
拠点長

ペトロス・ソフロニス
Petros Sofronis

拠点長

ペトロス・ソフロニス
Petros Sofronis

■ 基本情報（2015年度）
拠  点  長 ：ペトロス・ソフロニス
主任研究者（PI）：26名 （内 外国人研究者数 10名、女性研究者数 1名）
その他研究者：140名 （内 外国人研究者数 70名、女性研究者数 17名）
研究支援員 ：53名
事 務 部 門 ：部門長　増田 俊一
  スタッフ　21名 （内 英語対応者割合 81%）
サテライト機関・連携機関：イリノイ大学アーバナシャンペーン校（アメリカ）など
URL：http://i2cner.kyushu-u.ac.jp/ja/

カーボンニュートラル・エネルギー社会
実現への道筋
I2CNERは、低炭素排出、経済効果の高いエネルギーシステムの構築やエ
ネルギー効率の向上などに寄与する基礎研究に取り組んでいる。I2CNER
が目指す研究の中には、燃料電池や新規触媒の開発、水素を燃料として安
全に生産・貯蔵・利用するための技術があり、CO2の回収や貯留技術、エ
ネルギーの有効利用についても研究している。さらに、研究者の連携や学
際的研究 (異分野融合 )を通じて革新的な研究を促進するような国際的か
つ学術的環境を整えることも、I2CNERの重要なミッションである。
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主な研究成果

1

2

3

4

5

高耐久性の有機無機ペロブスカイト太陽電池の開発
有機無機ペロブスカイト太陽電池において、水や酸素により結晶構造が分解し、膜中に
鉛が蓄積して耐久性が低下することを解明し、この劣化を抑制する独自手法を提案して、
耐久性を 17倍も向上させることに成功した。

強
きょうじん

靭な燃料電池用ポリマー被覆
カーボンナノチューブの開発
カーボンナノチューブをポリマーで 2重被覆した高分子電解質形燃料電池カソード触媒
を開発し、従来の触媒に比べて 100倍以上の耐久性を実証するとともに、吸着させる白
金の粒径微小化と削減を可能とした。

低エネルギーイオン散乱法による原子単位の表面解析
優れた酸素分子の解離触媒能を有し、燃料電池の空気極として活用されるペロブスカイ
トに関して、新しい表面分析手法を駆使して表面組成を原子レベルで解析することによ
り、劣化原因を解決し耐久性を向上させた。

小分子の活性化（Small Molecule Activation）
自然界のヒドロゲナーゼという酵素をモデルにして、「水素分子（H2）からヒドリドイ
オン（H–）を経由して電子を取り出す人工的な分子触媒」を開発した。さらにその触媒
を用いて、分子燃料電池の作製に成功した。

CO2の挙動とモニタリング：効率的で安全なCO2貯留へ
デジタル岩石物理と呼ぶ手法を用いて岩石内部の CO2挙動を調べることで、効果的に
CO2を貯留できる条件を明らかにすること、さらにモニタリングの結果から CO2飽和
度を定量的に推定することが可能となった。
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背景はレーザー照射による発熱と青いプラズマ発光と
岩石間隙モデルに CO2を圧入した際の挙動の観察



I2CNER

72   

I2CNER

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際
研究所（I²CNER、アイスナー）は、低炭素排出、高
効率かつ経済効果の高いエネルギー系の構築を目指
す先端研究を推進し、ひいては環境調和型で持続可
能な社会の実現に貢献することを目指している。
未来のクリーンエネルギー社会の実現が直面する

困難な課題を解決し、将来の針路となる画期的成果
の創出を目標とする。

 1 高耐久性の有機無機ペロブスカイト
 太陽電池の開発

安達 千波矢（PI）

深刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策と
して、太陽光発電が大きく期待されている。しかし
ながら、発電時に CO2を排出しない利点はあるが、
他方では太陽電池の製造に多量のエネルギー消費と
CO2発生を伴う問題がある。
近年、ペロブスカイトと称する特有な結晶構造を

