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山梨大学での燃料電池関連の教育・研究のあゆみ

5年間

5年間

7年間

2011～2017年 グローバル人材育成プログラム

リーディング大学院「グリーンエネルギー工学」コースを開始
国際ヤングサマーセミナー毎年開催

6

研 究人材育成成果発信

４年間



グリーンエネルギー変換工学プログラムの重要性

１ 全体像

本学の大学院改革を牽引する基幹プログラム

グリーンエネルギー変換工学

山梨大学 「地域の中核、世界の人材」

継続的な大学院教育改革

博士課程教育リーディングプログラム

•水素ｽﾃｰｼｮﾝの整備計画

種々のエネルギー変換のベストミックスを実現し、
グローバルに活躍できるリーダーの養成が世界的な課題

ドイツ
•2017年までに水素ｽﾃｰｼｮﾝの
全国ﾈｯﾄﾜｰｸ

米国
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大気資源局：

2014-2017年に水素

ｽﾃｰｼｮﾝのｲﾝﾌﾗ整備
•自然災害に強い将来の
エネルギーシステムの構築

•2022年までに原発を廃止

電力とその貯蔵媒体としての水素をいかに“低炭素”に作り、安定に供給するか?

日本
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１ 全体像

本プログラムを通じて取り組む課題

低炭素持続社会構築のため、グリーンエネルギーを
効率的かつ経済的に変換・貯蔵する画期的な
科学技術開発の中心となって、世界で活躍する
リーダーを基礎・実学融合教育により育成

燃料電池分野：
高性能・高耐久性・低コストの電極触媒、
高分子電解質膜の開発と電池設計

太陽エネルギー分野：
変動が大きい太陽エネルギーを高効率、
経済的、大規模に変換・貯蔵する多様
で画期的な科学技術の開発

エネルギー変換材料分野：
固体酸化物形燃料電池や酸化物半導
体太陽電池など、上記の2分野で必要

な高機能新規材料の合成とさらなる高
性能化への物性解析

新エネルギー工学分野：
クリーンエネルギー媒体としての水素を
地域、社会状況に柔軟に対応して製造
する、多様な方法の開発

学生自身がメジャー、サブメジャー分野と、最先端の研究課題を選択。 4/22



グローバルに活躍するリーダーを養成する体制

山梨大学、連携教育研究機関、産業連携教育機関、グローバル協働教育機関
が一体となって、専門性・実践性・国際性の質を保証する新しい教育体制

2 実施体制

・国内外の産官学連携機関
から幅広い専門分野：教
員25名が結集

・産官連携機関内に講座を
設置（産官学の対話の場）

・産業界と常に認識を共有、
ニーズをキャッチ（好循環）

・インターンシップ（1ヵ月以
上）、海外留学（6ヵ月）を
必修

・設備・装置を連携機関と
共同利用(低炭素ﾈｯﾄﾜｰｸ)

・教員一人当たり1.5名の

学生を指導するきめ細か
な少人数教育

5/22



• 連携機関（北米３、欧州５、アジア４）と
協働教育ネットワークを形成

• 連携機関教員による相互協働教育
• 連携機関への6ヶ月の留学を単位化、

学生の渡航・滞在費用支援
• 留学生比率20％以上、授業料免除、

専任メンターとチューターの配置
• 国際ヤングサマーセミナーの開催

モンペリエ大院生受け入れ

ポアティエ大学教員との交流

Stimming教授
（ﾐｭﾝﾍﾝ工大）
来学

2 実施体制

グローバル協働教育ネットワーク
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本学位プログラムの内容

３ 学位プログラムの確立
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特徴有るカリキュラムの整備

・基盤科目（博士前期課程）

電磁気学特論
量子科学特論
物理化学特論

無機化学特論
材料物理特論
材料化学特論

触媒科学特論
環境科学特論
材料工学特論

・専門応用科目（博士前期・後期課程）

燃料電池設計特論
電極触媒設計特論
太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学特論
半導体量子科学特論
固体材料科学特論
先端無機材料設計特論
表面・界面科学特論

ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉ材料工学特論
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ科学特論
ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵ｼｽﾃﾑ工学特論
ｴﾈﾙｷﾞｰ材料科学特論
太陽電池化学特論
応用電気化学特論

