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作成日 平成２０年５月２０日 

制度・施策（プログラ

ム）名 
新エネルギー技術開発プログラム  

事業(プロジェクト)名 固体酸化物形燃料電池システム技術開発 プロジェクト番号 Ｐ０４００４ 

担当推進部/担当者 燃料電池・水素技術開発部 ／桜井、小西、高橋（康）、小林（晋）、横本 

０．事業の概要 

本プロジェクトは、発電部門における省エネルギー及び石油代替を促進するため、他の

発電システムに比べて発電効率が高く、かつ、天然ガス、石炭ガス等多様な燃料に対応が

可能で小規模分散型から大規模火力代替システムまで広い適応性を持つ固体酸化物形燃料

電池について、小・中規模分散型電源市場等に投入できるシステムの開発、設計、製作及

び運転実証による性能確認を行うこと及びシステム性能の評価基準を確立するためのシス

テム性能評価技術開発を行うことにより、早期にわが国における固体酸化物形燃料電池の

システム技術を確立することを目的とする。 

Ⅰ．事業の位置付け・必

要性について 

燃料電池の市場化は、その技術の裾野の広さから単一の企業・業界では、達成すること

は困難である。また、市場化へ向けた、耐久性・経済性に係る技術的な課題は、大学や研

究機関による基礎的分野から民間企業等による応用・実用化技術におよぶ。本事業は、産

学の連携を効果的に活用し課題の解決を図るものである。 

固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）は発電効率が高く、発電部門における省エネルギー

および石油代替を促進し、天然ガス・石炭ガス等を燃料として、小規模分散型から大規模

システムまで広い適応性を持つので、その実用化が高く期待されている。また高価な白金

触媒を必要としない等の特長も有しており、コストダウンも期待が寄せられている。これ

らの特徴を持つ固体酸化物形燃料電池を将来導入普及させるためには、システムの信頼

性、セル・スタックの耐久性・信頼性の向上、低コスト化等実用性の向上が必要である。

そのために実証機を完成させ、システムに関する技術開発を実施することが必要である。

更に劣化要因の解明に向けた基礎研究、低コスト化のための材料開発や高出力セル・ス

タックの開発等が必要である。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

システム技術開発 

平成１９年度に、固体酸化物形燃料電池コジェネレーションシステム開発では、実証機

*1 を完成させる。また、固体酸化物形燃料電池コンバインドサイクルシステム開発では、

原型機*2 を完成させる。 

さらに、固体酸化物形燃料電池システムの電気的、熱的等各種特性を測定する性能評価

技術を開発し、開発されたシステムの各種特性を測定するとともに、この性能評価技術を

広く社会に提供し、民間の当該技術レベルの向上を図る。なお、各研究開発目標の具体的

数値は以下に示す。 

実証機：固体酸化物形燃料電池実用規模システムの技術の実証と実使用時の経済性の見

通しを得るための実証運転を行うことが可能なシステム 

原型機：固体酸化物形燃料電池システムとして必要な基本性能を確保し、システムとし

て成立するか否かの技術的見通しを得ること並びに技術的問題点及び経済性に

関する目処を得ることが可能なシステム 

 

研究開発項目ａ－①「コジェネレーションシステム開発」 

終目標（平成１９年度） 

システム容量：数１００ｋＷまで 

発電効率：４０％以上（定格時、送電端、ＨＨＶ） 

総合効率：８０％以上（定格時、ＨＨＶ） 

耐久性：４万時間以上 

湿式円筒形 20kW 級システムの開発（日立製作所/TOTO） 

数 10kW 級円形平板形低温作動 SOFC システムの開発（三菱マテリアル/関西電力） 

ＭＯＬＢ形 200kW 級システムの開発（三菱重工業 神戸造船所） 

アノードサポート・チューブ型 10kW 級システムの開発 

（新日鉄エンジニアリング/アキュメントリクス ジャパン） 

 

研究開発項目ａ－②「コンバインドサイクルシステム開発」 

終目標（平成１９年度）   

システム容量：数１００ｋＷ 

発電効率：５０％以上（定格時、送電端、ＨＨＶ） 

耐久性：４万時間以上 

（三菱重工業 長崎造船所） 

プロジェクト概要
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研究開発項目ａ－③「固体酸化物形燃料電池システム性能評価技術の開発」 

終目標（平成１９年度）   システムの各種性能の評価技術の完成 

（（独）産業技術総合研究所/（財）電力中央研究所） 

 

b) 要素技術開発 

信頼性向上に関する研究開発では、固体酸化物形燃料電池セル・スタックの性能劣化の

メカニズムを見極める。また、高出力化に関する研究開発では、セル・スタックレベルで

の高出力化に資する技術に見通しを得る。さらに、適用性拡大に関する研究開発では、固

体酸化物形燃料電池の適用範囲の拡大に資する研究開発項目（種々の燃料種の適用可能

性、不純物や運転条件の性能への影響評価・改良、新規構成システム検討等）に目処をつ

ける。以下に具体的内容を示す。 

 

研究開発項目① 信頼性向上に関する研究開発 

終目標（平成１９年度） 

セル・スタックレベルについては１万時間程度、モジュールレベルについては５千時間

程度に渡る連続運転における劣化現象を把握し、そのメカニズムを解明する。また寿命

予測方法を提案し寿命向上の手がかりを得る。 

「中温円筒平板形スタック長寿命評価並びに劣化挙動評価」 

（独）産業技術総合研究所 

「スタック長寿命解析に関する研究開発 高温円筒横縞型スタックに関する検討」 

（財）電力中央研究所 

「モジュール信頼性向上に関する研究開発 高温円筒縦縞形における検討」 

TOTO(株) 

「モジュール信頼性向上に関する研究開発 中温平板形における検討」 

三菱マテリアル(株) 

 

研究開発項目②高出力化に関する研究開発 

終目標（平成１９年度） 

セル・スタックレベルにおいて、研究開発開始時点に比べて３倍程度の出力密度向上へ

の見通しを得る。なお、使用されている材料及び現状の性能に差異があるため、具体的

には目標値を設定する。ただし、目標値は 0.4W/cm2以上とする。 
「高出力密度に関する研究開発」  三菱重工業(株)（長崎造船所） 

「中温円形平板形 SOFC の研究開発」  三菱マテリアル(株)／関西電力(株) 

「湿式円筒セルにおける高出力化の研究開発」  TOTO(株) 

 
研究開発項目③適用性拡大に関する研究開発 

終目標（平成１９年度） 

固体酸化物形燃料電池に対する、燃料及び燃料に由来する不純物の影響解明、運転条件

における挙動の把握及びその条件に適した特性向上方法の開発、新規形式の固体酸化物

形燃料電池の可能性を理論的もしくは実験的に検証する。 

 

「短時間で起動可能な平板型 SOFC ホット・モジュールの開発」 

（住友精密工業(株)／東邦ガス(株)） 

 

「固体酸化物形燃料電池の耐被毒長寿命化技術の開発」 

（国立大学法人 九州大学） 

 

 

 

