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制度名  事業名 「溶融炭酸塩形燃料電池発電技術開発」 

事業の概要 

 

 

高性能・高圧スタック技術開発を行い、開発されたスタックをショートスタックによる信頼性評価によ

り検証する。あわせて加圧小型発電システムを開発し、これらを集大成して750kW級の高性能モジュー

ルの開発を行う。構成材料のリサイクル技術の研究、実用化システムの経済性評価と概念設計、内部改

質方式に関するシステムの研究、石炭ガス化ガス利用技術開発を行う。 

１．国の関与の必要性・制度

への適用 

MCFC開発は実用プラントへ向けて実機レベルの実証段階にあり、多額の研究費を要するなど開発リスク

も高く、高い技術的難度と人的要素の制約から、民間企業のみでは十分な研究開発が困難であり、国の

関与が必要であると考えられる。また、最近の環境問題に対するMCFCの先進的役割の認識などは市場

原理に依存していては育たないと考えられる。 

２．事業の背景・目的・位置

付け 

MCFC発電システムは、従来の発電システムとは異なり電気化学反応を利用した新発電方式であり、エネ

ルギーの高効率利用、石油代替エネルギーの導入促進、環境負荷低減の観点から、将来の低環境負荷型

発電システムにつながる基幹的発電システムの一つとして位置付けることができ、その早期の実用化が

強く望まれている。 

３．事業目標 

（全体目標） 

第Ⅰ期の10kW級スタックおよび第Ⅱ期の1,000kW級プラントの成果を踏まえて、高性能基本モジュー

ルの開発を行う。また、将来の大型発電システムの概念設計、リサイクル技術の確立、石炭ガス化ガス

利用を想定した関連技術開発および内部改質方式のシステム合理化に関する基礎技術研究等を行う。 

４．事業の計画内容(百万円) H12FY H13FY H14FY H15FY H16FY 総額（５年間） 

H12FY当初計画 2,068 3,461 2,828 2,612 1,702 12,671 

特別会計（電特）実績/予定 1,793(実) 1,977(実) 1,710(予) 1,959(予) 1,035(予) 8,474(予) 

担当課 経済産業省 研究開発課 

運営機関 新エネルギ－・産業技術総合開発機構 新電力技術開発室 

研究開発体制 

委託先 溶融炭酸塩型燃料電池発電システム技術研究組合： 

内訳：電力(10)、メーカー(3)、研究機関(2)、再委託（大学4） 

５．実用化、事業化の見通し まず2003 年頃に小型コージェネ技術が実用レベルに達すると考えられ市場導入が図れ、その後7MW 級

実証プラントの実証試験を経て、2010年頃から商業的利用が開始されると考えられる。 

６．今後の展開 300kW級の加圧小型発電システムを利用した小型分散電源としての市場導入後、7MW級の中規模プラン

ト、電気事業用の大規模な発電プラント、更には石炭ガス化ガス利用プラントへと繋がっていくものと

期待される。 

７．中間・事後評価 中間評価：平成14年度後半、 事後評価：平成16年度事業終了後 

８．研究発表成果 

（H12FY） 

特許（出願数）： 1、 査読論文数： 0、 口頭発表：34 、 新聞発表数： 3 

基本計画の変更 平成13年度末に予定 

変更内容 高性能ﾓｼ゙ ｭー ﾙ開発の仕様変更、その他研究開発の縮小 

９．情勢変化への対応 

評価履歴  

１０．今後の事業の方向性  

作成日 平成14年3月20日 
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「溶融炭酸塩形燃料電池発電技術開発」 
（中間評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