ﾅﾉ電極材料工学特論

GE科学・技術英語特論初級
上級

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論
先端技術者倫理特論(日、英)
ｴﾈﾙｷﾞｰ環境経済特論
先端科学技術特論

国際標準化特論

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ・演習・研究

（博士前期課程）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ工学演習
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ工学専門研究

（博士後期課程）
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ工学特別演習

連携機関教員による特別講義

ﾈｲﾃｨﾌﾞ教員による科学・技術英語特論

ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学特別講義（来年度より新設予定）

３ 学位プログラムの確立
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共通ラボの活用

各分野で学んだ知識を、実際に手を動かし、データ解析も行って定着させるため、
共通に使用する汎用装置を集中させた共通ラボを設置。

AFM・ラマン顕微鏡装置紫外線・Ｘ線光電子分析装置 放電プラズマ焼結装置 材料物性測定システム

圧電応答顕微鏡 高強度型蛍光X線分析装置高精度イオンビーム研磨機 多元薄膜形成装置

３学位プログラムの確立
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基礎・実学融合（最先端の研究環境での教育）

共同研究や大型プロジェクトが進行している最先端の研究環境でプログラム
学生が研究課題に取り組む基礎・実学融合教育を推進。

燃料電池分野 太陽エネルギー分野

エネルギー変換材料分野 新エネルギー工学分野

低炭素ネットワーク
サテライト拠点

10/21

３学位プログラムの確立



切磋琢磨し合う取組－研究発表会の実施
•毎月1回の研究発表会を実施（第4木曜日V限）。学生が運営。

•全分野：学生、教員が参加。異分野：学生・教員との討論（他流試合）は、自らが今後の研
究を推進するための重要な契機。6月, 12月には産業連携機関(東芝等)の教員が参加。
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３ 学位プログラムの確立



汎用力の育成：インターンシップ実施状況

• 前期2年次には産業界等で1ケ月のインターンシップにより実学の研鑽を積む。
• 後期課程では対話型英語上級の履修後、2年次に海外連携機関に半年間留学し、グローバル

コミュニケーション力、応用力、展開能力を涵養する。 ◎定期的に面談し、進捗や課題を把握

ネット等を利用した定期的面談に加え、教員が
海外出張の機会を利用して留学先を訪問

12/21

３学位プログラムの確立



汎用力の育成：インターンシップ発表会

13/22

３学位プログラムの確立

2013年12月18日実施： 実践内容をポスター発表し、参加者（学外参加者も含む）と質疑応答。



優秀な学生の獲得と学修研究環境

優秀な外国人留学生の確保

•グローバル協働教育機関にサテライトオフィスを設置

•テレビ電話予備面接、現地での入学試験

•授業料全額免除、RA採用、住居、専任ﾒﾝﾀｰなど生活支援

社会人学生の積極的受け入れ

•本学が培ってきた産業界との太いパイプ(共通関心)を活用

•産業連携教育機関における企業内講座の設置

•後期課程からの入学制度

魅力ある学修研究環境・経済的支援

• 専攻全員が自由に集い議論する「カフェ」の開設

• 専攻全員が参加する月に１度の研究発表会

• 長期海外留学など対外活動を全額補助

• 修士からリサーチアシスタント制度

• 選抜した博士学生に学振特別研究員と同等の奨励金

定員15名中、外国人（20%）、社会人（10%）、本学同一分野以外（10%）の入学者を目標 14/21

３ 学位プログラムの確立



・外国人の学生・教員との日常的な関わり
外国人学生の割合は20%（10名/49名中）、2名の外国人教員とともにグローバルな教育研究生活環境が確保されている。

・ネイティブ教員による対話型講義、英語教科書の使用
上記ネイティブ教員による対話型の「科学・技術英語特論初級＆上級」が必修科目。その他科目も英語教科書を採用。

・グローバル協働教育機関の教員、世界的に著名な研究者による特別講義
23年度 2名、24年度4名, 25年度6名実施
2013/4/22 Prof. T. V. Nguyen (Univ. Kansas) Hydrogen-Bromine Fuel Cells for Large-Scale Electrical Energy Storage            
2013/6/10 Prof. S. P. Jiang (Curtin Univ., ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) Advanced and Nano-structured Materials in Solid Oxide Fuel Cells

- Challenges in Materials Science and Engineering
2013/8/19 Assoc. Prof. K. Thonton (Univ. Michigan) Simulations of Energy Materials
2013/10/18 Dr. C. R. Kreller (Los Alamos National Lab.) Materials Development for Energy Applications 