主な実施事項 H16FY H17FY H18FY H19FY 

コジェネレーションシス

テム開発 
    

コンバインドサイクルシ

ステム開発 
    

事業の計画内容 

固体酸化物形燃料電池シ

ステム性能評価技術の開

発 

 
 

 
 

中

間

評

価 
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信頼性向上に関する研究

開発     

高出力化に関する研究     

適用性拡大に関する研究

開発     

会計・勘定 H16FY H17FY H18FY H19FY
特別会計（石特） 1,003 3,265 2,688 1,518 

 

開発予算 

（単位：百万円） 総予算額 1,003 3,265 2,688 1,518 

経産省担当原課 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 燃料電池推進室 

プロジェクトリーダー 無し 

開発体制 

委託先 

（独）産業技術総合研究所 

（財）電力中央研究所 

（株）日立製作所 

TOTO（株） 

三菱マテリアル(株) 

関西電力(株) 

三菱重工業（株）（長崎造船所）（神戸造船所） 

住友精密工業(株) 

東邦ガス(株) 

国立大学法人 九州大学 

情勢変化への対応 

システム技術開発に関しては、平成１８年２月に中間評価を実施し、研究開発テーマの進

捗状況、成果を評価し、推進テーマの見直しを実施した。また、平成１７年度より新たに

立ち上げた要素技術開発に関しても同様に平成１９年３月には中間評価を実施し、推進

テーマの見直しを行った。 

 

 

a) システム技術開発 

研究開発項目ａ－①「コジェネレーションシステム開発」 

湿式円筒形 20kW 級システムの開発  （日立製作所/TOTO） 

【高性能・高耐久性バンドルの開発】 

(1)高性能・高耐久性セル開発：空気極中間層および電解質の焼成条件 適化、燃料極微構

造の改善を行い、燃料利用率 75％、電流密度 0.2A/cm2 で目標セル電圧 0.79V を達成。さら

に、電圧低下率 0.25％/1000hr 以下の耐久性能を確認。本仕様のセルについて量産設備を

用いた生産技術を開発し、品質管理基準を設定して生産体制を構築。20kW 級モジュール用

のセル生産を完了。 

(2)高性能・高耐久性バンドルの開発：バンドル構成は２直列６並列(12 セル)を採用、熱流

体解析によりセル間接合部の構造を 適化。さらにセル形状計測装置・焼成炉等を用いて

バンドル製造技術を確立。試作したバンドル性能を３バンドルモジュール試験で評価し、

燃料利用率 76％、電流密度 0.2A/cm2 において発電効率 49%（HHV、DC 発電端）を達成。

3000 時間の連続運転を完了し、その際の電圧低下率は 1～1.5％/1000hr。 

【コジェネレーションシステムの開発】 

(1)10kW 級モジュールの高性能発電を実証：バンドル 30 体（セル 360 本）からなる 10kW 級

モジュールを試作し、10kW 出力を達成。890℃、電流密度 0.2A/cm2、燃料利用率 80％にお

いて発電効率 46.6％（HHV、DC 発電端）を達成。バンドルの電圧変動幅は±2.4％以内で、

低抵抗電気接続と燃料バイパス流れ抑制により従来モジュールの 1/2 に低減。モジュール

外からの押し機構を削除した自己応力制御型構造を開発し、従来に比べ 30％のコンパクト

化を実現。 

(2)モジュール健全性確保：均質モデルによるモジュール簡易強度信頼性解析とバンドル詳

細解析を組み合わせてモジュールの破損確率を推定する手法を確立。熱流動解析によりバ

ンドル間に 6mm 厚さの均熱板を装着してセル軸方向温度差を 80℃以内に低減し、モジュー

ル健全性を確保。 

(3)全系動特性シミュレータ開発：発電時と起動停止時のコジェネシステム全系の動特性シ

ミュレータを完成し、運転制御に活用。(4)20kW 級コジェネシステムの効率見通し：発電効

率は、10kW 級モジュールの効率 46.6％（HHV、DC 発電端）と開発したインバータの直交変

換効率 95.5％、補機効率 90％を使って 40.1％(＝0.466×0.955×0.9)となり、目標値 40％

(HHV、送電端)の達成見通しを得た。総合効率は発電効率 40.1％と排熱回収用凝縮型熱交換

器の基礎試験から得た排熱回収効率 40％を合算すると 80.1％となり、目標値 80％(HHV)の

達成見通しを得た。 

中

間

評

価 
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【20kW 級コジェネシステム不具合原因の究明と対策】 

(1)20kW 級コジェネシステムを完成させ、試験運転で不具合発生：試作した 20kW 級コジェ

ネシステムをバーナで昇温中、約 300 本の計測線の１本が地絡し、モジュール電圧低下。

多数の直列接続セルによる地絡のため、マイナス電位となるバンドル発生。計測線の絶縁

強化後、再立ち上げするも 7kW 発電時にモジュール電圧が低下し、インターロック作動で

発電停止。 

(2)電圧低下不具合に関する要因分析（FTA）：製作時と運転時に渡り電圧低下に関する FTA

を実施。FTA と分解調査から原因究明と対策案を立案。 

(3)セルマイナス電位による新たなセル破損メカニズムを解明：要因分析と分解調査、およ

び、確認試験により、下記の新たなセル破損メカニズムを解明。地絡時に発生したマイナ

ス電圧で電極が損傷。内部抵抗増加と亀裂が発生。損傷したセルは内部抵抗が増加するた

め電圧低下し、発電によりマイナス電位が加わることで電極の損傷が広がり、セルが破

損。確認試験でセル破損メカニズムを実証。 

 

数 10kW 級円形平板形低温作動 SOFC システムの開発   （三菱マテリアル/関西電力）

(1) 10kW 級モジュール性能評価試験を 6 回実施した。試験ごとにトラブルの検討と対策を

行い、10kW 級モジュールの開発を進めた。 

(2) 10kW 級モジュール性能評価試験の結果を基に、システム用 10kW 級モジュールを製作し

た。  

(3)システムを構成する制御装置およびソフトウェア、燃料／空気供給装置、インバータ、

排熱回収装置の設計・製作を実施し、システム用 10kW 級モジュールと組み合わせてパッ

ケージングを行い、10kW 級 SOFC コジェネレーションシステムを開発した。完成したシステ

ムは、関西電力（株）六甲実験センターに SOFC 実験棟を建設し、設置した。  

(4) 10kW 級コジェネレーションシステムの性能評価試験において、システム容量 AC10kW、

発電効率：41%HHV、総合効率：82%HHV を達成した。また、第 1 回フィールド試験では、累

積発電時間で 3102 時間の運転を達成し、電圧低下率は、1.08%/1000hr であった。さらに第

1 回フィールド試験のデータを元に、モジュール改良を行い、２０年度継続研究にて、自主

的に第 2回フィールド試験を開始し、現在 2000 時間経過し、運転継続中である。 

 

