超低
摩擦を実現するナノ界面層の創製
を目指します。
　ナノ界面創成グループ、計算化学
によるトライボ化学反応の設計グ
ループ、高精度摩擦表面の作製グ
ループ、高純度環境を利用した高精
度計測グループを組織し、①低摩擦
発現ナノ界面構造およびトライボ

化学反応、②トライボ化学反応によるナノ界面の形
成・創製機構、③ナノ界面による低摩擦発現機構を
解明し、その知見を基礎に低摩擦発現のためのトラ
イボ化学反応制御技術・ナノ界面最適化技術の開発
を行います。

超低摩擦機械システムのためのトライボ化学反応を制御したナノ界面創成

高純度環境を利用した
高精度計測

高精度
摩擦表面の作製

計算化学による
トライボ化学反応の

設計

科学的追求
Science アプローチ

表面ﾃｸｽﾁｬ制御

ﾅﾉ構造制御

摩擦発熱制御

摩擦帯電制御

表面自由ｴﾈﾙｷﾞ制御

ナノ界面
最適化技術

トライボ化学反応制御

工学的追求
Engineering Science アプローチ

20 nm

超低摩擦ナノ界面創成

ナノ界面
最適化設計

科学的追求
Science アプローチ

工学的追求
Engineering Science アプローチ

* 所属・役職は2019年1月時点のもの
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研究成果の概要

　摩擦現象を「摩擦界面における化学反応」と捉え、
トライボ化学反応の視点から超低摩擦の発現原理を
解明し、その理論限界を実現するための技術開発に
より、エネルギーの利用効率を極限まで高めた超低
摩擦機械システムの構築を目指しました。中でも従
来経験的に扱われていた摩擦初期のなじみ現象をト
ライボ化学反応の視点から科学的に着目し、明らか
にした定常状態時の摩擦面形成の基本原理に基づく
低摩擦発現ナノ界面形成技術を提案し、以下2つの
低摩擦システムの可能性を実証しました。

【炭素系硬質薄膜を用いた低摩擦発現ナノ界面の継
続的自己形成による大気中低摩擦システム（図1）】
　大気中に存在する水分及び酸素とのトライボ化学
反応の積極的な利用により新規開発した炭素系硬質
薄膜が低摩擦発現界面を自己形成させ得ることを明
らかにし、従来不可能であった高湿度下での超低摩

擦発現に成功しました。この基本原理に基づけば、
特別な潤滑剤を用いることなく機械機器が稼働する
環境を利用した「超低摩擦発現ナノ界面の継続的自
己形成に基づく安定した低摩擦発現技術」が可能と
なることを実証しました。

【新規薄膜及び表面テクスチャを用いた低摩擦発現
ナノ界面の継続的自己形成による水中低摩擦システ
ム（図2）】
　ケイ素系材料と水とのトライボ化学反応を実験及
び計算により明らかにし、超低摩擦を発現させるた
めの理想的ナノ界面を形成する表面テクスチャ及び
コーティングを開発しました。これらにより水中境
界潤滑下において10000分の1の極めて低い摩擦
係数を発現し得るナノ界面の継続的自己形成に成功
しました。 

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

N. Yamada, T. Watari, T. Takeno, K. Adachi, Tribology Letters, 65: 27, 2017 他
・受賞
　上坂裕之，日本機械学会東海支部研究賞，日本機械学会東海支部（2015.3.13）
　久保百司，日本コンピュータ化学会学会賞，日本コンピュータ化学会（2015.5.29）
　杉村丈一，Excellent	Paper	Award,	Taiwan	Society	of	Tribology	Technology（2016.11.6）
　足立幸志，日本機械学会機素潤滑設計部門業績賞，日本機械学会機素潤滑設計部門（2018.4.23）
　山田脩裕，渡友美，竹野貴法，足立幸志，The	Best	Paper	Award,	日本トライボロジー学会（2018.5.22）　他

Ball/Disk: Si3N4/New carbon coating
Load: 0.4 N
Sliding speed: 252 rpm
Ambient air 

Temp. 24.1～27.9 oC, 
Humidity: 21～32 %RH

Temp. of specimen: 80 oC

Si3N4

Si3N4Si3N4

New coating

Si3N4

Friction

C

H

1 GPa

Hydrogenated 
DLC

Hydrogenated 
DLC

Formation of
H2 molecule

新規開発
コーティング

SiC Disk

5 nm

SiC

SiC

Ball: SiC
Disk: SiC Bulk, SiC-DLC coated

Load: 1-20 N
Sliding velocity: 5-1000 mm/s

In water

In water
Load: 1-20 N

Sliding velocity: 5-1000 mm/s

SiC / SiC

SiC / New coating

SiC

図１

図２
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研究課題名
相界面制御法による極低反射率の達成と
� 結晶シリコン太陽電池の超高効率化

プロフィール

1984年　京都大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了　理
学博士。1984年－1986年　米国ペンシルバニア大学物理学科博士研
究員。1986年－1987年　松下電子工業京都研究所研究員。1987年
－1990年　大阪大学基礎工学部助手。1990年－1998年　大阪大学
基礎工学部助教授。1998年－現在　大阪大学産業科学研究所教授。
専門分野：半導体材料・プロセス、半導体物性
趣味：水泳、ジョギング、旅行、音楽鑑賞

小林 　光
Hikaru Kobayashi

研究メンバー

研究内容紹介

　結晶シリコン太陽電池は、市販太陽電池の85％以
上を占める最も重要な太陽電池です。太陽電池の研
究開発での最重要課題は、単なる高効率化ではなく
発電コストを低減できる技術の開発です。
　本プロジェクトでは、「相界面制御法」という新規
技術を活用して低コストの下で結晶シリコン太陽電
池の超高効率化を行います。この技術では、過酸化
水素とフッ化水素酸の水溶液に浸漬しているシリコ
ンウェーハに白金触媒体を接触させるだけで、瞬時
に表面にシリコンナノクリスタル層が形成され、そ
の結果反射率が２％以下に極低化します。シリコン
ナノクリスタル層は量子サイズ効果で拡大したバン
ドギャップを持ち、可視光領域のフォトルミネッセ
ンスを発します。シリコンナノクリスタル層は大き
な表面積を持ちますが、本プロジェクトで開発した
PSG パッシベーション処理を施すと高い少数キャ
リアーライフタイムが得られます。さらに、シリコ
ンナノクリスタル層の特殊なバンド構造によって、
ナノクリスタル中で光生成した電子とホールが効果
的に分離されることが分かりました。したがって、
シリコンナノクリスタル層／結晶シリコン構造で

は、極低反射率による高い光電流と、高い少数キャ
リアーライフタイムによる高い光起電力を同時に達
成でき、太陽電池を超高効率化することができます。

井手 大介

新興製作所

機械工学

肥後 　徹

日新化成

無機材料化学

*所属・役職は2019年1月時点のもの
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研究成果の概要

　結晶シリコン太陽電池は、市販太陽電池の約90％
を占める重要な太陽電池である。太陽電池の研究開
発では、単に高効率化を目指すだけでなく、発電コ
ストの低減技術が重要である。我々は、相界面制御
法を開発して単純構造の結晶シリコン太陽電池の高
効率化を行い、発電コストの低減に資する技術を開
発すると共に、高効率化のメカニズムを解明した。
　相界面制御法では、3％以下の極低反射率シリコ
ン表面が得られ、反射防止膜を形成する必要がない。
しかし、莫大な表面積を持つシリコンナノクリスタ
ル層のため、表面再結合が起こる。再結合を防止す
る方法として PSG 法を開発し、それを用いて単純
構造の太陽電池で変換効率〜20％を達成した。ま
た、図1に示すように、300〜400nm の短波長領
域で80％以上の内部量子効率を達成した。
　シリコンナノクリスタル層は、粒界が存在しな
い連成した骨格構造を持っていることを見出した

（図2）。粒界がないために、シリコンナノクリスタ
ル層中での電子とホールの再結合が抑制されてい
る。シリコンナノクリスタルのサイズは、表面近傍
では小さく、深さと共に大きくなる結果、図3に示
す graded band-gap 構造を持つことがわかった。

シリコンナノクリスタル層中で生成したホールは、
この graded band-gap 構造中の電界で速やかにバ
ルク方向に移動し表面側への移動が抑制されるため
に、表面再結合が防止され、良好な太陽電池特性が
得られる。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1) D. Irishika, Y. Onitsuka, K. Imamura, H. Kobayashi, Solar RRL, 1 (2017) 1700061-1-4.

2) K. Imamura, D. Irishika, H. Kobayashi, , Prog. Photovolt. 25 (2017) 358-366.

3) K. Imamura, D. Irishika, H. Kobayashi, J. Appl. Phys. 121 (2017) 013107-1-5.

・	特許 :	特許第5698684号　登録日2015年2月20日　名称「半導体装置の製造方法、半導体装置の製造装置、半導体装置
並びに転写用部材」　発明者　小林光　権利人　小林光、株式会社KIT

図１　	相界面制御法で創製した＜シリコンナ
ノクリスタル層/結晶シリコン＞太陽電
池の内部量子効率

図２　	連成した骨格構造
を持つシリコンナ
ノクリスタル層

図３　	シリコンナノクリスタル層のgraded	band-
gap 構造

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

400 600 800 1000 1200

IQ
E

Wavelength (nm)

PSGパッシベーションあり

PSGパッシ
ベーションなし

5 nm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

??

?

+ +

+

シリコンナノ
クリスタル層

p-Si

価電子帯

伝導帯

フェルミレベル

n+-Si

光 ～1.7eV

1.1eV



Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
・
研
究
チ
ー
ム
紹
介　

３
期
生

27

研究課題名
セラミックスヘテロ層における
� 界面電磁場制御と熱エネルギー利用

プロフィール

1994年	早稲田大学・大学院理工学研究科	博士後期課程	中退、1994
年	早稲田大学	各務記念材料技術研究所	助手、1994年	東京大学	大学
院理学系研究科	物理学専攻	助手、2000年	科学技術振興事業団	さきが
け研究21（秩序と物性領域）研究者、2001年	東北大学	金属材料研究
所	助教授、2004年	物質・材料研究機構	ナノマテリアル研究所	サブグ
ループリーダ、2010年	物質・材料研究機構	国際ナノアーキテクトニ
クス研究拠点	グループリーダー
専門分野：ナノ光学材料、表界面物理学
趣味：漕艇、自転車、釣り 長尾 忠昭

Tadaaki Nagao

研究メンバー

研究内容紹介

　赤外輻射吸収現象の理解とその制御技術の開発
は、廃熱利用、地熱発電、産業用熱加工エネルギー、
住宅冷暖房エネルギーの削減などと結び付き、地球
規模での CO2削減と新エネルギー開発を推進する上
での最重要課題のひとつです。そこで、本研究課題で
はセラミクス・ガラスのナノ薄膜をベースに、高い熱
線遮断特性や熱吸収特性を持つコーティング材料、
高効率な赤外線フィルタリング特性や輻射特性をも
つ材料を開発するための
学理・方法論を構築しま
す。例えば、セラミクス、
ガラス薄膜やその界面に
発現するシートプラズモ
ンと極性フォノンとの混
成効果を利用し、これら
が効率良く赤外電磁場と
相互作用するようナノ界
面と微細構造とを内包さ
せた赤外電磁場応答材

料を開発します。そして、これらを省エネ遮熱窓材や
高効率ヒーター、熱センサー、熱電変換デバイス等へ
と応用するための指針や、実用化のための基盤技術
の確立を進めます。元素戦略的な観点からの材料探
索も進め、それらを用いた赤外波長選択性と高効率
な熱輻射・吸収機能をもつ、新しい熱エネルギー変換
材料・デバイスの創成に挑戦し、低炭素化社会実現に
資するナノ材料工学の開拓を目指します。

研究代表者：　長尾	忠昭（物質・材料研究機構	MANA	グループ長）
主たる共同研究者：　戸谷	剛（北海道大学大学院工学研究院	教授）
主たる研究参加者：　生田目	俊秀（物質・材料研究機構	MANAファウンドリ	総括マネージャー）
　　　　　　　　　　石井	智（物質・材料研究機構	国際ナノアーキテクトニクス研究拠点	MANA研究者）
　　　　　　　　　　櫻井	篤（新潟大学自然科学研究科	准教授）
　　　　　　　　　　近藤	良夫（日本ガイシ	産業プロセス事業部	サブマネージャー）
*所属・役職は2019年1月時点のもの
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研究成果の概要

　本研究では、物質内部の性質に由来する光・熱物
性と、物質相界面でのナノ構造制御による電磁場制
御の二つの側面とをリンクさせ、光エネルギーを完
全に熱エネルギーに変換する、あるいはその逆過程
を実現するための方法論とその利用方法の開拓を進
めました。ベースメタルや耐熱性の金属・合金、金
属性セラミックス、ドープ半導体のなかからプラズ
モニック材料として適した材料の開発を行い、そし
て、それらの相界面での分極や、界面に局在した電
磁波に起因する高効率な光熱変換現象や光電変換現
象を探求しました。例えば、太陽光を吸収し発熱す
るナノ粒子による水の蒸留、金に比肩する近赤外セ
ラミックス材料の室温合成法、波長幅0.05µmで高
効率発光する耐熱型の近赤外ヒーター、などを開発
しました。また、中赤外帯域で特定波長のみに応答

する、非冷却の分光型赤外線マイクロセンサーを開
発し、焦電型、熱電型、ボロメーター型の３タイプ
で0.05µm波長分解能を実現しました。汎用型積層
型赤外線センサーでは、0.02µmレベルの波長分解
能を持つセンサーも実現しています。これら試作し
たセンサーは、世界トップクラスの波長分解能を持
ち、実装時の熱設計最適化を改良することで、実用
化が見込めます。また、ハードウエアだけでなく、
物体の熱ふく射から温度や品質の判別もできる解析
アルゴリズムの開発も行いました。本研究の成果は、
工場ラインの品質モニタリング、薬品や爆発物の化
学センサー、微量ガスモニターや毒ガス検知システ
ム、燃焼診断、LiDAR、医療における呼気診断や秘
話通信など、用途に合わせた最適化を行うことで、
今後の応用展開が期待できるものです。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1) T. Yokoyama, Advanced Optical Materials, vol.4,pp.1987-1992, (2016)  2) M. Kumar, et al. ACS Photonics, vol.3, No.1, 

pp.43-50 (2016)  3) S. Ishii, et al., J. Phys. Chem. C, vol.120, No.4, pp.2343-2348 (2016),  4) M. Kaur, et al., ACS Sustain. 

Chem. Eng. 5, 8523 (2017).  5) T. D. Dao, et al., ACS Photonics, vol.3, No.7, pp.1271-1278, (2016).  6) S. Ishii, et al., APL 

Photonics, vol.2, pp.106103 (2017)  7) R.P. Sugavaneshwar et al., ACS Photonics 5, 814 (2018).

・特許
　1）長尾忠昭ほか，特願2018-100713,	国際出願PCT/JP2015/	72687　　2）石井智ほか，特願2014-264545
　3）長尾忠昭ほか，特願2017-216426　　4）長尾忠昭ほか，特願2017-213413,	国際出願PCT/JP2018/007737
　5）青木道郎ほか，特願2015-175068,	特願2016-207571,	特願2018-082171	

図１　	（左）開発した中赤外センサーの模式図。（右）メンブ
レン構造の例と、４波長型センサーの製作例。メンブ
レン構造にはアーム構造（お堀構造）を付け、断熱性
をより向上させる工夫を加えた。右のポラリトン表面
波共鳴のデバイスにより、約0.05	µmの波長分解能
を持ったセンサーを実現した。

図２　	高耐熱セラミックス材料で作成した積層型狭帯域赤
外光源（４種類の放射波長で実証）。0.05µmの波
長幅の赤外線を放射。
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研究課題名
海洋メタンハイドレート層のマルチスケール界面
� 輸送現象の解明と大規模メタン生成への展開

プロフィール

1983年　東北大学大学院工学研究科博士課程修了　工学博士。1983
年〜1989年　東北大学　流体科学研究所　助手。1988年〜1989年		
米国パデュー大学　客員研究員。1989年〜1997年　東北大学　流体
科学研究所　助教授。1997年〜2017年　東北大学　流体科学研究所　
教授。2017年〜　東北大学　流体科学研究所　客員教授
専門分野：熱工学
趣味：テニス、スキー、ゴルフ

圓山 重直
Shigenao Maruyama

研究メンバー

研究内容紹介

　二酸化炭素（以後CO２とする）をはじめとする地
球温暖化ガス削減は、世界規模での重要課題の一つ
です。
　海洋メタンハイドレート（以下 MH とする）は水
とメタンの化合物として日本近海の海底に大量に存
在しており、南海トラフなど日本近海の可採年数が
日本の全エネルギー消費量の約100年分
に相当すると言われております。我が国に
おけるエネルギー戦略として MH の採掘技
術の確立とその有効利用は重要な課題とな
ります。そこで我々は MH 層からメタンを
取り出し、洋上で発電し、地上へ送電し、
発電で生成された排熱とCO２をメタンハド
レート層に挿入してメタンを生産する新し
い発電システムを考案し、それが実現可能
であることを明らかにしてきました。
　MH を利用するためには、MH 層からメ
タンを抽出するメカニズムを解明する必要
があります。大規模メタン産出を実現する
ためには、MH 層の固・気・液ミクロ界面
現象を明らかにし、MH 層内のマクロス

ケール熱物質移動と化学反応のモデル化を行い、さ
らに実際のメガスケールの MH 層内メタン生成への
展開を行うことが必要です。このような海底下の高
圧 MH 層内のマルチスケール界面輸送現象を解明す
ることにより、新分野の相界面科学テクノロジーと
してグリーン・イノベーションに貢献していきます。

塚田 隆夫

東北大学
工学研究科
化学工学

伊藤 高敏

東北大学
流体科学研究所
地球・資源システム工学

新堀 雄一

東北大学
工学研究科
量子エネルギー工学

スミス リチャード

東北大学
環境科学研究科
化学工学

*所属・役職は2019年1月時点のもの
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研究成果の概要

　本研究は、日本近海に存在する国産エネルギー資
源メタンハイドレート（以下、MH）をエネルギー
源として利用し、二酸化炭素の低排出発電に向けた
MH 発電システムを実現するため、その基礎学理と
なる MH 層からメタンを抽出するメカニズムの解明
を行いました。
　発電システム効率評価および経済性評価を行い、
MH 貯留層からのメタンガス生産率を現状よりも増
進させる必要性があることを示しました。その上で、
MH を利用したエネルギーシステムを実現させるた
めに、メタンガス生産速度を向上可能なシステムの
一形態として、縦井戸式バッチシステムを考案しま
した。（図１）また高い生産速度を維持するためには
熱問題がボトルネックとなることを示し、実験およ
び数値シミュレーションモデルにて、MH 層の予熱
によりガス生産速度が向上することを示しました。

　メタンガス生産速度を議論するうえで、ガス生産
中に経時変化する地層の浸透率や、ガスの発生と氷
の生成に直接関与する解離メカニズムが重要となり
ます。解離メカニズムについて、解離プロセスにお
けるMH界面近傍の熱物質移動を評価しました。MH
とガスの固気界面における輸送現象を計測するため
に高速位相シフト干渉計の開発を行い、独自に生成
した薄膜MHを計測し、減圧により分解したMH界
面近傍の非定常密度変化を定量的に計測しました

（図２）。活性化エネルギーを仮定した数値計算との
比較の結果、分解現象は拡散律速でなく、反応律速
に近い状態であることが予測されました。
　本研究の成果は、基礎プロセスである固気液界面
現象の解明から発電システムの提案に至っており、
MH を国産エネルギーとして利用することへ貢献で
きるものと考えています。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

Chen, L. et al., Energy, 143, pp. 128-140, (2018).

Kanda, Y. et al., Int. Comm. Heat Mass Trans., 89, pp. 57-63, (2017).

Chen, L. et al., Energy, 126, pp. 256-272, (2017).

・特許
　圓山重直ほか，特願2017-37501およびPCT/JP2018/007201,	2017.
・受賞

Chen, L., 2018 AUTSE Young Scientist Award

図１．	海洋メタンハイドレートを利用した二酸化炭
素低排出発電の縦井戸式バッチシステム

図２．	メタンハイドレート解離における界面現象の高
速度可視化計測
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池田　勝佳 名古屋工業大学
材料科学フロンティア研究院 教授 構造規制相界面における重たい

フォトンの利用 P.33

伊藤　衡平 九州大学
大学院工学研究院 教授 高圧水電解三相界面における限界

物質輸送の実験的探究 P.35

喜多　浩之 東京大学
大学院工学系研究科（工学部） 准教授 SiC－MOSFETの抵抗損失低減の

ための界面制御技術 P.37

塩見　淳一郎 東京大学
大学院工学系研究科 准教授 ナノ構造界面を利用した環境親和型

熱電半導体の創成 P.39

柴田　直哉 東京大学
大学院工学系研究科 准教授 原子分解能電磁場計測電子顕微鏡法
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理工学部　能崎研究室

専任
講師

超低電力マグノンデバイスの基盤
技術創出 P.43

館山　佳尚
物質・材料研究機構
国際ナノアーキテクトニクス研究拠
点ナノシステム計算科学グループ

グループ
リーダー

第一原理統計力学による太陽電池・
光触媒界面の動作環境下電荷移動・
励起過程の解明

P.45

宮崎　晃平 京都大学
大学院工学研究科 助教 金属－空気二次電池可逆空気極

における三相界面 P.47

八代　圭司 東北大学
大学院環境科学研究科 准教授 高効率エネルギー変換に向けた

革新的イオン機能界面設計 P.49

保田　　諭 北海道大学
大学院理学研究院 准教授 自己組織化集合能による高触媒活性

サイトのプログラマブル合成 P.51

安田　琢麿 九州大学
稲盛フロンティア研究センター 教授 液晶半導体のメゾスコピック超構造

を活用した有機電子デバイスの開発 P.53

2017.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2017.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

2015.3
終了

* 所属・役職は終了時点のもの



第

２

期

生

内田　健一
物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研
究拠点

グループ
リーダー

スピン流を用いた革新的エネルギー
デバイス技術の創出 P.55 2018.3

終了

大久保　貴志 近畿大学
理工学部理学科 准教授 強誘電性配位高分子複合界面の

創製と光電変換素子への応用 P.57 2016.3
終了

小林　厚志 北海道大学
大学院理学研究院 准教授 自己組織化を活用した超ナノ結晶

人工光合成デバイスの構築 P.59 2016.3
終了

SANG	Liwen
物質・材料研究機構
国際ナノアーキテクトニクス研
究拠点（MANA）

独立
研究者

高効率光電変換デバイスの実現に
向けたⅢ族窒化物のマルチバンド
エンジニアリング

P.61 2016.3
終了

竹中　　壮 九州大学
大学院工学研究院 准教授 金属酸化物層での被覆を利用した

電極触媒の高機能化 P.63 2016.3
終了

津島　将司 大阪大学
大学院工学院 教授 電極相界面極限利用を実現する

高効率フロー電池 P.65 2016.3
終了

戸谷　　剛 北海道大学
大学院工学研究院 准教授 金属膜を持つ表面微細構造による

放射エネルギーの波長制御 P.67 2016.3
終了

冨岡　克広 北海道大学
大学院情報科学研究科 助教 新しい半導体固相界面による

新規グリーンデバイスの開発 P.69 2016.3
終了

中山　将伸 名古屋工業大学
大学院工学研究科 准教授

リチウムイオン電池電極材料の
セラミックス二相境界における
物質移動の動力学

P.71 2016.3
終了

二本柳　聡史 理化学研究所
田原分子分光研究室 研究員 埋もれた材料相界面研究のための

極限的非線形顕微分光法の開発 P.73 2016.3
終了

増田　卓也 物質・材料研究機構
先端的共通技術部門

主任
研究員

固液界面その場XPS測定による
酸素還元反応機構の解明 P.75 2016.3

終了

第

３

期

生

荒木　拓人 横浜国立大学
工学研究院 准教授

界面微細センサ開発とマルチスケール数値
解析による熱・物質輸送	－	電気化学反応
の連成現象の解明と最適界面構造設計

P.77

井上　　元 京都大学
大学院工学研究科 助教 カーボン導電剤とバインダーの構造制御

による電子物質輸送界面の高効率化 P.79

小野　倫也 筑波大学
計算科学研究センター 准教授 計算科学的手法による省電力・低損失

デバイス用界面のデザイン P.81

狩野　　旬 岡山大学
大学院自然科学研究科 准教授 金属―強誘電体界面で実現する

新形態触媒デザイン P.83

白澤　徹郎 産業技術総合研究所
物質計測標準研究部門

主任
研究員

相界面の動的構造観察のための波長
分散型表面Ｘ線回折計の開発と応用 P.85

長津　雄一郎 東京農工大学
大学院	工学研究院 准教授 飛躍的な石油増進回収のための

油水反応レオロジー界面の創成 P.87

長藤　圭介 東京大学
大学院工学系研究科 准教授 物質輸送と界面反応を最適にするための

電極微細構造のメソスケール制御加工 P.89

長野　方星 名古屋大学
大学院工学研究科 教授 多孔体内三相界面における

熱流動解析に基づく熱輸送革新 P.91

平山　朋子 同志社大学
理工学部 教授 超低摩擦摺動メカニズムの解明と

新規相界面の創成 P.93

松井　雅樹 神戸大学
大学院工学研究科 准教授 マグネシウムイオンを用いた電気化学デバイス

創成のための電極／電解質界面設計 P.95

2017.3
終了

2017.3
終了

2017.3
終了

2017.3
終了

2017.12
終了

2017.3
終了

2017.3
終了

2017.3
終了

2017.7
終了

2017.3
終了
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研究課題名
構造規制相界面における
� 重たいフォトンの利用

プロフィール

経歴：2002年	東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻　博士（工
学）。1997年より㈱フジクラ、㈶神奈川科学技術アカデミー研究員、学
振PD、理化学研究所　基礎科学特別研究員を経て、2006年より北海
道大学大学院理学研究院化学部門　講師。2008年より北海道大学大学
院理学研究院化学部門　准教授。2015年より名古屋工業大学大学院工
学研究科	教授。
研究分野：光物理化学。特に、機能性界面の構築およびその分光解析手
法に関する研究。
趣味：ダイビング
*プロフィールは終了時点のもの

池田 勝佳
Katsuyoshi Ikeda

研究内容紹介

　光エネルギーの有効利用は、エネルギー問題の解決に
おいて重要な課題のひとつです。太陽から地球に降り注
ぐ光エネルギーの量は莫大ですが、エネルギー密度が低
いため、光を効率的に捕まえる技術が不可欠です。また、
捕まえた光エネルギーを無駄なく電気エネルギーや化
学エネルギーに変換する技術も求められます。この点に
おいて、植物の光合成反応は極めて精密に制御された構
造を持つ最もよい光エネルギー変換システムの例とい
えます。そこで本研究では、光エネルギー変換の効率向
上に必要な機能性分子構造を明らかにし、精密に構造設
計された光機能性有機超薄膜の構築を目指して、電極表
面に機能性分子を３次元集積する技術を確立します。さ
らに、光と有機分子との相互作用を極限まで高めるため
に、自然界では用いられていない原理に基づく光捕集ア
ンテナの導入を図ります。これらの技術課題を達成する
ためのカギは、電極／光機能性分子層／光捕集アンテナ
の界面構造を制御できるかどうかにあります。界面では
電子やエネルギーのやり取りが行われるため、システム
全体の動作効率に大きな影響を与えます。本研究では、
原子レベルでの究極の界面構造制御を行い、光エネル
ギー変換システムのモデルを構築することで、将来的な
エネルギー自立型分子デバイス開発に資する基礎技術
の確立を目指します。分子集積による機能性界面の構築
は、各種の機能性ユニット分子を電極表面で自在連結す
ることで実現されるはずですが、このときユニット分子
間の相対的な位置関係や配向性が精密に制御されてい
ることが極めて重要です。そのため、有機超薄膜の土台
となる電極表面の原子配列を規制することが不可欠で
す。一方、光と有機分子との相互作用効率を高めるには、