省エネ・環境保全に向けて燃料電池の高効率化開発は国の関与により実施すべき

重要なテーマであり、小・中規模分散電源として次世代発電技術の用件を備えかつ

高圧化による高性能化が見込まれる MCFC を選択したことは妥当であり、その事業

体制として研究組合方式をとり、メーカーおよびユーザーが十分に連携を図り実施

できている点は評価できる。今回の 1.2MPaMCFC は魅力的で、それを達成する要素

技術として、高性能モジュール開発に必要なニッケル短絡抑制を含めた長寿命化や

長時間安定性の実証、高積層スタックの製作技術等でほぼ当初目標値を達成しつつ

ある。 

商用化のためには、本プロジェクトで開発する 300kW 級発電システムをベースに

起動停止、負荷変動、負荷遮断、メンテナンス等の視点からの詳細な検討が今後必

要である。また商業化へ向けての民間への技術移転、受け皿となる民間企業での体

制作りが進められているが、他の発電技術や外国の MCFC 開発戦略との比較、米国

での企業化実績の検討等により、さらなる事業化について民間企業を中心に推進す

べきである。 

 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

初期の開発目標である火力代替大型電源への適用は、分散型電源の進歩や電力自

由化などの情勢変化の中で見直しが必要であり、中規模用の高性能モジュールへの

方向転換は理解できる。その意味からも現在の開発内容は基本的には長寿命化、小

型化を目指すものであって妥当である。また高性能モジュールについては平成 14

年度以降重点的に取り組むことで良いが、運転検証で開発の目処をつけた段階で民

間に任せるのも一つの考え方である。より中大型クラスでの高効率化に絞り込んだ

開発を進めるべきとの意見もある。 

商用化に向けての問題として、今後、第Ⅲ期の研究開発が終了する 2005 年以降

の製品化計画においてターゲットを明確にする必要がある。その中で 300kW 級発電

システムは実用化の至近距離にあり、コージェネ用電源としての製品化が期待され

るが、その場合競合技術との関係を十分議論した上で、固定費削減を中心としたよ

り詳細な経済性評価及び運用面における優位性を明らかにする必要がある。 

最大の需要先である電力会社での採用見通しは 2010 年以降と思われる状況や本

プロジェクトでは既に既存技術による発電コストの２倍程度にまでの経済性改善

が認められることより、今回の MCFC 第Ⅲ期開発をもって国プロとしての開発は完
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了し、以降は民間での開発推進および競争原理にまかせることを提言する。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
新しいエネルギー機器の開発は多くの費用と年月がかかるので民間企業での開

発は難しい。一方発電効率 50～60％以上を目標とする開発は我が国にとって必要

であり、その中で燃料電池は不可欠のものである。MCFC 開発については、第Ⅰ期

から第Ⅱ期の１７年間で約 365 億円をかけ、本第Ⅲ期で約85 億円の開発費用を使

う予定であり、民間主導では開発リスクが高すぎる。これらの点からみて、国家プ

ロジェクトとしての推進は妥当である。MCFC は開発のタイムスケジュールが SOFC

や PEFC より進んでおり、また、CO2削減の一翼を担えることもあり、実用化へ向け

ての国の支援は必要であろう。 

今後改善すべき点としては、現在実用化気運が少ない原因の追求とそれに応える

課題の選択があげられる。 

本プロジェクトの技術は、他の MCFC 技術に対して競争力はあるが、SOFC が今後

の技術進展により実用化された時は、棲み分けが必要となり、MCFC の優位性を明

確にして民間ベースでの浸透を図る方策が求められる。 

新エネルギー開発研究では、開発期間の大半を信頼性および性能向上研究にかけ

製品化のための研究期間が極端に短い点が問題であり、ある時期から両者を並行し

て進めて期間の短縮、費用の削減を図ることが今後の事業には必要である。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
具体的な開発目標を提示し、また内容的にも段階を踏んだ計画に従って開発を進

めている。小型分散電源としての 300kW 級発電システムの開発と、中規模発電プラ

ント用 750kW 級高性能モジュールの開発及びそのための要素技術研究に内容を絞

っている点は早期実用化に向けて妥当であり、また内部改質、リサイクル、石炭ガ

ス化ガス対応等、将来を見据えた研究要素を選択している点も妥当である。しかし

ながら、開発目標が性能中心でコスト、装置の大きさ、運転性、メンテナンス性等

実運用面での目標が不足しており、例として負荷変動、DSS 運転等への対応、CO2

濃縮技術等でのデータに基づいた議論に欠けている。 

事業体制については、高効率発電システムのユーザーである電力会社とメーカー

が参加し研究組合方式で開発を推進していることは概ね妥当である。 

その他、開発過程で顧客のニーズを取り込むベンチャー機能や大規模電源以外へ

の需要の具体的提示が望まれる。 

 
３）研究開発成果について 
要素技術については、運転時間が計画より短い段階が一部にあるが、ほぼ目標を

達成している。それぞれの開発成果は世界的にみても最高レベルにあり、今後の加
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圧小型システム、高性能モジュール開発等 MCFC 開発上でも重要なステップとなっ

ていると判断できる。一方、電圧低下率の原因の検証、環境への低負荷性などの外

部性も含めた発電システムとしての総合評価及び国際的な位置付けの明確化が求

められる。 

成果の公表、普及効果については、誌上発表、口頭発表、新聞発表等が最近２年

間の件数でみると少ない。MCFC 技術が実用化に近づいた証左であるが、より積極

的な広報活動の充実が望まれる。また、MCFC の設計・製作に関する論文発表を期

待する。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
技術的には実用化の可能性が十分にあり、産業技術として成立することが見通せ