ＭＯＬＢ形 200kW 級システムの開発   （三菱重工業 神戸造船所） 

システム容量：200kW 級。発電効率：45%以上 (定格時、AC 送電端、LHV), 40.6%以上(定格

時、AC 送電端、HHV)。総合効率：80%以上 (LHV), 72.2%以上(HHV)。耐久性：出力低下

0.25%以下／1,000 時間 (3,000 時間以上の運転)。 

 これらの目標を達成するために、下記の開発を実施した。 

(1)電池の燃料極、空気極の電極微細構造の改良による電池性能の向上を達成した。 

 従来は□200mm の電池を採用していたが、200kW 級コジェネレーションシステムのコンパ

クト化及び将来に向けての低コスト化を図るために電池の大型化に取り組んだ。開発した

大型電池で電流 300A において出力 2kW を達成し、高出力化が可能であることを示した。 

(2)大型電池の製造において、検査技術開発の基準の見直しを行った。また、電池の大型化

に合わせて実施した量産化に向けた電池製造プロセス変更の影響により製造歩留りが低下

したが、製造条件の改善により歩留りの改善が確認された。 

(3)集電構造の改善によるモジュールにおける電池性能改善案及び信頼性確保を検討した。

 そして、構造や機器仕様の検討と合わせて、200kW 級コジェネレーションシステムとして

適なシステム系統を検討し、その検討結果を反映してモジュールの試設計を実施した。

その結果、モジュールサイズが開発目標に比べて大きくなる結果を得た。 

(4)2004 年度まで実施した NEDO プロジェクト“熱自立モジュールの開発”にて製作した

10kW 級モジュールを供用替えし、必要な改造を行うことにより、トレイン構造検証が可能

であり、全スタック発電試験の条件を模擬出来る１トレイン試験装置を開発、検証した。

大型電池を４個接続したトレインを１トレイン試験装置に設置し、実機と同様の条件にお

ける発電試験を実施した。トレインにおける電池性能が予想値よりも低かったため、要因

分析及び調査を実施、運用条件の見直しによる対策を見出した。 

（中間評価委員会で対策技術の確立に時間を要すると判断されたため中止を決定） 

 

アノードサポート・チューブ型 10kW 級システムの開発 

（新日鉄エンジニアリング/アキュメントリクス ジャパン） 

(1)米国 Acumentrics 社が集電方式を改良した新型セルによる 1kW 級スタックの性能評価を

行ない、開発システムに新型セル・スタックを採用することを決定した。 

(2)10kW 級システムのスタックレイアウト設計を行ない、米国 Acumentrics 社の標準である

1kW 級スタック 2 基を一体化した 2kW 級スタックが、開発システムに適していると判断し、

日本においてスタックの改造、性能評価を行ない、2kW 級スタックの採用を決定した。 
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(3)平成 17 年度に開発した１／２モデルで採用したプロセスの一部改良を行ない、スタッ

ク温度分布の改善を図った。 

(4)新型セルのコンピュータシミュレーションモデルを作成し、設計精度を高めた。 

(5)平成 16、17 年度、及び上記開発成果を基に、10kW 級コジェネレーションシステムの設

計製作を行なった。 

(6)10kW 級コジェネレーションシステムの運転試験を行ない、発電出力、発電効率、及び総

合効率は目標値をクリアした。また、補機、及び運転条件の 適化で更なる効率改善が可

能であることが分かった。運転時間は、一定運転条件（定電流運転）にて 2,691 時間、累

積で 3,000 時間であった。セル電圧は、運転時間 1,400 時間以降、運転条件を変更する

2,691 時間までの間一定状態を保ち、この期間における電圧低下率は-1.22～1.04％／1,000

時間（平均-0.1%／1,000 時間）であった。 

(7)運転試験中に出現したトラブルに関して、その原因追及をするとともに、補機類のトラ

ブルについては対策を検討し解決した。 

(8)耐久試験終了後、10 kW 級システムの解体調査を行ない課題を抽出した。 

 

研究開発項目ａ－②「コンバインドサイクルシステム開発」 

（三菱重工業 長崎造船所） 

 

(1) SOFC モジュール化の研究開発(サブモジュール性能検証) 

 本プロジェクトで仕様を決定した高出力形セルチューブを使用し、また温度分布均一化

のためのモジュール改良設計を実施してモジュール内の熱交換部と発電部の長さを調整

し、改良形サブモジュールを製作した。運転試験で直流発電出力 43kW を確認し、改善効果

が得られていることを確認した。 

 

(2) SOFC-マイクロガスタービンコンバインドサイクルシステムの研究開発 

(SOFC サブモジュールとマイクロガスタービンの連携検証試験) 

 平成 18 年度に 40kW 級サブモジュール加圧発電試験に使用した SOFC サブモジュールと低

カロリーガス燃焼器を搭載したマイクロガスタービンを接続して連携運転試験を実施し

た。起動停止・燃料切替・負荷遮断等の過渡状態の移行操作、SOFC-マイクロガスタービン

連携運転状態での定常運転の各状態で異常・故障無く運転できることを確認した。 

 

(3) 200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバインドサイクルシステムの設計・製作・試

運転 

 上述の要素試験・制御試験の成果を反映し、200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバ

インドサイクルシステムを設計・製作した。試運転にて、 大発電出力 229kW-AC 発電端

(SOFC204kW-DC/188kW-AC、マイクロガスタービン 41kW-AC)を確認した。効率確認運転とし

て、送電端出力 204kW-AC の運転点にて、送電端効率 52.1%(LHV)を確認した。効率、出力に

ついては目標値を上回ることを確認した。 

 その後、直流回路短絡により故障し、運転を中止したため、耐久性の確認はできなかっ

た。 

 

(4) 200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバインドサイクルシステムの調査 

 200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバインドサイクルシステムの試運転中に発生し

た短絡現象の調査を実施した。短絡現象が発生した回路部分を模擬した供試体を使用環境

下で電圧を印加したところ、絶縁箇所の漏洩電流漸次増加現象、印加電圧変化時の漏洩電

流増加現象が観測された。対策として短絡発生部位の絶縁強化改善対策を実施し、要素試

験で絶縁性の向上を確認した。さらに、改善品をサブモジュール単体およびマイクロガス

タービンを組み合わせたシステムに実装して絶縁部の漏洩電流等を計測し、絶縁性の改善

を確認した。 

 

(5) 200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバインドサイクルシステムの運用性改善のた

めの課題抽出 

 SOFC 発電システムの実用化に向けて、200kW 級 SOFC-マイクロガスタービンコンバインド

サイクルシステムを対象として、システムの簡素化・低コスト化、運用性改善のための検

討、安全評価検討を実施し、実用化に向けた課題を抽出した。 
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研究開発項目ａ－③「固体酸化物形燃料電池システム性能評価技術の開発」 

（（独）産業技術総合研究所/（財）電力中央研究所） 

 

（財）電力中央研究所 

(1)性能測定技術の事前検証 

 これまでに作成した試験方案を実用的・効果的方法に修正・改善するための事前検証試

験を実施した。3000 時間程度を目標とした事前検証試験において実施可能な項目の試験方

案が実用的であることを確認した。 

 