光の性質そのものを変えてやる必要があります。光速で
自由空間を飛び回っている光は、本質的に物質との相互
作用が弱く、小さな色素分子がそのエネルギーを受け取
る確率は非常に小さいといえます。そこで、プラズモニ
ックな光捕集アンテナを用いて、光を重たいフォトンと
して捕まえ、電極表面に集めれば、有機分子との相互作
用効率が飛躍的に高まると期待されます。しかし、この
ような光捕集アンテナは原理的にナノサイズの大きさ
を必要とします。したがって、光捕集アンテナを導入し
た電極では、その表面原子配列を規制することが極めて
困難となり、機能性分子システムとの併用が困難でし
た。本研究では、図に示すような構造の光捕集アンテナ
によって問題解決を図り、光−化学エネルギー変換の高
効率化に必要な原理原則を明らかにします。
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研究成果の概要

プラズモン共鳴によって光を電極界面のナノ空間に
集めることは、レンズでの集光とは全く異なる意味合い
を持ちます。例えば有機太陽電池では、光吸収層の光学
厚さと電荷分離界面の表面積を同時に確保するため、バ
ルクヘテロ構造が利用されています。プラズモン共鳴に
よって界面で光を捕まえれば、光吸収と電荷分離を同じ
場所で起こすことが出来るため、無駄な電荷輸送損失を
抑えた高効率光デバイスの実現が期待できます。また、
回折限界を超えたナノ空間に光を集めることで、受光面
内に他の機能性部位を集積する余地が生まれ、ナノス
ケールの光デバイス実現に繋がります。しかし、プラズ
モン共鳴の利用は、光学応答の増強に対しては非常な成
功を収めている一方で、光電流や化学エネルギーへの変
換を含む複雑な系に対しては、多くの課題を抱えていま
した。本研究では、環境の光で駆動する省エネルギーな
ナノスケールデバイス開発に向けて、光機能性分子層と
プラズモン共鳴型光捕集アンテナの融合に不可欠な課
題解決に取り組みました。

光捕集アンテナについては、有機超薄膜へ光エネル
ギーを送り込むのに最適な構造について、電磁気学的な
理論設計と実験的検証を行い、共鳴波長の制御技術を確
立しました。また、発生した光電流の効率的取り出しに

は、光捕集アンテナを経由する逆電子移動防止が不可欠
であることを明らかにしました。

機能発現を担う分子層の設計においては、分子集積技
術の開発と電子移動高速化の方法論開発に取り組みま
した。前者においては、単分子膜をナノドット化する全
く新しい方法を開発し、機能集積化への道筋をつけるこ
とに成功しました。また、分子デバイス全般の課題であ
る電子移動抵抗の低減に関して、電極と分子層の界面抵
抗が大きな問題であることを定量的に明らかにし、共鳴
トンネリングによる界面抵抗の低減方法を見出しまし
た。

開発した光捕集アンテナによる光エネルギー変換効
率向上については、１電子移動反応と２電子移動反応の
それぞれについて実験的検証を行いました。本研究のア
ンテナ構造が、光化学反応の効率向上に効果的であるこ
とが定量的に示されました。特に、反応中間体の寿命と
電子励起頻度の関係が反応効率に影響する多電子多段
階反応については、光の濃縮効果が強く期待される結果
が得られました。本研究で開発した技術の全てを統合す
ることで、高効率な光エネルギー利用が可能な新規分子
性ナノデバイスの実現が期待されます。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表：

K. Ikeda, Y. Takeuchi, K. Kanamaru, S. Suzuki, K. Uosaki, J. Phys. Chem. C, 120, 15823-15829 (2016); S. Sato, K. Uosaki, K. 

Ikeda, et al., J. Phys. Chem. C, 120, 2159-2165 (2016), selected for the front cover; K. Ikeda, N. Fujimoto, K. Uosaki, J. Phys. 

Chem. C, 118, 21550-21557 (2014), selected for the front cover; J. Hu, M. Tanabe, J. Sato, K. Uosaki, K. Ikeda, J. Am. Chem. 

Soc., 136, 10299-10307 (2014), selected for the front cover and highlighted in Spotlights; K. Ikeda, S. Suzuki, K. Uosaki, J. 

Am. Chem. Soc., 135, 17387-17392 (2013); K. Ikeda, K. Takahashi, T. Masuda, H. Kobori, M. Kanehara, T. Teranishi, K. 

Uosaki, J. Phys. Chem. C, 116, 20806-20811 (2012)



さ
き
が
け
・
研
究
者
紹
介　

１
期
生

35

研究課題名
高圧水電解三相界面における
� 限界物質輸送の実験的探究

プロフィール

■	福岡（博多）で生まれ育つ。日本語、英語ともに苦手であるが博多弁
は堪能。
■	九大、東工大、豊橋技科大そして九大に戻る。この間熱工学、放電化
学、電気化学を基礎とするシステム、計測・観察に関わる研究に従事。
■	好きな映画、本、歌は、ニューシネマパラダイス、彼の生き方、ロー
ズ。意外とロマンチスト。
■	趣味はビールをおいしく飲むためのテニス。絵を描くこと。授業中、
黒板に描くポンチ絵は分かりやすいと学生に好評！？

*プロフィールは終了時点のもの 伊藤 衡平
Kohei Ito

研究内容紹介

　水素エネルギーは低炭素社会の「一」の担い手となり
ますが、二次エネルギーであるが故、水素エネルギーす
なわち水素ガスの効率的な製造が必須となります。種々
の水素製造法のなかで、将来的には、再生可能エネル
ギー起源の電力による水電解が水素ガス製造の主流に
なると考えられます。更に、エネルギー密度の観点から
言えば、単なる水素ガス製造では不十分で、40MPaな
ど高圧の水素ガスの製造が必須となります。従って「常
圧の水から高圧水素ガスの製造」までがいわゆる水素製
造の範疇となります。高圧水素製造プロセスとして、固
体高分子形水電解（SPWE）を共通の要素にして、二つ
の経路が考えられます。常圧の水を電解して水素ガスを
生成し、これを圧縮機で昇圧する方法。他方は常圧の水
をポンプで昇圧し、高圧下で水電解して直接高圧水素ガ
スを製造する方法です。熱力学的には必要となる動力は
両者同じですが、高圧水電解の経路が実質的に有利で
す。高圧水電解の経路では保守性などに課題を残す圧縮
機が不要で、ガス乾燥に要するエネルギーが小さく、一
方で常圧水電解の経路では圧縮機を必要とし、ガス乾燥
コストが相対的に大きくなります。このように高圧水電
解の経路が優れると理解できますが、高圧であるが故発
生するガスの透過の問題が指摘されています。透過の問
題とは、生成した高圧水素ガスが高分子電解質膜（PEM）
を透過して無駄となる問題です。条件にもよりますが、
電流効率相当でガス透過分が10％にも達します。ガス
透過を抑制するには、水素ガス気泡がカソード極から速
やかに離脱することが必要です。更には、実用化を睨ん
だ SPWE の高電流密度運転に対応するために、IR 過電
圧や濃度過電圧を一層低減する必要もあります。IR過電
圧の低減は高分子電解質膜の薄膜化、濃度過電圧の低減
は酸素ガス気泡のアノード極からの離脱促進が有効で
す。以上問題をまとめますと、薄膜化の進む PEM への
ガス透過の抑制には水素ガス気泡のカソード極からの
離脱促進、濃度過電圧の低減には酸素ガス気泡のアノー
ド極からの離脱促進が有効です。ガス気泡の電極からの
離脱促進が共通の課題であることが分かります。この課
題に対し、先ず、ガス気泡の起点となる電極、すなわち

「ガス気泡」、「ガス排出などの目的で流される水」、「触

媒層を構成する白金などの固体」から構成される三相界
面に着目しました。三相界面からガス気泡を速やかに離
脱させることができれば、透過流量は低減して電流効率
が向上し、濃度過電圧が低減して電圧効率が向上しま
す。「三相界面からのガス気泡の離脱を促進する」ため
には三つの効果が活用可能です。すなわち①対流効果、
②ぬれ性効果、③浮力効果、です。以上の着想のもと本
研究では「対流」「ぬれ性」「浮力」の三つの効果を実験
的に調査し、これらの効果導入に伴うポンプ動力増大な
どのトレードオフも考慮しながら、ガス離脱促進の視点
から高圧水電解装置の設計、運転指針を確立します。具
体的には三相界面近傍を可視化できる高圧水電解セル
を設計、製作、運転し、ガス気泡を可視化観察し、透過
流量、過電圧を計測して三つの効果を個々に検証、定量
化し、高圧水電解の設計・運転の最適点を抽出します。
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研究成果の概要

対流、及びぬれ性の効果によりカソード電極からの水

素ガス気泡の離脱を促進することで高圧水電解セルにお

けるクロスオーバーを抑制して電流効率を向上する。こ

の目的のために可視化観察やモデル解析を駆使してこの

二つの効果を定量化、最適化し、高圧水電解の設計・運

転指針の構築に寄与する。このような方針のもと、2 

MPa級の①可視化水電解システムを構築し、②対流効果

の検証、③ぬれ性効果の検証を実施したので報告する。

①可視化水電解システムの構築では、可視化窓・O リ

ング組込み、水循環ポンプ、流量計などの適正化により、

高圧かつ少量（10Ncc/min）の生成水素ガスを定量検

知、また水素ガス気泡の挙動を把握できるようにした。構

築したシステムは数 % の電流効率変動、関わるクロス

オーバー増減を定量評価可能で、以下に示すような運転、

材料パラメーターと電流効率との因果関係を気泡挙動も

介して説明付けできるようになった。

構築したシステムを用いた①対流効果の検証では、カ

ソードの水の対流による水素ガス気泡の離脱促進を、可

視化観察とともに検証した。PEMにテフロン補強された

Nafion324を使用し、多孔質給電体に SUS316L メッ

シュを使用し、温度約30℃、カソード圧力0.3〜2 MPa、

電解電流密度0.33A/cm2の条件で水電解セルを運転し、

カソードに水を流すことで電流効率が図のように5 % 上

昇することが分かった。別途実施した力学的モデルの解

析とともに、対流効果が発生した水素気泡の流路への離

脱性を高め、クロスオーバーを抑制し、効率を向上した

と説明できる。気泡観察からも、水の流量が大きいほど

気泡離脱周波数が上昇し、対流により電流効率が向上す

るとの裏付けを得た。

②「ぬれ性効果」の検証では、ぬれ性が異なる二つの

多孔質給電体を用いた。親水側の給電体としてカーボン

ペーパーに酸化チタンを塗布したもの、撥水側のそれと

してカーボンペーパーを用いた。高圧では効果が薄いが、

比較的低圧の0.3 MPa では撥水側に比べて親水側で電

流効率が2 %向上した。可視化より親水側の場合に離脱

周波数が高いことが明らかで、親水側の給電体内部には

水が入りやすいことが分かった。このように水素ガス気

泡の離脱性が向上するため、ぬれ性が電流効率向上に寄

与できると考察できた。

以上から、本研究により2MPa までの圧力範囲にて、

対流効果で5%、ぬれ性効果では2% だけ電流効率の向

上を達成できた。また、対流効果に係わるポンプ動力は

無視できること、水素ガス気泡は流路エッジから発生す

るなどの知見も得ている。以上得られた成果、及び得ら

れた成果の実装展開と合わせて、当初設定した課題「低

炭素社会の構築に資する高圧水電解の性能向上」に一定

の貢献ができたと考える。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
1.	Kohei	 Ito,	Yusuke	Maeda,	Takuya	Sakaguchi,	
Akiko	 Inada,	and	Hironori	Nakajima,	 Impact	of	
Water	Flow	Rate	on	Current	Efficiency	 in	Solid	
Po l ymer	Wate r	E lect ro l y ze r	Unde r	2	MPa	
Condition,	ECS	Trans.	2014	64(3):	1019-1028

2.	Kohei	 Ito,	Yusuke	Maeda,	Takuya	Sakaguchi,	
Ak i ko	 I nada ,	Yuta	Tsuch i ya ,	and	H i rono r i	
Nakajima,	Analysis	and	visualization	of	water	flow	
Impact	on	hydrogen	production	efficiency	in	solid	
polymer	water	electrolyzer	under	high-pressure	
condition,	lnt.	J.	Hydrogen	Energy,	accepted.

図　対流（カソード水流量）が電流効率に及ぼす影響
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研究課題名
SiC －MOSFETの抵抗損失低減
� のための界面制御技術

プロフィール

2001年	東京大学大学院工学系研究科	化学システム工学専攻博士課程
修了、工学博士。同年	東京大学大学院工学系研究科	マテリアル工学専
攻助手。2007年	同専攻	講師、2010年より同専攻	准教授。現在は主
にCMOSデバイス応用へ向けた高誘電率ゲート絶縁膜物性制御と界面
制御、次世代Geトランジスタのための要素技術等、電子デバイスのた
めの材料とプロセス開発に関する研究を行っている。趣味は楽器演奏（サ
ックス）とジャズ鑑賞、天気のよい休日の自転車（街乗り）。
*プロフィールは終了時点のもの

喜多 浩之
Koji Kita

研究内容紹介

　パワーデバイスの素子性能の向上は、家庭電器から電

気自動車・変電設備に至るまで、電力の利用効率を大き

く向上させる技術です。SiC は、理論的には Si よりもは

るかにオン抵抗の小さな素子が実現可能になると期待さ

れます。近年、単結晶成長技術が進展し、いよいよ本格

的なパワーデバイス応用が開始されています。しかしな

がら、どんな電子デバイスであっても、その特性の向上

には、単に優れた物性を持つ材料の適用だけでなく、優

れた固相界面の形成が不可欠です。つまり実際に SiC で

素子性能を引き出すためには、SiC 用の優れたデバイス

プロセス技術を確立するという課題があります。SiC の

固相界面に対して適用されてきた従来のプロセスの殆ど

は、Si デバイスプロセスを模倣したものですが多くの問

題を抱えています。これはSiとSiCとでは界面反応には

大きな違いがあり、単にプロセス温度や時間を変えるだ

けでは整合しない点が多くあるからです。本研究では単

にSiプロセスの延長線上ではない、SiCのための新しい

デバイスプロセスを構築することを目指しま

す。特にスイッチング素子として期待される

MOSFET では、ゲート絶縁膜と SiC でつくる

界面の高品質化が大きな課題となっています。

界面に形成される多量の欠陥準位はチャネル

中のキャリアの散乱因子となり移動度を低下

させます。そこで本研究の第一のターゲット

は、この界面反応を緻密に制御した MOS 形成

プロセスを提案し、界面の高品質化と共にキャ

リア移動度の向上を実証することです。SiCで

通常行われている熱酸化プロセスでは、SiO2をつくると

同時に余剰な C の析出や混入を伴うなどの本質的な問題

があります。本研究では、SiC表面の酸化を抑えながら、

SiC との反応性を考慮した堆積絶縁膜と構造緩和した界

面を形成する、というコンセプトで新しいプロセスの設

計に挑戦します。一方、SiC 素子のオン抵抗のさらなる

低減のためには SiC へのコンタクト抵抗を低下させる技

術も重要です。そこで SiC と金属の界面の電子構造制御

が必要となりますが、ここでは意図的な界面反応の促進

が重要な役割を持ちます。これは、界面近傍で双極子が

形成されるほか、界面反応に伴う高密度な界面欠陥準位

がショットキー障壁を無効化する効果もあるからです。

そこで金属と SiC の反応過程を把握しつつ、その意図的

な制御を目指します。本研究ではこれらの検討に基づく

プロセスによって MOSFET を作製し、絶縁膜／SiC 及

び金属／SiC の界面制御の効果をデバイス特性の向上に

よって実証します。
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研究成果の概要

4H-SiCを熱酸化して得るSiO2について、膜厚を調整
しながら FTIR 測定を行ったところ、SiC との近傍に歪
んだ構造のSiOx界面層が見出された [1]。これはSi上の
熱酸化膜とも類似の特徴であり、SiC と SiO2の原子配
列の違いを緩和しながら成長する熱酸化特有の界面構
造である。「従来の熱酸化による MOS 界面」には問題
があるとはいえ、堆積膜へ置き換えるとこの熱酸化の恩
恵を利用できない。そこで熱酸化でありながらもC由来
の副生成物を抑制したプロセスを実現するのが理想的
である。SiC の熱酸化は、膜中を界面へ向かう O2の拡
散、界面での SiO2の形成反応、副生成物 CO の外方拡
散、の三段階が逐次的に進行することから、炭素の界面
蓄積の抑制には界面反応律速となることが必須である。
そこで種々の条件でのナノオーダー領域での成長過程
を系統的に調査し、速度論的観点から好ましい条件を抽
出した [2]。また、成長速度の活性化エネルギーの温度・
酸素分圧による違いを調べたところ、複数ある SiC と
O2の界面反応のうちで支配的となる反応が、条件によっ

て 入 れ 換 わ る こ と が 示 唆 さ れ た。高 温 で は
SiC+3/2O2→SiO2＋CO↑が有利となるが、低温では
SiO2＋Cの生成が優勢と推定され、COを外方へ拡散さ
せる観点からは高温での反応が望ましい。実際、FTIR測
定では低温酸化後の界面に残留する副生成物に由来する
ピークが検出されるが、高温酸化後には観察されない[3]。
以 上 の 議 論 に 基 づ い て 熱 酸 化 プ ロ セ ス を 設 計 し、
4H-SiC(0001) 上で MOS キャパシタを作製したとこ
ろ、理論的に期待される曲線からの乖離が殆どない容量
−電圧特性が実証された [4]。界面準位密度 Dit は伝導帯
から〜0.1 eVと浅い領域で〜1011 cm-2eV-1であり、典
型的なSi MOS界面と同水準へ低減されている。この成
果は、他元素で界面を修飾する処理を一切経ずとも、熱
酸化プロセスの設計だけで Dit の大幅な低減を実現した
ものであり、パワーデバイスの抵抗損失を低減する技術
として有望である。実際、試作した面内型 MOSFET で
従来のドライ酸化プロセスを上回る移動度を確認して
いる。

【本研究期間中の主な業績】
[1]	H.	Hirai	and	K.	Kita,	APL	103,	132106	(2013).	
[2]	R.	H.	Kikuchi	and	K.	Kita,	APL	104,	052106	(2014).
[3]	H.	Hirai	and	K.	Kita,	APEX	8,	021401	(2015).
[4]	R.	H.	Kikuchi	and	K.	Kita,	APL	105,	032106	(2014).
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研究課題名
ナノ構造界面を利用した環境親和型
� 熱電半導体の創成

プロフィール

2004年	スウェーデン王立工科大、PhD（in	Mechanics）。2004年
〜2007年	日本学術振興会特別研究員。2007年	東京大学大学院工学
系研究科機械工学専攻助教、2008年	同講師、2010年〜現在	同准教
授。2010年〜2011年マサチューセッツ工科大学客員研究員。
研究テーマ：熱電変換材料のフォノン・電子輸送、液滴の動的濡れ現象、
ナノ空間内の低次元流れ、炭素ナノ材料の熱物性、表面張力流の不安定性
専門分野：分子熱工学、界面流体力学、非線形力学
趣味：水泳、現代アート
URL：http://www.phonon.t.u-tokyo.ac.jp
* プロフィールは終了時点のもの

塩見 淳一郎
Junichiro Shiomi

研究内容紹介

　天然資源より得られるエネルギーの大半は排熱とし
て無駄になっており、持続的社会の実現に向けては、熱
エネルギーの再利用が大きな課題です。日本が技術を誇
る熱電変換材料はその解決に貢献し得ますが、エネル
ギー変換効率と費用対効果が低いことが問題となって
います。そこで本研究では、スケールアップ性及び合成
の簡易性を念頭に、ナノ結晶構造がランダムに分布・配
向したナノ構造化熱電変換素子の開発を行います。これ
によって、ナノ構造化材料内に豊富に存在する原子ス
ケール界面でのフォノンや電子の選択的界散乱・透過を
利用して、熱電変換効率の大幅な向上を目指します。ま
た、モジュール化に向けて、材料のメタライゼーション
によって生じる界面熱抵抗などの集積環境における抵
抗の低減も図ります。なお、材料開発においては、産業
への展開を念頭に、埋蔵量が多く、安全で、費用対効果
の高いバルク材料の開発に主眼を置きます。

　これらの実現に向けて、原子レベルの物理から素子性
能までを統一的に取り扱う熱電変換材料の性能予測
ツールを構築し、原理原則に基づいた材料設計を行いま
す。具体的には、これまでに開発してきた任意の単結晶
材料のフォノン輸送特性を第一原理に基づいて計算す
る手法を発展させて、界面におけるフォノン輸送も取り
扱えるようにします。さらに、それらを入力として、フ
ォノンのボルツマン輸送方程式に展開することで、電子
→原子→粒子モデル→連続体をシームレスに連成した
マルチスケール解析を実現し、ナノ構造化材料内の多岐
に渡るスケールの輸送特性を評価します。計算方法が第
一原理に基づくことで、電子状態計算より得られる電気伝
導率や熱起電力と一貫性のある解析が可能となります。
　以上のように、従来の経験的な開発手法に代わって、
原理原則に基づく開発手法の有用性を示すことで、材料
の探索範囲を広げ、新規熱電材料の創成を狙います。
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研究成果の概要

ナノ構造界面を利用した熱伝導率の制御を通じて、環
境親和型のナノ構造化バルク熱電変換材料の開発を行
った。経験則ではなく、フォノン輸送の微視的な物性お
よび制御性に関する原理原則に立脚して材料の設計指
針を導出するべく、解析技術、合成技術、物性評価技術
を三位一体として開発を進めた。

まず解析技術において、第一原理から求めた粒界内や
界面のフォノン輸送物性を入力として、フォノン・ボル
ツマン輸送方程式をモンテカルロ法によって解く手法
を開発した。これを用いて鉛カルコゲナイド単結晶の強
い調和性が熱伝導率を低減する機構を明らかにすると
同時に、非調和性の強い格子においても高い精度でフォ
ノン輸送物性を解析できることを示した。また、様々な
熱電材料の累積熱伝導率を計算し、それぞれをナノ構造
化する際に適切なナノ構造の種類を同定した。さらに、
合金系の解析にも展開することで合金化による熱伝導
率低減効果の予測を可能にした。異種元素間の相互作用
を考慮できるようになったことで、フォノンの界面透過
関数が計算できるようになり、界面熱コンダクタンスへ
の非弾性フォノン散乱の寄与を明らかにした。最後に、

以上を統合することによって、ナノ焼結体や析出体の熱
伝導率が予測できるようにし、粒径やその分布、界面構
造を通じて熱伝導率を制御する設計指針を示した。

以上を受けて、ボールミルによる粉砕やプラズマCVD
によって合成した数 nm〜数百 nm のシリコンナノ粒子
をプラズマ焼結することによってナノ構造化バルク材
料を作製した。その結果、熱伝導率の粒径への依存性は
解析から予測されたものと概ね一致した。次に、微視的
な視点に立った界面の制御を実践するべく、基板を焼結
によって接合した２次元モデル界面を作製し、時間領域
サーモリフレクタンス法によって界面熱コンダクタン
スを測定する技術を開発した。温度や表面処理を変えな
がら界面を接合することによって、界面構造を変化さ
せ、界面熱コンダクタンスとの因果関係を明らかにし
た。加えて、フォノン解析によって得られた界面熱コン
ダクタンスとバルク熱伝導率の関係をもとに、界面に酸
化膜を局所的に析出させることで大きな熱伝導率低減
が見込まれることを明らかにした。最後に、これらを実
践することによって、シリコン熱電変換材料の変換効率
を向上した。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表：	Oyake,	Sakata,	Shiomi,	Appl.	Phys.	Lett.,	106,	073102	(2015);	Sakata,	Oyake,	Nomura,	Higurashi,	
Shiomi,	Appl.	Phys.	Lett,	106,	081603	(2015);	Shiomi,	Ann.	Rev.	Heat	Transfer,	17,	177	(2014);	
Murakami,	Hori,	Shiga,	Shiomi,	APEX	7,	121801	(2014);	Aketo,	Shiga,	Shiomi,	Appl.	Phys.	Lett.,	105,	
131901	(2014);	Shiga,	Murakami,	Hori,	Delaire,	Shiomi,	APEX	7	041801	(2014);	Hori,	Chen,	Shiomi,	Appl.	
Phys.	Lett.	104,	021915	(2014);	Shiga,	Hori,	Shiomi,	JJAP.	53,	021802	(2014);	Murakami,	Shiga,	Hori,	
Esfarjani,	Shiomi,	Europhys.	Lett.	102,	46002	(2013);	Hori,	Shiga,	Shiomi,	J.	Appl.	Phys.	113,	203514	
(2013);	Yan,	et.al.,	Energy	&	Environmental	Science,	5,	7543	(2012);	

・受賞：	塩見淳一郎，文部科学大臣表彰（若手科学者賞）(2013.4).
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研究課題名
原子分解能電磁場計測電子顕微鏡法の
� 開発と材料相界面研究への応用

プロフィール

1973年島根県松江市生まれ。2003年東京大学大学院工学系研究科博
士課程修了。博士（工学）。2003年日本学術振興会海外特別研究員、米
国オークリッジ国立研究所客員研究員を経て、2004年東京大学大学院
工学系研究科総合研究機構助手、2007年助教、2011年より准教授。
専門は電子顕微鏡材料学、特に走査透過型電子顕微鏡法を用いたセラミ
ック材料界面の原子・電子構造解析に従事。
*プロフィールは終了時点のもの

柴田 直哉
Naoya Shibata

研究内容紹介

　近年、材料相界面を原子スケールから積極的に制御
し、太陽電池、熱電変換材料、蓄電池、圧電体、触媒、
パワーデバイス等のエネルギー材料の特性向上を目指
した研究が精力的に行われています。中でも、相界面を
原子レベルで制御する界面ドーピング制御、界面ダイ
ポール制御、極性界面制御などの手法が注目されていま
す。これらの相界面制御は、界面におけるポテンシャル
構造及びそれに伴う局所電磁場を原子スケールから制
御し、特異な界面機能を発揮させることに主眼が置かれ
ています。しかし、現状のナノ計測手法では相界面にお
けるポテンシャル構造や電磁場変化を局所的に捉える
ことは極めて難しく、的確な界面制御が行えているのか
を直接評価することは困難であると言わざるを得ませ
ん。そこで本研究では、近年高分解能化が目覚ましい収
差補正走査型透過電子顕微鏡法（STEM）をベースとし
て、STEM 信号検出系を高度に再構築することによっ
て、サブÅレベルに絞り込んだ電子線と試料内部の電磁
場との相互作用を高精度に計測することのできる新た
なナノ計測手法を開発します。
　具体的には STEM 検出器の検出面を複数分割し、検
出角度、位置に敏感な STEM 像を形成できる多分割検
出器を開発し（図１）、局所電磁場によって偏向された
電子線を選択的に検出することを可能にします。また、
理論計算法と組み合わせることで分割形状、分割数、画
像処理法等を電磁場計測に最適化することによって、メ
ゾスケールからナノスケール、さらには原子レベルの電
磁場を直接計測することのできるシステムを構築しま
す。これにより、材料相界面近傍のポテンシャル構造及

び電磁場変化をその原子構造と直接対比させて議論で
きる次世代の界面ナノ計測手法を開発します。更に、本
手法を実際のエネルギー材料・デバイス界面解析に応用
することによって、相界面における機能特性発現の本質
的なメカニズムを解明するとともに、新規エネルギー材
料創出に資する原子スケールからの相界面制御指針の
構築を最終的な目標とします。

図１：多分割STEM検出器の模式図
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研究成果の概要

本研究では、まず前半期に電池材料、磁性材料、パワー
デバイスなどの材料相界面解析に資する原子分解能電
磁場計測電子顕微鏡法を開発し、後半期にこの手法を積
極的に利用した材料相界面応用研究を行った。

研究前半期には原子分解能電磁場計測電子顕微鏡法を
実現するための多分割STEM検出器を開発し、世界で初
めて原子レベルの電場観察が可能であることを実証した

（図1、N. Shibata et al., Nature Phys., 2012）。また、
本手法を実際の相界面研究に応用できるレベルにまで
に高度化した。さらに、BF領域とABF領域の像の差分
像を形成することにより、軽元素コントラストを選択的
に増強する eABF 法の開発にも成功した (S.D. Findlay 
et al., Ultramicroscopy, 2014)。

研究後半期には、高効率エネルギー変換に資する様々
な材料相界面問題に本手法を積極的に利用した。その結
果、本手法は強誘電体局所電場構造解析、ヘテロ界面デ
バイス局所電荷密度分布解析、pn 接合界面内蔵電場解
析、磁性材料ドメイン構造観察、スキルミオン直接観察
等、様々なエネルギー材料・デバイス解析にこれまでの
STEM では得られなかった新規且つ重要な情報を与え
ることが明らかとなった。本研究により、世界に先駆け
てエネルギー相界面の局所電磁場計測法の開発に成功
するとともに、その真価を実際の材料相界面研究を通じ
て実証し、材料開発分野を計測から強力にバックアップ
する道筋を示した。また、本手法を単なる個別研究、特
殊手法に留めることなく世界中に広く普及することを
目指し、国内電子顕微鏡メーカーと密に連携することに
より製品化する道筋をつけることができた。

【本研究期間中の主な業績】
　1. T.-Y. Chang, N. Shibata et al., Nano Lett., 14, 134-138 (2014).