るレベルにまで達している。操作性、負荷追従等の点で一般のコージェネとしての

導入範囲は限られる可能性はあるが、発電効率主体のコージェネとして、電力負荷

が大きく常時電力を使用する用途での可能性は十分にある。ただし経済性の点から

政策的導入形態が必要である。また、CO2 濃縮、多種のガス利用等の利点を活用し

ながらの導入の可能性もある。常に、競合技術を凌ぐ高効率が求められている。 

しかし、導入先、導入時期を含めて製品化のイメージがまだ明確でなく、事業化

までの具体的なシナリオが見えない。少なくともまず至近距離にあるコージェネへ

の展開として 300kW 級発電システムでの需要先での運転を行い、市場開拓のための

具体的な利用イメージを作成することが必要である。また、コストについても正確

には見えていない。その点では世界の市場を考える必要もあり、海外との情報交換、

連携を行って、実用化及びコストダウンに向けての取り組みを検討する必要がある。 

更に開発を効率化するために、開発を中止した 2社の開発設備、ノウハウ、特許

等の利用ができるのではないかとの提言がある。 

 

 



 

 

要素技術に関する評価 

 
 

 
 

 
 
 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
ショートスタックに

よる信頼性評価 
 

 Li/Na 炭酸塩とプレスセパレータの採用により、

0.5MPa の加圧ショートスタックで、実物大のセルに

おいて電圧低下率を、目標の 10,000 時間、0.25％／

1000h には及ばないが、0.3％/1000h まで下げること

が出来、40,000 時間で 10%に近づいたことは世界的

にも優れた成果である。また 1.2MPa での高圧ショ

ートスタックで炭素析出防止の運転方法、極間差圧

制御方法の実証ができたことは、高圧での運転技術

確立に貢献したと認められる。 
 なお、実験終了後の解体検査により、電解質の損失

等劣化要因の検討、材料の腐食等が認められた際の改

善法、Ni 短絡を防止するための改良カソードの評価等

を実施すること。 

 実物大セルでの劣化試験の成果は、300kW 級発

電システムに直接適用できる技術であり、従来か

らの蓄積も踏まえて更にコスト面などの視点を

入れながら開発を進めれば、2 年後の開発終了時

には、実用化の目処がつくと期待される。 
しかし、250 セル高積層スタックでの実証が必要

であるとともに、実際の運転で予想される負荷変

動、毎日或いは毎週の起動停止などの条件下で電

池劣化を最小にする運転法についても検討するこ

とが実用化には必要である。 

ショートスタックによる信頼性評価は計画通り進行して

おり、今後とも MCFC 本体の信頼性向上のため高積層ス

タック技術、長寿命化研究と有機的に組み合わせて継続

すべきである。高性能モジュール開発に反映するため、

早期の基礎データの収集と解析及び最適設計圧力の検討

が望まれる。 
今後の検討課題として、高圧ショートスタックでの長期

安定性の評価、起動停止、負荷変動等の運転操作による電

池性能劣化との関係、その他の阻害要因等の検討があげら

れる。 

高積層スタック技術

の開発 
前処理時の積層スタック不安定性増大の問題をシ

ミュレーション解析と 250 セルモデル実験、実機と同

一仕様の 70 セル積層の模擬含浸実験から計画通りの

結果を得たことは、今後のコンパクト・大容量化に貢

献するもので、着実にスタック積層技術が進展し、実

用化に近づいていると評価できる。さらに各セルのガ

スリークがなく、抵抗が一定で均一な積層をどのよう

にモニタリングするのか、新しい生産技術の開発が必

要であり、この方面の基本的特許の取得が望まれる。 
250 セル高積層スタックの含浸技術については、

MCFC のシステム開発が決まる重要な技術であり、含

浸試験を注視する必要がある。これに失敗した場合は

その原因を追究し、その後の研究開発スケジュールを

見直すべきである。 

 70 セル積層スタックで、実用化は可能とは言え

るが、250 セル積層スタックは平成 14 年度の成

果を待ちたい。更に多くの均一なセル積層を可能

とするために、より一層の自動化技術の開発が必

要である。 
実用化には、不適格セルに対する経済性や品質

管理を含めた検討が必要である。また、商用化の

ために更に低コストの製作法を開発することがあ

げられる。 

含浸模擬試験での成功は、実機での成功にも通じる可能

性が高いと評価できる。電池組み立て工程では、セルの積

層が製造工程を左右する最も重要な技術である。完全自動

組み立て技術、含浸時間の短縮も含めた含浸方法の検討、

製造面で一層のコストダウン項目の抽出等も含めてさら

なる改良を期待する。 

６
 



 