(2)SOFC 発電システムの運転試験 

 異なるコンセプトの下に開発された様々な発電システムの統一的な条件での性能比較に必

要な試験方案や性能換算法、運転性能検証法を確立するため、これまでに検討した試験方

案に従い、1kW 級 SOFC 発電システムの 3000 時間程度を目標とした発電性能評価試験を行

い、長時間における評価試験法を検証した。また、システムの発電性能評価試験とは別

に、システムに設置するスタックと同一仕様のショートスタックや単セルを用い、温度や

供給ガス組成等の電池運転条件を幅広く変更することにより、電池性能を多様な条件で再

現可能な性能表示式を導出した。具体的には、ショートスタックや単セルを任意の温度に

設定し、水素及び酸素の分圧を調整することにより、セル性能のガス分圧依存性の導出を

行った。さらに、運転温度を任意に変更することにより、セル性能の温度依存性を導出し

た。 

また、システム異常時に備え、ショートスタックを用いて通常運転時よりも高温での耐

久性も評価した。 

平成 19 年度に、システム２のスタック部分のみを新形に置き換えたシステム３の 3000

時間程度を目標とした試験を実施した。システム３の試験では、初期においてセル電圧は

上昇傾向を示し、運転時間 1000 時間程度で安定した。なお、性能表示式から求めたセル電

圧との差異を評価した結果、実システムにおいてもショートスタックレベルでのセル性能

が発揮されていることがわかった。また、運転時間 2000 時間程度ではセル電圧の低下は認

められず、システム２のスタックよりもシステム３のスタック性能が安定していることが

わかった。 

 

(3)計測データの解析 

 異なるコンセプトの下に開発された発電システムの運転試験によって得られた限定され

た計測データに基づく性能解析として、関西電力－三菱マテリアル開発の 10kW 級コジェネ

レーションシステムの発電出力と熱出力に関するエネルギーフロー解析を実施し、詳細な

エネルギーフロー解析結果を、関西電力－三菱マテリアルに報告した。 

 

(4) 標準評価試験法の開発 

 各種 SOFC システムの性能評価や改良等に資するためシステム解析ツールを開発した。シ

ステム解析ツールでは、システムのエネルギーフロー解析およびシステムを構成する機器

毎の性能解析が可能であり、上記のシステム性能の経時に伴う性能低下の解析に使用し

た。 

 また、産総研にて開発した高精度燃料流量計をシステム３に適用した結果、システム内

の燃料流量計の精度検証に有効であることがわかった。燃料流量測定の高精度化と性能表

示式の組み合わせは、システム性能評価の高精度化に有効であることを明らかとした。 

 

（システム効率計測評価技術の研究） 

（独）産業技術総合研究所 

 

システム効率計測評価技術の研究については SOFC 要素機器およびシステム全体に対し高精

度に流量・組成を測定する技術を中心に効率測定技術を開発し、SOFC 発電システムを対象

に、評価を行うとともに今後の改善すべき項目やその目標値を整理する。これらを通じて

SOFC システムの発電効率について標準的な評価法を開発する。   

(1)18 年度は 10kW 以上のシステムへの適用を目指した可搬型効率測定システムについて、

可搬型都市ガスサンプリング装置、可搬型高精度都市ガス流量計等を試作、性能試験を

行った。また、昨年度試作したテストベンチを用いて実 SOFC システムの発電効率を実測

し、測定精度の向上を図った。さらに、本システムを用いて SOFC システムを測定する際の

測定条件、手順、機器校正方法を検討、作成した。   

(2)都市ガス流量標準については都市ガスで用いる可搬型防爆サーボ式容積流量計の計測制

御部を完成させた。また、ガス種によらず正確な流量が測定できるように 適化した臨界

ノズルをチャンバ化し、共にフィールドで使用できるシステムした。   



8 

(3)研究 終年度である 19 年度は可搬型効率測定システムについて計測の際に発生する計

測値の変動要因を調査し、変動の低減を図るとともに NEDO が開発中の SOFC コージェネ

レーションシステムのうち、代表的なシステムについて効率等を実測し測定条件、手順、

機器校正方法を確立した。これらの結果をもとに標準的な効率測定方法を提案した。

(4)流量標準については、サーボ式容積流量計単体で都市ガス流量を計測するためのシステ

ムを完成させ SOFC システム効率評価におけるガス消費流量の高精度計測および校正技術の

確立とトレーサビリティ体系を構築した。 

 

研究開発項目①信頼性向上に関する研究開発 

 

「中温円筒平板形スタック長寿命評価並びに劣化挙動評価」 

（独）産業技術総合研究所/（財）電力中央研究所/ TOTO(株)/ 三菱マテリアル(株)

 

SOFC スタック・モジュールを 5 千～１万時間程度の長期間運転を行って劣化を見極め、試

験後解体調査および高性能分析を行い個別の劣化機構解明を行うこと、特に性能低下率が

目標とする 0.25%/1000 時間（４万時間で 10%性能低下）をクリアできない場合には、改善

策の検討・検証を行うとともに今後の改善の指針を得ること、２次イオン質量分析計を駆

使し各構成元素の移動過程の評価から更なる長時間運転した場合の劣化予測を行うことを

目的としている。スタックとして高温円筒横縞形と中温形円筒平板形、モジュールとして

高温円筒縦縞形、中温円形平板形を選び、運転試験を 低２回は行った。 

(1)高温円筒横縞形では、2800 時間後から劣化が現れ１万時間で一定の劣化率(0.6-

0.8%/1000h)を示した。空気導入用金属管より蒸発・輸送されたクロムがマンガナイト系空

気極全体への蓄積は微量であったが三相界面の蓄積クロム量と空気極の劣化挙動が極めて

強く相関していることが判明しクロム被毒による劣化であると推測された。また、空気極

自身の不均質性も認められた。今後の改善点はクロム被毒対策、基本発電性能の改善、お

よび Redox 耐性などである。 

(2)中温円筒平板形では、電流密度依存性が強い劣化が現れた。セルでは特に空気極・中間

層における抵抗増大が劣化要因として挙げられ、平成 19 年度での組織改良によってセル劣

化率の低減を実現できた。スタック段階ではセル接続用金属の抵抗増大及び電流集中に由

来する劣化が顕著であった。スタック劣化率は 1.5%から 0.9%/1000h に減少したものの、今

後の改善点として、セル接続金属の耐久性の向上と空気極・中間層における劣化機構の更

なる解明が挙げらる。 

(3)高温円筒縦縞形では、1.3～1.6%/1000 h の劣化が観測された。モジュール内の特定位置

にあるセルの劣化は集電ロッドのシール性の向上、燃料極の改善などで改善された。劣化

率も時間が経つほど低下する傾向が確認できた。モジュールの解体調査から不純物濃度の

上昇が認められ、燃料、改質用水蒸気、モジュール構成材料などからの汚染が今後の課題

として抽出された。また、電解質、インターコネクト、断熱材などの材料の 適化、サー

マルサイクル特性の向上なども課題である。 

(4)中温円形平板形では、0.5%/1000h の実績を示した。劣化要因として金属セパレータ成分

の蒸発・析出、金属インターコネクト材の変形、一部セルの割れ、燃料極の微構造変化劣

化、セル中心部分での不純物の濃集などが観測された。解体調査で明らかになった燃料極

側での Si,Na などの混入は燃料並びに加湿用水からの混入と推測される。空気極室では硫

黄などの不純物も検出された。今後、各劣化要因と劣化率との関係の明確化が必要とな

る。起動停止繰り返し実験では脆弱性が認められ、都市ガスを用いた時のニッケルの凝集

も観測された。 

 