- Sn1-xInxP2O7 with Excess Polyphosphate as an Intermediate 
Temperature Proton-conducting Electrolyte

2013/11/8 Dr. T. R. Gratzel (University of Basel) Kelvin Probe Force
Microscopy Investigation of Dye-Sensitised Solar Cells 

2013/11/20 Dr. A. Hauch (Technical Univ. Denmark) Solid Oxide Fuel 
Cells and Electrolysis Cells for Efficient Energy Conversion

・e-learningシステム
全ての講義、特別講義を
いつでも自発的に受講でき
る環境を確保するため、e-
learningシステムを整備し、
Web配信中
（特別講義は学内に公開）。

復習や海外留学先からの
履修に利用されている。 ﾈｲﾃｨﾌﾞ教員による科学・技術英語特論

国際ﾈｯﾄﾜｰｸの形成・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境整備-4

15/22

4 グローバルに活躍するリーダーを養成する体制の整備



第1回国際セミナー 電気化学エネルギー変換の最前線 2012/8/1 山梨大学

・「ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ分光法によるｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵材料の特性評価」
フロリダ大学 教授 (2012年ISE会長) Mark E. Orazem

・「21世紀におけるｴﾈﾙｷﾞｰ関連ﾏﾝﾊﾟﾜｰ高需要への備え」
大邸慶北科学技術大学 教授 Hasuck Kim

・「高分子材料の設計－燃料電池電解質膜からエネルギー貯蔵材料まで」
ペンシルバニア州立大学 准教授 Michael A. Hickner

・「電気自動車（ﾘﾁｳﾑ電池, ﾎﾟｽﾄﾘﾁｳﾑ電池）と燃料電池車への挑戦」
ミュンヘン工科大学 教授 Hubert A. Gasteiger

・「直接型燃料電池－課題と好機」
ミュンヘン工科大学 CREATE Centre CEO Ulrich Stimming

本プログラム学生、教員、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ協働教育機関から6名の学生らが参加。
参加者間で活発な議論が行われ、本教育推進に大きく貢献した。

国際ﾈｯﾄﾜｰｸの形成・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境整備-1

4  グローバルに活躍するリーダーを養成する体制の整備
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国際燃料電池ワークショップ2012 8月2～3日甲府富士屋ホテル（参加者約200名）

• 本プログラムの学生が運営に参加 （プログラム作成、受付、会場係など）。

• プログラム学生とグローバル協働教育機関から6名の学生らがポスター発表。活発に議論。

国際ﾈｯﾄﾜｰｸの形成・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境整備-2
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4  グローバルに活躍するリーダーを養成する体制の整備



2013年9月1～3日長野県小海リエックス 合宿型

116名 (うち外国人38) ｸﾞﾘｰﾝ学生 36, 他大学生41(うち海外23)  

