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非白金触媒を用いた高性能低コスト
燃料電池及びその製造方法



研究背景

• 燃料電池はグリーン・エネルギーの一つ
であり、実用化されれば、我が国の基幹

産業への影響度は大きい。

• 次世代エネルギーシステムのキーテクノ
ロジーの1つである。

• しかし、課題は長寿命化と低コスト化で
ある。特に、現在使われている白金触媒

がネックである。



燃料電池の構造及応用

水素と酸素を利用した水素と酸素を利用した水素と酸素を利用した水素と酸素を利用した次次次次世代の「発電システム」世代の「発電システム」世代の「発電システム」世代の「発電システム」

水の電気分解と逆の水の電気分解と逆の水の電気分解と逆の水の電気分解と逆の原理原理原理原理

で発電で発電で発電で発電をををを行行行行うううう

単電池単電池単電池単電池はははは、、、、プラスプラスプラスプラス電極電極電極電極（（（（空気極空気極空気極空気極））））とマイナとマイナとマイナとマイナ

スススス電極電極電極電極（（（（燃料極燃料極燃料極燃料極））））がががが電解質電解質電解質電解質をををを挟挟挟挟んだんだんだんだ構造構造構造構造をををを
してしてしてしているいるいるいる。。。。



燃料電池の国内及び海外市場予測

燃料電池自動車開発を行っている米国燃料電池自動車開発を行っている米国燃料電池自動車開発を行っている米国燃料電池自動車開発を行っている米国、、、、欧州欧州欧州欧州、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、日本を中心に日本を中心に日本を中心に日本を中心に

年平均年平均年平均年平均56565656....6666%%%%の成長の見通しとなっているの成長の見通しとなっているの成長の見通しとなっているの成長の見通しとなっている。。。。しかししかししかししかし、、、、燃料電池はまだ燃料電池はまだ燃料電池はまだ燃料電池はまだ

いくつかの深刻な課題が残っているいくつかの深刻な課題が残っているいくつかの深刻な課題が残っているいくつかの深刻な課題が残っている。。。。



従来従来従来従来のののの技術技術技術技術

• 微粒子化微粒子化微粒子化微粒子化によるによるによるによる触媒触媒触媒触媒のののの表面積表面積表面積表面積をををを拡拡拡拡

大大大大することによるすることによるすることによるすることによる低減方法低減方法低減方法低減方法もももも進進進進めめめめ

られてられてられてられているいるいるいる。。。。

• これまでにこれまでにこれまでにこれまでに世界中世界中世界中世界中でででで様々様々様々様々なななな非白金非白金非白金非白金

触媒触媒触媒触媒のののの探索探索探索探索をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。

• しかししかししかししかし、高性能、高性能、高性能、高性能かつかつかつかつ低低低低コストのコストのコストのコストの非非非非

白金材料白金材料白金材料白金材料ははははまだまだまだまだ見見見見つかっていないつかっていないつかっていないつかっていない。。。。



従来技術の問題点
白金 高価、貴金属

• 固体高分子形の燃料電池では、正極と負極において
は両方、白金系触媒が使用されており、原料コスト
が高い。

• 埋蔵量が少ないため、実用化及び普及にとって大き
な問題となっている。

• 耐久性問題、白金は溶解及び失活問題がある。

• 従って、安定性を改善するためには、白金に代わる
安定な新触媒の開発が必要不可欠である。



新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術として、種々の非白金系触媒が提案さ
れているが、性能が低く、製造プロセスが複雑
化して製造コストが高くなる問題点であった。

• また、グラフェンを使用することが提案されて
いるが、酸素の還元反応で生成する過酸化水素
と鉄が反応してフェントン試薬が形成され、グ
ラフェンの触媒活性が徐々に低下するという問
題がある。



本技術の特徴本技術の特徴本技術の特徴本技術の特徴

• 本技術は、製造プロセスが簡単で長期間に安定
して動作することが可能な燃料電池及びその製
造方法を提供する。

• 複合触媒の製造方法において、酸化グラフェン
と酸素欠損が豊富なW

１８
O
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in-situで合成する
ことを特徴とする。

• 高性能低コスト非白金触媒を用いた燃料電池の
製造方法。



本発明本発明本発明本発明のののの成果成果成果成果

• 酸化物酸化物酸化物酸化物であるであるであるである酸素欠陥酸素欠陥酸素欠陥酸素欠陥をををを持持持持つサブつサブつサブつサブ
酸化酸化酸化酸化タングステンタングステンタングステンタングステンWOWOWOWO2.722.722.722.72及及及及びそのびそのびそのびその複複複複
合体触媒合体触媒合体触媒合体触媒をををを開発開発開発開発したしたしたした。。。。

• WOWOWOWO2.722.722.722.72/OMC/OMC/OMC/OMCあるいはグラフェンあるいはグラフェンあるいはグラフェンあるいはグラフェン複合複合複合複合
体体体体のののの微細微細微細微細構造構造構造構造をををを制御制御制御制御することですることですることですることで、、、、
触媒活性触媒活性触媒活性触媒活性のののの向上向上向上向上をををを行行行行いいいい、、、、PtPtPtPt触媒触媒触媒触媒とととと
同程度同程度同程度同程度のののの触媒触媒触媒触媒活性活性活性活性をををを実現実現実現実現したしたしたした。。。。



Figure . (a) and (b) TEM image of WO2.72 NRBs, the inserts are corresponding fast 
Fourier transform (FFT) pattern and schematic representation of  WO2.72 unit cell; (c) 

and (d) TEM images of WO3 prisms.