もつ化合物で構成する有機無機ペロブスカイト太陽
電池が、製造時 CO2発生を抑えつつ、高い変換効率
を達成できる可能性から、注目が集まっている。
ペロブスカイト太陽電池の光エネルギー変換効率

は既に実用レベルの 20%を超えているが、耐久性
は未

いま

だ不十分で、双方を両立させる必要があった。
I2CNERはペロブスカイト太陽電池の劣化メカニズ
ムを解明することにより、変換効率を上げつつ、耐
久性も向上させることを目指した。
耐久性を低下させる最大の原因として、大気中

の水や酸素が考えられる。そこで、ペロブスカイト
太陽電池を窒素中及び大気中、それぞれの環境で試
作し、耐久性に与える影響を検証した。試作品に実

験室で擬似太陽光を当て、変換効率が初期性能の
80%に減少するまでの時間 (LT80)を測定すると、大
気中で作製した太陽電池は LT80 = 230時間止まりで
あったが、窒素中で作製したそれは LT80 = 570時間
まで向上した。さらに、熱刺激電流測定による解析
を行った結果、大気中で作製した太陽電池には、耐
久性劣化を引き起こす多量のホールトラップ（解放
されない正孔）の形成が確認された。
つまり、大気中の水や酸素により、ペロブスカイ

ト構造 CH3NH3PbI3の一部が CH3NH3I, PbI2, Pbに
分解され、特に Pbがホールトラップ形成による耐
久性劣化の原因と考えられた。
この知見より、分解により生じた Pb2+が還元され

て Pbが生成すると考え、その還元を抑制するため
に、ベンゾキノンと呼ぶ化合物を酸化剤としてペロ
ブスカイト膜に微量だけ添加する方法を考案した。
最適なベンゾキノン添加濃度を選定することによ

りホールトラップの原因となる Pb生成を自在に抑
制可能となり、性能劣化時間 LT80を約 2000時間ま
で延長させ、さらには 4000時間程度まで向上させ
る目途をつけることに成功した（図 1）。
この素子は、従来の素子より約 17倍も耐久性に

優れ、報告されたペロブスカイト太陽電池において
最も良好な耐久特性を示した。また、大きなペロブ
スカイト結晶を作製できるようになり、太陽電池の
変換効率を約 1.5倍 (約 30%)にまで向上させた。
本研究によりペロブスカイト太陽電池の高い変換効
率と耐久性を両立することができ、実用化への大き
な一歩となることが期待されている。

C. Qin et al: Adv. Mat., 28, 446, 2016

 2 強靭な燃料電池用ポリマー被覆
 カーボンナノチューブの開発

中嶋 直敏（PI）

家庭用燃料電池「エネファーム」や燃料電池自動
車に用いられている燃料電池は、触媒により酸素（空
気）と水素を反応させ水と電気を作り出す極めてク
リーンな発電システムである。特に固体高分子形燃料
電池（水素イオンを通す高分子膜を電解質として用い
る燃料電池）は、小型かつ軽量であるため、現在最も
期待されている燃料電池である。
しかし、その触媒には高価な白金が大量に必要と図 1 ベンゾキノンをペロブスカイト膜に添加したときの

　　ペロブスカイト太陽電池の耐久性



I2CNERI2CNER

73   

されることから、白金使用量の大幅な削減と、その耐
久性の向上が重要な課題となっている。
触媒には微粒子化した白金を吸着（担

たん じ

持と呼ぶ）
させるためカーボンブラックと呼ばれる導電性炭素材
料を用いるが、カーボンブラックは白金粒子を良く担
持する反面、多くの化学的欠陥部位を有し、機能劣化
をもたらすジレンマが存在した。
そこで I2CNERは、カーボンブラックに替えて化学

的欠陥部位を持たないカーボンナノチューブ（CNT）
を利用することに挑戦した。従来、CNTは化学的欠
陥部位を持たない反面、白金粒子の担持が困難である
ことから、代替が困難とされてきた材料であった。
この難題に対し、ポリベンズイミダゾール（PBI）

