
第2回TIAかけはし報告会

白金フリー燃料電池カーボン触媒イノベーション

筑波大学 数理物質系 教授 中村潤児

●連携プロジェクト活動内容

●研究情報の提供と共同研究促進
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今後１０年の取り組みが水素社会の将来を決める

水素ステーションの整備に60億円トヨタ、日産
自、ホンダの自動車メーカー3社は水素ステー
ションの整備促進に向けた支援内容を発表

燃料電池自動車の普及が始まった

日本の自動車界がリード

2016年
1月16日

トヨタ
「CO2ゼ

ロ工場、
水素活用
し開発へ
読売新聞



東大

放射光実験による電極触媒の解
析 原田、松田、山本

NIMS
電極触媒の性能評価、触媒の
高耐久化、産業界の動向調査
森、有賀、Hill

高活性・高耐久性の窒素ドープカーボン触媒の候補材料・構造の選定、実用化戦略の立案後、本格研究拠点構築へ
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炭素材料の化学設計、第一原理計算に
よる触媒設計、カーボン触媒の特性評
価、産業界の動向調査
Dai、Zenyuku、Atanassov、Zhang、
岡田、丸本

KEK、SLAC
放射光実験による電極触媒の解
析 間瀬、阿部、近藤、小笠原

筑波大

触媒分子のボトムアップ化、触媒活性分
子の有機合成 神原、武安、鍋島、近藤、
中村

燃料電池自動車の本格普及のための白金フリー触媒開発には、多角的連携研究が
必要不可欠。本研究では、白金フリーカーボン触媒開発を軸として、つくば地区の特
色・強みを生かして基礎研究および工学研究をフルに連携し、材料研究から実用化ま
でを繋ぐ戦略を立てる。

ＴＩＡかけはしプロジェクト（総勢２１名）代表 筑波大学数理物質系 中村潤児

白金フリー燃料電池カーボン触媒イノベーション

目標：白金フリー触媒技術確立

オールジャパン「白金フリー触媒研究拠点」の構築

提案先； JST, NEDO, 自動車会社

Science （2016年）で発表した研究を発展させるプロジェクト （ピリジン型窒素に着目）



ＴＩＡかけはしプロジェクト
白金フリー燃料電池カーボン触媒イノベーション

米国（協力）

Liming Dai
P.AtanassovI. 

V. Zenyuk

NIMS
森利之

有賀克彦

Jonathan Hill

★筑波大

中村潤児

神原貴樹

鍋島達弥

岡田晋

近藤剛弘

丸本一弘

武安光太郎

KEK
間瀬一彦

阿部仁

近藤寛（客員
教授，慶応大）

東大

原田慈久

松田巌

山本達

代表 筑波大学数理物質系 中村潤児
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中国

Y. Zhang

SLAC
小笠原寛人

（協力）山田泰弘（千葉大）、難波江裕太（東工大）



Science （2016年）で発表した研究を発展させるプロジェクト
既に７７０回引用

ピリジン型窒素を導入すれば高活性触媒がつく
れる。触媒開発が急速に進むと期待される。

3544円/g  2016/1/15



将来構想

白金フリー触
媒技術確立

高性能ヘテロ元素ドープカーボン材料を設計・試作し、性能実証、更
には、事業化につなげる体制を構築し、企業と共に拠点形成

オールジャパン「白金フリー触媒研究拠点」の構築
燃料電池関連メーカー

＋
AISＴ，ＮＩＭＳ，KEＫ，筑波大，東大 （漸次拡大し、他機関参入）

提案先； JST、ＮＥＤＯ 、自動車会社等の企業

6



TIAかけはしプロジェクトでは
多様な研究展開が必要

１．電極界面設計

２．ＭＥＡ評価

３．炭素材料の化学修飾（親水性など）

４．有機化学的触媒設計

５．ＤＦＴ：エッジ状態と反応性

６．ＤＦＴ：電気化学反応シミュレーション

７．分光測定：炭素の電子状態

８．分光測定：オペランド測定

９．３次元有機分子フレームワーク設計

１０．化学工学的設計（拡散、水マネジメント）
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TGSWで海外から著名な研究者を招き国際会議を開催
2017年９月２７日 ９：３０～１６：５０

