
3Q／デザインと機能の融合への過程
首都高速道路のジャンクションの複雑さを解消できないだろうか？
チューブ、スキン、ストラクチャーの３要素で構成する。
色素増感太陽電池の「色」に特化し、サインの色彩として、安全性、視認性を向上させたい。

Design Material

光で創る持続可能性社会の構築
主担当　：管野善則／教授
副担当　：國澤好衛／教授
　　　　：網代　剛／助教

メ ン バ ー　 ：担当
松本　隆幸 ：PM・総括・光ー電気特性評価装置製作
小地谷文仁 ：副PM、新電極材の開発・セル試作
長谷川　聡 ：色素増感太陽電池の新規デザイン
寇　 湘暉　  ：新電極材の開発・セル試作・評価
杉林　 秀之 ：モジュール設計

太陽が地球に及ぼす１時間分のエネルギーは、全世界の１年間における消費エネルギーと等しい。太陽光発電はそのエネルギーを有効
利用することのできるクリーンなシステムである。その中でも、色素増感太陽電池はコストや生産面から広く普及する可能性がある。
我々はその効率向上を目指した新電極材の開発、安全性・環境性を考慮した植物色素の探索、さらにデザイン性を高めた色素増感太陽
電池の創造と試作や様々な検証を行い、首都高速道路のジャンクションとして用途開発を思案し、具体的なデザインとして創出した。

フレキシブル・ストラクチュアル・ソーラーセル
Flexible, structural solar cell

の提案とその実用性について
太陽が地球に及ぼす１時間のエネルギーは、全世界の１年間における消費エネルギーと等
しい。太陽光発電は、その使われていないエネルギーを有効利用できるクリーンなシステ
ムであり、中でも、シリコンをドリップし１ミリ程の微小粒子を均等に樹脂シート化した
「球状太陽電池」はあらゆる方向の光から発電出来、かつ既成のユニットより格段に軽量
であり着目した。しかし、２次曲面は形成するが自由に形体を覆えるわけではなく、また
樹脂シート自体には構造的強度があるわけでもない。ここで、ドーム球場などに使われる
構造強度を有するガラス繊維の「メンブレン」また、加熱することでペットボトルの形体
にラベルをフィットさせる「シュリンク」フィルムがある。「球状太陽電池」に「メンブ
レンのような構造強度」と「シュリンクラベルのフレキシブル」をもつ太陽電池を実現し
たい。屋根に載せるだけである太陽電池が建築のデザインにも新しい可能性を生むだろう。

1Q／ソーラーセルの用途開発ー環境浄化ユニット／長谷川聡
2010 ENEOS 第１回 太陽電池パブリックアートデザインコンペ エネオス賞

2Q／ソーラーセルの用途開発ー建築・トランスポーテーション皮膜／長谷川聡
三洋ソーラー論文コンテスト2010／佳作　長谷川聡

色素増感太陽電池とデザインの融合

4Q電解液の検討酸化チタンペースト

凝集状態HCl 無 凝集なしHCl 入

配合条件
TIO2 0.128g
PEG200 0.205g
HCl 0.025g

セル
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凝集している 電圧(V) 電流(mA)
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色素の基本構造
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試薬 ウコン ほうれん草 ハイビスカス

製品

デバイス化

材料要素技術

色素増感太陽電池の構成技術
デザイン 屋外用発電（都市内）

発電型環境プロダクト 室内用発電

セル化 液体電解質 Li-I 液体電解液 固体電解質

有機色素ヒビスシン・エオシンーY 金属錯体色素
ブラックダイ

光電極材 酸化チタン
酸化チタン＋酸化亜鉛＋酸化スズ

光電極材製法
ゾルゲル法

対向電極 導電膜＋カーボン 導電膜＋白金

ガラス基板＋導電膜 フィルム基板＋導電膜
赤字：1Q～3Q
青字：4Q
緑字：未検討

モジュール化

研究課題

熱湯抽出水＋乳鉢水出しエタノール抽出
Development of Dye-sensitized Solar Cells via sol-gel 
and milling process
FumihitoKOCHIYA, Xiang-HuiKOU, Takayuki MATSUMOTO, 
Kaori FUJII, and Yoshinori KANNO

