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炭素材料を用いた光誘起電荷分離の仕組み	
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色素増感酸化チタン太陽電池	 膨張化炭素繊維型太陽電池	
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Original single fiber（出発炭素繊維）� After intercalation of nitric acid（炭素繊維層間化合物）�

a) b) 

After exfoliation of carbon fiber 
膨張化炭素繊維�

Micro observation in cross-section after exfoliation 
膨張化炭素繊維の断面形状  

After exfoliation of carbon fibers through electrolysis by nitric acid electrolyte 

c) d) 

使用する膨張化炭素繊維とは！　その形態	



膨張化炭素繊維を用いる特徴	

・膨張化炭素繊維は，サブマイクロからナノメーターサイズの繊維形状を有
する． 

・繊維形状であることから導電パスに優れている． 

・膨張化後も黒鉛の良好な結晶性を維持しており，導電性に優れる． 

・炭素は，黒色であることから究極の太陽光を吸収する色素となる．酸化チ
タンより高い効率が期待できる． 

・膨張化炭素繊維は，膨張化の際に熱処理を経由していることから，多くの
表面官能基を有し，色素の吸着に優れる． 

・膨張化処理により黒鉛のエッジ面を多数有することになり，多くの官能基を
付与できる．これは色素が吸着できる部位を多く有することになり，色素の
数が増えることにより（単位面積あたりの数が多い），電子の数を増大させ，
大きな起電力が期待できる．	



膨張化炭素繊維：ExCFs （Exfoliated Carbon Fibers）	

     出発炭素繊維に酸電解質中で電気
化学処理を施すことにより，黒鉛酸を
主とする炭素繊維層間化合物が合成
され，それを急速加熱処理することに
より膨張化し，ExCFsが得られる．	

特徴	

合成方法	

・不純物を含まない． 
・出発炭素繊維が有する黒鉛の結晶性を維持している． 
・超音波処理などによって，微小･分散する．…etc 

TEM image of ExCFs 

30 nm 



表　色素増感酸化チタン太陽電池と 
膨張化炭素繊維型太陽電池システムとの比較	

色素増感酸化チ
タン太陽電池	

膨張化炭素繊維型 
太陽電池	

備考	

○ ◎ 炭素は，黒色であることから究極の太陽光を吸収する
色素となる．酸化チタンより高い効率が期待できる．	

△ ○ 膨張化後も黒鉛の良好な結晶性を維持しており，導電
性に優れる	

△ ◎ 
膨張化処理によって，多数の黒鉛のエッジ面を有する
ことになり，多くの官能基を付与できる．官能基は発生
する電子数に関与するとされており，大きな起電力が

期待できる．	

○ ○ 
膨張化炭素繊維は，サブマイクロからナノメーターサイ
ズの繊維形状を有する．	

△ ◎ 
繊維形状であることから導電パスに優れている	



・膨張化炭素繊維は，その材料自身が黒色であることから，究極の 
太陽光を吸収する色素である	

その色素量が多いことから，これまでにない起電力，水素発生が 
期待される．　　　→　この分野のブレークスルー 

　 平成１９年度に光吸収による電荷分離が可能か検討を行った	



膨張化炭素繊維への表面官能基導入	

化学的手法で膨張化炭素繊維の表面に特定の官能基を導入し， 
その表面の不活性化を図る	

ModifiedExCFs ExCFs modification 

表面官能基の中でもカルボキシル基(COOH)	
は最も反応活性が高く表面修飾に最適	

カルボキシル基(COOH) を付与し前駆体として，	

不活性な表面官能基の導入を図る	

炭表面上に存在する官能基	
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Fig. FT-IR spectra of (a) Acetylene black in the range of 4000-400 cm-1. 
(■)pristine and (■) after reaction for 12 h. 

XPS測定結果と良い一致を示し，反応によりCOOH基量が増加することが明らかとなった	

FT-IR spectra treated by chemical oxidation 

濃硝酸中での酸化は，カルボキシル基を付与する方法として
有用で，またFT-IR法により簡便に炭素粉末上の官能基の
測定を行うことが可能となった．	



表　出発炭素繊維，各処理後の全酸性官能基量と
カルボキシル基量	

sample 
Total acodity 

[m mol/g] 
Carboxyl group 

[m mol/g] 
ExCFs 0.32	 0.02	

O3, 2.6 min 0.64	 0.53	

O3, 23 min 1.08	 0.71	

Chemical oxidation 0.78	 0.60	

オゾン処理，熱処理酸化，化学処理及び電気化学処理により表面の
全酸性官能基量とカルボキシル基量が増加していることが認められ
た．いずれの処理により，酸性官能基が増加しているが，オゾン処理
の効果が顕著であることが明らかとなった．	
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Fig. Chabges of functional groups with  electrolysis on ExCFs 

表面積と同様にカルボキシル量は，0.6×104 C/g付近まで大きく増加
した．しかしながら，ばらつきも大きく，その量の著しい向上は認められ
なかった． 	

Boehm法により測定した，チャージ量の増加に伴う官能基量変化	



光照射中　4min 
光照射前	

光照射中　７min 



光照終了直後	光照射中　11min 

光照射により，膨張化炭素繊維上で光誘起電荷分離が起こり，発生 
した電子は，ＭＶに引きつけられ変色した．変色により，膨張化炭素 
繊維上で光誘起電荷分離が起こっていることが確認された．	



光照射電荷分離の確認	

　表面官能基が増加した膨張化炭素繊維を用いて，光照射電荷
分離の確認を行ったところ，光照射に伴って，溶液の色が，青色
に変化し，光吸収により電化分離が起こっていることが明らかと
なった．また，光照射を終了した後も，青色は，残存しており本
提案の光誘起電荷分離が有効であることが明らかとなった．可
視光照射下での吸収スペクトルを確認したところ，MV･+（メチル
ビオローゲン）に帰属される波長600 nmの吸収バンドが確認さ
れた．これは，昨年の可能性調査でも明らかになった結果と同
様で，今回の実験の結果から，課題であった光誘起電荷分離の
カルボキシル基を中心とする酸性官能基が大きく寄与している
ことが明らかとなった．	



  想定される用途	
•  新技術の材料の特徴	
	　エネルギー貯蔵   	電極材料	

	　水素発生　　 	環境浄化 	 	起電力	

•  想定される材料の用途	
	　太陽電池　　 	キャパシタ 	 	電極	

	　水素発生　　	

	　吸着による浄化	

  従来技術・競合技術との比較	

 著しい研究の進展が認められない酸化チタンを用いた太陽電
池等に取って代わり新しい材料となり得ると考える．また，炭素
材料は，その材料自身が黒色であることから，究極の太陽光
を吸収する色素であるとも考えられ、これまでにない，起電力，
水素発生が期待される． 



実用化に向けた課題	
1) 基礎特性の確認は終了していると考える．電極の印 
刷技術を含めての工業化． 
2) かさ密度の制御　（印刷性）． 
3) さらなる官能基の付与による特性の向上，最適官能 
基の選択． 

企業への期待	

1) 印刷性の向上については，コーティング技術により克
服できると考えられる．	

2) 企業との共同研究を希望します．新規材料開発を検
討している企業，エネルギー分野への展開を考えている
企業には，本技術の導入が有効と思われる。 
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