 

要素技術に関する評価 

 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

長寿命化研究 
 

ニッケル短絡防止のため、カソード材料の酸化ニッケル(NiO)表面

を、溶出の少ない鉄系酸化物で被覆する技術、添加物による改良カ

ソード、電解質板の緻密化等の開発ができたことは、技術開発実績

として評価できる。これらの電池性能への効果を出来るだけ定量的

に評価し最適条件を早急に明らかにする必要がある。 

ニッケル短絡問題は高性能モジュールで特に重要であるが、平成１

４年度に実施するこれら対策技術を複合的に組み合わせた場合の実

証を見て成果を評価したい。 

 ニッケル短絡防止は実機に必ず必要な技術で

あり、カソード被覆、電解質への成分添加、LiAlO2

の緻密性などの効果が具体的定量的なデータと

して示されれば、要素技術として実用化される可

能性は十分ある。 

高圧化高性能モジュールへの適用に関しては、

未だ40,000時間の見通しが立った実証は得られて

いないものの、要素研究成果により、可能性の見

通しがあると判断できる。ただ、仮に 40,000 時間

の目処が立たない場合について、現在効果が期待

される係数Ａ＝13（緻密化電解質板カソード（Fe
３％添加）での予測では、27,000 時間程度になる

が、この時間での経済性を検討することも必要で

ある 

カソード被覆、電解質への成分添加、

LiAlO2 の緻密度の複合的な効果を組み合わ

せて、4 万時間の寿命を実現する方向で良

い。そのために各ニッケル短絡防止策を複合

したセル製作を行い、実証試験を実施するこ

とが必要である。また、高圧下での抑制効果

を実条件下でも検証を行うこと 

加圧小型発電システ

ムの開発 
５月下旬から PAC 試験、システム制御性確認、電池据付、８月か

ら発電開始予定であり、10,000 時間程度の運転を予定し、ほぼ計画

通りの工程で進んでいると評価できる。また、MCFC（高温形燃料

電池）をアピールするため及び加圧発電システムとしての課題抽出

と更なる高効率化への知見を得て行くために、小型 MCFC/GT 複合

発電システムの製作及びデモ運転は当然の開発項目と判断できる。 
しかし、競合技術であるガスエンジンコージェネの高効率機（発

電効率 40%）が商品化されコンパクトでコストダウンも図られてい

る状況や運転性・設置条件等を踏まえて、MCFC300kW 級発電シス

テムを検討する必要がある。今回開発する 300kW 級発電システム

をベースに需要先に合致した製品としての目標(コスト、運転操作、

メンテナンス、製作期間など)を明確にし、商品化を推進すべきであ

る。 

また、この際既に商品化が進んでいる FCE 社の MCFC との仕様比較

を含め海外状況の調査を行い、かつ、海外との連携も視野に入れて

実用化時の目標仕様や進め方を再検討することも一考に値する。 
一方、成果の評価について、PAC試験でのBOP (Balance of Plant) 

等のシステム制御性確認および電池据付後の実証試験の結果を待ち

たいとの意見がある。 

高積層技術による大容量・コンパクト化の実用

化可能性が判断できる利点はあるが、このクラス

のコージェネを商品化するには、単に発電効率が

高いだけでは不十分で、需要先での設置条件や運

転条件に合せた仕様を満足することが重要で、コ

スト・性能・大きさ・重量・設置スペース・メン

テナンス等において競合力のあるシステムとする

必要がある。今後実用化開発として進めて行くた

めには、この FS を十分に行う必要があると同時

に、頻繁な起動停止、部分負荷運転など、需要側

に立った運転法をもっと取り込む必要がある。 

300kW 級発電システムを製品第 1号とし

ての位置づけで幅広いデータを取るともに、

需要サイドのニーズを十分に踏まえて実用

化を進めていく必要がある。更に含浸技術の

成熟、高性能モジュールへの課題抽出と検討

を行うこと。またコスト低減について、現状

のコスト解析の上でボトルネックを明確に

した後、その技術開発を行うべきである。 
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要素技術に関する評価 

 