と呼ばれる高分子材料を CNT表面に薄く被覆するこ
とにより、白金粒子を担持させることに成功した（図
2にスキームを示した）。PBIは CNT表面にも強く吸
着し、白金粒子も良く吸着することから、CNT上に
白金粒子を吸着させる「両面テープ」の役割を果たし
たのである。
図 2は従来のカーボンブラックに白金粒子を担持

した触媒からなる燃料電池 (黒いプロット )と PBI被
覆した CNTに白金粒子を担持した触媒からなる燃料
電池（赤いプロット）の耐久性を比較したグラフであ
る。高電位を与えて炭素材料を酸化させる厳しい実験
を繰り返した際の電池起電力を測定している。従来型
では極端な起電力の低下が見られるのに対し、PBI被
覆した CNTを用いた場合にはほとんど低下がなく、
飛躍的に耐久性が向上した（文献 1）。

さらに、この新しい担持技術では、白金粒子のサ
イズを極小化することも可能であり、低白金化にもつ
ながる（文献 2）。いわば燃料電池低コスト化の切り
札とされる技術である。
これら一連の研究成果は、次世代の燃料電池とし

て大きな可能性を有しており、今後の燃料電池の普及
に大きく貢献することが期待できる。

1) M. R. Berber et al: Scientific Reports, 5, article 
number 16711, 2015
2) I. H. Hafez et al: Scientific Reports, 4, article number 
6295, 2014

 3 低エネルギーイオン散乱法による
 原子単位の表面解析

石原 達己（PI）

普及が期待される燃料電池の中でも、電解質に
水を必要としない無機系の固体電解質を用いた固体
酸化物電解質燃料電池は SOFC(Silicon Oxide Fuel 
Cell)と呼ばれている。高温で作動し、電極に白金な
どの高価な貴金属を必要とせず、エネルギー変換効
率を高くできることから、広範囲の実用化が期待さ
れている。
一般に SOFCでは酸化物イオン伝導体を電解質に

使用し、電極にはペロブスカイトと呼ぶ特有の結晶
構造をもつ酸化物を空気極（プラス電極）に、ニッ
ケル系の金属を燃料極（マイナス電極）に用いる。

SOFC開発における最大の課題は空気極の酸素解
離触媒として使用されているランタン・ストロンチ
ウム・コバルト・フェライト (LSCF)が、空気中の硫
黄などと反応しやすく、酸素解離活性が使用時間と
ともに低下することであった。
そこで I2CNERは、ペロブスカイト型酸化物 LSCF

の表面近傍における組成の時間的変化と空間的組成
分布を、最新の分析手法である低エネルギーイオン
散乱法 (LEIS)で解析を行い、最表面の組成と空気極
触媒の安定性の関係を解明する研究を進めた。
まず、LSCFは高温になるとともに、添加物であ

るストロンチウムが表面で濃縮を生じやすく、2時
間程度の比較的短時間で酸化ストロンチウムの濃縮
が行われることが解析できた。また、ペロブスカイ
ト型酸化物は形式的に ABO3(A, B;異なる陽イオン）
の化学式で表される化合物であるが（LSCFの場合、
Aはランタンとストロンチウム、Bはコバルトとフェ
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図 2　PBI被覆 CNTに白金粒子を担持するスキーム（グラフ
の上部）と燃料電池耐久性を示すグラフ。黒プロットは
カーボンブラックを用いた触媒からなる燃料電池、赤プ
ロットは PBI被覆 CNTを用いた触媒からなる燃料電池
の耐久性。
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ライトに相当）、従来その表面は A, B, Oイオンが等
しく均一に存在すると考えられてきた。そこで次に、
LEISを用いて触媒 LSCF表面近傍の組成を詳細に分
析した結果、旧来の常識とは全く異なり、最表面 1
原子層には図 3のように Aイオンが濃縮されている
ことが明らかになると同時に、とりわけ添加物のス
トロンチウムが最表面に析出していることも解明さ
れた（図 3）。
今回の研究成果により、空気極触媒が微量の不純