国際ﾈｯﾄﾜｰｸの形成・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな環境整備-3

第2回国際セミナー グリーンエネルギー変換の国際ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

18/22

4 グローバルに活躍するリーダーを養成する体制の整備



国際セミナーの企画運営に参加してリーダーシップと将来に亘るネットワークを育み、
ポスター発表やグループ討論を通じて討論能力も鍛錬する。 19/21



グリーンエネルギー変換工学 博士（工学）

保証する能力

独自の教育課程

5年間一貫教育 地球環境への高い倫理観と先見性

連携先を含む複数分野教員による
指導グループ体制

基礎と実学の融合による俯瞰的能力
（充分な基礎学力と先端分野：高い専門性）学生自身による自己目標設定

エネルギー変換工学およびその経済性に
対する広い視野角の見識

英語による講義・英語教科書の使用

社会科学系および研究者倫理教育

1～2年次に基盤および専門科目

2年次に産業連携先で
1ヶ月以上インターンシップ（必修）

中間審査(QE)：学生自身、全教員と
連携機関教員による評価

4年次にグローバル協働先へ
6ケ月留学（必修）

メジャー・サブメジャー制度

各種のエネルギー変換法をベストミックス
できる高い応用力と展開能力
国際標準化への対応力

グローバルコミュニケーション能力と
討論能力

リーダーシップとマネジメント能力

多彩な審査員（4分野、産業界、国内外の教育研究連携機関）
による英語での博士学位審査と質の保証

世界に通用する確かな質保証システム

5 質保証
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キャリアパスの確立
６ 発展性

大学院GP
国際燃料電池の
基礎実学融合教育

多彩な専攻／分野
時代に即した成長・発展

育成した人材の活躍の場
国内、国外の企業（自動車、電機、エネルギー供給、化学材料
メーカー、電子機器・分析機器メーカー）、起業、

公的研究・教育機関、官公庁など

関連分野を取り込み
広い視野角を持つ
人材を育成

多様な分野へ
人材輩出

人文社会科学系科目
連携教育 グローバル教育

他流試合

燃料
電池

水素
ｴﾈﾙｷﾞｰ

太陽
電池

圧電
材料

可視光
光触媒

専門性

実践性

国際性

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ大学院
グリーンエネルギー変換工学

産業界と継続的に意見交換
プログラムの見直し

社会人学生
の受入

修了生の
協力

基盤科目
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産業界との連携実績と人材の輩出

これまでの主な就職先
（博士課程就職率100％）

日産自動車、ホンダ、
東芝、パナソニック、
日立、トクヤマ、ノリタケ、
東京エレクトロン、
サムスン電子（韓）、
ミュンヘン工科大学(独)、
ノースイースタン大学(米)、
山梨県公務員、など

22/26

全体像

( )内数は社会人

 他大学出身（東大、京大、阪大、北大、東工大、早大、
慶大など）の多くの社会人が本学博士課程で学位取得

 中堅技術者（産官）が共同研究課題で短縮修了(70%以
上)

 ﾐｭﾝﾍﾝ工科大・教員が短縮修了し、講師で復職。本学との
交流をさらに促進

 これら社会人との交流により、学生の視野が広がっている

◎学位取得者が企業で活躍し、
本学との共同研究に参加する
などの好循環。

◎これまでの共同研究、レゾナ
ンス連携教育や研究指導に
よって国内外の産業界、大学、
研究所との間に太いパイプを
形成。

19年度 20年度

学

生

数

4(3)

15

8(4) 11(3) 14(3)

19 17 16

13(4)

20

19(7)

31留学生2 留学生2 留学生1

留学生8

23(8) 32(8)

40 35

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

博士
課程

修士
課程

留学生7

留学生4

GP開始前
の参考値 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ大学院大学院GP



水素・燃料電池分野への学外からの博士課程入学者
社会人学生

留学生 入学年度 在学期間（年） 就職先 出身大学

H15 3 東芝 亜洲大（韓）

H20 2 ﾐｭﾝﾍﾝ工科大（独） ﾐｭﾝﾍﾝ工科大

H20 3 ﾉｰｽｲｰｽﾀﾝ大（米） 亜洲大（韓）

H26 1 中国科学院

H26(予定) 青島大院

入学年度 在学期間（年） 分類 会社名 出身大学

H16 2 電気 富士電機ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 東大院

H16 3 加工組立 アスクテクニカ 東邦大

H18 2 自動車 日産自動車 慶大院

H19 2 電気 富士電機ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 東北大院

H20 3 ﾌﾟﾗﾝﾄ 日本ケミカルプラント 工学院大

H21 2 公的研究 山梨県工業技術センター 早大院

H21 2 材料 セントラル硝子 山梨大院

H22 2 電気 パナソニック 京大院

H23 2 公的研究 山梨県工業技術センター 山梨大院

H23 4 材料 カネカ 北大院

H23 4 分析 東レリサーチセンター 阪大院

H24 3 材料 三井金属工業 広島大院

H24 3 加工組立 タカハタプレシジョン 東工大院

H24 3 加工組立 タカハタプレシジョン 茨城大院

H24 2 電気 パナソニック 京大院

H25 2 材料 三井金属工業 岡山大院

H26 1 加工組立 タカハタプレシジョン 山梨大院

在
学
中

赤字は期間
短縮修了
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産学・地域連携の実績

【山梨大学を拠点として国プロジェクト実施】

1995～1997  文科省、NEDO、企業組合 共同研究 「リン酸形燃料電池の寿命評価要素研究」

2000～2004  科学技術振興機構 CREST研究 「高温運転ﾒﾀﾉｰﾙ直接型燃料電池の開発」

2003～2008  文科省 経済活性化のための ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「次世代燃料電池」