(5)各長期運転後の解体試料を SIMS で測定し、構成材料間での反応・拡散に伴う物質移動

過程を観測するとともに、不純物濃度を各部材毎に測定し初期（２４ｈ）以降の変化を調

べた。界面反応については熱力学的に詳細に解析しクロム被毒を含め空気極と不純物との

反応性を原子価、酸・塩基性から明らかにするとともに、拡散対実験との対比を行った。

特に SrO の挙動を熱力学的に整理し、SIMS での実測挙動との対比を行った。観測された不

純物（Na,Si,S,P,Cl,F）については空気中、燃料中での挙動を熱力学的に明らかにし、特

に Na,S と金属インターコネクトなどの腐食現象との相関を明らかにした。 

 更に 18 年度にセル・モジュールでの破壊限界試験を実施し、セル単体の強度確認を行っ

た。 
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研究開発項目②高出力化に関する研究開発 

 

三菱重工業(株)) 

(1)要素セルの開発 

空気極の導電率は150S/cm～500S/cmの範囲が必要であるが150S/cm級の材料としては

(LaSrCa)MnO
3
系材料が好適である。500S/cm級の材料としてLaCoO

3
系材料の検討を行った。

電解質との反応性が小さく高導電率を有する材料組成の検討を実施し、選定した材料組成

をもとに空気極膜の製造技術の検討を行った。その結果(LaSr)CoO
3
が所要条件を満たす候

補材料であり、成膜時の空気極割れを防止して導電率が300S/cm～500S/cmとなる成膜条件

を見出した。電解質との反応性低減に要する空気極と電解質の中間に(CeSm)O
2
層の成膜条

件を選定した。 

運転圧力0.6MPaおよび電流密度750mA/cm
2

において0.52W/cm
2

(有効発電面積基準)が得られ、

目標である0.5W/cm
2

（有効発電面積基準）を達成した。  

(2)セル・スタックの開発 

空気極はLaMnO
3
系およびLaCoO

3
系が適用可能であり、素子長（X）および素子間長さ（L）の

比が1～2において出力密度0.5W/cm
2

の要件を満たすスタック仕様であることを確認した。  

セル・スタック候補仕様の有効発電部（X）／素子間部（L）＝１～２の印刷成膜法によ

る製造技術の検討を実施しX/L=1.6および1.2のセル・スタックの試作に成功した。  

 

「中温円形平板形 SOFC の研究開発」三菱マテリアル(株)／関西電力(株) 

(1)燃料極適正化 

Ni-GDC 燃料極のセルの初期発電試験結果から GDC が SDC の代替材料となることが確認でき

た。さらに GDC 粉末の一部を市販の Ru 担持 GDC 粉末とすることにより出力密度約 0.4W/cm2

が得られた。 

(2)放射光を用いる発電セル電極の分析 

全体的な傾向として、セル製造時より発電後のセルの方が内部応力が小さいため、セル製

造時の内部応力を極力減らすことが重要であることが示唆された。 

(3)空気極適正化 

電極と集電体間の接触抵抗を低減する目的で Ag ナノ粒子を空気極に塗布したセルを作製し

発電試験を行った結果、添加量は 0.1g が 適であることが分かり、電流密度 0.5A/cm2

（Uf= 70%）において出力密度 0.4W/cm2を確認した。 

(4)電解質適正化 

粒径が小さい（D50=0.5μm）粉末を用いることにより第２相が少なくかつ結晶粒径が小さ

い焼結体が得られた。この焼結体は常温での曲げ強度が通常品より高く、高温強度は通常

品と同程度であるがばらつきが少ないことが明らかとなった。 

 

「湿式円筒セルにおける高出力化の研究開発」 TOTO(株) 

平成17年度に空気極中間層としてLaとドープさせたセリアが10wt％添加された

((La,Sr))MnO3-ScSZ)改良セル1が作製され、改良前の従来品が0.7V時に0.14W/cm2であった

のに対し、0.21W/cm2の出力密度を得ることができた。 

 さらに空気極中間層を改善し、燃料極中間層の組成変更および燃料極気孔率を 適化さ

せた改良セル2を作製し、平成18年度末に出力密度を0.33W/cm2まで向上させることができ

た。 

 平成19年度は空気極中間層の微構造の 適化を図り、改良セル3を作製し発電評価を行

なった。この結果、出力密度が0.7V時に0.45W/cm2となり、本プロジェクトの目標を達成す

ることができた。 

 

研究開発項目③適用性拡大に関する研究開発 

 

「短時間で起動可能な平板型 SOFC ホット・モジュールの開発」 

住友精密工業(株)／東邦ガス(株) 

(1)平板形セルの強度評価手法として、ピストンオンリング手法、耐熱衝撃性評価手法とし

て赤外線放射加熱を用いた測定手法を確立した。 

(2)電解質（ScSZ）組成を検討し７ScSZ では出力密度は約 20%性能向上した。11ScSZ アルミ

ナ未添加とアルミナナノ複合体では室温で約 1.7 倍の高い強度を確認した。 

(3)機器類の適切な配置、簡素化により、当初と比較し、熱容量を 30%以上低減した。 

（中間評価委員会でほぼ所定の目標を達成できたので、前倒しで終了。） 
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「固体酸化物形燃料電池の耐被毒長寿命化技術の開発」 

国立大学法人 九州大学 

(1)主要な燃料不純物である H2S については、多くの作動条件依存性を系統的に解明した。

また、それ以外の、不純物種についても、COS、メチルメルカプタン、アンモニア、塩素、

シロキサンについて、その影響を検証した。 

(2)主要な不純物種について、燃料種や燃料組成（水素、水素-CO、メタン、改質模擬ガ

ス、50％プレ改質ガス、模擬バイオガス）および作動温度（電解質支持型セル：800～

1000℃、アノード支持型セルで 700～800℃）において、被毒耐久性とその多様な作動条件

依存性を実測して明らかにした。 

(3)水素燃料発電と、水素・一酸化炭素混合燃料発電、メタン内部改質発電については、被

毒メカニズムを提案できた。メタン燃料での内部改質発電の場合、電極上での内部改質反

応の被毒により、不純物許容濃度が大きく低下することを明らかにした。今後、得られた

測定データを整理して、被毒速度や回復速度などの知見も含めて、データべース化する。 

投稿論文 「査読付き」 54 件、「その他（口頭発表含む）」 316 件 

特  許 「出願済」77 件、「登録」0件、「実施」2件（内国際出願 0 件） 

Ⅳ．実用化・事業化の見

通しについて 

 

本プロジェクトを通じて、システム技術開発の成果として、3000 時間の運転を初めて実

施することはできたが、多くの課題も明確になった。また、要素技術開発で明らかになっ

た信頼性向上に関する知見、耐被毒長寿命化技術の開発におけるデータの蓄積は、今後の

SOFC システム技術開発に大きく貢献できるものと考える。 

 