　2. S.D. Findlay, N. Shibata, et al., Ultramicroscopy, 136, 31-41 (2014).

　3. I. Sugiyama, N. Shibata, et al., Nature Nanotech., 8, 266-270 (2013). 

　4. R. Ishikawa, N. Shibata et al., Phys. Rev. Lett., 110, 065504 (2013).

　5. N. Shibata et al., Nature Phys., 8, 611-615 (2012).

・受賞	
　1.	柴田直哉	第15回サー・マーティンウッド賞　ミレニアムサイエンスフォーラム　2013.11.13.
　2.	柴田直哉	第六回　風戸賞、公益財団法人風戸研究奨励会	2013.2.23.
　3.	柴田直哉	平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　若手研究者賞　2012.4.17.

図１：	微分位相STEM法によるSrTiO3原子レベル	
電場観察（上）及び理論計算結果（下）。
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研究課題名
超低電力マグノンデバイスの
� 基盤技術創出　　

プロフィール

神奈川県厚木市出身。関八州の展望台といわれる大山（阿夫利山）を仰
ぎ見ながら育ちました。高校校歌にある「高きに憧れ、ながきを慕う」
をモットーに、物理学の研究生活に入り、磁性物理学・スピントロニク
スを研究分野としています。
夢はナノスケールかつ超強力な“永久”磁石を開発すること。
趣味はお酒と読書、特に山本周五郎作品を愛読します。
*プロフィールは終了時点のもの

関口 康爾
Koji Sekiguchi

研究内容紹介

　本研究では、光・熱・電磁信号からスピン信号への高
効率エネルギー変換機能および新規スピン機能界面を
創出します。半導体 IC の微細加工限界・熱限界を突破
し、革新的機能を創生するにはJoule発熱損が極小であ
るスピン信号、熱流をも利用できるスピン信号の活用が
必須です。スピン信号は強磁性／非磁性界面におけるキ
ャリア変換に支配され、これまで電子スピンへの変換が
試みられてきました。しかし、現在でも変換効率が極め
て小さく、スピントロニクス研究の爆発的成長に至って
いません。そこで本研究では、これまで注目されていな
かった、界面を超高速で伝搬する表面マグノンに着目
し、全く新しい概念である超低電力マグノンデバイスの
基盤技術を創出します。
　これまでの研究において、電磁エネルギーから生成さ
れた表面マグノンの実時間電気イメージング方法を確
立したことによって、表面マグノンは図１に示すように
理想的な Gauss 型シグナルを形成していることが明ら
かになりました。伝搬速度が13km/s、減衰距離は15
μm であり、表面によって励起振幅が変わるというユ
ニークな特徴（非相反性）を有しています。さらにマグ

ノンに対して電流注入を行うと、その伝搬速度・振幅が
増減できることが明らかとなりました。これらの性質は
高速信号輸送・低エネルギー損失を備えた能動素子原理
の可能性を意味します。このマグノンの高効率生成・伝
搬損失低減・および機能創成が挑戦目標です。
　表面マグノンは磁性材料表面に励起され、その生成効
率・伝搬特性などは表面電子状態に強く依存します。そ
こで磁性体を組み込んだ積層ナノ構造を作製して、表面
電子状態を“界面電子状態”として自在に変調する技術
を研究します。半導体 IC の高度積層ナノ構造化技術を
活用することで、高効率のマグノン変換の実現が期待で
き、CMOS 補償型素子の基盤技術へと発展が望めます

（図２）。表面マグノンは熱エネルギーによっても、光エ
ネルギーによっても生成されます。したがって、電磁エ
ネルギーによるマグノン変換・輸送過程を解明する本研
究は、原理的に光・熱エネルギーシステムへの応用が可
能です。半導体集積回路における熱流の活用、光電素子
の活用を探索し、新規スピン機能（スピン信号輸送・演
算）の基盤技術創出を目指します。

図１　	表面マグノンのガウス型信号波形と電流制御（j）の図。
注入電流の符号によってマグノン速度v の加速・減速、
マグノン振幅強度A の増幅・減衰が制御できる。

図２　	マグノン素子のIC埋め込み。（リング状の磁性回路によ
るマグノン素子は、IC の熱、配線の作る電流磁場を活
用できる）
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研究成果の概要

　本研究課題の前半では、マグノンデバイスを動作さ
せるため、マグノン制御に適用できる基礎現象の発見・
解明に取り組んできた。（1）マグノン伝搬特性やマグノ
ン論理演算などの基礎研究に十分な研究体制を確立し、

（2）面内磁化膜を使ってマグノン速度80％増大と（3）
多層膜界面によるアッテネーション機能を実現した。ま
た、（4）スピン波（＝マグノン）の位相干渉制御による
論理演算素子のプロトタイプ構築を実現し（図1、図2）、
基盤技術創出という大枠を形成することに成功した。

　研究後半では、論理演算素子プロトタイプの実現性
を広げるため、（5）ダウンスケールしたマイクロ細線に
おけるマグノン位相制御性を可視化することで研究し、

（6）中核となるマグノン信号増幅に取り組んだ。（5）に
ついてはマイクロ細線におけるマグノン密度検出によ
り、細線中央部で位相制御性が完全であることを観測し

（図3）、細線では反磁場によってマグノンが有効幅に閉
じ込められ、漏洩磁束を作らない可能性が観測できた。
これは今後のマグノンデバイス高集積化の問題に寄与
する成果である。（6）では強磁性金属、重金属、絶縁体
などの異種元素の組み合わせによるヘテロ界面を制御
することで、マグノン信号増幅5％を達成し、これまで
に強磁性単一層で得られていた0.1％マグノン増幅のお
よそ50倍の増幅効果を実現した。これらの結果により
界面制御によるマグノン制御の可能性を開拓すること
ができた。

図3　マイクロ細線におけるマグノン密度

図1　	スピン波の重ね合せを起こさせる「三端子素子」
の概念図

図2　観測された7GHz のスピン波の重ね合わせ状態

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

N. Sato, K. Sekiguchi, et.al, Appl. Phys. Exp. 6, 063001 (2013)

N. Sato, et.al, and K. Sekiguchi, Appl. Phys. Lett. 104, 032411 (2014)

N. Sato, et.al, and K. Sekiguchi, Appl. Phys. Exp. 9, 083001 (2016)

N. Kanazawa, T. Goto, K. Sekiguchi et.al, Scientific Report 6, 30268 (2016).

N. Sato, et.al, and K. Sekiguchi, J. Phys. D: Appl. Phys. (2017).

・プレスリリース
　" 磁気の波の重ね合わせを利用した新しい論理演算方式の原理を実証 "
　" スピン波を使った世界最高性能の位相干渉器の開発 "
・受賞
　H.27	文部科学大臣表彰	若手科学者賞
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研究課題名
第一原理統計力学による太陽電池・光触媒界面の
� 動作環境下電荷移動・励起過程の解明

プロフィール

1970年青森市生まれ。98年東京大学大学院理学系研究科博士課程修
了、博士（理学）。科学技術庁金属材料技術研究所、物質・材料研究機構
［NIMS］、ケンブリッジ大学（客員）、NIMS国際ナノアーキテクトニク
ス研究拠点［WPI-MANA］、JSTさきがけ（兼任）などを経て、11年
よりNIMS	WPI-MANAナノシステム計算科学グループリーダー。酸化
還元反応・固液界面反応の第一原理計算技術の開発と、それを用いたエ
ネルギー・環境問題への貢献に取り組んでいる。趣味は映画鑑賞。http://
www.nims.go.jp/group/nscs/
* プロフィールは終了時点のもの 館山 佳尚

Yoshitaka Tateyama

研究内容紹介

　物質・材料科学的観点からエネルギー・環境問題の解
決を目指す上で、電池・触媒の高機能化はもっとも重要
なターゲットです。これまでの多くの開発・改良研究に
より様々な電池・触媒が実用化されてきましたが、一方
でその電子・原子スケールでの反応メカニズムはまだよ
く分かっていないのが実状です。漸増する効率向上にブ
レークスルーをもたらすためには、電池・触媒の主要反
応場である固液界面の電荷移動（酸化還元）・光励起過
程に対して微視的理解に基づいた斬新なコンセプトの
提案が必要だと考えられます。
　本研究課題では、密度汎関数理論（DFT）レベルの電
子状態計算と統計サンプリング手法を様々な形で組み
合わせた、いわば「第一原理統計力学」計算技術を構築・
利用することにより、いまだ不明な点の多い動作環境

（室温・常圧）下における固液界面化学反応の微視的メ
カニズムを明らかにすることを第一の目標とします。具
体的には色素増感太陽電池（DSSC）、光触媒（PC）に
加えてリチウムイオン電
池（LIB）を主要ターゲッ
トに設定し、“動的でかつ
埋もれた”電極界面でどの
ような反応機構が支配し
ているのか、効率・耐久性
向上に向けてどのような
構造・システムが必要かと
いう問題に取り組んで行
きます。実際DSSCやPC
の解析では、エネルギー変
換・反応効率決定の主要因
である TiO2電極−溶液界
面の酸化還元過程（ラジカ

ル生成、分子分解等）の電子・原子スケール描像（図１）
が次第に分かってきました。またLIBに関しては電極付
近における様々な電解液の還元分解メカニズムが明ら
かになりつつあります。これらの研究をさらに推し進
め、包括的理解を目指します。
　さらに、酸化還元電位に基づく界面エネルギー変換の
学理構築にも取り組みます。変換・反応効率は、反応・
生成物の酸化還元電位、固液界面の電子準位・電気二重
層・過電圧等の様々な要因によって支配されます。これ
らの物理量を Marcus 理論・Blue-moon sampling 等
の統計力学手法と DFT を組み合わせて高精度自由エネ
ルギー解析を行い、その微視的描像をクリアにして行き
ます。最終的には様々な半導体・酸化物電極―水溶液・
非水電解液における固液界面エネルギー変換の一般的
描像を抽出し、それを土台として新しいコンセプトの界
面エネルギー変換機構を探索して行きたいと考えてい
ます。
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研究成果の概要

本研究課題では、エネルギー変換・貯蔵の重要な素過
程である酸化還元（電子移動）反応、固液界面反応に関
する新しい基礎学理の構築とそれを基にした新しい電
池・触媒材料の提案を最終目標に、（１）量子力学をベー
スにした先端的理論計算手法の開発及び「京」コンピ
ュータ等による高効率大規模シミュレーションの実践
と、（２）リチウムイオン電池 (LIB)、有機系太陽電池、
触媒内の微視的機構の解明・新コンセプト探索に取り組
んだ。
（１）については、密度汎関数理論（DFT）レベルの

電子状態計算と統計サンプリング手法を様々な形で組
み合わせた、「第一原理統計力学」計算技術を構築した。
例えばドナーとアクセプターの間の外圏型電子移動に
関する酸化還元物理量を定量的に求めることのできる
Marcus 理論をベースにした double QM/MM 法を開
発した。また Blue-moon ensemble 法と DFT 分子動
力学法を組み合わせた高並列反応自由エネルギー計算
プログラムを開発し「京」コンピュータを用いることで、
化学反応解析を従来の１０倍程度のスピードで行える
ようにした。
（２）については、主に LIB の微視的機構の解明に取

り組んだ。まず負極付近での電解液還元分解およびその

添加剤効果に関する新機構の発見を行った。さらにその
分解生成物の集積過程についても新たな機構を見出し
た ( 図上 )。これらは LIB の性能と安全性向上に重要な
役割を果たすと言われる電極−電解液界面の被膜（SEI
膜）の形成過程に対して重要な指針を与えている。また
新コンセプトである高濃度リチウム塩電解液の還元耐
性向上機構や高粘度液体中でも高速拡散が得られるメ
カニズムを明らかにした ( 図下 )。安全性に優れるが効
率が不十分といわれている全固体型LIBについては、そ
の重要課題である界面抵抗の起源について解析を行い、
Liイオンの空間電荷層の成長が主要因であることを理論
的に初めて明らかにした。このような微視的知見の集積
により、LIB内部の原子スケール描像がかなり明確化し、
二次電池の効率向上への有用な指針が提供できつつあ
ると考えている。他にも色素増感太陽電池、ペロブスカ
イト太陽電池、有機ホール伝導体、半導体電極触媒の主
に界面における反応機構の解明も精力的に進めた。この
ように理論計算手法開発と主に電池内界面分野の主要
課題への取り組みを通して、新しい界面電気化学の構築
と共に、実験家・企業との共同研究によるエネルギー関
連材料・システムの開発への実践に貢献した。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

　Z. Futera, Y. Tateyama et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 19530-19539 (2014).

　K. Ushirogata, Y. Tateyama et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 11967-11974 (2013).

　K. Sodeyama, Y. Tateyama et al., J. Phys. Chem. C 118, 14091-14097 (2014).

　J. Haruyama, Y. Tateyama et al., Chem. Mater. 26, 4248-4255 (2014).

　Y. Tateyama et al., J. Phys. Chem. C 118, 16863-16871 (2014).

・プレスリリース
　“京コンピュータを用いてリチウムイオン電池電解液の還元反応機構を解明”、2013/08/01
　“濃い液体が秘める新機能を発見、新世代の電解液へ”、2014/03/24
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研究課題名
金属－空気二次電池
� 可逆空気極における三相界面

プロフィール

【最終学歴】
2008年	京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻	博士後期
課程修了、博士（工学）
【研究歴】
2003年〜2007年	金ナノ粒子アノード触媒
2005年〜	アニオン交換膜燃料電池
2008年〜	金属－空気二次電池
2009年〜	亜鉛金属負極のデンドライト成長抑制
【専門分野】
電気化学、燃料電池、電極触媒、二次電池
【趣味】日本酒の酒蔵見学＋試飲
*プロフィールは終了時点のもの

宮崎 晃平
Kohei Miyazaki

研究内容紹介

　エネルギー問題を解決するために我々が取り得る効
果的な戦略は、いかに無駄なく効率よくエネルギーを生
産し、用いるかです。そのなかで再生可能エネルギーで
ある風力、潮力、地熱、太陽光などをエネルギー生産源
として活用することが期待されていますが、自然エネル
ギーは出力がコントロールできず、需要とマッチングさ
せることが極めて困難です。そこで必要とされるのが電
気エネルギーを化学エネルギーとして蓄えることがで
きる蓄電池（二次電池）です。蓄電池は低炭素社会を実
現するための切り札と期待されており、特に高容量な

“金属−空気二次電池”に熱い視線が注がれています。金
属−空気二次電池は、正極の電池反応に空気中の酸素を
用いる点が他の二次電池と異なり、電池内部に酸化還元
の元になる正極活物質を保持する必要がありません。そ
のため電池に充填する負極活物質の量を最大限まで増
やすことができ、電池の飛躍的な高容量化が可能です。
金属−空気二次電池の模式図を図１に示します。空気中
の酸素ガスを活物質として電極反応に用いるた
めには、数百μ m〜数 mm の厚みのある電極触
媒層中を酸素ガスが速やかに移動する必要があ
ります。また電気化学反応であるため、電子伝導
パスを通じた電子の移動と、イオン伝導パスを通
じたイオンの移動も必要です。そこで、この“ガ
ス”、“電子”、“イオン”の３つのエネルギーキャ
リアをいかに最適に輸送するか、すなわち、キャ
リアを輸送するパスを電極内にいかに構築する
か、が電極の性能を決める大きな鍵となります。
この３つのエネルギーキャリアが出会う領域は

“三相界面”と呼ばれており、三相界面はエネル
ギーの変換場として重要な役割を担っています。

　特に、金属−空気二次電池の空気極（可逆空気極）は、
放電時の酸素還元と充電時の酸素発生の二役を担い、バ
イファンクショナル性（二機能性）があります。そのた
め、酸素還元のみを用いる燃料電池と比べて、より高度
な界面設計が要求されます。そこで、本プロジェクトで
は金属−空気二次電池の空気極において、“ガス”、“イ
オン”、“電子”の三者のスムースな輸送を目指した三相
界面の構造と相界面現象の解明、ならびに電極内に可逆
空気極に適したイオン伝導体、電子伝導体、及び形態を
制御した複合体触媒などの新たな電極材料を導入する
ことにより、高効率・長寿命な可逆空気極を達成します。
これにより、電極触媒のポテンシャルを最大限まで引き
出す三相界面の最適化のための設計指針を見出し、ひい
ては人類が直面しているエネルギーと環境の問題に対
処するための世界最先端エネルギー技術を構築し、ポス
トリチウムイオン電池に資する新しい電気化学デバイ
スの創出を目指します。

図１　金属－空気二次電池の可逆空気極と三相界面
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研究成果の概要

空気極触媒層は触媒粉末、カーボン導電助剤、バイン
ダーポリマーからなる多成分多孔質体である。そのた
め、触媒層中でのガス、イオン、電子の輸送を子細に把
握することは通常困難である。そこで、平滑な電極面を
部分的に電解液に浸漬し引き上げることにより、電極面
上に電解液膜を展開するモデル電極を構築した。また、
同時に液膜の高さ方向に沿った局所反応電流が独立に
計測可能なシステムを構築した。その結果、電解液膜下
端に酸素反応に伴う電流の集中が認められ、電極全体が
均一に機能していないことが明らかとなった（図1）。ま
た、有限要素法によるシミュレーションから、電解液膜
中のイオン輸送抵抗に伴う過電圧が反応不均一性の主
な要因であることを明らかにした。モデル電極での知見
と曲路率に基づく計算から、実際の多孔質電極における
有効な活性領域を見積もることが可能となった。

アニオン伝導体として層状複水酸化物（LDH）に着目
した。LDH を触媒層に導入することにより、酸素還元
電流が増加することが分かった。これは、触媒層内のイ
オン輸送が促進され、電気化学的に有効に機能する触媒
領域が拡大したためである。また、充放電サイクルを繰
り返した後でも酸素還元電流の向上効果は失われず、酸
化ロバスト性に優れたイオン伝導体であることが明ら
かとなった。三相界面向上効果を更に促進させるため
に、LDH のイオン伝導性の向上を試みた。LDH は正に
帯電したホスト層と層間アニオンから構成されるが、層
間アニオン量を規定し、良好なイオン伝導性を得るため
の最適なホスト層構造を探索した。その結果、特異的な
組成（M2+/M3+）において、ホスト層中の三価カチオン
が蜂の巣状の超格子構造をとり、その結果、イオン伝導
度が極大値を示すことが分かった（図2）。このことは、
LDH の高イオン伝導性実現のために必要な構造モデル
を与えただけでなく、超格子のような長周期構造とイオ
ン伝導性の深い関連性を示す好例となった。

空気極触媒としてペロブスカイト酸化物とカーボン
粉末を混合した複合体が一般的に用いられるが、ペロブ
スカイト酸化物の活性が触媒全体の活性を左右すると
考えられてきた。しかし、ペロブスカイト酸化物単体の
みからなる酸化物薄膜をパルスレーザー堆積法（PLD
法）により作製し、回転ディスク電極によって酸素還元
および酸素発生反応の速度論的な解析を行ったところ、
ペロブスカイト酸化物単体では酸素還元活性を示さず、
カーボンとの複合化によって4電子酸素還元能を獲得す
ることが明らかとなった。これは、酸化物とカーボンと
の間の見過ごされてきた界面の重要性に光を当てるも
のである。

以上の結果から、空気極における三相界面に関して、
課題として掲げたエネルギーキャリアの輸送に関して
モデル電極を用いて明らかにし、性能を制限する因子抽
出から空気極高効率化の設計指針を得た。また、指針に
基づき、新規なイオン伝導体を用いることで三相界面の
改善を実現し、高効率化につなげることが可能となっ
た。また、空気極触媒の活性向上に必要な界面設計指針
を明らかにした。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
　K. Miyazaki, et al. J. Mater. Chem., 21, 1913 (2011).

　K. Miyazaki, et al. Electrochemistry, 80, 728-730 (2012).

　K. Miyazaki, Electrochemistry, 82, 730 (2014).

　Y. Miyahara, K. Miyazaki, T. Fukutsuka, T. Abe, J. 

　    Electrochem. Soc., 161, F694 (2014).

　K. Miyazaki, Y. Asada, T. Fukutsuka, T. Abe, L. A. 

　    Bendersky, J. Mater. Chem. A, 1, 14569 (2014).

・受賞
　電気化学会佐野賞・進歩賞 (2014)
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図1.		電解質液膜を展開した平滑電極上での
　　		局所電流密度分布

図２．Mg-Al-CO3	LDHのイオン伝導度に
　　　おける組成比依存性（Mg2+/Al3+）
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研究課題名
高効率エネルギー変換に向けた
� 革新的イオン機能界面設計

プロフィール

出生年月／出生地：1975年３月、神奈川
最終学歴：2000年　東北大学大学院工学研究科機械知能工学専攻　博
士前期課程修了
学位：2008年　博士（工学）（東北大学）
研究歴：2000年〜2003年　固体酸化物形燃料電池の急速起動のため
の基礎技術開発、2002年〜　高温イオン導電体の物質輸送機構　
2003年〜　固体イオン導電体における特異反応場形成の研究
専門分野：電気化学、固体化学
趣味：読書、美術館巡り
*プロフィールは終了時点のもの

八代 圭司
Keiji Yashiro

研究内容紹介

　燃料電池、高容量二次電池、水素透過膜、酸素富化膜、
ガスセンサーなど、環境・エネルギー材料として期待さ
れるイオン導電性酸化物の更なる高性能化を図ること
で、燃料電池や水素分離膜などの高効率化、大幅なコス
トダウンが期待できます。本研究では、従来の置換固溶
を基礎とした高性能化手法に代わり、高機能ヘテロ界面
の設計などイオン界面エンジニアリングによる革新的
な材料設計の基盤技術を確立することを目指します。
　これまで、固体酸化物形燃料電池（SOFC）の高性能
空気極として知られているペロブスカイト型酸化物

（La、Sr）CoO3系の電極反応について研究を行ってき
た過程で、（La、Sr）CoO3および（La、Sr）2CoO4のヘ
テロ界面で、酸素の取り込み反応が大きく活性化されて
いることを二次イオン質量分析
法（SIMS）により見出し、600
℃という低温域においても、こ
のヘテロ界面が酸素の高速取込
パスとして働く高性能電極とな
ることを明らかにしました。し
かし、このヘテロ界面効果の原
因についてはまだ未解明のまま
です。本研究では、燃料電池や
水素透過膜等の材料を例に、イ
オン導電性酸化物の新たな材料
設計法となりうるヘテロ界面効
果の発現起源を明らかにし、ナ
ノヘテロ界面デザインによる革
新的環境・エネルギー材料の創

製を目指します。目的達成のため２つの異なったアプ
ローチを併用します。一つ目は、これまでの知見を活か
し発現原因は不明ながら、既にヘテロ界面効果による性
能向上が確認している SOFC 空気極材料系をモデルと
して、革新的界面効果を増強させながら発現原因解明へ
と集学的なトップダウンアプローチ、２つ目は、我々の
過去の研究により界面効果への関与が示唆される、応力
およびひずみのイオン機能性への影響を探る手法、すな
わち、応力・ひずみ誘起のヘテロ界面効果へのボトムア
ップアプローチです。これら２つのアプローチによりイ
オン機能界面を制御する新たな手法を確立し、革新的高
機能イオン界面の創成を目指します。
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研究成果の概要

本研究では、ヘテロ界面の組み合わせに応じた電極性
能を評価し、イオン導電性、電子導電性、表面酸素交換、
酸素欠陥濃度などの酸素還元電極反応に関与する物性
のなかでヘテロ界面の高機能化に寄与することが想定
されるキーファクターを明らかにすることを目指した。
代表的な電子伝導性空気極材料である La0.8Sr0.2MnO3

では、ヘテロ界面が存在しても、殆ど電極反応抵抗に改
善が見られなかった。一方、イオン / 電子混合導電性を
持つLa0.6Sr0.4CoO3、La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3においては、
ヘテロ界面の存在により電極反応抵抗の低減が確認さ
れ、ヘテロ界面の存在により律速反応である表面反応速
度 が 改 善 さ れ て い る こ と が 示 唆 さ れ た。ま た、
La0.6Sr0.4CoO3単相電極においては、表面のSr濃度が高
い電極（800℃製膜）において電極活性が低く、Sr 偏
析がない場合（650℃製膜）には比較的活性が高くなる
ことが判明した。表面への Sr 濃集の有無による表面反
応 活 性 の 違 い に よ る と 考 え ら れ る。ま た、
La0.6Sr0.4CoO3/LaSrCoO4ヘテロ界面を構成した際に、
表面状態に敏感な電子収量スペクトルがバルクと異な
る特異的なスペクトルとなった。シミュレーション結果
との比較により、この特異的なスペクトルは Co2+ と対