2005～2007 NEDO 「燃料電池の可視化プロジェクト｣

2006～2009  文科省 都市ｴﾘｱ産学官連携促進事業 「分散型ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの構築」
2008～2014 NEDO 「HiPer-FCﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣
この外，内田（裕） JST(ALCA), 宮武 JST(CREST), 犬飼 JST(先端計測), 東山 NEDO(メタン化) 等の国プロを山
梨大学スタッフが代表で推進中．

【国及び自治体支援による研究センターの設置】

特殊実験棟 ３,０００ｍ２ オフィスエリア 約１,５００ｍ２

敷地面積 約１２,０００ｍ２

既存の山梨大学クリーンエネルギー研究センター（燃料電池部門
約２,３００ｍ２） とも連携して研究開発、人材育成を推進してゆく。

【研究・教育における最重な特色と実績】

 共同研究で広く産学官から研究者/技術者を受入

 企業，研究者の希望により，フルタイム大学院生を受
入れ，短縮学位取得を推奨

 発明者所属組織を尊重た共同特許の申請後は，成果を
プロジェクト内，次いで一般に公開(開放的共同研究)

 広範囲分野カバーの教員，企業研究者，大学院学生と
の間の助言，討論で研究力，指導力の醸成

 国内外の研究者/技術者による講義/講演の聴講

 グループミーティング/週，各人の成果報告会/半年に
参加，広い研究能力醸成と関連情報の習得

 グリーンコース大学院生には半年の海外留学または
3ヶ月までの長期のインターンシップを単位化

 世界最先端機器利用で解析技術/知識の習得
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提言：省庁横断型長期プロジェクト

H2/FC人材育成ネットワーク

水素・燃料電池の新産業形成を牽引し、世界市場における我国の確固たる先進性確立に貢献できる
グローバル人材の質的、量的な育成が急務である。既に, 社会要請を先取りして人材育成大学院教

育を始めた所もある。しかし、これも短期の予算支援しか得られない。それ以外では，一般的には，
個々の教授の特定課題研究を通しての教育に止まる。新産業は統合型の技術であることから、集約
実績のある研究機関を拠点として、産学官連携の下、国and/or産業界の財政的支援による教育と研
究をマージした府省横断型の人材育成ネットワークの形成が強く求められる。

計測・評価
支援センター

コア人材育成拠点
（A)

コア人材育成拠点
（A)

研究者/教育者の集約
知的集積

産業界
連携教育機関

産業界
連携教育機関

教育研究
連携国研機関
教育研究

連携国研機関
グローバル

連携教育機関
グローバル

連携教育機関

サテライト
人材育成拠点

サテライト
人材育成拠点

A 大学 B 大学 コア人材育成拠点
（B)

コア人材育成拠点
（B)

研究者/教育者の集約
知的集積

C 大学 D 大学

E 大学 F 大学

人材供給人材供給

人材派遣 人材派遣

国際標準化センター計測・評価センター

支援
支援

サテライト
人材育成拠点

サテライト
人材育成拠点

サテライト
人材育成拠点

サテライト
人材育成拠点
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以下参考資料

水素/燃料電池関連研究のための

山梨大学所有の代表的な研究施設/設備



実験装置・・・ミクロ～ナノレベルまでの評価装置、合成装置を完備
電池の実作動条件に近い環境下での分析ができる装置を導入

ミクロレベル メソレベル ナノレベル

基礎物性・電気化学評価・・・導電率測定装置、ポテンショ・ガルバノスタット、EQCM
合成装置・・・コンビナトリアル合成装置、ドラフトチャンバー、グローボックス、粉体混合装置

加熱装置(赤外、高周波等)、プラズマ表面改質装置、スパッタ装置、火炎合成装置
性能評価装置・・・セル評価装置、セル内部可視化装置、改質触媒評価装置

10-5                      10-6                     10-7                      10-8                         10-9                           

10-10  (m)

In situ分析

環境制御可能
(雰囲気・温度)
ex situ分析

原子レベルでの
構造・組成分析

NMR・・・高分子膜同定

XRD・・・電極触媒同定

E-SEM・・・膜・MEA微細構造

TEM・・・電極触媒・膜 ナノ構造

STEM・・・電極触媒・膜 原子レベル構造

SAXS・・・ナノ構造

Raman・IR・・・分子骨格,官能基同定

BET,動的光散乱,水銀圧入

有
機
物

無
機
物

無
機
+
有
機
物

(特徴)