 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

高性能モジュール開

発 
 

改質器、触媒燃焼器、高温絶縁配管などは高温型燃料電池によ

る高効率発電を支える重要な要素技術であり、平成 13 年度目標

に照らし合わせても、要素技術では順調に開発成果が出ている。

高性能モジュールは世界初めてのシステムであり、コスト評価も

平行して進めながら，適合するガスタービンとの組み合わせを考

え、最適な圧力を選定すべきである。 
しかし、開発目標として世界最高水準であるが、この３年間で

クリアするにはかなりハードルが高いものと考える。したがっ

て、今後の開発状況を考慮しながら製品化についても至近距離で

実用化するターゲットを考える必要がある。 
一方、成果の評価については、平成 16 年度の高性能モジュール

の結果を待ちたいとの意見がある。 

高圧化高性能モジュールは、我が国独自のコンセ

プトで、将来の技術保持の点で１つの区切りとな

る。高圧化システムが可能であると実証されれば、

ＧＴコンバインドの可能性が承認され、高効率発電

技術実用化に繋がる。ただし製品化イメージをもっ

と需要家向きに考える必要がある。 
研究開発については、基本コンセプトの実証まで

とし、以降の実用化は民間に任せるべきである。高

圧ショートスタック試験や長寿命化研究等に絞り込

むことの方が良いとの意見もある。 

高性能モジュール開発に注力して、必要な

高積層、高圧下での高性能発電の実績、時間

のデータ取得を行い、実用化に繋いで行くこ

とは重要であるが、高圧高性能化が困難と判

断されたら方向転換を考えるべきである。 

その他の技術開発 実用システムの幅広い検討、内部改質での短絡抑制のための電

極、電解質の改良、炭素析出圧力の見積もり、石炭ガス中不純物

の発電への影響評価等、平成 13 年度目標に対し研究を順調に推

進している。 
市場については、MCFC に合った運用方法、高温排熱の利用

箇所等の面からの分析等、より掘り下げた調査が今後とも必要で

ある。 
また、石炭ガス化ガス利用技術開発、内部改質方式等中断とな

ったテーマについて、今後のために検討結果整理、残された技術

項目の明確化、及び取得特許の有効活用が求められる。 

セル部材などのリサイクル技術は、対環境性、低

コスト化を目指す方向からは研究が必要であり、実

用化の際には有効な手段となるので、これも含めて

平成 13 年度で中断した技術は技術の伝承が行われ

るよう保管されるべきである。 

内部改質方式については、外部改質方式との製造

コスト等についての経済性比較での意味づけが必要

である。また、石炭ガス化ガスの影響については、

IGCC のスケジュールとの関連で早急な研究の必要

性は認められない。 

基本的には平成 13 年度に見直した研究内

容で進める事で妥当との意見であるが、中断

とされた石炭ガス、内部改質のテーマについ

ては、研究成果として技術を継承できるよう

に整理し、長期的には取り上げるべき課題で

あると考えられる。 
また、リサイクル技術については MCFC

の動向がより明確となった時点で検討すれば

良いのではないかとの考え方、あるいは事業

者側の負担での開発続行の要望がある。 
産総研報告 MCFC 用の溶融炭酸塩の諸物性(特にアルカリ土類を加えた場

合)、LiAlO2の粗粒化、二種の LiAlO2 保持剤の安定性、など電池

寿命に関する重要なテーマについて詳しい基本的なデータが提

供され、MCFC の基礎を支えた重要な研究成果と判断出来る。 
今後も MCFC の基礎的支援研究を進めるとともに、さらに成

果を実機製作へ生かすとの観点から、その過程と開発工程を明確

にする事が必要である。また、Li/Na 系へのアルカリ土類の添加

にはプラス効果とマイナス効果があることから、引き続き電解質

の最適化検討を進めて欲しい。 

実用化に大きく貢献すると思われるので、組合開

発のニッケル短絡抑制策との調和を取り、実機への

適用を検討すること。 

基礎研究結果の実証を行い、実用化へのス

テップを明確にして、実機適用を検討するべ

きである。 
MCFC 本体の信頼性向上のために、産総研

での基礎的研究が大きく貢献してきた。長寿

命化、信頼性向上の面でのブレークスルーの

ためにも、加圧条件下での挙動の解明や材料

開発等の基礎研究分野について、継続して研

究を行い、基本的な特許を押さえて欲しい。 
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4.実用化･事業化の見通しについて
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1.事業の目的・政策的位置付け

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
 

2.3 A A A A B C C 

２．研究開発マネジメントについて 
 

1.9 B B B B B B C 

３．研究開発成果について 
 

2.7 A A A A A B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.6 B B B B C C C 

 