応した。Co 系のヘテロ界面電極で表面反応活性が向上
する理由として、表面の二価のコバルトイオンが還元活
性点となり、表面で酸素を吸着 / 乖離する能力が高いこ
とに由来するためと考えられ、電極表面に反応活性点を
構築することで高性能電極が設計できることを明らか
にした。

また、応力による性能向上についての評価として、
La0.6Sr0.4CoO3薄膜電極に圧縮応力を印加した際に、応
力印加により反応電流が変化することを確認した。ま
た、応力印加による電極性能変化について、電極反応の
駆動力である酸素ポテンシャル変化として定量的に評
価し、応力により、反応の駆動力である酸素ポテンシャ
ル変化を確認した。応力印加時の起電力変化メカニズム
を明らかにするため、Maxwellの関係式から、応力と酸
素ポテンシャルの変化量の理論的な関係を導き、理論よ
り導かれた変化は、実際の応力印加時の酸素ポテンシャ
ル変化の最大値とほぼ一致し、反応駆動力の変化は応力
印加によって引き起こせることが判明した。このことは
応力による高性能電極設計という新たな設計指針を示
している。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
1. Yuki Gonoi, Yuta Kimura, Keiji Yashiro, Satoshi Watanabe, Shin-ichi Hashimoto, Tatsuya Kawada, “Effect of Mechanical 

Stress on Oxygen Potential of Transition Metal Oxides,” J. Electrochem. Soc., 161(11), F3111-F3116 (2014)

2. Hiroki Sato, Keiji Yashiro, Mie Sasaki, Shin-ichi Hashimoto, Takashi Nakamura, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada, ”Influence of 

Surface/Interface on the Performance of MIEC Cathode for SOFC Electrodes,” ECS Trans., 61(1), 37-46, (2014) 

図1　La0.6Sr0.4CoO3 表面のCo2+ による電極活性向上
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研究課題名
自己組織化集合能による
�高触媒活性サイトのプログラマブル合成

プロフィール

最終学歴：2001年	筑波大学大学院工学研究科知能機能工学専攻	修了
（工学博士）。2001年〜2005年	筑波大学大学院にて走査型プローブ顕
微鏡による分子のナノ物性について研究。2005年〜2009年	産業技術
総合研究所	ナノカーボン研究センターにてカーボンナノチューブ合成
について研究。2009年〜2011年現在	北海道大学大学院理学研究院化
学部門	講師。2014年同	准教授。カーボン材料の合成とその触媒能に
ついて研究。
専門分野：カーボン合成、表面科学
趣味：スキー、スキューバーダイビング、旅行
*プロフィールは終了時点のもの

保田 　諭
Satoshi Yasuda

研究内容紹介

　クリーンなエネルギー源の一つに水素と酸素を原料
とした燃料電池が注目を浴びていますが、一般家庭への
さらなる普及のためには、高価で資源的制約がある Pt
を使わない、かつエネルギー効率が高い非貴金属系電極
を開発することが急務となっています。近年、グラフェ
ンなどの二次元材料構造内に窒素原子やリン原子、空欠
陥構造を置換すると、酸素の四電子酸素還元能が発現す
ることが明らかとなり、貴金属フリーの低コスト燃料電
池カソード電極触媒として大きな期待が集まっていま
す。一般に、カソード電極触媒界面で起こる酸素の四電
子還元反応は遅く、大きな電荷移動過電圧によるエネル
ギーロスが生じます。このため、本来、酸素分子
が有する還元能から予測されるエネルギーより少
ないエネルギーしか取り出すことができないのが
現状です。非貴金属二次元材料を燃料電池用カ
ソード触媒電極として利用するためには、さらな
るエネルギー効率の向上が不可欠であり、触媒電
極界面でおこる酸素の四電子還元反応がより高速
な触媒活性サイトを新しく創出することが課題と
なっています。これまで、液相および気相、真空
合成法などといった合成法を駆使し、二次元材料
内に様々な触媒活性サイトをドーピングする試み
が行われてきました。しかしながら、原料物質を
単に混合しランダム反応により合成するこれら従
来手法では、四電子酸素還元反応に最適な触媒活
性サイトのみをドーピングしたり、その幾何構造
や密度、分布を厳密に制御して触媒活性能を最適
化することは不可能でした。

　この課題を解決し、ブレークスルーを起こすために
は、これまでの合成手法とは異なる新しい解決法が求め
られています。本研究課題では、これまでに確立した化
学気相蒸着法や電気化学重合法などの合成技術をより
発展させ、原料物質のもつ自己組織化能を用い、触媒活
性サイトが単原子レベルで規定された二次元触媒材料
を自在に作り出す合成技術を開発します。これにより、
酸素分子が所望の結合力かつ吸着配向で結合する、幾何
構造や電子状態、分布が原子レベルで制御された触媒活
性サイトを創出し、高効率な酸素還元界面を持つ新奇な
カソード触媒を創出することを目指します。
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研究成果の概要

カーボンナノチューブやグラフェンをベースにした
ドープカーボン材料を燃料電池の酸素還元触媒として
利用するためには、四電子酸素還元反応のみが進行し、
かつ、その反応が速やかに起きる電子移動パスが最適化
された触媒活性サイトを構築することが、エネルギーの
高効率利用の観点から課題となっている。本研究では、
上記課題を解決するため、分子のもつ自己集合能を利用
したボトムアップ的アプローチにより、1） 高触媒活性
サイトのみの選択合成、2） 高電子移動を可能にする
カーボン界面の構築、を試み、高活性カーボン界面を創
出する基礎的知見を得ることを試みた。以下に取り組ん
だ研究概要を示す。
1）高触媒活性サイトの選択合成

酸素還元触媒活性サイトと同じ窒素−炭素構造をも
つ、ピリジンおよびジュロリジン分子を金属表面上で分
子骨格を維持したまま二次元的に重合・グラファイト化
すると、それぞれピリジン型およびグラファイト型窒素-
炭素構造を多く含む窒素ドープグラフェンの合成が可
能であることを明らかにした（図1）。また、電気化学的
測定により、ピリジン型窒素置換構造を含む窒素ドープ
グラフェンが、酸素還元触媒に必須な四電子酸素還元触
媒能を発現することを見出した。

2）高電子移動カーボンナノチューブ － 活性サイト界面
　 の創出

高酸素還元能を有する、Fe 原子が配位結合した窒素
ドープナノグラフェン（Fe-N-G）を、電子移動を媒体
するカーボンナノチューブ（CNT）表面に担持すること
で、チューブから Fe-N-G 活性サイトへの高効率な電子
移動を実現するカーボン界面の構築を行った。鉄フタロ
シアニン（FePc）分子の自己吸着能を利用してCNT表
面にFePc分子を数層で被覆、加熱処理によりFePc分
子をグラファイト化することで、Fe-N-G 構造が単原子
層レベルで CNT 表面に固着し被覆されたカーボン界面
の構築に成功した（図2）。また、このような界面もつ
CNT は、酸性水溶液下において、高い酸素還元能を有
することが明らかとなり、CNT から活性サイトである
Fe-N-G 構造への高効率な電子移動を実現する界面を構
築することで、触媒活性能の向上が可能であることを示
した。

以上の結果から、分子の自己集合能を利用すること
で、高酸素還元活性な触媒サイトの選択的合成と高電子
移動を可能にするカーボン界面を構築することで、カー
ボン材料の酸素還元能の向上が可能であることを明ら
かとし、高効率なエネルギー界面をもつカーボン材料を
創製する基礎的知見を得ることができた。

【本研究期間中の主な業績】
1. S. Yasuda, A. Furuya, K. Murakoshi, RSC Adv., 4, 58567 (2014)

2. S. Yasuda, L. Yu, J. Kim, K. Murakoshi, Chem. Commun., 49, 9627 (2013)

3. H. Kimura, J. Goto, S. Yasuda, S. Sakurai, M. Yumura, D. N. Futaba, K. Hata, ACS Nano, 7, 3150 (2013)

4. A. Shawky, S. Yasuda, K. Murakoshi, Carbon, 50, 4184 (2012)

5. S. Yasuda, K. Ikeda, L. Yu, K. Murakoshi, Jpn, J. Appl. Phys.,51, 08KB06-1 (2012) 

図2.	窒素ドープグラフェン選択合成

図1.	窒素ドープグラフェン選択合成
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研究課題名
液晶半導体のメゾスコピック超構造を
� 活用した有機電子デバイスの開発
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1977年	愛知県生まれ。2005年	東京工業大学大学院博士課程修了、博
士（工学）。2005年	東京大学理学系研究科 COE 特任研究員。2006
年	日本学術振興会特別研究員（PD）。2008年	東京大学大学院工学系
研究科	助教。2010年	九州大学大学院工学研究院応用化学部門	准教
授。2014年	九州大学稲盛フロンティア研究センター	教授、現在に至
る。
研究分野：機能性有機材料化学、有機光エレクトロニクス
趣味：スポーツ（野球・バレー・スキー）、ジム通い、食べ歩き
*プロフィールは終了時点のもの 安田 琢麿

Takuma Yasuda

研究内容紹介

　有機半導体材料をベースにした有機エレクトロニク
ス分野が飛躍的に発展し、さらなる高性能・高機能な次
世代デバイスへの展開が期待されています。その主役と
なる有機半導体の潜在的な電子機能を最大限に発揮さ
せるためには、分子の化学構造のデザインだけではなく、
自己組織化によるボトムアップ型の構造形成を利用する
ことにより、ナノレベルから巨視的なスケールに渡って
集積構造・配向を制御していくことが求められます。そ
してさらに、有機電子デバイス構築においては、有機半
導体 - 電極・基板界面、および活性層中でグレイン間の
微界面が必ず存在し、これらのインターフェイスの最適
化が高機能・高効率化の鍵になると考えられます。
　液晶は、結晶固体と液体の中間
の温度領域に発現する物質の特殊
な存在状態であり、その名の通り、
液体の動的特性と結晶の秩序性

（分子配向性）を併せ持つ極めてユ
ニークなソフトマターです。液晶
の優れた自己組織化能を有機半導
体の材料設計へ展開することによ
り、動的・異方的な機能を発現す
る新たな“液晶半導体”へと昇華
させることができます。従来の二
極化した結晶性およびアモルファ
ス性固体材料とは異なり、液晶半
導体材料ではナノメートル以下の
微視的な分子構造と、巨視的ス
ケールの配向構造が緊密かつダイ

ナミックに結合することで、ユニークな物性や機能発現
に繋がっています。しかし、これらの階層間に介在する
メゾスコピック空間スケールにおける分子の集積構造・
界面・配向挙動は未開拓であり、材料化学・物理の両面
において多くの本質的な謎が隠されています。
　この研究プロジェクトでは、①ソフトマターとしての
特性を有する革新的な新規液晶半導体を開発し、②ナノ
からマイクロメートルに至る階層間での分子集積・配向
構造（メゾスコピック超構造）および相界面を能動的に
制御・活用し、③エネルギー有効利用に資する高機能ソ
フトマターエレクトロニクスデバイスの創出を目指し
ます。
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研究成果の概要

有機エレクトロニクス分野の飛躍的な発展に伴って、
その中核を担う有機半導体材料の必要性は拡大の一途
である。有機半導体の光電子物性の鍵となる分子軌道は
方向依存性を有するため、優れた光電子機能を指向する
場合、分子の集積および配向制御は極めて重要である。
即ち、有機半導体の持つ潜在的機能を最大限に発揮させ
るためには、化学構造のデザインだけではなく、分子の
集積構造をナノレベルから巨視的なスケールにおいて
設計・制御していくことが求められる。本研究では、デ
バイス物性の鍵となる分子レベル（1 nm）から実薄膜
レベル（100 nm）間に介在するメゾスコピック階層領
域における有機半導体分子の集積・配向を能動的に制御
するアプローチに焦点を当て、エネルギー高効率利用に
資する高性能・高効率な有機エレクトロニクスデバイス

（特に、有機トランジスタ・有機太陽電池）の開発を進
めた。

特異的な分子集積構造を自発的に形成し高速電荷輸
送特性を発現する有機半導体・有機トランジスタの開発
に成功した（図１）。ジチエノチオフェン誘導体DTTは、
精緻な分子集積構造を有する結晶性マイクロリボン構
造を自己組織的に形成する。マイクロリボンは、分子間
S…S相互作用を駆動力にして形成され、これが効率的な
電荷輸送チャンネルとして機能することを明らかにし
た。マイクロリボンを用いた有機トランジスタにおい
て、従来の有機半導体やアモルファスシリコンを遥かに
凌ぐ10 cm2/Vs を超える高速電荷移動度を達成した。
従来定説的であった分子間π - π相互作用を用いずに高
速移動度を得ることに成功した。

また本研究では、新たなクリーンエネルギーデバイス
として期待されている有機薄膜太陽電池に関して、液晶
半導体のもつ特異的構造形成能を利用して光電変換活
性層を構築する手法により、高効率化を達成した（図
２）。このように、分子自己組織化、ナノ相分離、界面
形成を能動的に活用して、適切に電子構造設計した有機
半導体分子を高度に集積・配列制御するボトムアップ型
材料構築法により、有機トランジスタや有機太陽電池の

高性能化および高効率化を実現した。従来の高エネル
ギー消費型デバイスシステムとは一線を画し、有機半導
体の自己組織化を活用した省エネルギープロセス・材料
設計により、エネルギー高効率利用に資する次世代の有
機エレクトロニクスデバイスの創出に繋がるものと期
待できる。

図１　DTT誘導体の特異的分子集積に基づく
　　			高効率電荷輸送機能の発現

図２　相分離を用いたメゾスコピック構造
　　			形成による高効率有機太陽電池の構築

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表：
　 Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400879; Chem. Mater. 2013, 25, 2549; Chem. Commun. 2013, 49, 6483; Adv. Mater. 2013, 25, 

2666; Bull. Chem. Soc. Jpn. 2012, 85, 1186.

・特許：特願2012-173276;	US13/566290;	特願2014-075301.
・受賞：日本化学会進歩賞 ;	高分子学会日立化成賞 ;	有機合成化学協会支部奨励賞 .
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内田 健一
Ken-ichi Uchida

研究内容紹介

　身の回りにありふれた環境エネルギーを利用した新
しいデバイス駆動原理の創出は、持続可能な社会に向け
た取り組みが活性化している現代科学技術における最
重要課題の一つとなっています。近年、地産地消のエネ
ルギー社会を実現するための候補技術として、熱電効果
や圧電効果を用いた発電技術が盛んに研究されていま
すが、その応用範囲は制限されているのが現状です。
　一方で、電子が有する電荷の自由度に加えてスピン角
運動量の自由度も積極的に利用する新しい電子技術「ス
ピントロニクス」が注目を集めています。従来のエレク
トロニクスが電流の制御に基づいて体系化されたよう
に、スピントロニクス技術の発展にはスピン流（スピン
角運動量の流れ）の生成・検出・制御技術の拡充が必要
不可欠です。私たちはこれまでの研究により、熱流によ
るスピン流生成現象「スピンゼーベック効果」（図１⒜）
や音波によるスピン流生成現象「音響スピンポンプ効
果」の世界初の観測に成功しており、これらの現象を用
いることで従来はエネルギー源となり得なかった絶縁

体からもスピン流や電流を生成可能であることを実証
しています。
　本研究では、社会に広く存在する莫大な量の未利用エ
ネルギーを回収利用するための新しい切り口として、ス
ピン流に基づく発電・省エネデバイス技術の創出に挑戦
します。これを可能にするのが、スピンゼーベック効果
や音響スピンポンプ効果に関する研究によって明らか
になった新しいエネルギー変換原理「スピン有効温度エ
ンジニアリング」です（図１⒝ )。本研究課題では、こ
の原理に基づき ① 表面プラズモン - 素励起間相互作用
を基盤とした新奇スピン流生成現象の観測、② 物質依存
性測定と表面・界面処理によるスピン流生成効率の最適
化、③ ハイブリット発電のための界面デバイス構造の開
発を重点的に行います。未利用環境エネルギーからの分
散型発電やスピンデバイス駆動を将来のアプリケーシ
ョンとして設定し、この実現を目指して、物理原理・材
料・素子構造・作製プロセスを総合的に開発していきま
す。

図１⒜　スピンゼーベック効果の模式図。
⒝　本研究で開拓するスピン流 - エネルギー
変換の概念図。
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研究成果の概要

本研究の重要課題の一つは新しい光−スピン流変換
機能を開拓することであり、スピン流を媒介として光エ
ネルギーを電気エネルギーに変換する新しい原理を探求
した。本研究では、金属微細構造を組み込んだスピン流
素子において表面プラズモン共鳴を励起することで、可
視光照射によってスピン流を生成することに成功した

（図１）。今回実証した光−スピン流変換は、これまでに
確立されてきた熱・音波・電磁波によるスピン流生成現
象と同様の材料において発現するため、電流やスピン流
の駆動力として同時に利用可能なエネルギー源の選択肢
をさらに拡張することができた。本成果は、表面プラズ
モンをスピン流素子に導入した初めての例であり、これ
まで独立して研究されてきたスピントロニクスとプラズ
モニクスを融合した新しい研究分野の形成に繋がること
が期待される。

本研究では、熱流によるスピン流生成現象「スピンゼー
ベック効果」によって駆動される熱電変換技術の開拓も
重点的に進めた。スピンゼーベック効果をエネルギーデ
バイス技術へと結実させるために、物理原理・材料・作
製プロセス・素子構造について多角的に研究を行った。
研究期間の前半では、主にスピンゼーベック効果の純粋
測定技術・評価手法の確立に注力し、スピン流による熱
電変換能を系統的かつ定量的に評価するための土台を整

えた。その後、様々な物質群におけるスピンゼーベック
効果の測定や系統的な温度・磁場依存性測定などによっ
て、温度勾配によるスピン流生成メカニズムの本質や高
効率化に向けた指針を得た。重要な成果の一つは、磁性
多層膜においてスピンゼーベック熱電能が飛躍的に増大
することを見出したことであり（図２）、多層化によって
パワーファクターが２桁向上した。多層膜においてはス
ピンゼーベック効果のみならず、強磁性体において発現
する熱電効果の一つである異常ネルンスト効果も増大す
ることを明らかにしており、これらの現象を組み合わせ
たハイブリッド熱電変換に関する研究も進めた。研究期
間の後半では、新たに動的サーモグラフィ法に基づくス
ピン物性計測技術を導入し、熱スピン変換物質の材料探
索スループットを飛躍的に向上させた。この計測手法を
駆使することにより、従来素子よりも飛躍的に優れた熱
電特性を示す磁性材料も見つかっており、スピンを用い
た熱電変換技術は基礎・応用研究の双方において新たな
ステージに入っている。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

S. Daimon et al., Nature Commun. 7, 13754 (2016).

K. Uchida et al., Proc. IEEE 104, 1946 (2016).

K. Uchida et al., Phys. Rev. B 92, 094414 (2015).

K. Uchida et al., Nature Commun. 6, 5910 (2015).

T. Kikkawa, K. Uchida et al., Phys. Rev. Lett. 110, 067207 (2013).

・受賞
　2014年９月　永瀬賞	最優秀賞	（フロンティアサロン）
　2013年４月　科学技術分野の文部科学大臣表彰	若手科学者賞	（文部科学省）

図１．表面プラズモンによる光－スピン流変換原理の実証実験． 図２．スピンゼーベック効果の模式図と	
熱電能の年次推移（〜2016年）．
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研究課題名
強誘電性配位高分子複合界面の創製と
� 光電変換素子への応用

プロフィール

1972年栃木県生まれ。1999年東京都立大学大学院理学研究科化学専
攻博士課程修了。博士（理学）。理化学研究所基礎科学特別研究員を経
て、2000年から北陸先端科学技術大学院大学で助手。2007年から近
畿大学理工学部講師。2011年から近畿大学理工学部准教授、現在に至
る。
研究分野：錯体化学
*プロフィールは終了時点のもの

大久保 貴志
Takashi Okubo

研究内容紹介

　有機薄膜太陽電池は貴金属を使用しない環境に優し
い太陽電池であり、ロール・ツー・ロールやインクジェ
ット法などの既存のプリント技術を利用することでよ
り安価に大量に作製できる可能性を秘めています。その
ため将来的にはユビキタスな電源装置としての幅広い
用途が期待されています。本研究では配位高分子という
金属錯体のポリマーを有機薄膜太陽電池の半導体材料
として利用することで、従来の有機薄膜太陽電池の性能
を上回る新たな高効率太陽電池の開発を目指して研究
を行っています。具体的には１）配位高分子のバンドギ
ャップおよびキャリア制御と強誘電性配位高分子の開
発、２）配位高分子の薄膜化技術の開発、３）配位高分
子を用いた光電変換素子の開発という３つのサブテー
マに関して研究を行うことで最終的に高効率太陽電池
の開発を目指します。特に
本研究で開発した強誘電性
配位高分子は巨大な誘電率
を有し、なおかつ高いキャ
リア移動度の半導体特性を
も示す、極めて珍しい材料
であることがわかっていま
す。このような強誘電性配
位高分子への光照射によっ
て生成する励起子は非常に
長寿命であり、この性質を
利用することで新しい高効
率薄膜太陽電池を実現でき
るものと考えています。そ

れと同時に、本研究にて開発した配位高分子は、有機薄
膜太陽電池の１種であるバルクヘテロ型太陽電池の半
導体層に極少量添加することで、その光電変換効率が向
上することも見出しています。この配位高分子は、バル
クヘテロ型太陽電池において光増感色素として機能し
ており、最適なエネルギー準位を有する配位高分子を選
択することで、様々な有機薄膜太陽電池に対してその変
換効率の向上に寄与できるものと考えています。以上の
様に金属錯体のポリマーである配位高分子の構造や電
子状態、伝導性、誘電性を制御し、それらを新たな薄膜
太陽電池の半導体材料として応用することで、有機のみ
では実現できない新しい高効率薄膜太陽電池を開発し、
現在のエネルギー問題の解決に寄与することを目指し
ます。
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研究成果の概要

本研究では配位高分子という金属イオンと有機配位

子からなる無機・有機複合型ポリマー材料を新たな半導

体材料として利用することでその高効率化を実現すべ

く研究を行った。具体的には１）配位高分子のバンドギ

ャップおよびキャリア制御と強誘電性配位高分子の開

発、２）配位高分子の薄膜化技術の開発、３）配位高分

子を用いた光電変換素子の開発を研究テーマとして設

定し、それぞれの項目について研究を行ってきた。まず、

１）配位高分子のバンドギャップおよびキャリア制御と

強誘電性配位高分子の開発に関しては、ジチオカルバミ

ン酸誘導体を用いた新規配位高分子および強誘電性配

位高分子の合成を行った。その結果、さきがけの研究期

間内に20種類近くの新規配位高分子の合成に成功し、X

線構造解析による構造決定を行った。更により太陽電池

材料として特化した新しい材料系として、ヘキサアザト

リフェニレン誘導体を用いた新規配位高分子の合成を

行った（図１）。この配位高分子は塗布プロセスにより

成膜可能でありGaAsを上回る高い吸収係数を示すもの

も合成可能であることが明らかになった。以上の配位高

分子に関しては、直流伝導度測定、インピーダンス分光

測定、マイクロ波空洞吸収法を用いた過渡伝導度測定、

電界効果トランジスタ（FET）など種々の方法を用いて

そのキャリア輸送特性に関して多角的に評価を行った。

２）配位高分子の薄膜化技術の開発に関しては、配位高

分子の自己組織化を利用することで溶液プロセスによ

る成膜に成功した。本手法を用いるとスピンコートやス

プレーコートなど種々の方法により配位高分子薄膜を

成膜することが可能となり、将来太陽電池材料のみなら

ず様々な電子デバイスへと展開できる可能性が広がっ

た。また３）配位高分子を用いた光電変換素子に関して

はジチオカルバミン酸系配位高分子およびヘキサアザ

トリフェニレン系配位高分子を活性層とした種々の薄

膜デバイスの作製および評価を行った。その結果、配位

高分子としては初めて光電変換特性を示す素子を作製

できたものの、今のところ高効率化の実現には至ってい

ない。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
　T. Okubo et al., Chem. Commum., 49, 4316-4318 (2013).