（アントシアニン系）

01 02 03factor factor factor

１Q／デザインリサーチーシリコンソーラーセル
都市の環境汚染に着目し、都市環境をクリーンに浄化したい。
まずは、既成のシリコンモジュールのソーラーセルを用いて用途開発
利用されていない太陽光発電の設置場所として河川を考え、
太陽電池で発電し、河川を浄化する環境ユニットを提案した。

２Q／デザインリサーチー色素増感太陽電池
太陽光発電を生活に役立てるためには、やはり居住する都市の中に設置したい。
現状の色素増感太陽電池の耐用年数は３年程度であり、そのタイムスパンでメンテナンス
を必要とする用途開発を熟考し、単身者向け集合住宅のファサードに適用することを提案した。
また、平面形状のみでなく、３次曲面にもアジャストするモジュールについて思案した。
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11月23日論文発表

実験計画・基礎知識の理解

色素増感太陽電池の発電３要素

セルの試作・評価実験

ゾルゲル法により電極材の試作ができた

01result 02 03result result新電極材試作 セルの試作 光ー電気評価装置の試作

反応開始状態 ゾル状態

TiO２ Ti・SnO２ Ti・ZnO２

１次粒子
２次粒子

SEM写真
（TiO２：酸化チタン）

電極材
１元系・ ２元系

ゾルゲル法
材料：TTIP
（チタニウムテトライソプロポキシド）

エタノール、水

電極材：市販１元系酸化チタン
色素／：ハイビスカス天然色素
／／／／乾燥したハイビスカスの花から水による抽出
電解液：市販LiI

色素抽出 色素吸着

電解液注入

試作セル●成膜用ドクターブレード

新電極材ナノ粒子

結果：膜厚１０_m前後が最適

光源　　：ハロゲン電球
評価装置：標準照度 20000 lx

照度計で測定 電圧測定

色素増感太陽電池／機能的成果 2010管野PBL Traffic Stent

B concept model

Traffic Stent

チューブ
構造：カーボンファイバー
　　　耐火被覆フレーム

フレーム
構造：鉄骨耐火被覆フレーム
照明、サイン等設備要素内蔵

S : 1/20

首都高速道路既存高架
構造：RC造
補強：主構造部カーボンファイバー巻

ガゼットプレートSt PL t25mm
構造：RC造
補強：アンカー緊結
S 造の場合、完全溶込溶接

色素増感パネルユニット
アルミフレーム

チューブ
取付部詳細図
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section S : 1/100

色素増感太陽電池
ユニット：象嵌式

首都高速道路既存高架
構造：RC造
補強：主構造部カーボンファイバー巻

電食絶縁ボルト締

補強リブ

Composition

SKIN

TUBE

FRAME

／色素増感太陽電池

／カーボンファイバー

／スチール

detail

data

この構成は言い換えれば断面的デザインである。
断面のデザイン、ディテールが決まれば、その方向
に押し出すことで、自動的に形体が導かれる。

デザインの構成、コンセプトは
ここに示す３つの要素で決定し
たが、具現化するにあたっては、
SKIN は TUBE フレームの中に
象嵌することにした。

首都高速道路(H22.10.20現在)
総営業路線距離／301.3Km

phase 01

phase 02

phase 03

ジャンクションを視認し、アプローチしながら車線変更の準備にかかる。

チューブ内に入り、車線変更する。

車線変更を終え、目的の分岐はスムーズに行うことが出来る。

通過車輌

Traffic Stent

diagram
走行車輌

車輌誘導
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車輌誘導 車輌合流
通過車輌

走行車輌
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車輌誘導

車輌合流

走行車輌

走行車輌

Dye-sensitized solar cell has been noticed as the solar cell of a new generation. It is 
expected to be used as a future clean energy. Dye-sensitized solar cells using dye of 
ruthenium have been fabricated as usually. However, the rare earth metals production 
is very small, and it is very expensive. The dye-sensitized solar cells are 
fabricated by using dye of hibiscus, free from rare earth metals.

It invites it to another road. 

色素増感太陽電池ユニット交換
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expected to be used as a future clean energy. Dye-sensitized solar cells using dye of 
ruthenium have been fabricated as usually. However, the rare earth metals production 
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fabricated by using dye of hibiscus, free from rare earth metals.

It invites it to another road. 