システム技術開発 

①システムを製作し、3000 時間の耐久運転目標に実施した。掲げた効率の目標を概ね達成

出来たことが 大の成果である。しかしながら、システムを組み上げることによる問題、

課題が明らかになった。新たに明らかになった課題が解決されることで、システムを構成

するユニットとして、またシステムとしての将来的な姿が見えきたプロジェクトである。 

特に燃料電池の電圧低下率、システムの耐久運転等の課題が明確となっている。 

 

要素技術開発 

②信頼性向上に関する研究開発 

 各スタック・モジュールレベルで現れる劣化現象の解明に当たるとともに、劣化現象に

適切に対処するための共通的な技術的基盤を構築し、寿命予測法の確立を図り、実用化に

不可欠な信頼性の確立を早期に図ることを大きな目的としていた。その成果は将来の SOFC

システムの本格的な実用化や商用化を大きく後押しできると言える。 

 明らかになった課題として、劣化機構の解明がを更に進め、長期耐久性、起動停止時の

信頼性向上が必要である。また劣化に関して熱力学的、化学的、機械的な観点から集額的

相関解明、加速劣化試験法を確立させること、及び実用化に向けた評価手法の確立も必要

となっている。 

 

③高出力化に関する研究開発 

各委託先では、当初の目標値は達成できた。大幅な低コスト化のための本質である高出

力化、小型化が期待できた。また、高出力化と合わせて耐久性を確認しながら研究開発を

進めて来たことで、高出力化に伴う信頼性の課題も明らかになった。 

 

④耐被毒長寿命化技術の開発 

被毒耐久性は、システムの寿命を大きく左右する重要な項目であり、本事業によって、そ

の共通基盤的知見の骨格を構築することができた。本事業によって、性能劣化挙動やその

要因、メカニズムなどの解明など技術的・学術的に裏付けられた評価をし、体系化してお

けば、今後の技術開発において本プロジェクトで構築する知見を生かし、SOFC 実機の燃料

の許容純度の設定や被毒効果も含めた耐久性の評価が可能になる。この点からも、本事業

は将来の SOFC システムの本格的な実用化や商用化を大きく後押しできたと言える。 

 

実用化するためには、更なるシステムの安定運転、セル・スタックの信頼性向上に関する

研究、解明が必要であることも明らかとなった。 

 

「SOFC システム技術開発」（FY16～19）では、耐久性・信頼性等が市場導入レベルに達し

ていないことが重要な課題として明らかになっている。また近年海外でも、基礎分野の研

究において研究機関と企業との連携が強化され、研究開発が推進されている。 

従って「SOFC システム要素技術開発」（FY20～24）では、劣化機構解明などの耐久性・信

頼性向上のための基礎研究を産学官等のＳＯＦＣ関連の研究開発者が協力して戦略的に取
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り組むこと及び運用性耐久性、コスト低減などの実用性向上のための技術開発を実施し

て、基盤技術を確立することが必要であるとの考えで実施している。 

また、「SOFC 実証研究事業」（FY19～22）が実施されており、普及に向けた取り組みが開始

されている。実証研究で得られる貴重なデータとの連携も図りながら、課題解決に向けて

研究開発を行う。 

 

「SOFC 実証研究事業」は、「実負荷環境下における実証データ（運転、故障、効率等）

の収集、評価・分析、課題抽出等を行い、技術開発事業等にフィードバックすることに

よって、SOFC の実用化促進を図ること」を目的とし、家庭用を中心に 19 年度 29 台、20 年

度 36 台(予定)の実証研究を行っている。 

 

事前評価 有り 

 

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価 

平成１８年１月 第 1回 SOFC システム技術開発中間評価委員会実施 

平成１８年２月 第 2回 SOFC システム技術開発中間評価委員会実施 

平成１９年３月 第 1回 SOFC 要素技術開発中間評価委員会実施 

作成時期 平成１６年３月 作成  

Ⅵ．基本計画に関する事

項 変更履歴 平成１７年３月 変更 
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「固体酸化物形燃料電池システム技術開発」 

全体の研究開発実施体制 
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「固体酸化物形燃料電池システム技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
固体酸化物形燃料電池（SOFC）は、現状で人類が知る 高の効率を示すエネルギ

ー変換機器で、多様な燃料にも対応出来ることや分散電源としても石炭火力代替に

も対応出来ることから、次世代技術として期待が高い。国際競争が激しい上、実現

には困難な要素が多く、リスクが大きいことから、長きに渡り NEDO が開発に関与し、

成果を着実に積み上げてきている。本プロジェクトは実用化、事業化を強く意識し、

コスト低減と世界 高水準の性能をシステム開発と要素技術開発に取り組むことで

目的達成を目指していたことから、適切と判断出来る。コージェネやコンバインド

の SOFC システムの開発や数千時間もの耐久運転試験に進めたことで先行する欧米

に肉薄することが出来、長期劣化試験実施と劣化原因の追求を系統的に取り組み、

世界トップレベルの成果が得られるなど要素技術開発においても充分な成果が得ら

れている。 

しかしながら、システムの性能面では一部の課題を除いて世界に誇れる成果をあ

げているものの、実用化、事業化に不可欠な耐久性や信頼性などに関しては当初目

標を達することが出来ず、実用化の目処をつけるまでには至らなかった。従来の発

電機と比べ SOFC は未だ開発途上にあり、困難な開発対象と言えるので、高い目標を

掲げるだけでなく、技術課題を予見しつつ着実に解決することが望ましかった。ま

た、実用化、事業化を目指すには、他の技術に対する性能やコスト・ベネフィット

における優位性や課題の解決、市場要求に応じたシステムの開発が必要である。今

以上に経済、社会的な視点も踏まえた開発戦略を検討することが今後望まれる。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトでは SOFC の実用化や事業化の目処をつけることが目的であった

ものの、本プロジェクトで明らかになった技術課題を解決していかなければ、実用

化や事業化への道筋が立たないことが分かった。課題を突き詰めていくと、要素技

術、基礎知見のところに戻らざるを得ない。従って、後継プロジェクトで「信頼性

の向上」や「実用性の向上」を産官学が連携し戦略的に基盤技術を確立することは

妥当と言える。 

本プロジェクトで得られた課題は後継プロジェクトで概ね取り組まれているが、

本プロジェクトでは横串的に管理・マネジメントする体制が十分でない面が見受け

られたが、後継プロジェクトではコンソーシアム組織の運営がさらに高度化するこ
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とに留意されたい。また、現時点でも実用化、事業化に向けての具体的な戦略や戦

術が明確とは言えない。社会情勢を十分に考慮し、導入を目指す市場に適用したコ

スト意識が高い研究開発となることを常に意識し、基礎的な知見の蓄積に基づいた

計画を立案することが望ましい。その意味では、家庭用など小容量については現在

実施している SOFC 実証試験に委ね、後継プロジェクトでは大容量やコンバイドサイ

クルの実現に向けた取り組みがなされることが望ましい。加えて、これらプロジェ

クトの連携を深め、目的を達するよう務められたい。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
資源の乏しいわが国では石油代替エネルギーの効率的活用が重要である。SOFC は