　N. Tanaka, T. Okubo et al., Eur. J. Inorg. Chem., 3384-3391 (2013).

　T. Okubo et al., Polyhedron, 69, 103-109 (2014).

　K. Nakatani, T. Okubo, et al., Crystals, 5, 215-225 (2015).

・特許
　特願2013-213073，特願2013-213072，特願2015-169259

図１，		塗布プロセスにより成膜可能な配位高分子 [CumBrm
（HAT-CN6）]n
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図２，		[CumBrm（HAT-CN6）]nを用いた薄膜
太陽電池の素子構造と光電変換特性
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研究課題名
自己組織化を活用した超ナノ結晶
� 人工光合成デバイスの構築

プロフィール

1978年長野県生まれ。2006年	九州大学	大学院理学府凝縮系科学専
攻	博士後期課程修了、博士（理学）。2006年	九州大学	大学院理学研究
院	特任助手。2006年12月-2007年３月	シドニー大学化学科	客員研
究員。2007年 -	北海道大学	大学院理学研究院	化学部門	助教。2013
年	北海道大学	大学院理学研究院	化学部門	講師、2014年	同	准教授、
現在に至る。
研究分野：固体物性化学、錯体化学、光化学
趣味：長距離ドライブ、料理、読書
*プロフィールは終了時点のもの 小林 厚志

Atsushi Kobayashi

研究内容紹介

　現代の地球温暖化問題やエネルギー問題を解決しつ
つ、社会を持続的に発展させるためには、再生可能エネ
ルギーを高効率かつ簡便に利用可能な二次エネルギー
へと変換するシステムが必要不可欠です。太陽光エネル
ギーは半永久的な利用が可能であり、最も有望なエネル
ギー源ですが、エネルギー密度が低いため、効率的に光
を捕集し、電気や燃料などの二次エネルギーに変換する
システムが求められます。この太陽光を二次エネルギー
に変換する理想的なシステムが植物の「光合成」であり、
希薄な太陽光を効率的に捕集する光アンテナ、水を分解
し水素イオンと電子を取り出す酸化触媒、取り出した電
子と水素イオンを活用して二酸化炭素からエネルギー
源となる糖を創りだす還元触媒、の３つを非常に合理的
に組み上げ、ひとつの大きな光触媒として機能していま
す。しかし、これまでに植物の光合成に匹敵する光 - 化
学エネルギー変換シ
ステム、いわゆる「人
工光合成」を実用化で
きるレベルで構築で
きた例はありません。
　本研究では、人工光
合成に必要不可欠な
３要素、「光捕集」、「酸
化触媒能」、「還元触媒
能」を高性能化するだ
けではなく、それらを
如何に合理的かつ低
コストプロセスで統
合していくか？に研
究の焦点を絞り、植物
の光合成を見習いな

がら、分子本来が有する自己組織化能を活用したボトム
アップ手法により、太陽光と水からエネルギー資源を創
りだす「人工光合成デバイス」を組み上げることに挑戦
します。具体的には、光励起により電子 - 正孔対を創り
だす光増感分子をナノサイズの多孔質結晶へと集積し、
その多孔質チャンネル内部に水の酸化または還元触媒
分子を組み込みながら、ナノ結晶表面にカウンターキャ
リヤーを蓄積可能な分子を固定化することで、光により
ナノ結晶外部と内部で電子と正孔を分離しながら水の
分解反応を駆動できる、ナノ結晶型光触媒の構築を行い
ます。さらに、ナノ結晶表面に固定化した分子の自己組
織化能を活用して、電子と水素イオンが移動可能なチャ
ンネルを形成しながら、２つのナノ結晶型光触媒を最適
構造へと導き、「超ナノ結晶型人工光合成デバイス」の
創出を目指します。
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研究成果の概要

太陽光エネルギーを光触媒反応により化学エネルギー
へ変換、蓄積する人工光合成系を構築するためには、光
吸収により励起電子と正孔を高効率に分離し、ロス無く
酸化触媒と還元触媒へ導くことが必須であり、太陽光エ
ネルギー変換効率を向上させるためのボトルネックであ
る。同時に、クリーンエネルギー源である水素を水から
生成する反応（2H2O→2H2＋O2）に焦点を当てた場合
には、酸化触媒中心には水分子を効率よく導き、水の酸
化反応で副生する水素イオンを速やかに還元触媒側へ導
く、プロトン伝導チャネルの確保が必要となる。

そこで本研究では、第一に水の分解反応に適した光吸
収および酸化還元特性を有するルテニウム（Ⅱ）錯体分
子に対して、配位官能基修飾を行うことで多孔性配位高
分子化し、水分子や水素イオンの迅速拡散が可能な系の
構築に挑戦した。その結果、配位高分子化金属イオンに
よりその多孔質構造は大きく変化し、Cd2+イオンを用い
た場合には１nm を超える大きなナノ細孔を形成する一
方、La3+ イオンを用いた場合には、ナノ細孔の直径は
0.4nm 程度と小さいものの、比較的良好なプロトン伝
導性を有するナノチャネル（σ =5.5×10−7Scm −1＠
RH=95%）を形成することを見出した。興味深いこと
に、La3+イオンを用いた配位高分子では、湿度に応じて
Ru（Ⅱ）錯体中心の発光エネルギーが可逆的に変化する
ことも見出し、発光色で湿度を評価可能な新しいプロー
ブになり得ることも実証した（図１）。

水や水素イオンといった反応基質が拡散可能な光増
感多孔質材料の形成が実証できたことから、次に水の光
酸化および光還元可能な光触媒系への展開を目指し、ル
テニウム（Ⅱ）錯体分子から高効率に励起電子を受容可
能な TiO2ナノ粒子への固定、多孔質薄膜化を検討した。
直径約10nm の TiO2ナノ粒子へルテニウム錯体を配位
固定化した「ナノ粒子型光増感剤」を用いた場合、水の
光酸化触媒反応において固定化しない分子系よりも、光
触媒活性が大幅に増強されることを見出した（図２）。こ
れはナノ粒子―錯体界面における迅速な光電荷分離反
応により、水の酸化反応を高効率化できることを実証し
た希少な例であり、ナノ粒子の直径や固定化する錯体分
子の量、多層化などの最適化ができれば、さらなる効率
向上が見込める有望な手法と期待できる。

以上の結果は、配位結合による自己組織化を活用する
ことで、光増感分子を自在に多孔質材料やナノ粒子表面
へ固定化し、水の光触媒的分解反応を高効率化する基盤
的知見であり、当初目標としていた「自己組織化による
ナノ結晶型人工光合成デバイスのプロトタイプの実証」
ができたことから、太陽光エネルギーの高効率利用に資
する相界面科学の発展に一定の貢献ができたと考えら
れる。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

A. Kobayashi et al., Inorg. Chem. 2014, 53, 2910-2921; Chem. Lett. 2014, 43, 1070-1072; Inorg. Chem. 2015, 54, 2522-2535; 

Inorg. Chem. 2015, 54, 11058-11060.

・受賞
　北海道大学	研究総長賞奨励賞（2015.3）　日本化学会北海道支部	研究奨励賞（2016.1）

図１．光増感能を有する多孔性配位高分子 図２．ナノ粒子型光増感剤による光酸素発生反応
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研究課題名
高効率光電変換デバイスの実現に向けた
�Ⅲ族窒化物のマルチバンドエンジニアリング

プロフィール

物質・材料研究機構　若手国際研究センター
ICYS-MANA独立研究者。

1984年　中国山東生まれ。
2010年　北京大学　博士課程修了、博士（理学）。
2010年　物質・材料研究機構　ポスドク研究員。
2012年　物質・材料研究機構　ICYS-MANA若手研究員。
2014年　物質・材料研究機構　MANA独立研究者
研究分野：窒化物薄膜成長、光電デバイス。
*プロフィールは終了時点のもの

桑立雯
SANG Liwen

研究内容紹介

　In recent years, due to the dwindling fossil fuels and a 
series of environmental issues resulted from fossil fuels, 
the development of a new kind of clean and high-
efficiency photo · electricity energy conversion technology 
is in great need. Solid-state lighting has the potential to 
reduce lighting energy usage by nearly one half and 
contribute significantly to the world climate change 
solutions. Solar photovoltaic power generation is 
regarded as the most reliable and continuable power 
generation technology. However, the current photo to 
electricity and electricity to photo conversion 
efficiencies of existing photonic and electronic devices 
are far from their ideality. For example, in the 
photovoltaic field, due to the lattice mismatch and 
current mismatch, it is difficult to achieve the full solar 
spectrum absorption even multi-junction structures are 
utilized. Therefore, solar cells using Si, CuInGaSe, or 
GaAs-based materials are all concentrated on the long-
wavelength absorption (<2eV), which makes the 
conversion efficiency unable to improve. On the other 
hand, three-primary color (RGB) mixing is considered to 
be the most efficient method for generating high-
brightness white light 
illumination in the solid-
state light field. But, RGB 
can not be realized by 
using one material system, 
which greatly increases the 
c o s t a n d l e a d s t o 
unnecessary efficiency loss 
during integration.
　Ⅲ-Nitride semiconductor 
family (GaN, InN, AlN and 
t h e i r t e r n a r y a n d 
quarternary alloys) exhibit 

the widest direct bandgaps among all the 
semiconductors, from near infrared (InN at 0.65eV) to 
the deep ultraviolet (AlN at 6.2eV), which cover almost 
all the spectrum This unique property makes the 
possibility of full-color emitting and absorption photonic 
devices using one material system, which will greatly 
improve the efficiency and reduce cost. However, as a 
result of the high n-type background conductivity and 
strong surface electron accumulation, p-type doping in 
In-rich InxGa1-xN remains a worldwide puzzle, which 
hinders the development of long-wavelength absorption 
and emitting devices.
　The objective of this research is to solve the 
chanllenging problem in Ⅲ-Nitride field of p-type 
doping in In-rich InxGa1-xN by using multi-band nano-
interface control. To demonstrate this novel concept, we 
will try to develop high-efficiency photo · electricity 
energy conversion devices, including ultra-high 
conversion efficiency solar cells and long-wavelength 
red light emitting diodes by using In-rich InxGa1-xN p-n 
junction structures.
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研究成果の概要

The aim of this research is to fill the gap of 
l ong -wave length dev ices o f I I I -V N i t r i de 
semiconductors with InGaN system and develop 
h igh -ef f ic iency photo・elect r ic i ty energy 
conversion devices. To achieve this purpose, 
high-quality InGaN with different In composition, 
high-efficiency p-type doping especially for In-
rich InGaN through interface control, and novel 
device concepts are necessary. With the JST-
PRESTO support, a unique-designed vertical-
type high-pressure metal-organic chemical 
deposition (HPMOCVD) system was developed. 
This HPMOCVD can be operated up to 4 atoms 
for further increasing In composition of InGaN. 
Our achievements are:
1. Interface control for InGaN system

 The In composition and surface morphology 
were greatly improved at high pressures. The 
surface is smooth even for In composition of 
46%, and the InGaN/GaN interface can be 
controlled in nanoscale.
2. A novel strategy of polarization-induced 
doping for p-InGaN

To avoid the high n -type background and 
surface electron accumulation in InGaN, we 
propose to fabricate multilayers and utilize the 

polarization field to realize p-type InGaN. A two-
dimensional hole gas (2DHG) at InGaN/GaN 
heterojunction was experimentally extracted. 
With 2DHG, a hole concentration of more than 
1018cm −3 can be achieved.
3. A novel concept of intermediate-band (IB) 
transition in InGaN system for solar cells and 
LEDs

With the high-quality InGaN and p-InGaN, solar 
cells and LEDs are fabricated. Multilevel InGaN/
GaN quantum dots were proposed to fabricate 
IB solar cells. The achievement of multiple IBs 
along with the band edge absorption leads to a 
super-wide photovoltaic current response from 
UV to near infrared region, covering almost all 
the strong luminescence in the sun l ight. 
Moreover, the full-color LEDs especially the red 
light LEDs (〜620 nm) were achieved by using 
InGaN-based quantum structure through 
interface control. 

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1. Liwen Sang et al., Journal of Applied Physics, 117, 105706 (2015) 

2. Liwen Sang et al., Advanced Materials, 26, 1414-1420(2014) 

3. Liwen Sang et al., Scientific Report, 3, 2368 (2013) 

4. Liwen Sang et al., Sensors, 13, 10482-10518, (2013) invited review 

5. Liwen Sang et al., Jpn. J. Appl. Phys., 52, 08JF04 (2013) 

・特許
　半導体光検出器 ,	2014-020952（2014）
・プレスリリース
　「InGaNの多重中間準位を活用した太陽電池の高効率化の原理を実証」(2013/12/06)
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研究課題名
金属酸化物層での被覆を利用した
� 電極触媒の高機能化

プロフィール

1968年	京都府生まれ。1998年	京都大学大学院工学研究科分子工学
専攻博士課程修了、博士（工学）。1998年	東京工業大学大学院理工学
研究科応用化学専攻	助手、2005年	九州大学大学院工学研究院化学工
学部門	准教授、現在に至る。
研究分野：触媒化学
趣味：昼寝
*プロフィールは終了時点のもの

竹中　 壮
Sakae Takenaka

研究内容紹介

　二酸化炭素の排出削減、エネルギーの高効率利用の観
点から、水素やアルコールを燃料とする固体高分子形燃
料電池の本格的普及が期待されています。現行の固体高
分子形燃料電池では高価なPt触媒が利用されており、特
にアノードでの水素の酸化に比較して、カソードでの酸
素の還元の反応速度が著しく遅いため、カソードで多量
のPtが利用されています。またPtカソード触媒は、酸
性、酸素雰囲気、高い正電位などの厳しい条件にさらさ
れるため、Pt粒子の凝集やPtの溶解−再析出に伴うPt
粒子径成長により Pt カソード触媒は失活します。そこ
で固体高分子形燃料電池の本格的な普及に向け、Pt カ
ソード触媒の高活性化と耐久性向上が急務の技術課題
となっております。
　Ptカソード触媒上での酸素還元反応（O2＋4H＋＋4e 
→ 2H2O）では、酸素、電子、プロトンが Pt 表面に供
給されなければならないため、電極活性点として作用す

る Pt 粒子は、複雑な三相界面および電気化学界面上に
存在します。したがって電極触媒の活性・耐久性向上に
は、これら界面での物質拡散挙動や電気化学界面での反
応機構を正確に理解し、これらに基づいた界面の精密設
計が求められています。
　この研究プロジェクトでは、高機能性を有する金属酸
化物層で Pt 電極触媒を被覆することにより、Pt 電極触
媒の高活性化・高耐久性化を目指します。金属酸化物層
により被覆することで、① 炭素担体上での Pt 粒子の移
動、② Pt の溶解、および溶解した Pt 種の拡散が抑制
されるため、Ptカソード触媒の耐久性向上が期待されま
す。また金属酸化物層の① 細孔構造、② 酸強度、③ 親・
疎水性などを精密に設計することで、分子、イオン種の
拡散が促進されるだけでなく、Pt 表面の反応性および
Pt 周りの触媒反応場を設計できると考えています。
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研究成果の概要

現在、水素エネルギー社会への移行が進めら

れている。水素エネルギー社会では固体高分子

形燃料電池（PEFC）による発電が期待されて

いる。PEFCはアノードでの水素の酸化と、カ

ソードでの酸素の還元により発電するが、これ

らの反応を促進するために両極で Pt が触媒と

して利用されている。水素の酸化に比較して、

酸素の還元の反応速度が著しく遅いため、カ

ソードで多量のPtが使用されている。Ptは高

価であるため、PEFC の本格的普及に向けカ

ソードでの Pt 使用量低減が求められる。しか

し PEFC の Pt カソード触媒は、高温、酸性、

正電位、酸素・水蒸気雰囲気にさらされるた

め、Pt 粒子の溶解−再析出によるオストワル

ド熟成、Pt粒子の凝集により粒子径が増大し、

その結果カソードの触媒活性が低下する問題

がある。このため現行の炭素担持 Pt カソード

触媒では、Pt 使用量を低減できない。

このような背景の下、本研究では炭素担持 Pt カソー

ド触媒を厚さ数 nm のシリカ層で被覆することで Pt 触

媒の耐久性向上を試みた。図には、本研究で使用した典

型的な触媒の例として、シリカ層で被覆されたカーボン

ナノチューブ担持 Pt ナノ粒子触媒の TEM 像を示した。

Pt 触媒を厚さ2nm 程度のシリカ層で被覆することで、

カソード条件下における Pt 粒子径増大を抑制すること

ができた。しかしシリカ層で被覆することで Pt 触媒の

酸素還元活性が少し低下した。シリカ被覆 Pt 触媒上で

の酸素還元では、シリカ層を通じて Pt 表面に酸素が供

給され、シリカ層を通じてPtから生成水が排出される。

シリカ層での被覆によるPt触媒の酸素還元活性低下は、

酸素や生成水がシリカ層中を速やかに拡散しないため

と考えた。そこでシリカ層の細孔構造および親・疎水性

をパラメータとし、シリカ被覆Pt触媒の酸素還元活性・

耐久性を最適化した。その結果、疎水性のシリカ層でPt

触媒を被覆することで、Pt触媒の酸素還元活性を損なう

ことなく、耐久性を改善することに成功した。またシリ

カでの被覆法を Pd 触媒にも応用したところ、カソード

条件での Pd の溶出を抑制することができた。先に述べ

たようにPEFCカソード触媒は過酷な条件にさらされる

ため、カソード触媒として利用できる金属種は限定され

る。一方シリカでの被覆法を応用することで、カソード

条件で速やかに溶解する金属種も触媒活性成分として

利用できる。シリカでの被覆法は Pt カソード触媒の耐

久性向上に加え、非 Pt 系カソード触媒の開発にも貢献

できる技術であると考えている。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

S. Takenaka, T. Tsukamoto, H. Matsune and M. Kishida, Catal. Sci. Technol. (selected as Hot Papers), 3, pp. 2723-2731 

(2013).

S. Takenaka, H. Miyamoto, Y. Utsunomiya, H. Matsune and M. Kishida, J. Phys Chem. C, 118, pp. 774-783 (2014)

S. Takenaka, T. Miyazaki, H. Matsune and M. Kishida, Catal. Sci. Technol., 5, pp. 1133-1142 (2015).

S. Takenaka, D. Mikami, E. Tanabe, H. Matsune and M. Kishida, Appl. Catal. A: Gen., 492, pp. 60-67 (2015).

S. Takenaka, S. Miyake, S. Uwai, H. Matsune and M. Kishida, J. Phys. Chem. C, 119, pp. 12445-12454 (2015).
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研究課題名
電極相界面極限利用を実現する
� 高効率フロー電池

プロフィール

1999年大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻博士課程修了、博士
（工学）。1998年より約１年間、英国インペリアル大学機械工学科に客
員研究員として滞在。2000年より東京工業大学炭素循環エネルギー研
究センター助手、2007年より同センター准教授、2010年より同大学
大学院理工学研究科	機械制御システム専攻准教授、2014年より大阪大
学大学院工学研究科	教授、現在に至る。
専門分野は、エネルギー熱流体工学。
趣味は、読書、音楽鑑賞、ジョギング
*プロフィールは終了時点のもの 津島 将司

Shohji Tsushima

研究内容紹介

　太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを積極
的に導入し、昼間と夜間の電力需給のバランスをコント
ロールするためには、電力エネルギーをいかにして貯蔵
するのか、ということが重要な課題となります。本研究
では、大量の電力エネルギーを貯蔵するデバイスとし
て、フロー電池に着目しました。フロー電池は、従来の
二次電池とは異なり、蓄電量を電解液容量により変更で
きるため、小型から大型まで対応可能な自由度の高い電
力貯蔵システムを構築することが可能です。さらに、エ
ネルギー貯蔵媒体として用いる活物質のリサイクル性
が高く、メンテナンス性にも優れるため、電力の負荷平
準化による温室効果ガスの排出削減に加えて、自然エネ
ルギーの大規模電力貯蔵など、我が国の電力の安定供給
につながる蓄電デバイスとなります。
　本研究課題では、フ
ロー電池によるエネル
ギー高効率利用を実現
するために、ファブリ
ケーション技術、熱流
体技術、電池技術を融
合して、電極相界面の
極限的利用を実現する
高効率フロー電池を創
成します。新たに、電
極相界面に活物質を電
解液とともに供給する

「フロースルー構造」と
「櫛刃構造マイクロ流
路」を提案します。こ
れにより、電極相界面

への活物質の供給を著しく促進することが可能であり、
濃度拡散への依存を低減できるため、従来、十分に活用
されてこなかった電極相界面について極限までの利用
を実現し、充放電効率の向上（過電圧の低減）と高出力
化を達成します。さらに、この新たに提案するセル構造
の利点を基にシステムを再考すると、厚い電極の使用も
可能となりますので、反応表面積の増加にも繋がり、更
なる電気化学反応の促進が期待できるようになります。
本研究課題で取り組むフロー電池の高性能化のために
は、電極ならびにセル構造と流体の制御による反応の促
進が鍵となるため、電極材料の構造解析や数値シミュ
レーションなども駆使しながら、電極相界面の極限的利
用を実現する高効率フロー電池を創成します。
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研究成果の概要

本研究では、大規模電力貯蔵用蓄電池としてレドック
スフロー電池に着目し、電池性能を飛躍的に向上させる
ための研究開発を実施した。特に、従来のフロー電池と
は異なる「櫛歯構造流路」と「薄型多孔質電極」を導入
して、実験科学と計算科学の両面から基礎研究を行っ
た。

研究期間前半に「櫛歯構造流路」と「薄型多孔質電極」
を有するフロー電池を設計・試作し、「櫛歯構造流路」を
用いることで濃度過電圧を低減できることを示した。そ
の上で、フロー電池に特化した「薄型多孔質電極」の開
発が不可欠であるとの認識から、市販の多孔質炭素材料
の前処理工程（酸処理、熱処理）の検討から開始して、

「無結着材電極」や「高比表面積電極（アークプラズマ
蒸着や緻密層付与）」などの新規材料の探索を行った。並
行して、セル構造（流量依存性、リブ・流路幅）と電極
構造（空隙率、厚さ、熱処理）の各影響因子がセル性能
と各過電圧に及ぼす影響ならびに律速電極に関する知
見についても獲得した。これらの知見にもとづき、薄型
多孔質電極とセル構造の改良を進めることでセル全抵
抗0.6Ω cm2を実証し、大幅な性能向上を実現した。

さらに研究期間後半には、実験から得られた知見にも
とづき、フロー電池における電極相界面現象を考慮した
モデリングとシミュレーション技術の構築を行った。連
続体〜細孔〜ファイバーのスケールでの反応流動解析
結果にもとづき、ファイバー周り濃度境界層形成（電極
相界面抵抗）と電解液の不均一流動などに起因する有効
反応面積減少の影響を考慮した多孔質電極モデルを導
入することで、櫛歯流路型フロー電池における放電特性
の流量依存性や電極熱処理の効果などがよく再現され
ることを示した。本解析モデルにより、セル・電極構造
因子の影響を定量的に解析してフロー電池の設計指針
の提示することが可能となり、フロー電池の物質輸送・
反応と充放電特性の解明と制御のための学術基盤の構
築に貢献した。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

S. Tsushima, et al. Proc. 15th International Heat Transfer Conference, 2014, IHTC15-9326.

・受賞
　（一社）日本機械学会熱工学部門貢献表彰受賞
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研究課題名
金属膜を持つ表面微細構造による
� 放射エネルギーの波長制御

プロフィール

1970年	長野県生まれ。1999年	北海道大学大学院工学研究科博士後
期課程修了、博士（工学）。1998年	北海道大学大学院工学研究科	助手、
2006年	北海道大学大学院工学研究院	准教授、現在に至る。
研究分野：伝熱工学、宇宙工学
趣味：野球観戦
*プロフィールは終了時点のもの

戸谷 　剛
Tsuyoshi Totani

研究内容紹介

　本研究では、金属膜を持つ表面微細構造によって放射
エネルギーの波長制御に挑戦します。金属膜を持つ表面
微細構造によって放射エネルギーの波長制御が可能に
なると、ヒートポンプや冷房・冷凍機器のなどの排熱部
に応用することにより、ヒートポンプや冷房・冷凍機器
のなどの機器効率を２倍にできると考えています。ま
た、表面微細構造が持つカットオフというある波長以上
の放射エネルギーを反射する機能を応用し、安価な遮熱
フィルムの実現が可能になると考えています。
　金属表面に微細構造を作成することにより、微細構造
の大きさとほぼ同じ波長の電磁波が選択的に吸収・放射
されることが知られています。金属表面に微細構造を作
成する方法として、電子線描画法やエ
ッチング法など使われていますが、大
量生産に向かないという欠点があり
ます。表面微細構造を作成したあとに
金属膜を被覆する方法を採用するこ
とにより、低価格、大面積、大量生産
を可能にすることを目標にします。
　本研究の具体的な研究項目は、１．
表面微細構造による電磁波の放射・吸
収における波長選択メカニズムの研
究（表面微細構造による放射率向上の
理論最大値の導出）、２．透過を防ぐ
最小の金属膜厚の理論値と実験値の
比較、３．生産性を考慮した最適な金
属膜の種類の特定、４．放射率のピー
クを0.1μmオーダーで制御する表面
形状の設計・製作方法の研究、５．表
面微細構造を持つラジエータの温度

低下効果の測定です。
　１．により波長選択メカニズムが明らかになると、放
射エネルギーを増大もしくは減少させるのに最適な表
面微細構造の形状、金属膜の厚さ、金属膜の材質を知る
ことができようになります。２．により、最小の金属膜
が分かると、金属膜の厚さを最小にでき、低価格化に貢
献します。金属膜に高価な金を使う場合、特に有効です。
３．、４．により、低価格、大面積、大量生産を可能に
する製造方法を確立します。５．により、金属膜を持つ
表面微細構造を、ヒートポンプや冷房・冷凍機器のなど
の排熱部や遮熱フィルムへ応用したときの性能を明ら
かにします。



さ
き
が
け
・
研
究
者
紹
介　

２
期
生

68

研究成果の概要

本研究の目的は、波長制御加熱方式乾燥炉で発生する

大きな熱損失を減らすことである。各種高機能フィルム

などの乾燥プロセスにおいて、可燃性のある溶剤を低温

で乾燥させるニーズが高い。従来の熱風加熱方式の乾燥

炉の場合、熱風の温度を下げる必要があり、乾燥時間の

増加や製品価格の上昇につながっていた。足りない熱を

放射で補う波長制御加熱方式の乾燥炉が考案されたが、

ヒーター自身は全波長域で放射し、フィルタを用いて、

溶剤の吸収する波長域のみを乾燥に利用していたため、

大きな熱損失につながっていた。そこで、溶剤の吸収帯

のみで放射するヒーターを開発できれば、熱損失を減ら

すことができると着想した。

図１と表１に示す金−アルミナ−金のメタマテリア

ル構造（MIM構造）によって、図２に示すように、溶剤

の１つであるトルエンの6.7μ m の吸収帯に放射率0.8

以上のピークを持つ放射を合わせることができた。MIM

構造の放射のピークの位置は、LC 回路モデルで予測さ

れる共振波長と１ % 以内でよく一致することが分かっ

た。この成果により、LC回路モデルを使えば、材質、ピ

ッチや金属体の直径、厚みと絶縁体の厚みを変えること

で、任意の溶剤の赤外線吸収帯の波長に放射の波長を合

わせることができると言える。

図３に MIM 構造を持つヒーターのトルエン乾燥速度

を示す。MIM構造を持つヒーターがトルエンを乾燥でき

ることが分かった。MIM構造を持つヒーターの乾燥速度

は、黒色塗装（放射率：0.83一定）されたヒーターよ

り遅いが、ヒーター部の断熱が不十分であることが原因

であり、改善できる。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

Tsuyoshi Totani, Toshio Irokawa, Minoru Iwata, Masashi Wakita, Harunori Nagata, Radiation Enhancement by Metal Film on 

Micro Cavities in Resin, 2015, Proceeding of the 15th International Heat Transfer Conference, DOI:10.1615/IHTC15.rad.008771.