AIST CONFIDENTIAL 8

コンソーシアム
HPより



AIST CONFIDENTIAL 9



【平成３０年度活動】

① 企業にコンソーシアム参加を求め活動を開始する。

情報提供、研究会、チュートリアルの開催。コンソーシアム設立を

HP、学会情報、チュートリアルを通じて外部に宣伝する。

② 外部資金による共同研究を継続する（科研費基盤A継続課
題）。

③ 外部資金申請（CREST、SIPなど）

④ 企業との大型共同研究

⑤ コンソーシアム外国人メンバー（Prof. Liming Dai、Prof. 
Yuanjian Zhang、Prof. Plamen Atanassov、Prof. Iryna V. 
Zenyuk）を集め国際会議を開催する。
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ORR results

窒素含有分子のORR活性（筑波大）

Dibenz[a,c] acridine/HOPG触媒は触媒内のピリジニック窒素と同じ触媒能を有している
分子担持させることでORR活性点を作れることが示唆された！

調製した分子/HOPG電極群





東大-トヨタ自動車・豊田中研のPt系燃料電池触媒に関する共同研究

(H26-H29)東大物性研尾嶋正治、原田慈久、崔囈涛
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hnin 燃料電池正極に用いられる
Pt触媒表面への水和物吸着

⇒過電圧の要因？

燃料電池正極に用いられる
Pt触媒表面への水和物吸着

⇒過電圧の要因？

水と酸素の共存条件におけるPt
触媒の活性と電子状態の関係を
放射光硬X線光電子分光で解明

hnout

Y. Cui et al., Scientific Reports, in press. (2017)

水の存在下で酸素の吸着
特性が変化し、しかもそれ
は酸素の分圧に依存する
ことが判明した。



Operando Electrochemical XPS Investigation of 
Oxygenated Species on Platinum Fuel Cell Cathodes

X-ray spectroscopy identification and DFT 
simulations of oxygenated intermediates on a 
platinum fuel cell cathode.  The operando
electrochemical XPS study in O 1s region shows two 
types of OH (non-hydrated OH (left)and hydrated 
OH (right)) co-exist on a fuel cell cathode with 
distinct activities. 

H. Sanchez Casalongue, S. Kaya, V. Viswanathan, D.J. Miller, 
D. Friebel, H.A. Hansen, J.K. Nørskov, A. Nilsson, H. 
Ogasawara, Nature Communications 4, 2817 (2013)

Scientific Achievement
Non-hydrated OH and hydrated OH were 
identified on platinum fuel cell cathodes 
under operating conditions and shown to 
have distinct activities.

Significance and Impact
- Removal of hydrated OH is the barrier at 

high cell potentials.
- Preventing the hydration of OH through 

cathode or electrolyte design will boost 
fuel cell performance.

Research Details
Oxygenated species on Pt fuel cell 
cathodes were identified using operando
electrochemical X-ray photoelectron 
spectroscopy at SSRL BL13-2 at SLAC.
Reactivity and stability of oxygenated 
species were established through DFT 
simulations.

Work performed at Stanford Synchrotron Radiation 
Lightsource, USA.

Hirohito Ogasawara
SSRL Chemistry and Catalysis

hirohito@slac.stanford.edu

SSRL BL13-2 
XPAP

Operando EC-XPS

DFT energy diagram 

SLAC National Accelerator Laboratory is a U.S. Department of Energy Office of Science laboratory operated by Stanford University



KEK間瀬グループ （KEK:間瀬，慶應：近藤，伊勢川，金）

不均一触媒のXPS・XASによる
オペランド観測

対象：排気ガス浄化触媒
固体高分子形燃料電池

←白金族金属表面での排気ガ
ス浄化過程の観測（NAP-XPS)

開発電極触媒の燃料電池セル
によるIn-situ・オペランド観測
（In-situ電気化学XAS: N, C, S-edge) Pt/C-MEA燃料電池のIn-situ XAS



単層グラフェンの欠陥準位のESR測定

原子空孔スピンと電荷スピンの反強磁性相互作用
原子空孔スピンの放出

原子空孔スピンの
電界誘起両極性消失

Y. Ma et al, New J. Phys. 6
(2004) 68.

DFT計算によるグラフェン
原子空孔での局在スピン密度

Sci. Rep. 6 (2016) 34966; ibid. 5 (2015) 11859. 

単層グラフェンの
電界誘起ESR信号

電圧を印加してESR測定



窒素ドープグラフェンの電界効果によるフェルミレベル制御

目的：
密度汎関数理論に基づくNドープグラフェンの電子構造制御方法の提示と反応性の解明

非結合性軌道のバンドフィリングの電界による制御が可能 → 触媒活性の電界による制御が可能
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