多彩なガス燃料が使えかつ、 も発電効率が高い次世代技術であり、米国、欧州に

おける SOFC 開発に遅れをとらないためにも、エネルギー基本計画に基づく新エネル

ギー技術開発プログラムの下で取り組むのは妥当である。SOFC システムの耐久性・

信頼性などの問題点は解決されておらず、要因の基礎的解明に困難さがあることか

らもリスクが大きく、民間活動だけに期待するのは難しい状況であることから、NEDO

が牽引することは重要である。 

システム技術の確立のためにコンバインドサイクルの原型機やコージェネレーシ

ョンシステム開発に高い目標を掲げて取り組まれたが、成果を急ぎ過ぎた面も見受

けられる。製造方法、材料、劣化原因の究明と対策などは本プロジェクト開始時か

ら現時点まで完了したと言える段階ではないことから、現技術レベルにおいて、こ

れらの中から次に何を優先すべきか慎重に決定することが望ましかった。 

SOFC 開発には多くの分野の技術・知識・経験を必要とする。また、この成果は NEDO

で 20 年以上に渡り企業、研究機関、大学等が有するそれらポテンシャルを集約した

取り組みの結晶とも言える。今後もその役割を担って貰いたい。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
システム開発においては、これまでの取り組みの成果や国内外の SOFC に関わる開

発動向を踏まえ、実用化を意識した高水準の開発目標を掲げ、信頼性向上や出力向

上などプロジェクト目的を達成するために必要な要素技術開発を開始 2 年目から計

画に追加したことは適切である。また、システム開発や要素技術開発各々で中間時

点にて自主評価を実施し、達成度の確認やテーマの変更、海外での開発状況の変化

などへの対応を行ったことは妥当である。加えて、想定外の事態への対処として分

科会を設置し原因調査および対策案のサポート体制を整え、更に情報の共有化を図

ったことも適切であったと考える。それにより、後継プロジェクトへ向けての課題

抽出とテーマの設定など適切な研究開発マネジメントが行われたと判断できる。 

開発の進展による高難度化を予測することが難しいのは理解するが、システム化
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における重要な要素技術の順位付けなどを適宜検討すべきであったと考える。また、

タイプは違うが同じテーマ内で取り組む開発グループの情報やノウハウなどが共有

化されていれば未然に防ぐことができたかも知れない。また、タイプ毎、材料毎に

特性が違うことから、事業全体で目標を設定するよりは、タイプ毎、材料毎に特徴

を踏まえた用途とそれに適合した個別の目標値を設定されるべきであった。その際、

市場が必要とする発電容量や熱回収量、運転モードなどにも配慮されるべきである

が、十分と言えない。そのことから、本技術を利用するユーザーの意見が十分取り

入れられていなかった可能性がある。その意味でも、部外者に分かり易いように研

究開発項目の設定や関連付け、目標設定の妥当性なども明示して欲しかった。 

脱石油から、脱化石燃料という国際的な大きな流れも配慮して、後継プロジェク

トで更に実用化に近づく成果が得られることを期待する。 
 
３）研究開発成果について 
システム技術開発において、中間時点での自主評価で一部取り止め、想定外の事

態で一部耐久運転試験が中断したものがあるが、SOFC システムの実現に向け、数千

時間の耐久運転試験による実証に進めたことは評価できる。また、想定外の事態か

ら重要な知見を得て、関係者で共有できたことは今後の開発に有意義であり評価で

きる。加えて、要素技術開発において、概ね優れた成果であると判断される。特に、

信頼性評価及び適応性拡大に関しては、世界をリードする内容が含まれていること

や、性能劣化に関しては今後の開発に明るい見通しを与えたことから、高く評価で

きる。従って、プロジェクト全体として適切な成果が得られたものと言える。 

耐久運転試験における電圧低下率の目標は、市場導入を見込んだ適切な設定であ

るものの、未達であったことは残念である。この原因は材料だけでなく、モジュー

ルの構造や運転モードも関係していると考えられるので今後全般的に検討すること

が望ましい。その際にモジュール内で温度、ガス組成、電流密度の不均一といった

環境因子と劣化を結びつけて検討することにも留意されたい。また、実際の運転に

おいてコールドスタート・サーマルサイクルにおける劣化現象が重要と考える。劣

化の分類、メカニズム、長期劣化現象との相関など検討すべき課題の抽出が今後行

われることが望ましい。加えて、国際競争力の源となる国際特許が十分出願されて

いないので、その点にも今後留意されたい。 

研究成果の公表として、国際的なジャーナルにおいて論文が発表されているなど

十分取り組まれていると言える。成果を分かりやすい形で広く情報発信することも

成果を普及させていく意味でも大切なことであり、今後の努力に期待する。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本プロジェクトで、システムの安定した運転における課題を明らかにしたことは

実用化に向けて一応の評価が出来る。また、要素技術開発においては、実用化、事
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業化に必要な課題が取り上げられ、解決に向けた成果が得られていると評価出来る。

加えて、世界的に見ても研究事例の無い成果も含まれており、今後の展開において

わが国の技術が世界を主導することが期待出来る。プロジェクト全体を通して、様々

な課題の整理の段階にあり、後継プロジェクトも始まることから、実用化に一歩近

づいたと評価したい。 

しかしながら、耐久運転試験において、実用化に必要な電圧劣化率の目標達成の

目処が立っていないことから、実用化、事業化の見込みが立つ状況とは言えない。

また、市場参入の際、ガスエンジンやガスタービンといった商業技術との競争上、

コストダウンが重要であるものの、方策として材料の共同購入や耐久性向上などが

言及されただけであり、その他詳細に可能性検討が必要である。耐久性や信頼性が

向上しても、どの分野に適用するのかの目処をつけないと、その市場に見合ったセ

ル・スタック構造の選択、コストも含んだ性能目標値設定が行えず、実現可能性の

判断が難しい。 

実用化・事業化までには、まだまだ解決すべき課題と問題点が山積しているが、

SOFC の特性や特徴、市場への適応性などを踏まえつつ、今後取り組まれることが望

ましい。 
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個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

