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① 固体高分子形燃料電池(PEFC)

PEFCの実用化を推進するためには、
低コスト化・信頼性向上に資する技術開発が必要とされてい
る。

② PEFC用カソード触媒
酸素を水に還元する反応の触媒として、
現在 Pt/C触媒が用いられているが、寿命に問題があり、
高活性と長寿命を両立する触媒が求められている。

1.研究の背景
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従来技術： Pt/C触媒

問題点① Pt微粒子を使用している。
→配位不飽和サイトの割合が多く、

安定性、酸素還元選択性が低い。

問題点② カーボン担体を使用している。
→カーボンは燃焼劣化を起こし、安定性が低い。

従来技術とその問題点
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（理由）
Ptの比表面積を高めるために、Pt微粒子が用いられている。

問題点① Pt微粒子を使用している。

（特徴）
Ｐｔ微粒子は、粒子サイズが小さくなるほど
配位不飽和サイトの割合が多い。

（問題点）
（１） Ｐｔ配位不飽和サイトは溶解しやすい。
（２） Ｐｔ配位不飽和サイトは酸素還元において

過酸化水素を生成しやすく、効率が悪い。
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問題点② カーボン担体を使用している。

（理由）
Pt微粒子へ電気を伝えるためには、
電気伝導性を有するカーボン担体が用いられている。

（特徴）
カーボン担体は、燃焼しやすい。
MEAにおいては、電位変化の際に、触媒中の電位差が生じ、
IR損による発熱によって、カーボン担体が燃焼する。

（問題点）
（１） カーボン担体が燃焼することで、

Pt触媒が凝集し、触媒活性が著しく低下する。
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新技術の特徴・従来技術との比較

新技術： Pt/酸化物（非電気伝導性）触媒
たとえば Pt/SiO2

特徴① 微粒子状のPtではなく、連鎖状のPtを用いており、
配位不飽和サイトの割合が尐なく、
安定性、酸素還元選択性が高い。

特徴② 連鎖的に連なるPtを用いることで、
電気伝導性のない担体を用いることができる。
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（１）原料となるＰｔ錯体の選択
現状では、 H2PtCl6が用いられることが多い。
H2PtCl6は、Ptに還元されやすいために、

微粒子になりやすい。
新技術では、微粒子でないPtを調製するために、

新たなPt錯体を原料として選択した。

新技術の基となる研究成果・技術
①微粒子でない高表面積Ｐｔの調製

（2）Ｐｔ錯体の還元法
現状では、液相還元が用いられているが、
新技術では、固体の水素ガスによる還元を用いた。
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（１）Ｐｔ錯体の高分散析出
Ｐｔを酸化物担体へ高分散に担持するために、
還元前のPt錯体を酸化物担体へ高分散担持する。
そのためには、 Pt錯体と酸化物担体の相互作用を
制御する必要がある。

（2）様々な酸化物を担体として適用可能
担体の酸化物に電気伝導性が必要ないため、
SｉO2の他にも様々な酸化物を担体として用いることが
可能である。
ただし、燃料電池触媒として用いるためには、
酸に溶解しない酸化物に限られる。

新技術の基となる研究成果・技術
②酸化物担体への高分散技術
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新触媒の紹介

Pt / SiO2
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XRD パターン

Pt/ SiO2 PL-7 50wt% 

Pt / C 市販 50wt% 

Pt/ SiO2 PL-20 20wt% 

Pt/ SiO2 PL-3 50wt%

Pt/ SiO2 PL-20 50wt% 
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P7b

初期
40h

60h

Pt / C 市販Pt / SiO2

サイクル変化
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Pt 質量あたりの
活性化支配電流値（ik) の変化

PtCo/C

Pt/C

Pt/SiO2

PL20

Pt/SiO2

PL7

Pt 比表面積（ECSA） の変化

Pt/C

PtCo/C

Pt/SiO2

加速劣化試験（起動停止を想定）
走査速度 50 mV s-1

走査範囲 0.8－1.3 V vs. RHE

雰囲気 O2 雰囲気
時間 20時間, 40時間
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O2 雰囲気 1 時間

P7b Pt / C 市販Pt / SiO2

定電位保持変化

初期
1.3 V 保持後
1.4 V 保持後
1.5 V 保持後



H2O2 生成量評価 Pt / C 市販

青 ； 0.5 μg

赤 ； 1 μg

緑 ； 5 μg

青緑 ； 2.5 μg

評価触媒重量

橙 ； 0.25μg

H2O2発生量大



H2O2 生成量評価 Pt / SiO2

青 ； 0.5 μg

緑 ； 5 μg

桃 ； 10 μg

青緑 ； 15 μg

評価触媒重量

水色 ； 25 μg

赤 ； 1 μg

H2O2発生量大



説明資料 （平成22年11月12日）

Pt/CeO2 75 wt%

ZrO2

Pt/ZrO2 40 wt%



Pt 比表面積 酸素還元活性（Pt 質量あたり）
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これまでPEFCに用いられてきた
既存のPt/Cカソード触媒に代わる高活性長寿命触媒とし
て、本触媒は即戦力で用いられると期待できる。

本技術は、ある程度のスケールアップに耐えられる

触媒調製法を検討し、そのための製造装置を導入してい
る。

想定される用途
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利用者・対象

PEFC製造メーカー（研究部門含む）
触媒メーカー

市場規模
燃料電池の市場規模は
自動車用が９０００億円、家庭用が２５７５億円。
（富士経済 平成２０年度）

想定される業界
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信州大学では、回転ディスク電極を用いて触媒評価を
行ってきた。
この触媒評価では、市販のPt/Cが示す触媒活性と同程
度か、それ以上の触媒活性を示した。
（今回資料で示しているデータよりも現在の方が、
触媒表面積が高まり、活性が高くなっている。）

現在、大同大学において、MEAによる触媒評価を行っ
ていただいている。

その結果、酸化物を担体とした触媒の中では、触媒活
性が高いことがわかった。
現在、最適化を進めている。

実用化に向けた課題
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PEFCを製造している、または研究している川下企業に、
開発した触媒 (Pt/SiO2)を試していただきたい。
サンプルとしての触媒は、有償で提供する。

電気伝導性を持たない酸化物を担体としたPt触媒について、
触媒を製造している川上企業と共同で、
燃料電池以外の用途も含めて研究開発を行いたい。
触媒需要に応える製造法についても検討していきたい。

企業への期待
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2007-2011年度
文部科学省 知的クラスター創成事業
信州スマートデバイスクラスター 研究リーダー
「有機無機ナノマテリアルを利用したスマートデバイスの研究開発」
2007-2008年度
経済産業省 地域新生コンソーシアム研究開発事業

／地域イノベーション創出研究開発事業
「プレス加工コイルと新規絶縁材料を用いた大電流インダクタ開発」
2007-2009年度
JST 地域イノベーション創出総合支援事業
重点地域研究開発推進プログラム（育成研究） PL 三重大学 中村修平教授
「有機－無機ハイブリッド系新規接着剤の開発と鉄道車両への実用化研究」
2005-2007年度
NEDO 固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発

／基礎的・共通的課題に関する技術開発
水管理によるセル劣化対策の研究 PL 大同大学 堀美知郎教授
「電極触媒の溶解と凝集に及ぼす担持状態の影響の評価」

産学連携の経歴
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お問い合わせ先

株式会社信州ＴＬＯ

ＴＥＬ ０２６８－２５－５１８１
ＦＡＸ ０２６８－２５－５１８８

e-mail info@shinshu-tlo.co.jp