物と反応して活性を失う理由として、表面の組成の
変動が密接に関係することが明らかになった。活性
低下の原因となるストロンチウムの濃縮を抑制する
ことにより、電極の活性と耐久性の向上に目途をつ
けた。長期にわたり安定に作動可能な空気極触媒を
開発可能とし、ひいては優れた SOFCの実用化に向
けて発展させることが期待される。

1) J. Druce et al: Energy & Environmental Science, 7, 
3593, 2014
2) A. Staykov et al: Chem. Mater., 27, 8273, 2015

 4 小分子の活性化
 （Small Molecule Activation）

小江 誠司（PI）

H2（水素分子）、O2（酸素分子）、H2O（水分子）、N2（窒
素分子）、CO2（二酸化炭素分子）、などの小分子は
酸化還元を伴う活性化により、エネルギー源として、
また有用物質の原材料として有効利用可能である。
「小分子の活性化（Small Molecule Activation）」と
呼ばれ、近年著しい発展を遂げている研究分野であ
る。ここでは、水素分子と酸素分子の活性化に焦点
を絞り、I2CNERの研究成果を説明する。
自然界は金属酵素であるヒドロゲナーゼに水素分

子の活性化を託し、地球上の物質変換システムの一

部を担わせてきた。ヒドロゲナーゼは、Fe（鉄）や
Ni（ニッケル）を用いて温和な条件で、水素の酸化
反応「H2 ⇄ H+ + H– ⇄ 2H+ + 2e–」を可逆的に行う。
しかし、これまでこの反応を自在に制御できる人工
触媒は開発されていなかった。I2CNERは、ヒドロ
ゲナーゼを模範とし、ヒドロゲナーゼと同様に「水
素分子（H2）からヒドリドイオン（H–）を経由して
電子（e–）を取り出す分子触媒」の開発に世界で初
めて成功した（図 4、文献 1）。
さらに、この水素分子を活性化した分子触媒の設

計を少し変えるだけで、酸素分子を活性化し、酸化
数4価の鉄に酸素分子が結合したペルオキシド種（広
義の過酸化物）の合成も初めて実証した（文献 2）。
この分子触媒を設計する鍵となるのは、鉄中心を

取り巻く配位子を、「鉄中心から電子を奪うように
設計（図 4）」することであり、これが水素分子を活
性化できる分子触媒となる。またこれとは逆に「鉄
中心に電子を与えるように設計」すると酸素分子を
活性化できる分子触媒となることも明らかにした。
これらを発展させ、前述の水素分子を活性化する

錯体分子（金属イオンに分子やイオンが結合したも
の）をアノード触媒、酸素分子を活性化する錯体分
子をカソード触媒に用いることで、世界初の「分子
燃料電池」の作製にも成功した。このような分子触
媒は、燃料電池の電極触媒として使用されている白
金触媒と比べても安く作製でき、触媒設計の自由度
も大きいという利点があり、貴金属フリー分子燃料

図 3　今回、明らかにしたペロブスカイト酸化物の表面の構造。
最表面にはペロブスカイト組成のうち Aイオンが濃縮
し、一部は、島状に析出する。その下には Bイオンに
富んだ領域が存在する。いずれも 3から 5原子相程度
の厚さで、その下に ABO3の組成からなる内部がある。

図 4　水素（H2）と酸素（O2）の活性化を自在に制御する仕組み。
Fe：鉄、Ni：ニッケル、S：イオウ
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電池の開発を加速させることが期待される。
1) Ogo, S., et. al: Science 339, 682, 2013
2) Kishima, T., et. al: Angew. Chem. Int. Ed. 55, 724, 
2016