XPS ・・・表面吸着物同定、電子状態

AFM・・・吸着構造

ESR・・・フリーラジカル同定

組成分析・・・ ICP-MS, TOF-MS 熱分析・・・ TG-MS, DSC-Raman 装置の複合化
ハイレベル分析



各種材料合成室
ドラフトチャンバ、クリーン
ブース、コンビナトリアル
合成装置等を設置し、
有機化合物、無機化合物
の合成実験環境を完備

建物概要

クリーンルーム
クラス1000レベルの
実験環境を整備
クリーンリフト設置
正確な電極表面分析が
可能

磁気シールドルーム
外部からの磁気、振動等を軽減し、
原子レベルでの分析・観察を行う
環境を整備
世界最高水準の分解能をもつ
電子顕微鏡を設置

地上2階建
プレキャストプレストレストコンクリート造り

鉄筋コンクリート造り

延床面積 3,150㎡
実験棟

触媒評価室 ・触媒合成室 ・触媒解析室
膜電極評価室 ・膜電極合成室 ・電池評価室他

オフィス棟オフィス棟 実験棟

燃料電池ナノ材料研究センター 設備概要



分析透過電子顕微鏡

ナノレベルでのin situ観察・分析
雰囲気制御観察(10‐5～1Pa,N2,O2,H2 etc.)機能

加熱観察(RT～1400oC.)機能

動画撮影機能

EDX、EELS付属

原子レベルでの材料観察・分析
分解能：0.078Å(世界最高)
球面収差補正(CEOS)機能

3次元立体画像撮影機能

EDX、EELS(予定)付属

透過走査電子顕微鏡

１．ナノ～メソレベル分析評価機器・・・電極触媒、膜のナノ～原子レベルの解析

環境制御型走査電子顕微鏡

ミクロレベルでの材料観察・分析
湿度コントロール機能、低真空モード(～230Pa)
冷却(～‐35℃）・加熱(～1400℃)観察機能
動画撮影機能
EDX・EBSD付属

5nm

2nm

100m



電気化学-光電子分光複合装置 (EC-XPS)

２．表面・構造分析評価機器・・・電極触媒等での反応解析や材料の構造等の解析

N N

O

O

O

O O

HO3S

O

SO3H

N N

O

O

O

O

A
x 100-x

電気化学処理室と直結
外気に曝さずに試験極を電解質溶液から
引き上げ、表面分析可能(センターオリジナル)
表面組成、電子状態、燃料電池反応時の
反応中間体を解析
エネルギー分解能：0.5eV以下
X線最小ビーム径：10m以下

有機物構造解析装置(NMR) 無機化合物構造解析装置(XRD)

周波数：500 MHz
マグネット:11.74 Ｔ

高分子膜の分子構造解析等
に利用

無機材料の構造解析
ナノ粒子の結晶子径
解析等に利用
高速半導体検出器付属

加熱測定範囲：～1400℃
真空測定範囲：～10‐1Pa

X線小角散乱装置 (SAXS)
X線を物質に照射する際、発生する小角散乱を
用いてナノ粒子径や空孔径などを解析
各種ナノ材料の分子レベルから原子レベルの構造を
温度、湿度を制御した環境下でin situ測定可能
加熱測定(～120℃)
加湿測定(～90％RH)



３．電池・改質触媒評価機器

セル稼動下における反応進行状況
（酸素・二酸化炭素・水分・温度等）
の可視化測定
酸素を効率的に反応させる条件、
セル内の水分管理、起動・停止時
における劣化メカニズムの解明

PEFC内部可視化装置・・・PEFC内の反応状態をin situで可視化

PEFCセル評価装置・・・PEFCセル(膜・触媒含)開発スピードを大幅に加速

各種運転条件（ガス流量・温度（‐30～
100℃）背圧制御・電位サイクル、ガス

置換起動サイクル、氷点下起動サイ
クル等）を自動制御しながら単セル、
スタックの発電性能・耐久性を評価
28台稼働中

改質触媒評価装置・・・多様な新規ナノ触媒のマルチ評価により開発期間を大幅に短縮可能

ハニカム、ペレットなど多種形態の触媒に
ついて、触媒反応解析可能
ロバスト性、長期寿命評価を自動評価
同時に8ラインを自動運転可能

生成水の発生状態 90％RH 利用率80 %（48mA cm‐2）