・特許
　赤外線ヒーター，特願2015-175068,（2015）

図１　MIM構造

図２　垂直放射率
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図３　トルエンの乾燥速度

表１　MIM構造の寸法

記号 寸法 記号 寸法
h 50nm f 100nm
d 190nm Λ 4.0μm
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研究課題名
新しい半導体固相界面による
� 新規グリーンデバイスの開発

プロフィール

1980年群馬県生まれ。2003年	群馬大学工学部電気電子工学科卒業、
2005年	同大大学院工学研究科修士課程修了、2008年北海道大学・大
学院情報科学研究科博士課程修了、博士（工学）。2007年	日本学術振
興会特別研究員（DC2）、2008年	日本学術振興会特別研究員（PD）、
2009年	北海道大学グローバルCOE研究員、2009年	科学技術振興機
構さきがけ「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」専任研究
者、2015年より、北海道大学大学院情報科学研究科	助教。
研究分野：半導体工学、半導体結晶成長
*プロフィールは終了時点のもの 冨岡 克広

Katsuhiro Tomioka

研究内容紹介

　人口増加と科学技術の進歩にともなうエネルギー需
要の高まりは、化石燃料を主とした社会・経済を疲弊さ
せ、単純な科学技術の進歩が社会に大きく貢献できる機
会を極端に少なくしています。そのような背景の中で、
エネルギー高効率化には、エネルギーを効率良く“創る・
貯める・使う”デバイスの総合的な技術革新が必要と考
えています。
　半導体トランジスタやその集積回路に代表される分
野では、シリコン電界効果トランジスタ（FET）の集積
技術の到達限界が指摘され始めています。特に、集積回
路のチップ当たりの電力消費量の急増は深刻な課題と
なり、新材料・デバイス構造の導入・開発が検討されて
います。新材料・デバイス構造に期待される性能は、FET
やその集積回路と同等かそれ以上であること、劇的な省
エネルギー性が期待できることの２点に集約されます。
特に省エネルギー性につ
いては、従来の金属 - 酸化
物 - 半導体（MOS）FET
のサブスレッショルド特
性（SS）に 理 論 限 界

（60mV/dec）が あ る た
め、この特性を下回り、低
消費電力で動作するトン
ネル FET の研究・開発が
急務となっています。現在
の 集 積 回 路 の 駆 動 電 圧

（0.9V）以下、さらに0.3V
以下で動作させるために
は、SS が30mV/dec 以
下になるスイッチ特性を
実現しなければならない
からです。これを実現でき
るスイッチ素子の候補が
トンネル FET ですが、こ
の素子は、トンネル障壁を

介して電子の輸送しているため、スイッチングで得られ
る電流が従来の FET よりも小さくなる欠点があります。
　本研究では、まず、従来の FET のキャリア輸送とは
異なる原理を持つトンネル FET を Si と III-V 族化合物半
導体一次元ナノ構造からなる固相界面を応用し作製し
ます。次に、キャリアの受け手側で電子を良く輸送させ
る技術・構造を導入することで、これまでにない低消費・
高速化トンネルトランジスタを作製します。この素子が
実現し、シリコン集積回路に導入されると、既存の集積
回路の性能よりも高性能な機能を有したまま、チップ当
たりの電力密度を103W/cm2から10W/cm2以下に削
減することができます。さらに、エレクトロニクス機器・
車載機器で普及しているあらゆる分野の電子機器の消
費電力を1/100にする要素技術を確立することができ
ます。
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研究成果の概要

スマートフォンやパソコンの頭脳となるマイクロプ
ロセッサ・半導体集積回路は、基本素子となる電界効果
トランジスタ（FET）を小さくし、指先ほどの大きさの
チップの中に、およそ20-30億個の FET を敷き詰める
ことで、高性能化を実現しています。高性能化の一方で、
この FET の莫大な数による消費電力の急増が深刻な問
題となっています。これは、FET のスイッチング性能

（サブスレッショルド係数）に物理的な限界（60mV/
桁）があるためです。今後、集積回路で抜本的な省エネ
ルギー化を実現するためには、FETの物理限界を突破で
きる新しいスイッチ素子とその実用化が必要です。

本研究では、髪の毛の数千分の１の大きさの非常に小
さなナノワイヤで形成される、新しい半導体固相界面を
スイッチ素子に応用することで、これまでにない低消費
電力型 FET・トンネル FET を提案・実現しました。具
体的には、ナノメートルスケールの半導体選択成長技術
によって、Si/III-V ヘテロ接合からなる新しい固相界面
を形成し、この界面で生じるトンネル輸
送を応用したトンネルFETで、理論限界
の突破（サブスレッショルド係数の急峻
化）を図りました。トンネルFETのサブ
スレッショルド係数の急峻化を実現する
には、以下の課題がありました。（i） 半導
体ナノワイヤの微細化、（ii） ナノワイヤ
縦型FETの高性能化、（iii） 半導体ナノワ
イヤの真性層形成技術の確立。（i）では、
エッチング技術を工夫することで、微細
直径を有した半導体ナノワイヤを集積で
きる技術を確立し、（ii）では、縦型トン
ネルFET構造の作製について、３次元的
にソース・ゲート・ドレイン構造からな
る縦型３端子電極構造の先端プロセス技
術を確立するとともに、MOS界面の平坦
化を新しい切り口で確立するとともに
ゲート酸化膜のスケーリングを評価しま

した。（iii）では、微細ナノワイヤに対して、パルスドー
ピング技術を考案し、擬似真性層形成技術を確立し、縦
型FET素子やトンネルFET素子の作製に導入しました。

これらの課題を解決することで、シリコンと InGaAs
ナノワイヤの固相界面を形成し、この界面で生じるトン
ネル輸送過程を応用したスイッチ機構で、サブスレッシ
ョルド係数の物理限界60mV/ 桁を下回る40mV/ 桁を
達成しました。トンネル FET のオン電流値は、従来の
MOSFET と比べると３桁程度低くなる事が課題でした
が、ナノワイヤの中に、散乱の少ない二次元電子ガスを
形成する構造を作り、トンネル FET の電流値をおよそ
1000倍にする新しい技術・素子構造を考案し実現しま
した。これらの要素技術を応用すると、集積回路の消費
電力を９割以上削減することができ、デジタル家電・モ
バイル電子機器の電池消費を大幅に削減することがで
きます。

【本研究期間中の主な業績】
▶論文
　１.　Katsuhiro Tomioka. Nature. 2015, vol. 526, 5pp. 51-52

　２.　K. Tomioka et al., Nano Lett. 2013, vol. 13, pp. 5822 - 5826　他
▶	特許出願
　１.　	III-V族化合物半導体ナノワイヤ、電界効果トランジスタおよびスイッチ素子,	特願2013-226675（2013年,	10月）　

他２件
▶	受賞
　１.　「平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰・若手科学者賞」（2015）
　２.　「第17回丸文研究奨励賞」（2014）
　３.　「第27回安藤研究所研究奨励賞」（2014）　他３件

III-V/Si 固相界面による縦型トンネルHEMT素子の開発

（a）選択成長技術によるシリコン基板上の III-V ナノワイヤアレイ、（b）変
調ドープ型コアマルチシェルナノワイヤの模式図と作製結果の断面TEM像、
（c）	Si/InGaAsナノワイヤ界面のTEM像、（d）	歪マッピング、（e）	縦型ト
ンネルHEMT素子構造
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研究課題名
リチウムイオン電池電極材料のセラミックス
� 二相境界における物質移動の動力学

プロフィール

1975年	東京都生まれ。2004年	東京工業大学大学院博士課程修了、博
士（工学）、2004年	東京工業大学	助教を経て、2009年５月より名古
屋工業大学	准教授、現在に至る。その間、1997年	信越化学工業株式
会社勤務、2004年	米国マサチューセッツ工科大学	客員研究員。
研究分野：無機固体化学、電気化学、計算材料科学
趣味：読書、海外旅行
*プロフィールは終了時点のもの

中山 将伸
Masanobu Nakayama

研究内容紹介

　リチウムイオン電池は1991年に日本で初めて商品
化された充電池で、重量当たりのエネルギー容量が大き
いという特徴があります。その結果、携帯電話やモバイ
ル機器の電源として広く普及し、私たちの生活スタイル
を大きく変化するに至りました。現在ではエネルギー・
環境問題の切り札となる電気自動車の電源として、更な
る高性能化が望まれています。
　特に、電池の電極や電解質材料としてセラミックス

（酸化物）材料開発が次世代電池のカギとして注目され
ています。セラミックス材料は不燃性であることから安
全性の観点で圧倒的に優位な一方、その「静かな固体」
としてのイメージから、材料内でのリチウムイオン輸送
能に乏しいと考えられます。しかし、材料中におけるリ
チウムイオン輸送能は、
電池の高出力化と高効率
エネルギー変換には必須
の特性であるため、この
分野のブレイクスルーが
期待されています。
　本研究では、高速反応
として注目される二相共
存系のリチウムイオン電
池電極反応をモデル反応
として着目し、その反応
機構を様々なサイズの視
点から解明することを目
指しています。二相共存
反応においては、高速反
応が可能であるという応
用的・工学的興味がある
一方、従来のイオンの輸
送を記述する拡散方程式
をそのまま適用すること
ができないという基礎研
究面での課題もありま

す。また、材料内部のイオンの輸送だけではなく、電極
と電解質などの２つの異なるセラミックス相界面にお
けるイオン輸送についても本質的に機構解明しなけれ
ばなりません。
　このような課題を解決するために、計算と実験の二つ
のアプローチから研究を展開します。具体的には、量子
力学に基づく第一原理計算をマルチスケール化する計
算技術によって、二相界面構造を再現し、界面における
リチウムイオンの化学ポテンシャル変化を可視化しま
す。また電気化学測定による界面移動速度の実験的定量
化を経て、界面の移動現象を電子・格子スケールから粒
子スケールの視点までシームレスにつなぐ反応動力学
の体系を構築することを展望しています。
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研究成果の概要

車載用リチウムイオン電池では、携帯機器に比べて格

段に高速な充電放電が求められる。このような高速充放

電を「エネルギー高効率利用」を踏まえて実現するため

には、固体内リチウムイオン拡散を極限まで高める結晶

構造制御が求められている。本研究の第一原理計算にお

ける予備的検証において、実用的な酸化物系電極におけ

るリチウムの固体内体積拡散に比べて、不均一反応によ

って生成する二相共存界面を利用すれば、50〜100倍

近い極めて高い固体内リチウムイオン拡散を実現する

ことが確認された。

そこで本さきがけ研究では、このような界面イオン移

動機構を原子・格子スケールからマクロスケールまで網

羅的に理解することで、人為的界面制御に基づく新たな

高速充放電可能な材料デザインに繋げることを目指し

た。計算科学手法においては、マルチスケール計算に基

づき二相共存界面における

静的なリチウム空孔分布

と、その動的な移動機構の

可視化・定量化を、第一原

理計算、メトロポリス・モン

テカルロ法、キネティック・

モンテカルロ法の融合的シ

ミュレーターを開発するこ

とによって実施した。あわ

せて反応エントロピー評価

測定により二相共存界面の

ドメイン構造予測と DC パ

ルスの摂動によって得られ

る電気化学応答信号解析

（過渡過程解析）を適用することで、実験的に二相共存界

面の発生・界面移動の過程を検証し、上述のシミュレー

ターで得られた計算結果との対応関係を確認した。

開発したシミュレーターにより、二相共存界面でのイ

オン拡散能評価が可能となったが、計算コストが大きい

ために、材料最適化には依然として試行錯誤的な過程が

必要となる。そこで、シミュレーターに遺伝的アルゴリ

ズムを組み込むことで、高効率に構造パラメーターを最

適化する方法論についても検討した。その結果、現状で

は多くの制限があるものの、対象とする結晶構造が潜在

的に持ちうる最大拡散能の評価と組成選択の指針を抽

出することが可能であることを示すことができた。この

ような方法論により、従来は解析目的が主であった計算

材料設計から材料探索型の計算に結びつける展望を得

るに至った。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1. M. Nakayama, S.Yamada, R. Jalem, T. Kasuga, "Density functional studies of olivine-type LiFePO4 and NaFePO4 as 

positive electrode materials for rechargeable lithium and sodium ion batteries", Solid State Ionics, in press (2016)
2. M. Nakayama, M. Kimura, R. Jalem, T. Kasuga, "Efficient automatic screening for Li ion conductive inorganic oxides with 

bond valence pathway models and percolation algorithm", Jpn. J. Appl. Phys, 2016, 55, 01AH05.

3. M. Nakayama, H. Taki, T. Nakamura, S. Tokuda, R. Jalem, T. Kasuga, "Combined Computational and Experimental Study 

of Li Exchange Reaction at the Surface of Spinel LiMn2O4 as a Rechargeable Li-ion Battery Cathode", J. Phys. Chem. C, 

2014, 118, 27245-27251

4. R. Jalem, M. Nakayama, T. Kasuga, "An Efficient Rule-Based Screening Approach for Discovering Fast Lithium Ion 

Conductors Using Density Functional Theory and Artificial Neural Networks ", J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 720-734

・受賞
　2013　永井科学技術財団学術賞
　2014　科学技術分野の文部科学大臣表彰　若手科学者賞
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研究課題名
埋もれた材料相界面研究のための
� 極限的非線形顕微分光法の開発

プロフィール

1976年	札幌生まれ。2004年	北海道大学大学院博士課程修了、博	士
（理学）。2004年	米国テンプル大学博士研究員。2007年	理化学研究
所基礎科学特別研究員。理化学研究所協力研究員などを経て2012年よ
り理化学研究所研究員。
研究分野：界面化学、界面非線形分光。
趣味：飲み会、旅行、ジョギング、ハイキング。
*プロフィールは終了時点のもの

二本柳 聡史
Satoshi Nihonyanagi

研究内容紹介

　エネルギー利用の飛躍的な高効率化実現のためには、
材料相界面で起こる現象をその作動環境において分子
レベルで理解することが必要です。例えば革新電池を開
発するためには、まず候補となる材料の電池反応を理解
することが必須となります。電池のような実用デバイス
の界面は空間的に不均一な構造を有し、また未知の分子
種も存在します。このような不規則・不均一な構造を有
する界面について、表面がどのような官能基で覆われて
いるか、その末端官能基が“溶液中で”
どう配向しているか、またその溶媒和
構造、といったその場分子構造情報を
各ドメイン毎に取得することが本質
的に重要です。そのためにはその電極
と電解液との界面を自由に（試料を整
形することなく）その場計測すること
が本来重要です。しかしながら、現在
の材料界面の研究は主に原子レベル
で構造が制御されたモデル界面を用
いて行われています。これは単に“生”
のデバイスの界面を観測できるよう
な実験方法論が欠如しているからで
す。したがって、既存の方法論の限界
を超えた新しい概念に基づく実用界
面のための実験方法論を構築すれば、
この分野の飛躍的な進歩が期待でき
ます。
　本研究では、界面の分子情報を得る
ための非線形分光と不均一性を理解

するための顕微鏡の特徴を併せ持つ、新しい非線形顕微
分光法を開発します。具体的には界面選択的な非線形分
光法である和周波発生分光法を基本として、この方法を
固液界面に適用可能にし、かつ顕微検出する方法を新た
に開発します。この方法を用いて、リチウム電池をはじ
めとする様々な材料界面における分子構造とその空間
分布を明らかにすることで、材料設計に分子科学的な根
拠を与えることを目指します。

図１　本提案の顕微分光法の模式図。
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研究成果の概要

本研究では実用的材料相界面を分子レベルで界面選

択的に観測するための新規非線形分光技術の開発、およ

び既存の非線形分光法をモデル界面に適用して二次電

池モデル電極界面の構造解析することを試みた。まず新

規非線形分光法の開発として、分子レベルの薄さの界面

領域を選択的に観測することができる振動和周波発生

（SFG）分光法とサブミクロンスケールの空間分解能を

有する近接場赤外顕微鏡を結合させ、新しい界面選択的

非線形顕微分光計測法を開発することを目指した。具体

的には３μm 程度の開口を持つフッ化物ファイバー製

プローブの中を通して赤外光レーザーを入射させ、それ

と外から進入してくる可視光レーザーの SFG 光を検出

するという世界で初めての方法を設計してその原理実

証を試みた。いくつかの試作機を構

築し、これらを用いて実際に金上に

構築した自己組織化単分子層から

の振動和周波スペクトルを取得す

ることに成功した。これによりプ

ローブを使った測定方法が原理的

に可能であることを証明した。ま

た、この新手法を用いて典型的なリ

チ ウ ム イ オ ン 正 極 材 料 で あ る

LiCoO2の薄膜表面の非共鳴 SFG

を空気中で検出することができた。

今後この方法をさらに改良して、溶

液中での測定を可能にしようとし

ている。

一方、従来の非線形分光法を

LiCoO2薄膜電極／電解液界面に適

用して、この界面の振動スペクトル

を電位制御下でその場測定するこ

とを試みた。この場合、赤外領域で

透明なフッ化カルシウム基板にス

パッタ製膜した LiCoO2ナノ薄膜

（厚さ50nm）と電解液の界面を、

薄膜を透過させて SFG 測定する。

この方法は入射赤外光が溶媒に吸

収されないという利点がある。実際

に開回路で既報の論文に報告され

ている通りカルボニルのバンドが

観測できた。しかしながら、電位依

存性がほとんどみられなく、電位を走査していくうちに

信号強度が全体的に弱くなって見えなくなってしまう

ことが分かった。この理由を解明するために光電場の線

形応答であるフレネル係数の振動数依存性を検討した。

その結果、この方法で得られた SFG スペクトルはフレ

ネル係数の振動数依存性を反映したものであり、界面の

振動スペクトルをほとんど反映していないことが明ら

かとなった。したがってこの方法は、カルボニルのよう

な強い吸収を持つ溶媒については、そのままでは界面選

択的分光法として使用できないことがわかった。この問

題を解決する手段として、混合溶媒の混合比依存性を測

ることによって SFG スペクトル中のフレネル係数と界

面由来の信号を分離する方法を提案した。

図２．ファイバープローブを用いて測定したODT	SAM/Au表面のSFGス
ペクトル（赤線）および四つの振動共鳴を仮定した場合のローレンツ
関数フィット（青線）。

図１．プローブ式SFGの光学配置（左）とファイバープローブのTEM像
（JASCO提供）。
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研究課題名
固液界面その場XPS測定による
� 酸素還元反応機構の解明

プロフィール

1978年 北海道生まれ。2006年 北海道大学大学院博士課程修了、博
士（理学）。2006年 アリゾナ州立大学 博士研究員、2007年 北海道
大学大学院 特任助教、2010年 物質・材料研究機構 特別研究員、
2013年	科学技術振興機構さきがけ研究者、2014年	物質・材料研究
機構 先端的共通技術部門	主任研究員、現在に至る。
研究分野：電気化学、表面科学
趣味：カレー、ラーメン（味噌）、ビール
*プロフィールは終了時点のもの

増田 卓也
Takuya Masuda

研究内容紹介

　エネルギー分散型社会の構築を目指して、二次電池、
燃料電池、色素増感太陽電池、光触媒など多様なエネル
ギー変換システムの必要性が認識され、効率と安定性向
上の両面から研究・開発が展開されています。これらに
資する触媒や電極材料開発の多くは、主に性能評価から
得られた経験的な知見に基づいて網羅的に進められて
いるのが現状ですが、反応や劣化のしくみを理解するこ
とができれば、既存の材料の問題点が顕在化し、より合
理的に材料設計を推進することができるものと期待さ
れます。これらのエネルギー変換プロセスは、固体と液
体の接する界面（固液界面）で起こります。このため、
反応のリアルな描像に迫る
ためには実動作環境（すな
わち、反応が起こっている
その場）で計測を行い、界
面からの生きた情報を得る
ことが必要不可欠です。
　X線光電子分光法（XPS）
は、X 線を照射することに
より物質表面に存在する元
素を励起し、光電効果によ
って放出する光電子の運動
エネルギーと強度分布を分
析することで、表面組成と
表面種の化学状態を非破壊
的に、かつ再現性よく評価
することができる強力な手
法です。しかし、X 線照射
によって生成した光電子
は、媒質中における非弾性
散乱や弾性散乱によって容
易にエネルギーを失ったり
方向を変えて減衰してしま
うため、従来のXPS測定は
真空中で行う必要があり、

実動作環境における触媒や電解質溶液と接触した電極
材料について、表面状態をその場で観察することは不可
能でした。
　 こ の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト で は、大 型 放 射 光 施 設
SPring-8のシンクロトロン放射光を光源とした高エネ
ルギーX線と光電子を効率よく透過する軽元素の超薄膜
窓を利用した革新的な測定システムを開発し、これまで
活躍の場が真空中のみに限られていた XPS を、世界で
初めて、固液界面におけるエネルギー変換プロセスのそ
の場観察に応用し、高性能な電解質・触媒・電極材料を
設計するための指針の獲得を目指します。
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燃料電池や二次電池といった主要なエネルギー変換
デバイスにおける固液界面では、多くの物質と電子が関
与する複雑な電極反応が進行している。特に、二次電池
における電解液／電極界面では、主要な電極反応のほ
か、電解液の分解、被膜形成、電極の劣化といった副次
的なプロセスも同時に起こっており、これらは電池性能
やサイクル特性に多大な影響を及ぼすものと考えられ
ている。固液界面で起こる各現象を理解して、高性能な
電解液／電極界面の姿を予測・設計・提案するための基
盤技術として、本研究では、固液界面その場X線光電子
分光法（XPS）を開発した。

XPS は、X 線照射により物質表面に存在する元素を
励起し、放出される光電子のエネルギーを分析すること
で、表面組成・表面種の化学状態を非破壊的に、かつ再
現性よく解析可能な手法であるが、従来、測定には真空
が必要であったため、固液界面における電気化学反応を
その場観察することが不可能であった。そこで本研究で
は、軽元素の超薄膜を１．真空と常圧を隔てる隔壁、２．
X線と光電子の窓、３．作用電極として利用した環境セ
ルを開発した。図１のように、この環境セルを溶液で満
たした状態で真空中に保持し、X線照射によって超薄膜
と溶液の界面より発生する光電子を（超薄膜を透かし
て）真空側で検出するという配置で、固液界面で起こる
電気化学反応のその場 XPS 測定を実現した。

実証実験として、CVD 法、電子線描画・フォトリソ
グラフィおよびウェットケミカルエッチングを駆使し

て、厚さ15nmのシリコン薄膜チップを作製した。図２
のようにこの薄膜を窓として利用した環境セルを、内部
に水を満たした状態で真空槽中に保持し、SPring-8の
硬X線をシリコン薄膜表面に照射することによって、シ
リコン薄膜／水界面で発生する光電子を検出すること
に成功した。このとき、シリコン薄膜にプラスの電位を
印加することによって、水との界面においてシリコン薄
膜表面で陽極酸化が進み、シリコン酸化膜が成長する様
子が観察され、膜厚の変化がサブナノメートルオーダー
で決定された。

以上の放射光施設を利用した実証実験を受けて、実験
室装置をベースとした固液界面その場 XPS 測定システ
ムを開発した。この測定システムでは、グローブボック
スやドライルームで調製した嫌気性電池材料を大気非
暴露で装置の分析点に移送し、充放電時を模擬したさま
ざまな電位条件での XPS 測定が可能である。また、実
験室装置の入射光強度およびエネルギーは、放射光施設
よりはるかに低いため、薄膜を透過した光電子の検出が
いっそう困難になるが、薄膜および検出系の改良によっ
て感度因子の低い元素を薄膜を透過して検出すること
も可能となっており、現在、リチウムおよびマグネシウ
ムイオン二次電池における電極反応観察への応用を推
進している。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

T. Masuda, H. Yoshikawa, H. Noguchi, T. Kawasaki, M. Kobata, K. Kobayashi, K. Uosaki, “in situ X-ray Photoelectron 

Spectroscopy for Electrochemical Reactions in Ordinary Solvents”, Appl. Phys. Lett. 103[11] (2013) 111605-1

研究成果の概要

図１．	固液界面その場X線光電子	
分光測定の模式図．

図２．（左）シリコン薄膜チップの模式図．
（右）電位印加時におけるシリコン薄膜／水界面のXPSおよび膜厚変化．
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研究課題名
界面微細センサ開発とマルチスケール数値解析による
熱・物質輸送－電気化学反応の連成現象の解明と最適界面構造設計

プロフィール

1975年	静岡県浜松市生まれ。2003年京都大学大学院工学研究科修
了、博士（工学）。2003年カリフォルニア大学ロサンゼルス校	日本学
術振興会特別研究員。2004年豊橋技術科学大学	電気電子工学系	助手。
2007年横浜国立大学	大学院	工学研究院	准教授、現在に至る。
研究分野：伝熱工学、物質輸送、燃料電池
趣味：サッカー、水泳、バイク整備・ツーリング、日曜大工
*プロフィールは終了時点のもの

荒木 拓人
Takuto Araki

研究内容紹介

　固体高分子形燃料電池（PEFC）は、クリーンで高効
率なため次世代の自動車用、家庭用分散電源として期待
されています。しかし、このPEFCの触媒には高価な白
金が主に用いられており、将来のさらなる普及のために
はこの触媒の使用量の削減が必要です。そのためには、
とくにカソード側の触媒反応サイトへ活物質である酸
素や水素イオンさらには電子をスムーズに届け、触媒性
能を限界まで引き出す最適な界面構造設計技術が求め
られています。そこで、本プロジェクトでは触媒層近傍
におけるナノメートルからマイクロメートルスケール
の相界面で生じている熱・物質輸送と電気化学反応の連
成現象、特に運転条件ごとの律速段階を整理し、最適な
界面構造設計へつなげることを目的としました。
　特に触媒周辺では、液水・酸素・プロトンなどの化学種
輸送と温度や電子輸送、そして反応分布がお互いに密接に
関連しているため、触媒
層反応場の構造の最適
化のためにはそれぞれの
現象および相互作用も明
らかにする必要がありま
す。ところが、触媒層自
体が10µm 程度と極め
て薄く、代表長さである
空 孔 径 も10〜100nm
オーダーと極めて小さい
ため、触媒層の内部の現
象を実運転下（in situ）
で直接測定できる技術は
ほとんどありませんでし
た。そこで、１つめの具
体的な目標を「触媒層近
傍におけるサブマイクロ
メートルスケールの現象

（温度、濃度）をセンシン
グできるナノ・マイクロ
センサを開発すること」
としています。
　さらに、これら触媒層
近傍の現象は触媒層の構

成部材である固相やナノ孔にある液相、そして気相と、そ
れぞれの相界面といったミクロ構造だけでなく、リブやチ
ャネル、GDL中の液滴、MPLのクラックといった、１µm
から１mmスケールのより大きな構造の影響も強く受けま
す。それらのマルチスケールの現象を明らかにするために
は、実験からだけでなく数値解析の併用が有効です。そこ
で、もう一つの具体的な目標を「触媒層ナノ・マイクロ構
造での液水・プロトン・電子・熱輸送の連成現象を対象と
する触媒層モデルと、より大きな構造であるマイクロポー
ラス層（MPL）や拡散層基材を扱う連続体モデルを同時
に扱うマルチスケール数値解析を行うこと。」としました。
　これらの測定と数値解析の両面から触媒層付近の相
界面に存在する複雑な連成現象を明らかにし、最適界面
構造設計につなげることで、未来のエネルギー問題の解
決の一助となることを目指しています。
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研究成果の概要

　本課題の実施期間中にも水素燃料電池自動車の一般
市販がスタートし、家庭用燃料電池の累計出荷台数も
15万台を突破するなど、固体高分子形燃料電池（PEFC）
は実用化に向けた動きは着実に進んでいました。しかし
ながら、従来型の設備と比較するとコストや耐久性な
ど、PEFCにはまだまだ改善すべき点があります。そこ
でPEFC内の熱物質輸送現象の包括的な理解と最適化を
目指し、「目標① 触媒層近傍における温度・濃度をセン
シングできるナノ・マイクロセンサを開発すること」「目
標②　液水・プロトン・電子・熱輸送のマルチフィジッ
クス、そしてマルチスケールの数値解析を行うこと」を
目指しました。
　目標①のマイクロセンサに関しては、触媒層・MPLは
柔軟な構造なためセンサも柔軟である必要があること、
各層がμ m スケールであるためそれらより小さい必要
があること、電気化学反応や電子・反応活物質に曝され
るため確実な絶縁が必要なこと、1MPa程度の締結圧に
耐える必要があることなど、センサとしては厳しい要求
条件がありました。当初は歩留まり、耐久性ともに悲惨
なものでしたが、プロセスや挿入セル構造の工夫によ
り、図1に示すような安定した測定が可能なセンサを開
発することができました。それによって、例えばアノー
ド、カソードの拡散電極（GDL）の厚さを変えた場合に
は図2（右）に示すように液水分布が異なることによっ
て、図2（左）に示すように触媒層近傍温度が影響を受
けること、さらには温度場が変化することによって再び
相変化場・液水分布が影響を受けるといったようにそれ
ぞれの輸送現象が相互に影響を与え合っていることが
示されました。このように温度・相変化・液水の局所分
布の相互連成現象をはっきりと示した例は世界的に見
渡しても例がないものです。さらに、触媒層近傍の湿度
を in situ で測定できるマイクロ湿度センサの開発にも