色素増感太陽電池ユニット交換



3Q／デザインと機能の融合への過程
首都高速道路のジャンクションの複雑さを解消できないだろうか？
チューブ、スキン、ストラクチャーの３要素で構成する。
色素増感太陽電池の「色」に特化し、サインの色彩として、安全性、視認性を向上させたい。

Design Material

光で創る持続可能性社会の構築
主担当　：管野善則／教授
副担当　：國澤好衛／教授
　　　　：網代　剛／助教

メ ン バ ー　 ：担当
松本　隆幸 ：PM・総括・光ー電気特性評価装置製作
小地谷文仁 ：副PM、新電極材の開発・セル試作
長谷川　聡 ：色素増感太陽電池の新規デザイン
寇　 湘暉　  ：新電極材の開発・セル試作・評価
杉林　 秀之 ：モジュール設計

太陽が地球に及ぼす１時間分のエネルギーは、全世界の１年間における消費エネルギーと等しい。太陽光発電はそのエネルギーを有効
利用することのできるクリーンなシステムである。その中でも、色素増感太陽電池はコストや生産面から広く普及する可能性がある。
我々はその効率向上を目指した新電極材の開発、安全性・環境性を考慮した植物色素の探索、さらにデザイン性を高めた色素増感太陽
電池の創造と試作や様々な検証を行い、首都高速道路のジャンクションとして用途開発を思案し、具体的なデザインとして創出した。

フレキシブル・ストラクチュアル・ソーラーセル
Flexible, structural solar cell

の提案とその実用性について
太陽が地球に及ぼす１時間のエネルギーは、全世界の１年間における消費エネルギーと等
しい。太陽光発電は、その使われていないエネルギーを有効利用できるクリーンなシステ
ムであり、中でも、シリコンをドリップし１ミリ程の微小粒子を均等に樹脂シート化した
「球状太陽電池」はあらゆる方向の光から発電出来、かつ既成のユニットより格段に軽量
であり着目した。しかし、２次曲面は形成するが自由に形体を覆えるわけではなく、また
樹脂シート自体には構造的強度があるわけでもない。ここで、ドーム球場などに使われる
構造強度を有するガラス繊維の「メンブレン」また、加熱することでペットボトルの形体
にラベルをフィットさせる「シュリンク」フィルムがある。「球状太陽電池」に「メンブ
レンのような構造強度」と「シュリンクラベルのフレキシブル」をもつ太陽電池を実現し
たい。屋根に載せるだけである太陽電池が建築のデザインにも新しい可能性を生むだろう。

1Q／ソーラーセルの用途開発ー環境浄化ユニット／長谷川聡
2010 ENEOS 第１回 太陽電池パブリックアートデザインコンペ エネオス賞

2Q／ソーラーセルの用途開発ー建築・トランスポーテーション皮膜／長谷川聡
三洋ソーラー論文コンテスト2010／佳作　長谷川聡

色素増感太陽電池とデザインの融合

4Q電解液の検討酸化チタンペースト

凝集状態HCl 無 凝集なしHCl 入

配合条件
TIO2 0.128g
PEG200 0.205g
HCl 0.025g

セル
A
B
C

凝集している 電圧(V) 電流(mA)
0.424
0.418
0.396

0.54
0.96
0.58

作成直後

I 3 2e 3 I - =+ - -

色素の基本構造

エオシンY クルクミン クロロフィル  ヒビスシン

R Y G
試薬 ウコン ほうれん草 ハイビスカス

製品

デバイス化

材料要素技術

色素増感太陽電池の構成技術
デザイン 屋外用発電（都市内）

発電型環境プロダクト 室内用発電

セル化 液体電解質 Li-I 液体電解液 固体電解質

有機色素ヒビスシン・エオシンーY 金属錯体色素
ブラックダイ

光電極材 酸化チタン
酸化チタン＋酸化亜鉛＋酸化スズ

光電極材製法
ゾルゲル法

対向電極 導電膜＋カーボン 導電膜＋白金

ガラス基板＋導電膜 フィルム基板＋導電膜
赤字：1Q～3Q
青字：4Q
緑字：未検討

モジュール化

研究課題

熱湯抽出水＋乳鉢水出しエタノール抽出
Development of Dye-sensitized Solar Cells via sol-gel 
and milling process
FumihitoKOCHIYA, Xiang-HuiKOU, Takayuki MATSUMOTO, 
Kaori FUJII, and Yoshinori KANNO