 5 CO2の挙動とモニタリング：
 効率的で安全な CO2貯留へ

辻 健（PI）

Carbon Capture and Storage (CCS)は、石炭火力
発電所といった CO2の大規模排出源において CO2

を分離・回収し地中深部に貯留する技術で、近未来
的に CO2を削減できる点で注目されている。地中
に CO2を貯留するといっても、地下に巨大空間を建
設する必要はなく、岩石の間

かんげき

隙（岩石を構成してい
る粒子の隙間）に CO2を貯留する。この間隙が発
達している地層を、貯留層と呼ぶ。良質な貯留層で
は、全体の 20~30%くらいが間隙である。そのた
め CO2地中貯留では、細い井戸を使うだけで CO2

を圧入・貯留することができる。しかし日本周辺に
は、CO2を地中貯留できる貯留層が広域的に分布し
ている場所が限られているため、効率的に CO2を貯
留する必要がある。I2CNERは、この課題を解決す
るため、デジタル岩石物理という新しいアプローチ
を用いて、限られた貯留層に効率的に CO2を貯留す
る手法を開発した。
まず特殊な CT装置を用いて、岩石内部の微細な

間隙形状を、μmスケールの解像度で抽出すること
により、極めて精細な岩石間隙のデジタル（数値）
モデルを作成した。そのモデルに対して、格子ボル
ツマン法という流体シミュレーションを適用し、岩
石に内在する多数の間隙ネットワークを流れる CO2

の挙動を正確に計算し、可視化した（図 5）。
開発した流体シミュレーション法を用いて、様々

な貯留層の条件で CO2の挙動を計算し、岩石間隙の
中に貯留できる CO2の量（飽和度）を調べた。その
結果、CO2の飽和度は、水と CO2の粘性比とキャ
ピラリー数の 2つのパラメータから推定できること
が明らかになった。キャピラリー数とは、表面張力
や粘性力で表される値である。キャピラリー数と粘
性比は、貯留層の状態や CO2の圧入方法によって決
まる。つまり本研究で開発した手法を使えば、CO2

を効率的に貯留できる条件を明らかにすることが可
能となる。さらに、貯留層内の CO2の挙動や、貯留

量をコントロールできる可能性がある。CCS技術の
普及に貢献することが期待される。

1) T. Tsuji et al: Advances in Water Resources, 2016
2) F. Jiang et al: Water Resources Research, 51, 1710, 
2015

 イリノイ大学から拠点長を迎えて
I2CNERは 2010年の設立に際し、イリノイ大学

のソフロニス (Sofronis)教授を研究所長として迎え
た。以来、英語を公用語とする研究環境の中で、国
際基準に沿った運営を高く標

ひょうぼう

榜している。
世界トップレベルの研究者が活躍できる環境の整

備、米国式の厳格な人事任用制度の実施、グローバ
ル人材の育成、トップダウン方式の迅速な意志決定、
著名研究者を招請しての国際シンポジウム開催、分
野融合研究などを実現した。これら活動成果は学内
にも波及させ、九州大学の世界的評価の飛躍に貢献
することが期待される。
さらには、所長の絶え間ない努力により、米国エ

ネルギー省 (DOE)やカリフォルニア州大気資源局
(CARB)、ヘルムホルツ研究所ユーリッヒ研究セン
ター等を筆頭に、世界の研究機関や大学とのユニー
クな研究ネットワークが構築された。

I2CNERは世界を牽
けんいん

引するエネルギー研究所とし
て、エネルギーにまつわる基礎科学にとどまらず、
数学や社会学、計算科学との融合や分野横断研究を
積極的に促進することにより、また頭脳循環のハ
ブとして機能することを目指しながら、カーボン
ニュートラル・エネルギー社会の構築に寄与する研
究を加速させている。

（文責：増田 俊一）　

図 5  岩石の間隙の中を流れる CO2の挙動。この図では圧入
CO2だけを白色で表示し、地層水と岩石部は透明にし
ている。この CO2挙動計算を様々な条件で実施すれば、
効率的に CO2を貯留できる条件を明らかにできる。




