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我部 篤 ／ GABE　Atsushi 

                 エネルギー材料への展開を目指した

新規炭素材料の開発
gabe@kurume-nct.ac.jp
Ph.D.准教授

化学工学会 , スペイン炭素材料学会 , 炭素材料学会

エネルギー材料 , 触媒 , 燃料電池 , 炭素材料 , 表面化学 , バイオマス
・燃料電池用触媒の合成、評価

・ガス貯蔵材料の調製

・炭素材料の評価

　エネルギーや環境問題に解決するべく新規多孔性材料に関する研究を行っている．近年，優れた導電性、機械特性、高い表面積を

兼ね備えており化学的にも安定であることからカーボンナノチューブやグラフェンといったナノカーボンをベースとした機能性材料

の研究が盛んである．カーボンの表面化学や細孔構造といった基礎的な特性は最終的な目的物の機能に大きな影響を及ぼすためそれ

らのナノレベルでの理解が重要になってくる．炭素の構造をナノスケールで制御し更に様々な物質と組み合わせ高機能なハイブリッ

ド材料を調製し水素貯蔵材料や燃料電池用触媒，バイオマス源の有効活用を可能にする不均一触媒等への応用を目指している．

　

生物応用化学科

エネルギー材料への展開を目指した新規炭素材料の開発

管状電気炉・ARF-50KC ( アサヒ理化製作所 )/ 接触角計・Simage Entry （マキシマ）/ 回転リングディスク電極装置・RRDE-3A (BAS)/ バイポテンショスタット・2325 (BAS)/

 示差熱・熱重量（TG/DTA）測定装置・DTG-60H ( 島津製作所 )/ 電位差自動滴定装置・AT-710BA ( 京都電子工業 )/ ポットミル回転台・ANZ （日陶科学）

 高速液体クロマトグラフ・Prominence LC-20　( 島津製作所 )/ 合成反応装置・ケミストプラザ CP-400 (SIBATA)/ 示差走査熱量計・DSC60 ( 島津製作所 )　　　　
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    　National Institute of technology, Kurume college

   Department of Biochemistry and Applied chemistry

Synthesis and characterization of carbon materials and 

their application of energy materials 
GABE Atsushi gabe@kurume-nct.ac.jp

Society for Chemical Engineers, Japan
Grupo Español del Carbón, Carbon
Energy materials, Catalysis, Fuel cell,Carbon materials, Surface chemistry, Biomass

・Synthesis and characterization of electrocatalysts for Fuel cells

・Preparation of gas storage materials

・Characterization of carbon materials

Available Facilities and Equipment

Associate Professor

Synthesis and characterization of carbon materials and their application of energy materials

Because of its desirable electrical and mechanical properties as well as large accessible surface 

area, new nanostructured carbon materials such as graphene and carbon nanotubes have widely 

contributed to design advanced nanomaterials. Fundamental understanding of physicochemical 

properties of carbons such as surface chemistry and porous texture are very important because of it’

s significantly influence to the properties of prepared composites. Porous carbon materials are 

developed to solve the problems related to the energy and environmental issues. The structure 

of carbons could be controlled in nanoscale level and also synthesized with other to form hybrid 

materials. The prepared composites will be used for gas storage and cathodic materials for fuel cells.　

Horizontal FUrnace・ARF-50KC (Asahi Co. Ltd)/Contact angle Measuring Instrument・Simage Entry （Maxima）/Ring Rotating disk electrode・RRDE-3A (BAS)

Bipotentiostat・2325 (BAS)/TG/DTA Measuring Instrument・DTG-60H (SHIMADZU)/Automatic Potentiometric Titrator ・AT-710BA (KEM)

high-performance liquid chromatograph・LC-20　(SHIMADZU)/Liquid Phase Organic Synthesizer・chemistplaza CP-400 (SIBATA)/Pulverizer・ANZ （NITTO）

Differential Scanning Calorimeter・DSC60 (SHIMADZU)