世界で初めて成功しました。図3に示すように、リブ下、
チャネル下で触媒層近傍の湿度が異なり、局所発電特性
との相互作用があることが示されました。
　目標②の数値解析に関しては、多成分気体のMaxwell-
Stefan 方程式、液水輸送の Capillary diffusion、熱輸
送の Fourier 方程式、電子・プロトンの Ohm の式、電
解質・アイオノマ界面の輸送速度方程式、電解質内の拡
散・電気浸透現象、白金触媒上での Butler-Volmer 方
程式および触媒有効度に関するチーレ数といった現象、
方程式を非定常に連成する数値解析コードを開発しま
した。目標①のセンサによる知見と数値解析結果を比較
することで相互の信頼性を確保しながら、最適な構造の
提案に向けての検討を続けています。

図3　マイクロ湿度センサの測定結果

図1　発電中のセルに挿入されたマイクロセンサ

図2　	マイクロ温度センサによる局所温度測定結果（左）
と液水可視化結果（右）

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

K. Miyagawa and T. Araki, Conjugate Analysis of Heat-Species-Charge Transport for Evaluating Effects of the Temperature 

Gradient on Cell Performance Modeling, ECS Trans. 2015 69 (17): 93-103

J. Tsujikawa, R. Minami, and T. Araki, In Situ Humidity Measurements at the CL Surface By MEMS-Based Sensors Catalyst 

Layer, ECS Trans. 2015 69 (17): 471-476

doi:10.1149/06917.0471ecst

・受賞
　平成28年YNU研究貢献賞
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研究課題名
カーボン導電剤とバインダーの構造制御
� による電子物質輸送界面の高効率化

プロフィール

1977年	鹿児島県生まれ。2001年	九州大学大学院修士課程修了。
2001年	九州大学工学研究院化学工学部門助手。2005年	博士（工学）。
2007年	助教。2010年	米国コネチカット大学客員研究員。2011年	
京都大学大学院工学研究科化学工学専攻	助教、現在に至る。
研究分野：反応輸送現象論、数値流体解析、電気化学システム
趣味：子供と遊ぶこと、ドライブ、サッカー観戦、旅行
*プロフィールは終了時点のもの

井上 　元
Gen Inoue

研究内容紹介

　エネルギーの高効率利用や負荷平準化、分散型システ
ムや電子機器デバイスの普及拡大、将来のエネルギー問
題の解決策としてのエネルギー貯蔵技術のニーズの高
まりなどを背景として、各種電池技術の需要が高まって
います。そしてそれに伴ってより一層の高出力化、低コ
スト化、高耐久化が求められています。二次電池や燃料
電池は多孔質電極を有し、反応点となる電極触媒や活物
質、カーボンブラック等の導電性材料、イオン輸送経路
となる電解液や固体電解質などで構成され、その数 nm
〜数μmの複雑な構造の中を、反応種、電子、イオンが
移動し、すなわち多相多成分の反応輸送現象が内部で生
じています。これら各種電池および電気化学システムの
高出力密度化、低コスト化、長寿命化を図るためには、
反応界面に反応種を如何に円滑に、迅速に、広範囲に供
給するかが重要であり、そしてそ
れを考慮した電極構造の設計およ
び製造が課題となっています。こ
れら電極の中でカーボン導電助剤
やバインダーが使用されています
が、活物質充填量の向上による体
積エネルギー密度の増加と、イオ
ン輸送性能の向上による不可逆損
失の低減の観点から、これら副材
使用量の低減が望まれています。
しかしながらカーボン凝集体構造
に起因した接触界面抵抗、電極層
内での導電剤やバインダーの凝
集・偏在によるマクロな導電パス
やイオン輸送パスの断裂、そして
活物質周辺の導電剤の減少による
有効反応面の低下の問題があり、
現状では極限までこれら副材量は
低減されていません。また内部現
象解明のために、反応輸送シミュ
レーションが行われていますが、

活物質とこれら副材の合剤電極を、一次粒子が均一に充
填された理想構造とみなしたモデルが多く、実際の粒子
形状や二次凝集形態、バインダーとの相互作用や偏在な
ど考慮されておらず、試行錯誤により経験的にモデル化
されています。さらに電極構造の形成メカニズムも未だ
十分に明らかになっていません。そこで、本研究では、
カーボン導電剤やバインダーの凝集形態および凝集体
間界面抵抗に着眼した物質輸送と電子伝導の律速評価
を実測評価と数値解析の両面から行います。またバイン
ダーとの相互作用ならびに塗布乾燥プロセスにおける
偏在状況を把握し、成型プロセスの影響を定量化しま
す。本研究により、現状部材の理論限界性能の極限に迫
る電子物質輸送の最適環境と均一反応場の形成をめざ
します。
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　リチウムイオン電池電極層内の反応分布や物質輸送
特性を予測するにあたって、本研究では真の抵抗要因を
解明するために FIB-SEM により実電極の構造を数値再
構築し、この構造を対象にリチウムイオンの相対伝導度
を数値解析により推算し、また電気化学計測による比較
とモデル構造との検証を行った（図1）。その結果、従来
想定されてきた単純な均質構造電極の有効イオン伝導
度よりも、実電極内では複雑構造、特にバインダーのモ
ルフォロジーに依存して、その値が約１桁低いことを、
これら融合技術により明らかにした。またその影響を考
慮した新規相対伝導度式を取得し、さらに実構造を考慮
した三次元充放電シミュレーションのモデルを完成さ
せ、過電圧の主要因を特定することが可能となった（図
2）。本技術により実測のフィッティングパラメータは用
いずに、実材料の物性や構造を反映させて電池特性を良
好に再現することができた。そして本手法を活用し、遺

伝的アルゴリズムによる自動構造設計や、反応律速と物
質輸送律速の評価パラメータの理論導出を行い、高出力
高エネルギー密度化に繋がる電極構造の最適設計手法
を確立した（図3）。
　また耐久性に関して一般的にデンドライト生成の主
要因とされるセパレータ内のイオン流束分布について
も、クライオ FIB-SEM により、各種セパレータ構造を
対象にした解析技術を構築した。さらにサイクル特性に
関して、電極層をマクロに扱った場合にその厚さ変化、
体積変化、表面積、電解液の対流効果を考慮した解析モ
デルを提案し（図4）、充放電時のその場断面計測より、
厚さ変化や反応分布の妥当性も確認している。
　本シミュレーションは単純なシステム特性予測のみ
ならず、材料開発の支援技術としても活用でき、電池特
性向上のための材料の必要特性を定量的に提示するこ
とも可能である。

（図4）体積膨張の影響を含む反応分布計算結果
（図3）	自動計算による高容量・高出力電池構造の最適

化検討

（図2）	実電極構造を対象にした放電シミュレーション
（LiCoO2 活物質内 Li 濃度分布）

（図1）	LiCoO2 電極の空隙率と相対伝導度の相関評価

【本研究期間中の主な業績】
G. Inoue, M. Kawase,"Numerical and Experimental Evaluation of Relationship between Porous Electrode Structure and Ion and 

Electron Conductivity in Lithium-ion Battery", J.Power Sources, 2017, 342 476-488

・受賞
　2016	電気化学会電池技術委員会賞

研究成果の概要
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研究課題名
計算科学的手法による
省電力・低損失デバイス用界面のデザイン

プロフィール

1974年	岡山県生まれ。2001年	大阪大学大学院工学研究科博士課程
修了、博士（工学）。2000年	日本学術振興会特別研究員（DC2）。2001
年	大阪大学大学院工学研究科助手（2007年より助教）。2014年	筑波
大学計算科学研究センター	准教授、現在に至る。2007年	ドイツ
Alexander	von	Humboldt 研究員（ユーリッヒ研究センター）。
研究分野：第一原理計算、電子デバイス
趣味：旅行
*プロフィールは終了時点のもの

小野 倫也
Tomoya Ono

研究内容紹介

　近年の人類の生活環境の変化を鑑みれば、デバイスの
省電力化は緊喫の課題です。デバイスの電力消費を削減
するには、移動度の高いチャネル材料や誘電率の高い絶
縁材料の利用に加え、チャネル電流やリーク電流などの
電子（キャリア）の流れを理想的に制御することが必要
です。たとえば、電力機器用の低電力損失パワーデバイ
スとして期待されているSiCデバイスでは、キャリア移
動度が SiC 結晶の移動度に比して大幅に低く、Si 結晶
比で90％を大きく上回る Si デバイスに対して大きな欠
点になっています。これは、絶縁膜／基板界面での欠陥
でのキャリア散乱が原因と考えられています。また、
ゲート酸化膜厚が２nm 以下まで微細化されたナノエレ
クトロニクスデバイスでも、絶縁膜／基板界面の原子構
造とりわけ欠陥によってキャリア移動度やリーク電流
が支配されます。このように、界面欠陥が電子
伝導に与える影響の理解と制御は、デバイスの
省電力化に対して重要な課題です。
　界面欠陥はデバイス全体のサイズから見れ
ば稀にかつ偶然的に存在するため、実験的に意
図した欠陥を作成してキャリア移動特性や
リーク電流を測定し、デバイス性能に影響を与
える欠陥とそうでない欠陥を区別することは
容易ではありません。これに対し、量子力学の
第一原理に基づいた計算法は、経験的なパラ
メータを持ち込むことなく、界面欠陥による電
子状態や電子の伝導特性の変化を調べること
ができます。ここでは、これまで私が独自に開
発してきた量子力学の第一原理電子状態・電気
伝導特性計算コードRSPACEと京コンピュー
タに代表される超並列スーパーコンピュータ
を駆使し、第一原理計算を用いた電子デバイス
界面の電子状態や伝導特性を評価・デザインす
る基盤技術を構築します。これを用いて、低電
力損失パワーデバイスや省電力ナノエレクト
ロニクスデバイスの実現をめざし、デバイス用

の界面原子構造と作成プロセスをデザインします。単一
分子スケールの欠陥の振る舞いのみならず、界面欠陥を
丸ごと含んだモデルによる解析により、半導体デバイス
の絶縁膜／基板界面での原子レベルでの接合状態の違
いがキャリア移動度やリーク電流といった伝導特性に
どのような影響を及ぼすのかを電子素過程から調べま
す。
　本研究では、①計算科学的手法によるデバイス界面構
造の伝導特性を評価・デザインする基盤技術の構築、②
デバイス性能を劣化させる界面欠陥の特定、③優れた絶
縁性、キャリア移動度を持つ低電力損失パワーデバイス
や超省電力エレクトロニクスデバイス用の界面原子構
造と作成プロセスのデザイン、④デバイス作成研究者と
連携したデザイン主導での機能実証を目標とします。
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　第一原理計算法は、膨大な計算量を必要としますが、
原子・電子の振舞いを正確に予測できる方法です。本課
題では、これまで開発してきた実空間差分法に基づく第
一原理計算コード RSPACE を数理分野の研究グループ
と協力して高速化し、京などのスーパーコンピュータを
用いて、デバイス中の電子の流れを原子・電子スケール
で高速・高精度に予測できる新たな計算技術を開発しま
した。
　この技術を用いて、次世代パワーデバイスとして期待
されているSiCデバイスが、予想された程の性能を発揮
できない原因解明に取り組みました。SiCは、従来のSi
を用いたパワーデバイスはエネルギー利用効率の面に
おいて更なる性能向上が難しいため、Siより低消費電力
動作が可能なデバイス材料のひとつとして注目されて
います。しかしSiCデバイスは、SiC結晶に比べて極め
て小さいキャリア移動度や不安定な閾電圧など、本格普
及までに解決すべき課題があります。小さい移動度や不
安定な閾電圧の原因は、デバイス作成時に SiC 基板と
ゲート絶縁膜の間に形成される原子スケールの界面欠

陥が原因という研究報告もありますが、このような原
子・電子スケールでの抵抗増大のメカニズムを実験のみ
で明らかにするのは容易ではありません。本課題で開発
したRSPACEを用いて SiC デバイスの電子の流れを調
べ、ゲート絶縁膜作製過程での界面への酸素原子侵入
が、SiC 基板内部の電子の通路を破壊することで、SiC
デバイス内部の移動度を低下させることを発見しまし
た。このようなメカニズムは、SiCという材料が特徴的
に持つ電子の振舞いが原因であり、従来の Si デバイス
では考慮されてこなかった新たな現象です。
　このように、デバイスの性能が低下する原因を、原子・
電子の振舞いから明らかにすることにより、次世代省電
力デバイスの開発が進みます。実験的に酸化による酸素
原子侵入を原因とする通路の破壊を抑えることができ
れば、SiCパワーデバイスの性能が大きく向上すること
が期待されます。また、第一原理計算によるデバイス機
能予測技術は、SiCデバイスのみならず、他の電子デバ
イス、光学デバイス、超電導デバイスへの利用に向け改
良が続けられています。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

T. Ono, S. Saito, Appl. Phys. Lett. 106 081601 (2015).

S. Iwase, T. Hoshi, T. Ono, Phys. Rev. E 91 063305 (2015).

C. J. Kirkham, T. Ono, J. Phys. Soc. Jpn. 85 024701 (2016).

T. Ono, S. Tsukamoto, Phys. Rev. B 93 045421 (2016).

S. Iwase, C. J. Kirkham, T. Ono, Phys. Rev. B 95 041302 (2017).

研究成果の概要



さ
き
が
け
・
研
究
者
紹
介　

３
期
生

83

研究課題名
金属―強誘電体界面で実現する
� 新形態触媒デザイン
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1975年	愛知県生まれ。1999年	北海道大学理学部数学科卒業、2004
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年	同	准教授、現在に至る。
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趣味：芸術（映画・服飾・漫画）、ダイエット、食事
*プロフィールは終了時点のもの

狩野　 旬
Jun Kano

研究内容紹介

　私は今まで強誘電体科学の発展を促す主題を追求し
てきました。強誘電体は、コンデンサーやアクチュエー
ター、電気光学素子や非線形光学素子に用いられ、現在
産業に必須の材料です。これら強誘電体の優れた特性
は、空間反転対称性を破るような陽イオンと陰イオンの
相対変位により実現することが20世紀に解明されてき
ました。
　しかし、21世紀より誘電体科学は新しい潮流を迎え
つつあるようです。たとえば電気分極形成の起源理解を
更に深めた結果、電子波動関数の複素数性に起因するベ
リー位相解釈が定着し始めています。あ
るいは、誘電体のバンド構造を考察する
ことから新しい光物性やメモリー素子
が提案されてきています。またさらに、
電子相関性を起源とした電気分極など
が見出されつつあります。私はこれらを
俯瞰し、強誘電体科学が新しいパラダイ
ムを迎えたと捉えています。
　このような時代の中で私は、強誘電体
の電子論的解釈による触媒設計開発と
いうテーマを、世界の誰よりも先駆けて
実現したいと願い研究をすすめていま
す。これは強誘電体の持つ物性をより広
げる科学分野であるとともに、誘電体科
学の新パラダイムを支え、同時にエネル
ギー利用の飛躍的な高効率化が実現で
きる新テーマになりうるはずです。
　この研究は、旧来の強誘電体のサイズ
効果の研究過程において、強誘電体表面
に４ナノメートルという極小サイズの
卑金属ナノ粒子が酸化せずに界面接合
していること、そしてこの金属ナノ粒子
には貴金属触媒と同様の炭化水素から
水素ガス生成を示す触媒効果があるこ
との発見に端を発しています。この研究

の推進により、排ガス除去や燃料電池など水素エネル
ギー利用技術を、非貴金属で実現するものだと期待して
います。
　この研究では、金属−強誘電体が界面接合した系にお
いて、新形態触媒をデザインする研究を行います。強誘
電体は自発分極を有しており、常誘電相に特有な電子状
態により、接触するガス等の酸化還元反応を促進させる
ことが可能となります。金属と強誘電体の選択により、
期待する触媒作用に最適な電子状態を実現し、適材適所
の触媒デザインを目指します。
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　（1）強誘電体が内包する電気分極により、強誘電体に
接合する金属の電子状態は変調されることがわかった。
強誘電体 BaTiO3に担持させた粒子径1nm の Pd 酸化物
について X 線微細吸収構造実験（XANES）を行った
データを図1（a）に示す。γAl2O3やZrO2上のPd酸化
物が２価を示した事に対し（図1（b）、（c））、BaTiO3

上のPdは２価と４価の混合状態が確認された。BaTiO3

に接合した Pd 酸化物粒子は、電気分極による電場にさ
らされるため、カチオンである Pd 原子とアニオンであ
る酸素原子はそれぞれ逆向きに変位する。その結果、も
ともとPdは同一面内で酸素と４配位していた状態から、
Pd が面内から逸脱した状態になる。そのため Pd 酸化
物粒子の表面層付近の Pd はさらに２個の酸素と配位し
て６配位状態となり、結果的に４価が実現する。強誘電
体を担体に使うことにより４価状態が大気中で実現し
た構造ができたことで新規触媒への活用が期待される。
　（2）強誘電体のバンド構造を構成する原子軌道は電気
分極によって変調を受けると予測される。強誘電体は電
気分極配向に対し、価電子帯と伝導帯が静電場により曲
げられた状態、バンドベンディングが実現していると考
えられている。バンドベンディングは金属−強誘電体接
合系で特徴的な整流性を発現させるため、新規な触媒の
構造体の一つとして期待できる。しかし強誘電体のバン
ドベンディングは、1970年代に予言されているが未だ
実証されていない。サブナノメートル空間分解能を持つ
角度分解高電子分光法で強誘電体のバンドベンディン
グの直接観測を目指した。図2に角度分解高電子分光法
で観測された5nm厚さのBaTiO3薄膜のTi 2p3/2軌道と
O 1s 軌道の結合エネルギーシフトの深さ依存性を示
す。試料表面から基板側に向かうに従い結合エネルギー
は高エネルギー側へシフトしている。他の軌道について
も同傾向のシフトが観測された。結合エネルギーの小さ
い軌道ほど軌道エネルギーが大きくシフトするが、内殻
電子の遮蔽効果によるものと解釈できる。

図1：Pd	L3 端でのXANESスペクトル

図2：	HAXPESスペクトルから求めた	
エネルギーシフト

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1. N. Oshime, J. Kano et al., J. Appl. Phys., 120, 154101 (2016)

研究成果の概要
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研究課題名
相界面の動的構造観察のための
波長分散型表面X線回折計の開発と応用
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1977年	鹿児島県生まれ。2006年	九州大学大学院博士課程修了（理
学）。2006年	日本学術振興会特別研究員（PD）。2007年	東京大学物
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任研究員、現在に至る。
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白澤 徹郎
Tetsuro Shirasawa

研究内容紹介

　物質の構造を理解することは、物性や機能を理解する
うえで最も基本的で重要なテーマです。多くのエネル
ギー材料において機能が発現するのは埋もれた相界面
であり、また直接の反応場ではない場合でも、相界面の
品質が性能のボトルネックとなることが多いため、埋も
れた相界面の構造を正確に評価する必要があります。さ
らに時間軸にまで目を向けると、電極反応、光や電場等
の外部刺激応答、触媒反応、劣化過程など、デバイス特
性を理解する上で重要なものがいくつもあり、埋もれた
相界面構造の時間変化をその場追跡したいという要望
は、多くの研究開発の場に潜在的に
存在しています。
　物質内部の構造解明には X 線回
折法が強力な方法として君臨して
きました。これは相界面構造におい
ても同様で、相界面観察に特化した
方法である表面X線回折法は、様々
な環境下における埋もれた相界面
の構造を非破壊的に原子スケール
からnmスケールまで解明すること
ができる強力な方法として用いら
れてきました。しかし、相界面から
の微弱な散乱 X 線を試料や検出器
をスキャンしながら広範囲計測す
る必要があるため、最新の放射光光
源を用いても測定に時間がかかり、
動的構造変化への利用は限定的で
した。
　本研究では、従来法の1000倍程
度の高速測定を可能にする新しい
表面 X 線回折計を開発し、相界面
の動的構造変化の観察を可能にし
ます。この方法では、従来法で用い
られてきた単色 X 線ではなく、波
長分散した X 線（いわば虹色 X 線）

を用いることで、試料や検出器を一切動かさずに、相界
面からの広範囲の散乱X線分布を同時計測します。原子
配列構造だけではなく、従来法では莫大な時間を要する
３次元逆空間マッピングの高速計測法の開発により nm
スケールの分域構造ダイナミクスの観察を可能にし、相
界面構造をマルチスケールに時分割解析できる計測法
として確立させます。この新しい計測法を電極材料等の
相界面反応や、メモリ材料のナノ秒スケール高速スイッ
チング機構の解明に応用し、エネルギー高効率利用に資
する材料開発に役立てます。
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　表面X線回折法は、液体や固体を透かして界面にX線
を照射し、散乱される X 線の強度分布を測定すること
で、界面の原子配列構造を非破壊で知ることができる唯
一の方法である。しかし、単色 X 線を用いた従来法で
は、散乱X線の強度分布測定に数分以上かかるため、実
用的な時間でのリアルタイム観察は困難であった。本研
究で開発した七色の X 線を用いた方法により、100倍
以上の高速化が達成され、１秒以下でのデータ取得が可
能になり、光誘起現象や電気化学反応における表面原子
の追跡に、世界で初めて成功した。
　本研究で開発した回折計を用いて、TiO2表面における
光誘起濡れ性変化の観察を行い、濡れ性変化と同じ時間
スケールで原子ベルの表面構造変化が生じることを明
らかにした（図１（a））。また、燃料電池反応の一つであ
る、メタノール電気分解における、白金単結晶電極表面
の構造変化の追跡を行い、一酸化炭素（CO）分子によ

る白金電極表面被毒過程の観察と CO の酸化脱離過程の
観察に成功した（図１（b））。白金触媒電極へのCO分子
の吸着作用は CO 被毒と呼ばれ、燃料電池のエネルギー
変換効率を低下させる重大な問題である。このような重
要な反応過程のリアルタイム観察に本計測法が有用で
あることが示された。今後は燃料電池電極の酸化劣化過
程の観察や、蓄電池の界面反応過程の観察などへの応用
を進めていく。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表
・		T. Shirasawa, W. Voegeli, E. Arakawa, T. Takahashi, T. Matsushita. Structural Change of the Rutile-TiO2(110) Surface During 

the Photoinduced Wettability Conversion. Journal of Physical Chemistry C. 2016, 120, 29107-29115.

・		T. Shirasawa, T. Masuda, W. Voegeli, E. Arakawa, C. Kamezawa, T. Takahashi, K. Uosaki, T. Matsushita. Fast Structure 

Determination of Electrode Surfaces for Investigating Electrochemical Dynamics Using Wavelength-Dispersive X-ray 

Crystal Truncation Rod Measurements. Journal of Physical Chemistry C. 2017, 121, 24726-24732.

・特許
　全固体リチウム電池および全固体リチウム電池の製造方法（他４名）
・受賞
　無し。

研究成果の概要

図1.		（a）	TiO2 表面の紫外線照射による濡れ性変化に伴う表面構造変化。	
（b）	メタノール電気分解における白金電極表面の原子位置の変化と中間体COの脱離モデル。
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研究課題名
飛躍的な石油増進回収のための
� 油水反応レオロジー界面の創成

プロフィール

1975年	神奈川県生まれ。2003年	慶應義塾大学大学院	博士課程	単位
取得退学、2005年	博士（工学）。2002年	日本学術振興会	特別研究
員（DC2）。2003年	名古屋工業大学大学院	工学研究科	物質工学専攻	
助手。2007年	同	助教。2011年	東京農工大学大学院	工学研究院	応
用化学部門	准教授、現在に至る。その間、2008年４月〜2009年９月	
日本学術振興会	海外特別研究員（ベルギー・ブリュッセル自由大学）。
研究分野：反応系流体力学、レオロジー
趣味：テニス、温泉
*プロフィールは終了時点のもの 長津 雄一郎

Yuichiro Nagatsu

研究内容紹介

　今後もしばらく続くであろう石油へ依存する社会情
勢、および新規油田発見数の減少から、現存する油田か
らいかに多くの石油を採取するか、すなわち石油の増進
回収（Enhanced Oil Recovery, EOR）は重要な課題
です。多孔質媒質内で高粘性流体が低粘性流体に置換さ
れるとき、二流体の界面が一様に広がらず指状に広がる
現象はViscous fingering（VF）と呼ばれています。石
油回収効率の低下は、油層内の石油とそれを置換するた
めに圧入される流体の間の界面張力により一つの細孔
に石油の一部が捕捉されることによるミクロ的置換効
率の減少と、油層（多孔質媒質）内で石油（高粘性流体）
を圧入流体（低粘性流体）で置換する際に VF 現象が生
じ石油の一部を取り残してしまうことによるマクロ的
置換効率の減少が要因となっています。つまり石油回収
では油層内の石油とそれを置換するために圧入される
流体との相界面現象が回収効率低下の要因となってい
ます。
　本研究者は、2003年から、化学反応による二流体界
面近傍の流体物性変化により、VF パターンを変化、制
御する、いわゆる VF のリアクティブコントロールの研
究を遂行してきました。これまでに、二流体が互いに混
ざり合うミシブルな系に対して、化学反応による界面近
傍の流体のレオロジー変化による VF のリアクティブコ
ントロールの研究で世界をリードしています。本研究で
は、世界をリードする化学反応による界面近傍のレオロ
ジー変化による VF のリアクティブコントロールの知見
をEORに適用することを目指します。EORでは置換さ
れる高粘性流体は石油です。圧入され置換する流体は、
環境負荷およびコストの観点から水溶液であることが
必須です。この場合は、それら二流体は最終的に混ざり
合わないインミシブルな場合となります。本研究では、
界面張力の減少によるミクロ的置換効率の増加と界面
レオロジー変化により VF を最小化することによるマク
ロ的置換効率の増加を同時に達成しうる油水反応レオ
ロジー界面の創成とその流体力学的操作条件の確立に

挑戦します。これにより、従来法と同等またはそれ以下
の所要エネルギー、ランニングコストによる、飛躍的な
EORを実現させます。界面レオロジー変化によるVF最
小化は、VF のリアクティブコントロールの研究で世界
をリードしている本研究者だからこそ立案できたアイ
デアであり、世界的に見ても、真に独創的な研究です。
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　本研究では、元来、液相反応系流
体力学の基礎研究を専門とする本
研究者が、その世界的にも真に独創
的な反応粘弾性界面による流動制
御の基礎知見を、重質油（油層環境
で100〜10000mPa・s 油）回
収におけるミクロな掃攻効率の向
上に適用することを狙い、それによ
り、現在、精力的に研究が行われて
いる重質油でのアルカリ攻法を凌
ぐ、高効率な新規な重質油のケミカ
ル攻法の創出を目指した。
　重質油モデルとして、リノール酸
0.1M で含むパラフィンオイルを
用いた（25℃で粘度500mPa・
s）。あるケミカル水溶液を用いるこ
とにより、油水反応界面に粘弾性が
発現することを見出した（図1）。ま
た、この界面は低い界面張力を示し
た。ミクロモデルセルを用いた流動
可視化実験において、水攻法、アル
カリ攻法、新規ケミカル攻法を比較
し、本研究で提案する新規ケミカル
攻法が有効であることを示した。

（図2、重質油モデルを青色に着
色）。アクリル容器にガラスビーズ
を充填した装置でも、先の3攻法を
比較した。新規ケミカル攻法は短時
間でより多くの重質油モデルを回
収することができることを示した