合成合成合成合成したしたしたしたWWWW18181818OOOO49494949触媒触媒触媒触媒のナノのナノのナノのナノ構造構造構造構造



ナノ構造の制御ナノ構造の制御ナノ構造の制御ナノ構造の制御

簡単な合成法により、WWWW
18181818
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49494949
触媒触媒触媒触媒を合成でき、

ナノ構造を精密的に制御可能の製造方法を開
発した。
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及びグラフェンの存在が確認できた。

合成したWWWW
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49494949
/GrapheneのXPS分析



従来従来従来従来Pt/Cとととと本技術単独触媒本技術単独触媒本技術単独触媒本技術単独触媒またはまたはまたはまたは

複合触媒複合触媒複合触媒複合触媒ののののORR活性比較活性比較活性比較活性比較



WO2.72 / Graphene サイクルサイクルサイクルサイクル安定性安定性安定性安定性評価評価評価評価

500回回回回サイクリサイクリサイクリサイクリ安定安定安定安定であることをであることをであることをであることを実証実証実証実証したしたしたした



材料名材料名材料名材料名 開放電圧開放電圧開放電圧開放電圧
V (RHE)

最大出力最大出力最大出力最大出力

電 流電 流電 流電 流
/mA· cm -

2

担持量担持量担持量担持量
ug·cm -2

電解液電解液電解液電解液

窒素ドープグラ窒素ドープグラ窒素ドープグラ窒素ドープグラ
フェンフェンフェンフェン 海外大学海外大学海外大学海外大学

0.82
0.81

7.0
7.6

485 0.1MKOH
0.1M
HClO4

従来従来従来従来Pt/C 1.0 18 1600 0.5 M
H2SO4

本技術複合触媒本技術複合触媒本技術複合触媒本技術複合触媒1 0.91 5.2 300 0.1MHClO4

本技術複合触媒２本技術複合触媒２本技術複合触媒２本技術複合触媒２ 0.86 3.1 150 0.1M KOH

従来非白金触媒従来非白金触媒従来非白金触媒従来非白金触媒

日本国内大学日本国内大学日本国内大学日本国内大学

0.93 0.5 0.1M
KOH

従来非白金触媒従来非白金触媒従来非白金触媒従来非白金触媒

日本国内大学日本国内大学日本国内大学日本国内大学

0.8 3 0.1M
KOH

非白金触媒性能の比較



• 高性能複合非白金触媒の合成に成功した。
• 開発した低コスト触媒が燃料電池用の触
媒として酸性及びアルカリ性溶液中の両

方で使用できることを確認した。

• 構築した燃料電池評価システムで、サイ
クルを評価した。

• 合成した複合触媒のサイクル実験では500
回安定であることがわかった。

まとめ



想定想定想定想定されるされるされるされる用途用途用途用途

• 本技術の特徴を生かすためには、燃料電池
触媒の製造に適用することで低コストのメリッ
トが大きいと考えられる。

• 本技術は燃料電池だけでなく、光触媒や水素
製造、自動車の排ガス浄化及びナノエネル
ギー光電変換などの分野への応用展開も可
能である。



実用化に向けた課題

• 現在、非白金触媒についてORR活性が高い
であるところまで開発済み。

• サイクル安定性評価 500回サイクリ安定であ
ることを実証した。

• 今後、燃料電池中実際動作について実験
データを取得し、実用化の実験を行う必要性
がある。

• 実用化に向けて、長期安定性の向上できるよ
う技術を確立する必要もあり。



企業への期待

• 高性能材料の合成技術を持つ、企業との
共同研究を希望。

• 触媒性能は燃料電池分野での応用につい
て、企業との共同研究や量産化へ向けた

応用を行う。

• 本技術は光触媒や水素製造、自動車の排
ガス浄化及びナノエネルギー光電変換な

どの分野への応用展開も可能であり、本

技術の導入が有効と思われる。



産学連携の経歴

• 2002200220022002年年年年----2004200420042004年年年年 東芝東芝東芝東芝セラミックスセラミックスセラミックスセラミックス社社社社とととと共同研究共同研究共同研究共同研究実実実実
施施施施

• 2003200320032003年年年年----2004200420042004年年年年 佐賀県実用化可能事業佐賀県実用化可能事業佐賀県実用化可能事業佐賀県実用化可能事業にににに採択採択採択採択

• 2008200820082008年年年年----2013201320132013年年年年 大学発大学発大学発大学発ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャーOPVTECHOPVTECHOPVTECHOPVTECH設立設立設立設立

• 2014201420142014年年年年 公益財団公益財団公益財団公益財団法人法人法人法人 北九州北九州北九州北九州産業学術推進産業学術推進産業学術推進産業学術推進
機構機構機構機構 新成長戦略推進研究開発事業（研究開発新成長戦略推進研究開発事業（研究開発新成長戦略推進研究開発事業（研究開発新成長戦略推進研究開発事業（研究開発プロプロプロプロ
ジェクトジェクトジェクトジェクト創出創出創出創出・・・・育成事業補助金）育成事業補助金）育成事業補助金）育成事業補助金）事業事業事業事業にににに採択採択採択採択
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