（アントシアニン系）

01 02 03factor factor factor

１Q／デザインリサーチーシリコンソーラーセル
都市の環境汚染に着目し、都市環境をクリーンに浄化したい。
まずは、既成のシリコンモジュールのソーラーセルを用いて用途開発
利用されていない太陽光発電の設置場所として河川を考え、
太陽電池で発電し、河川を浄化する環境ユニットを提案した。

２Q／デザインリサーチー色素増感太陽電池
太陽光発電を生活に役立てるためには、やはり居住する都市の中に設置したい。
現状の色素増感太陽電池の耐用年数は３年程度であり、そのタイムスパンでメンテナンス
を必要とする用途開発を熟考し、単身者向け集合住宅のファサードに適用することを提案した。
また、平面形状のみでなく、３次曲面にもアジャストするモジュールについて思案した。

I(g) Lil(g) PEG
200(ml)

3 - メトキシプロピオニトリル(ml)

0.06 0.67 10
5
5

0.06 0.67
0.06 1.00

5
5

0A
B
C

セル

A
B
C

セル 電圧(V)
0.424
0.418
0.396

0.60
1.11
1.25

３日後
電流(mA)

11月23日論文発表

実験計画・基礎知識の理解

色素増感太陽電池の発電３要素

セルの試作・評価実験

ゾルゲル法により電極材の試作ができた

01result 02 03result result新電極材試作 セルの試作 光ー電気評価装置の試作

反応開始状態 ゾル状態

TiO２ Ti・SnO２ Ti・ZnO２

１次粒子
２次粒子

SEM写真
（TiO２：酸化チタン）

電極材
１元系・ ２元系

ゾルゲル法
材料：TTIP
（チタニウムテトライソプロポキシド）

エタノール、水

電極材：市販１元系酸化チタン
色素／：ハイビスカス天然色素
／／／／乾燥したハイビスカスの花から水による抽出
電解液：市販LiI

色素抽出 色素吸着

電解液注入

試作セル●成膜用ドクターブレード

新電極材ナノ粒子

結果：膜厚１０_m前後が最適

光源　　：ハロゲン電球
評価装置：標準照度 20000 lx

照度計で測定 電圧測定

色素増感太陽電池／機能的成果 2010管野PBL Traffic Stent

B concept model

Traffic Stent

チューブ
構造：カーボンファイバー
　　　耐火被覆フレーム

フレーム
構造：鉄骨耐火被覆フレーム
照明、サイン等設備要素内蔵

S : 1/20

首都高速道路既存高架
構造：RC造
補強：主構造部カーボンファイバー巻

ガゼットプレートSt PL t25mm
構造：RC造
補強：アンカー緊結
S 造の場合、完全溶込溶接

色素増感パネルユニット
アルミフレーム

チューブ
取付部詳細図

×1Q

2Q

3Q

4Q

section S : 1/100

色素増感太陽電池
ユニット：象嵌式

首都高速道路既存高架
構造：RC造
補強：主構造部カーボンファイバー巻

電食絶縁ボルト締

補強リブ

Composition

SKIN

TUBE

FRAME

／色素増感太陽電池

／カーボンファイバー

／スチール

detail

data

この構成は言い換えれば断面的デザインである。
断面のデザイン、ディテールが決まれば、その方向
に押し出すことで、自動的に形体が導かれる。

デザインの構成、コンセプトは
ここに示す３つの要素で決定し
たが、具現化するにあたっては、
SKIN は TUBE フレームの中に
象嵌することにした。

首都高速道路(H22.10.20現在)
総営業路線距離／301.3Km

phase 01

phase 02

phase 03

ジャンクションを視認し、アプローチしながら車線変更の準備にかかる。

チューブ内に入り、車線変更する。

車線変更を終え、目的の分岐はスムーズに行うことが出来る。

通過車輌

Traffic Stent

diagram
走行車輌

車輌誘導

Loop

車輌誘導 車輌合流
通過車輌

走行車輌
車輌誘導Loop

車輌誘導

車輌合流

走行車輌

走行車輌

Dye-sensitized solar cell has been noticed as the solar cell of a new generation. It is 
expected to be used as a future clean energy. Dye-sensitized solar cells using dye of 
ruthenium have been fabricated as usually. However, the rare earth metals production 
is very small, and it is very expensive. The dye-sensitized solar cells are 
fabricated by using dye of hibiscus, free from rare earth metals.

It invites it to another road. 
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