（図3）。

図1　油水界面の可視化と界面粘弾性測定

図3　ガラスビーズパック試験

図2　ミクロモデル流動可視化実験

研究成果の概要
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研究課題名
物質輸送と界面反応を最適にするための
� 電極微細構造のメソスケール制御加工

プロフィール

1981年	広島県生まれ。2009年	東京大学大学院博士後期課程修了。博
士（工学）。2006年	日本学術振興会特別研究員（DC1）2009年	東
京大学工学系研究科機械工学専攻	助教。2012年	東京大学工学系研究
科機械工学専攻	講師。2012年	カールスルーエ工科大学	客員研究員。
2016年	東京大学工学系研究科機械工学専攻	准教授。現在に至る。
研究分野：創造的生産技術、ナノ材料加工学
趣味：写真、観光
*プロフィールは終了時点のもの

長藤 圭介
Keisuke Nagato

研究内容紹介

　燃料電池は、水素や炭化水素の燃料の化学エネルギー
を電気エネルギーに直接変換するため、ガスタービンや
蒸気タービンなどの熱機関に比べて原理的に取り出せ
るエネルギーが高く、次世代の熱機関として期待されて
います。その中でも固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide 
Fuel Cell, SOFC）は最も発電効率が高く、研究が盛ん
に行われていますが、製造コスト低減と実質発電効率向
上がいまだに課題です。SOFC電極内の三次元微細構造
の最適化は、酸化物イオン、電子、ガスが複雑に反応・
輸送される際の内部抵抗を低減し、かつその微細構造を
実用コストで製造する方法の開発が必要です。高温作動
SOFC の燃料極では、イットリア安定化ジルコニア

（Yttria-Stabilized Zirconia, YSZ）、Ni、空隙の三相
から、空気極は、YSZ、ランタンストロンチウムマンガ
ナイト（Lantan Strontium Manganite, LSM）、空隙
の三相からなり、各相内で酸化物イオン、電子、反応ガ
スがそれぞれ輸送され、その三相界面において反応が起
きます。従来のスクリーン印刷では、微粒子が電極内で
ランダムに配置されるため、物質輸送と界面反応は必ず
しも最適ではありません。一方で、各相
での物質の輸送し易さの指標として屈曲
度ファクタという値があります。電子が
輸送される導線に例えると、細いほど、
また長いほど、抵抗が大きくなります。
物質輸送方向に真っ直ぐ伸び、かつ途中
にくびれのない構造が理想的、すなわち
屈曲度ファクタ１ですが、従来の電極は
５以上あります。そこで本研究では、屈
曲度ファクタ１の構造を設計して実際に
作製することを目的とします。特に、
10nm（物質輸送経路幅）〜10µm（化
学反応が支配的な物質輸送経路長さ）と
いうメソスケールレベルでの制御加工を
目指します。
　各物質経路の中で最もネックになって

いる酸化物イオンの経路である YSZ が垂直に配置され
た構造をまず作製し、その隙間にNiまたはLSMを含浸
させる方法をとります。YSZ ナノ構造を得るための具
体的な方法としては、YSZ スラリーをナノ構造型で成
形するゲルキャスティング法と、ジルコニウム金属を初
期材料として YSZ ナノピラーを生成する再陽極酸化法
を用いることを試みます。これが実現すれば、物質自体
の輸送を最適にするだけでなく、化学反応が起きる有効
な三相界面長さを大きくすることができ、より高いパ
ワー密度が期待できます。その結果、材料コストや装置
規模を小さくできるというメリットがあり、装置普及に
貢献できます。
　YSZやNiO微細粒子は、初期粒径が10nm程度だっ
たとしても焼結中にそれぞれ合体し、直径約１µm 程度
まで成長します。本方法は、最初から強制的に並べた状
態にするので、焼結中の粒子成長を抑えることが期待で
きます。すなわち、三相界面長さを従来よりも格段に大
きくすることができます。これまでに実証自体できなか
った超微細構造に挑戦します。
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　固体酸化物形燃料電池（SOFC）電極は、セラミクス・
金属・空隙からなり、そのメソスケール（0.1〜1µm）
の構造の中を、イオン・電子・ガスが伝導（または拡散）
している。その伝導をよりスムーズにするために、物質
輸送方向に配列した構造として、数珠構造と柱状構造の
2段階の方法を提案した。それぞれの加工法として磁場
印加法とレーザアブレーション法およびナノインプリ
ント法を開発した。
　まず電気化学シミュレーション上で、実電極3次元モ
デルに YSZ（イットリア安定化ジルコニア）柱状構造
を加えると、電極全体の過電圧（抵抗）が削減できるこ
とがわかり、配列構造の有効性を示すことができた。こ
れは、三相界面が減りつつも、物質輸送がスムーズにな
ることで、電極全体の過電圧が下がったことによるもの
である（図中 A）。
　次に、YSZ, Ni粒子を有するスラリーを成膜し乾燥中
に磁場を印加することで、構造が配列することをねらっ
た磁場印加法を開発した。磁場を印加すると最大パワー
密度が向上することがわかった。また、磁場を大きくし
すぎると横方向の凝集の効果が大きくなるので、最適な
磁場強度が存在することもわかった。磁場を印加する前
と後で、3次元微細構造を FIB-SEM で分析し、構造評

価を行ったところ、三相界面が減る一方、屈曲度ファク
タ（配列度に相当）が小さくなっていることがわかった。
Ni を減らし、YSZ を増やしても過電圧が変化しないこ
とが示され、セラミックの体積率を高められることで、
高温での機械的強度向上につながると考えられる。（図
中 B）。
　レーザアブレーションを用いて YSZ 柱状構造を加工
し、幅40〜5µmにおいて、柱表面積、すなわち三相界
面の長さが性能に比例することがわかり、5µm 以上の
構造では、物質輸送抵抗は十分小さいことが明らかにな
った（図中 C）。レーザアブレーションよりも細かい柱
構造を加工できる方法としてナノインプリント法を用
いた。幅1µm 程度で深さ2µm 以上の型を加工するた
め、アルミニウムの陽極酸化法を採用し、陽極酸化前の
ナノインプリントによる核生成場所の制御、陽極酸化後
のエッチングによる孔の大きさの制御を行った。（図中
D）。
　本研究で提案した配列構造とその加工法は、SOFC空
気極、開発されつつある新しい材料への適用だけでな
く、その他の水素発生装置や二次電池や電気化学反応装
置への応用も期待できる。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表：

K. Nagato, S. Shinagawa, N. Shikazono, S. Iwasaki, M. Nakao,“SOFC Anode Based on YSZ Pillars", ECS Transactions, 68 

(2015)1309-1311.

L. Wang, K. Nagato, S. Iwasaki, T. Hamaguchi, M. Nakao,“Fabrication of through-hole membrane with anodic-alumina 

nanohole array", Microelectron. Eng. 141 (2015)62-67.

K. Nagato, et al., European SOFC & SOE Forum (EFCF), 2016 (12th), 2014 (11th).

・特許：
　特願2014-052785

研究成果の概要
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研究課題名
多孔体内三相界面における
� 熱流動解析に基づく熱輸送革新

プロフィール

1974年	愛知県生まれ。2003年	慶應義塾大学大学院博士課程修了、博
士（工学）。2003年	日本学術振興会特別研究員（PD）。2005年NASA	
Goddard	Space	Flight	Center 客員研究員。2008年	名古屋大学大
学院工学研究科	講師。2012年	名古屋大学大学院工学研究科	准教授、
2016年	同教授、現在に至る。
研究分野：熱物性工学、伝熱工学、宇宙工学
趣味：熱に関すること全般、子供と遊ぶこと
*プロフィールは終了時点のもの

長野 方星
Hosei Nagano

研究内容紹介

　我が国の民生産業分野のエネルギー消費は増加の一
途を辿っており、システムの省エネルギー化とエネル
ギー資源の有効利用が強く望まれています。中でも高効
率なエネルギー輸送技術および冷却技術は民生、産業、
運輸の全分野にまたがる重要な研究開発課題であり、本
技術の革新的向上なくして本質的なエネルギー有効利
用の実現にブレイクスルーをもたらすことはできませ
ん。近年のサーバシステムやハイブリッド自動車、住宅
太陽集熱／地熱システムなどの先端技術は、除熱、蓄熱、
保温の要求が時間的空間的に離れた『分散型熱エネル
ギーシステム』であり、エネルギー輸送システムの長距
離化、大量輸送化や流動制御が不可欠になっています。
また、スマートフォンやタブッレット PC などの携帯端
末の放熱には、省エネ・省スペース、かつ発熱密度の増
大に対応可能な冷却デバイスの創出が期待されています。
　そのような背景のもと、近年、電力を用いることなく
長距離の熱輸送が可能なデバイスとして、毛細管力駆動
型二相流体ループ（Capillary 
Pumped Loop, CPL）が注
目されています。CPLはウィ
ックとよばれるミクロン〜
サブミクロンオーダーの多
孔体内で発生する毛細管力
を利用して、熱を潜熱の形で
輸送できるため、省エネ、高
効率の点で革新的デバイス
となりえます。しかし、ウィ
ック内での固気液三相熱流
動現象は、多孔体内動的接触
角、気液相界面シフト、なら
びにメニスカスの不安定挙
動など、未解明な部分が多
く、これまでの設計ではマク
ロな材料を用いた測定に基
づく物性データと多くの仮

定に基づいていました。飛躍的な性能向上と実用化のた
めには、マイクロ多孔体内における熱流動現象の基礎学
理の深化と物理モデル化が必須です。そこで本研究は、
多孔体内の固気液三相熱流動現象を解明するために、①
メニスカス不安定挙動、②多孔体内気液界面の相変化素
過程、③多孔体内の濡れ性の温度・圧力依存性、④多孔
体３次元構造を実験的に明らかにすることを第一目標
とし、次なるステップとして、⑤得られたデータに基づ
く物理モデル化および数値シミュレーションによる最
適多孔体相界面構造の提案、⑥実応用を目指したマイク
ロスケールCPLおよび長距離CPLの設計製作、および
性能実証を行います。以上のマイクロスケールでの物理
現象の把握から、マクロスケールでのシステム設計に至
るまでのマルチスケールな総合的解析・設計により、相
界面現象の基礎学理に基づく革新的熱エネルギー輸送
デバイスを創出し、エネルギー利用の飛躍的な高効率化
を目指します。



さ
き
が
け
・
研
究
者
紹
介　

３
期
生

92

　本研究は毛管駆動熱輸送（Capillary Pumped Loop: 
CPL）システムの革新的な性能向上を最終目標とし、そ
のボトルネックとなる基礎学術課題に取り組むため、基
礎フェーズと応用フェーズに分けて研究を実施した。基
礎フェーズでは CPL の性能を支配する多孔体内気液界
面の相変化素過程を理解し、物理モデル化することに主
眼を置いた。多孔体内気液相変化挙動を赤外・可視域で
マイクロスケールで観測できる装置を新たに構築し、多
孔体物性（細孔半径、空隙率、浸透率、熱伝導率）と蒸
気チャネル構造の異なる多孔体における熱流動挙動を
観察し、各種物性および形状が熱伝達性能および気液界
面後退に与える影響を明らかにした。その結果、多孔体
内での相変化素過程において３つの熱輸送モードが存
在すること、多孔体 - 蒸気チャネル間に生成される液架
橋が主たる熱伝達を担うこと、多孔体内気液界面後退の
要因は沸騰核生成ではなく多孔体内気液圧力損失の増
大であることなど、これまで予想されていた現象とは異
なる描像が得られた。また、薄液膜蒸発と核沸騰が同時
に起きる相変化モードにおいて、従来の３倍以上の高い
熱伝達特性が示されること、多孔体 - 蒸気チャネルと気
液が接触する三相界線領域の増大が熱伝達特性向上に
寄与することを明らかにした。さらに、本現象を薄液膜
蒸発理論を用いてポアネットワークモデルに反映し、多
孔体内相変化時の局所的な温度、圧力、質量流束分布を

明らかにした。これらの成果により、熱輸送システムの
高熱伝達・高熱流束化指針に新たな知見を与えることが
できた。
　次に、応用フェーズではモデル化に基づく最適相界面
構造を提案し、その界面構造の実現と CPL での性能を
実証することに主眼を置いた。長距離かつ抗重力性に優
れた多孔体の特性要求を明らかにし、その要求を満足し
うるサブミクロン・高空隙率・高親水性多孔体を新たに
製作することに成功した。また、優れた相界面構造をシ
ステムに適用し、世界的にも前例のない片道10m、全長
28mの長距離CPLや、薄さ1mm、熱輸送距離200mm
の薄型 CPL を実現することに成功した。
　以上のように、本研究では多孔体内の気液相変化素過
程の観察、基本現象の解明に成功し、さらに物理モデル
化することで CPL システムの熱輸送限界を向上させる
ための開発指針を明らかにすることができた。このこと
は様々な熱輸送要求に対して異なる最適解が存在しう
る本システムの設計法としての有用性を示しており、今
後もさまざまな熱輸送要求を満足する CPL システムの
提案・実現につながることが期待できる。また、単にそ
の可能性を基礎研究により示すだけではなく、実際に
CPLシステムを構築し、その有用性を実証するなど、基
礎科学から応用技術への道筋を示すことができた。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

1. H. Nagano, M. Kuroi, and M. Nishikawara, Heat Transf. Eng., 37 (2016)947.

2. K. Fukushima, and H. Nagano, Int. J. Heat Mass Transf., 106 (2017)1327.

3. M. Nishikawara, and H. Nagano, Int. J. Heat and Mass Transf., 104 (2017)1083.

4. K. Nakamura, K. Odagiri, and H. Nagano, Appl. Therm. Eng., 107 (2016), 167.

5. M. Nishikawara, and H. Nagano, Int. J. Therm. Sci., 102 (2016)39.

・特許
　「熱交換器、蒸発体、および電子機器」特願2015-094385
・受賞

Donald M. Ernst Award, Joint 18th IHPC and 12th IHPS, 2016, 6/15.

研究成果の概要

図1　本研究の成果
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研究課題名
超低摩擦摺動メカニズムの解明と
� 新規相界面の創成

プロフィール

1975年	大阪府生まれ。2001年	京都大学大学院博士課程中退。2003
年	博士（工学）。2001年	龍谷大学理工学部	助手。2005年	同志社大
学工学部	専任講師、2008年	同大学理工学部	准教授、2014年	同	教
授、現在に至る。2010－2011年	スイス連邦工科大学チューリッヒ校
材料部門	客員教授（兼任）。
研究分野：トライボロジー、精密機械工学
趣味：ドライブ、読書
*プロフィールは終了時点のもの

平山 朋子
Tomoko Hirayama

研究内容紹介

　機械工学技術において、要素間の摩擦およびそれに伴
う摩耗の発生に関する諸問題は極めて重要な課題であ
り、トライボロジー分野において多くの研究が進められ
ています。トライボロジー技術の発展による摺動面の低
摩擦化は機器の高効率化、高性能化を促進し、引いては、
機械の長寿命化、無故障化を招くことができます。
　言うまでもなく、摩擦現象とは界面で生じる現象であ
り、一般的には、固体／固体、あるいは、固体／液体／
固体といった界面を有する系でのダイナミックな運動
に伴うエネルギーの散逸現象を指します。これを実機械
における摺動面の状態に当てはめると、前者は乾燥摩
擦、後者は潤滑摩擦と区分することができ、さらに潤滑
摩擦は、境界潤滑状態、混合潤滑状態、流体潤滑状態の
三態に分類できるとされています。一般的な機械におい
ては90％以上の摺動面が固体間に潤滑油を要する潤滑
摩擦状態にあり、さらにこのうち、約60％の摺動部が
境界潤滑状態にあると言われています。よって、高効率
な低摩擦摺動の実現を目指す上で、境界潤滑摩擦の現象
理解および超低摩擦を発現する境界潤滑層の設計指針
の提示は極めて重要な課題であり、省エネルギー社会の
構築において決して避けて通ることができま
せん。
　境界潤滑状態においては、固体表面あるいは
固体間に形成される何らかの柔らかい「層」（一
般的に『境界潤滑層』と呼ばれる）の存在が
キーとなっています。このような数nm〜数十
nm オーダの分子鎖状の柔らかい境界潤滑層
が、場 合 に よ っ て は 巨 視 的 な 摩 擦 係 数 を
1/100〜1/10,000にまで低減しうること
が報告されています。一般的な機械において、
そのような境界潤滑層形成の素となるのは、主
として、潤滑剤中に混入されている添加剤であ
り、それらが摩擦面に吸着し、固体同士の直接
接触を防ぐ役割を果たします。この形成メカニ
ズムを把握し、より良い境界潤滑層の形成を促

すことは、機械の省エネルギー化、性能向上、長寿命化
にとって極めて重要な課題です。しかしながら、境界潤
滑層の形成メカニズム解明に関する研究は古くからそ
の重要性が認識されていたものの、微量検出を要する分
析や精密な実験系の構築の難しさから、検証が困難とさ
れてきました。
　そこで本研究では、トライボロジー研究用に改良した
中性子反射率計や摺動機構付き赤外分光計等、独自の分
析機器を用いて各種境界潤滑層の構造や摺動場での挙
動を調査するとともに、周波数変調型超高感度原子間力
顕微鏡および当研究室で設計・開発した平行平板型ナノ
すきま精密摺動試験機を用いてその力学応答や摺動特
性を調査します。それらの知見を総合し、境界潤滑層に
よる超低摩擦摺動の発現メカニズムを明らかとし、より
良い境界潤滑層形成のための界面設計指針の提示を目
指します。また、最終的に、設計した摺動界面を軸受、
シールといった摺動部を含む具体的な機械要素に応用
し、実機試験を通して低摩擦特性を確認するとともに、
エネルギー効率を測定することによって高効率化への
貢献を定量的に示すことを目標とします。
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　本研究では、低摩擦摺動面の創成によるエネルギーの
高効率化を目指し、固液界面における境界潤滑層のあり
方に焦点を当て、研究を行った。具体的には、（A）トラ
イボロジーユースに特化した固液界面分析手法の確立、

（B）固液界面分析に基づくエンジンオイル用添加剤の最
適化、の２点を目標とし、その達成に向けて研究を進め
た。
　テーマ（A）においては、中性子反射率法（NR）、周
波数変調式原子間力顕微鏡法（FM-AFM）、全反射式赤
外分光法（ATR-IR）、水晶振動子微量天秤法（QCM-D）
等の固液界面分析手法をトライボロジーユースに改良・
展開することで、摺動界面に形成される境界潤滑層の構
造および形成プロセスの把握を試みた。その結果、（1）
NR および FM-AFM による分析の結果、極性基を持つ
添加剤は金属表面に層状の吸着層を形成するのみなら
ず、外からの力学的刺激に応じて成長する、（2）摺動機
構を付与した NR および ATR-IR による分析の結果、添
加剤は金属表面に数分以内に物理吸着層を形成し、その
後徐々に化学吸着層に変化する。また、形成された吸着
層は摺動によって一時的に表面から剥ぎ取られるもの
の、最初の吸着層形成時より短時間で表面に再吸着す
る、（3）各種界面分析手法を適切な仕様で相補的に用い
れば、固液界面に形成される添加剤吸着層の構造および
形成プロセスの定量的な把握が可能である、等の成果を
得た。

　テーマ（B）においては、（A）で確立した界面分析手
法を用いてエンジンオイル用添加剤の最適化を図るこ
とにより、更なる低摩擦摺動を実現する添加剤の組み合
わせや配合を検討した。その結果、（1）極圧剤であるモ
リブデンジチオカルバメート（MoDTC）と油性剤であ
る無灰摩擦低減剤（OFM）を併用すると、各単体使用時
よりも厚い境界潤滑層が固液界面に形成される、（2）
MoDTC と OFM を併用した場合の摩擦係数は各単体使
用時よりも格段に低い、等の事実を確認した。
　以上一連の実験により、厚くサスティナブルな境界潤
滑層の形成が摩擦係数の低減には極めて重要であり、極
圧剤と油性剤の併用系では単体使用時とは異なる形態
の境界潤滑層が形成される可能性を示した。そのメカニ
ズムには未だ一部疑問が残るものの、実摺動系における
更なる摩擦低減への新規的なアプローチとして極圧剤
と油性剤の併用が有効であることを界面構造および力
学特性の両者から証明した。

【本研究期間中の主な業績】
・論文発表

Mitjan Kalin, Tomoko Hirayama et al., Applied Surface Science, 288 (2014) 405.

Tomoko Hirayama et al., Trans. ASME, Journal of Tribology, 136, 3 (2014) 031501.

Tomoko Hirayama et al., Trans. ASME, Journal of Tribology, 137, 1 (2014) 011704.

Tomoko Hirayama et al., Diamond and Related Materials, 70 (2016) 83.

Tomoko Hirayama et al., Langmuir, 33 (2017) 10492.

Tomoko Hirayama et al., Lubrication Science (2018) in press.		等
・受賞
　第27回	中小企業優秀新技術・新製品賞	産学官連携特別賞	（2015）

研究成果の概要

コロイドプローブAFMによって計測された摩擦係数。	
MoDTCおよびOFM併用時は広域に渡って摩擦係数が低減することを確認した。
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研究課題名
マグネシウムイオンを用いた電気化学デバイス
� 創成のための電極／電解質界面設計

プロフィール

1976年京都府生まれ。2001年京都大学工学研究科修士課程修了、
2008年首都大学東京都市環境化学研究科博士後期課程修了、博士（工
学）2001年トヨタ自動車㈱第３材料技術部、2008年 Toyota	
Research	 Institute	of	North	America,	Materials	Research	
Department,	Manager、2012年三重大学大学院工学研究科分子素材
工学専攻	特任准教授、2015年同准教授、2016年神戸大学大学院工学
研究科	准教授、現在に至る
研究分野：二次電池材料の固体化学／電気化学
趣味：ギター演奏（Hard	Rock／Heavy	Metal）、写真撮影（風景、人物）
*プロフィールは終了時点のもの

松井 雅樹
Masaki Matsui

研究内容紹介

　エネルギー問題や資源問題から、次世代蓄電池技術の
重要性が高まってきています。現在、携帯電話等の小型
電子機器に搭載されているリチウムイオン電池は、高い
エネルギー密度と優れたサイクル特性を示す一方で、そ
のエネルギー密度は理論的な限界に近く、更なるエネル
ギー密度の向上には、リチウムイオン電池とは異なるメ
カニズムで作動する蓄電池の開発が必須であると言わ
れています。なかでも、二価のイオンであるマグネシウ
ムをキャリアとして用いる二次電池は、イオン１個あた
りの電荷量が増え、電池の高容量化が期待できるため、
近年注目を集めています。しかしながら、これまでに報
告されているマグネシウム二次電池は、電圧・容量とも
に低く、リチウムイオン電池の約５分の１程度のエネル
ギー密度しか達成できていません。これは、正極活物質
そのものの特性以外に、マグネシウム金属負極と組み合
わせ可能な電解液が容易に酸化分解
されるために、高電位で作動する正
極活物質を用いることができないと
いうことに原因があります。一方、
高電圧で使用可能な耐酸化性の高い
電解液は、マグネシウム金属表面に
おいて還元分解し、不動態皮膜を形
成するために、可逆なマグネシウム
金属の溶解析出反応を阻害するとい
うジレンマが存在します。
　そこで重要となるのが、マグネシ
ウム金属と電解液との界面設計で
す。リチウム金属負極の場合、電解
液 の 還 元 分 解 に よ っ て Solid 
Electrolyte Interphase（SEI）と
呼ばれるリチウムイオン導電性の被
膜が自発的に形成され、リチウム金
属の可逆な溶解析出を実現していま
す。しかしながら、マグネシウムの
場合は電解液の還元分解生成物が、

マグネシウムイオン導電性を持っていません。従って、
マグネシウム金属負極表面に、あらかじめマグネシウム
イオン導電性を持つSEIを人工的に形成しておく必要が
あります。
　この研究プロジェクトでは、この人工SEIの形成につ
いて、材料設計・合成からのアプローチ、および結晶構
造解析やその場分光測定による解析的なアプローチの
両面から取り組み、①マグネシウムイオン導電性を持つ
材料の探索、②マグネシウムイオン導電メカニズムの解
析を行い、③得られたマグネシウムイオン導電体を用い
て、マグネシウム金属負極表面への人工的なSEI形成し、
耐酸化性の高い電解液中での可逆なマグネシウム溶解
析出を実現します。また、この人工的なSEIを形成した
マグネシウム金属負極を用いて、④世界初の４V級マグ
ネシウム二次電池の創成を目指します。
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　本研究では、マグネシウムイオンをキャリアイオンと
して用いた、新しい二次電池の実現に向けた、電極／電
解質界面の材料設計、および動的挙動解析を中心に、検
討を行った。まず、解析手法としてダイアモンド ATR
を利用した、in operando FTIR セルを開発し、二次電
池の充放電条件下における、電極・電解質界面の構造変
化のその場測定を行った。
　マグネシウム金属の溶解析出の容易に起こる、有機ハ
ロアルミネート系電解液中では、マグネシウム金属負極
表面では、可逆なスペクトル変化のみが観測され、電解
質の還元分解などの、副反応がほとんど起こらないこと
が確認された。しかしながらこの電解液は、高電位で容
易に酸化分解することが知られていることから、より高
電位で安定な Mg(TFSA)2系電解液を用いた解析を行っ
た。Mg(TFSA)2系電解で中では、マグネシウム金属の
析出前に、TFSAアニオンの還元分解反応が起こり、不
動態皮膜が形成されることが確認され、これが、約1.5
〜2.0Vという極めて高い過電圧と50％程度という、低
いクーロン効率の要因となっていることが示唆された。
　さらに、マグネシウム金属に代わる負極活物質とし
て、金属間化合物であるMg3Bi2を用いた検討を行った。
表面分析を行った結果、Mg3Bi2負極の場合、アニオンの

還元分解による不動態皮膜の形成が抑制されており、電
気化学測定結果も、0.1V以下の低い過電圧と、約98％
の高い可逆性を示した。室温における充放電の電流密度
については、4.0mAcm-2を示したことから、Mg3Bi2は
マグネシウムイオンの固相内拡散が充分に速く、高出力
化が可能な負極活物質であると言える。
　さらに Mg3Bi2と全く同じ結晶構造を持つ Mg3Sb2に
ついても同様に電気化学測定を実施したが、ほとんど酸
化還元電流が流れず、電気化学的に不活性であった。他
の金属間化合物についても同様の検討を行ったところ、
Mg3Bi2は特異的に優れた特性を示すことが明らかとな
った。そこで、Mg3Bi2が優れた特性を示す要因として、
活物質表面に生成する不動態皮膜の安定性の違いに着
目し、比較検討を行った。大気中では、マグネシウム金
属とMg3Sb2が緻密で安定な不動態皮膜を形成するのに
対して、Mg3Bi2は大気中の水分と反応して、Mg(OH)2

と Bi に相分離することが確認され、Mg3Bi2表面には安
定な不動態皮膜が形成されないことを見出した。この結
果は、負極活物質表面の“不安定化”によって、電極／
電解質界面におけるマグネシウムの高速イオン移動が
実現可能であるという、新たな材料設計指針に繋がる知
見である。
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