コージェネ

レーション

システム技

術開発 

４つのタイプのSOFCが並列開発

され、自主中間評価で 1 タイプ中

断し、耐久運転試験中に想定外の

事態で 1 タイプが終わっていない

が、研究開発テーマとしての SOFC

発電効率とシステム効率の目標は

ほぼ満足され、セル電圧低下の更

なる改善が残されたものの、SOFC

コージェネレーションシステムの

実用化へ向けて有効な成果が得ら

れたと言える。耐久運転試験で起

きた現象の原因追及を行い、目処

をつけるための検討は、非常に高

く評価出来る。加えて、検討結果

を含め得られた成果を有効に利

用・共有することが重要であり、

これも実施されていると評価出来

る。本テーマに取り組んだことか

ら、システム技術、特に耐久性に

対する課題を抽出出来たことで、

一部のタイプで耐久運転試験が

完了していないなど目標未達の部

分があるので、評価は難しいもの

があるが、本テーマとしては高い

発電効率や総合効率を明示出来た

と言える。耐久運転試験で世界的

にリードしている成果もあり、

NEDO 事業でなければ達成出来なか

った技術開発として評価出来る。

想定外の事象もあったが、本テー

マに取り組むことで得られたシス

テム実用化における様々な技術課

題を抽出出来、関係者で共有する

ことで、その方向性が見えてきた

と言える。本プロジェクトと平行

で実施されているSOFC実証試験で

は、我が国の主要な実施者が参画

しており、SOFC の実用化に向けた

進展と評価したい。この実証試験

と本テーマの成果が連携すれば、

本テーマに取り組んだことで、 

SOFC コージェネレーションシステ

ムの実用化、事業化には困難な技

術的障壁があり、課題の打破には

要素技術や基礎研究に戻らざるを

得ない面もあることが分かった。

実用化、事業化へは基盤技術の確

立に立脚した着実な成果の積み上

げが重要である。平行して取り組

んでいるSOFC実証試験の成果を踏

まえつつ着実に歩むことを望む。 

なお、本テーマで明らかになっ

た課題以外に障壁が存在する可能

性がある。セルからスタック、モ

ジュールとシステムを組み上げて

いく際の課題を明確化して、今後

のシステム設計に反映させること

が望ましい。 

実用化、事業化を推進するため

には、技術のみならず、導入する
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今後に繋がると考える。 

しかしながら、耐久性には起動

停止が影響するが本テーマでは設

定されていない。SOFC の特徴を踏

まえつつ、起動停止を頻繁に行う

家庭用や民生業務用か、連続運転

が可能な産業用なのかの絞込みが

出来ていないためと考える。今後、

実用化を目指す上では分野の想定

を行われることが望ましい。また、

コストパーフォーマンスに影響す

る電圧劣化率が挑戦的な目標設定

であったことは評価出来るが、達

成出来ていないのは、実用化を目

指す上で、問題である。今後解決

されることが望ましい。 

実用化へ更なる弾みがつくものと

言える。各々の研鑽と連携強化で、

実用化へ邁進することを期待す

る。 

しかしながら、すぐに実用化出

来るレベルに到達していないこと

は明白で、実用化にはまだまだ残

された課題は多く、障壁も高いと

考えられる。また、本テーマで取

り組んでいた発電容量規模では、

SOFC の特徴である大容量での特性

を引き出すには至っていない。技

術課題と合わせて適用分野、適用

市場を検討し、具体的な計画を立

案することが望ましい。これから

SOFC の開発の佳境期に入ると考え

られるので、これまで以上に取り

組まれることを望む。 

性能追求と安全追求で研究開発

に取り組むと、システム全体を複

雑になる場合がある。一方、シス

テムをシンプルに出来れば、構成

や検討すべき事項も少なくなり、

市場の想定やユーザーニーズなど

の参入条件、環境問題等、社会情

勢を踏まえつつ取り組まれること

を望む。 
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結果、耐久性や信頼性が向上する

場合もある。その様なことも踏ま

えつつ、実用化や事業化の検討に

盛り込むことが望ましいと考え

る。 

コンバイン

ドサイクル

システム開

発 

海外で取り組まれているタイプ

と異なる同規模の SOFC-GT（ガスタ

ービン）コンバイドサイクルに取

り組み、耐久運転試験の成果が十

分得られなかったものの、目標と

した高い発電効率を実証した原型

機を開発出来たことは、化石燃料

の SOFC-GT-ST（スチームタービン）

コンバイドサイクルによる高効率

発電の礎を築いたと評価出来る。

また、コンバインドサイクルは、

ソフト的要素も含めて非常に複雑

で高度な技術が要求されるシステ

ムであることから、運転出来た事

自体が評価出来る。知的財産の確

保に関しても十分に配慮されてお

り、将来の大型発電所を視野に入

れた今回のシステム開発の今後の

コンバインドシステムはSOFCの

システムが実用化した時の有力な

形態の１つと言える。日本の力で

原型機を開発・試運転し、実用化

に必要な発電特性などの実証デー

タを得たことは評価出来る。 

しかしながら、複雑で難しいシ

ステムであるために実用化に向け

た課題が未だ多い。現時点では、

原型機の開発が出来ただけで、耐

久運転試験などが出来ていないた

め、長期信頼性などの検証が行え

ていない。また、SOFC と GT を組み

合わせるために、単体の技術開発

以上の難度がある。耐久運転試験

が中断したため、電池の信頼性や

運転手法、制御技術に関する課題

抽出が十分と言えない。実施者が

本テーマは、将来、SOFC を利用

した中大型発電技術として実用

化、事業化する際に重要な課題で

ある。しかし、原型機が出来たば

かりと言った状況である。本テー

マで得られた課題を踏まえ、中断

した連続運転に取り組むことが望

ましい。 

なお、高圧運転で想定される諸

問題や、SOFC 本体や GT 本体各々の

課題やその周辺機器の課題、シス

テムとしての技術、運転技術を含

む制御技術に課題が出てくること

が予想される。ノウハウ蓄積にも

留意しつつ取り組まれることが望

ましい。 

加えて、SOFC コンバインドシス

テムの実用化、事業化に向けては、
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進展を大いに期待したい。 

想定外の事態で、耐久運転試験

が実施出来なかったため、原型機

としての耐久性や信頼性の検証が

出来ていない。当初の計画に無理

があった可能性も拭えず、事前の

リスクマネジメントに課題を残し

たと言える。また、本テーマでは、

競合出来るグループが無いため、

競争原理による技術の進展や連携

によるフォローアップといった面

での波及効果が得にくい体制であ

った。これらの経験を今後の開発

に活用することが望ましい。 

自主的に取り組むと言うことなの

で、その成果に期待したい。 

対抗機種になるであろうガスエ

ンジン発電やガスタービン・汽力

複合発電も着実に進展し、高効率

発電を実現している。SOFC コンバ

インドシステムがそのレベルに達

するには遠大な開発が待ってい

る。コストのみならず、容量の適

正さとプラント自体の大きさを考

慮しつつ、周囲の理解を得た中規

模、大規模 SOFC コンバインドシス

テムへの着実な進展に期待した

い。 

性能面のみならずコスト面を考慮

する必要がある。また、競合技術

に比べて圧倒的に優位な性能ある

いは適用分野を開拓する必要があ

る。小、中容量のオンサイト型シ

ステムを数多く開発し、その成果

に基づいて事業対象や性能目標を

設定し、現在の大型火力発電所を

リプレイス出来る目処が付く程度

の大型システム開発に移行するこ

とを検討することが望ましい。 

現在、PEFC や SOFC の小容量の常

圧コージェネレーションシステム

として家庭用 1kW の実証試験が開

始され、実用化へ好都合な開発ス

テップを踏んでいる。この知見は

有益なものと考えるので、家庭用

1kW 級の開発実績を足掛かりに、中

大型機を開発する企業が増える方

策も踏まえつつ、本技術が発展す

ることに期待する。 



 

 

21 

 

固体酸化物

形燃料電池

システム性

能評価技術

の開発 

タイプの違うSOFCの適切な性能

評価を行うには、公平な基準で、

規格化された手法で実施する事が

重要で、統一された形式の機器を

使うことが望ましい。都市ガス流

量の高精度計測・校正技術の確立

およびトレーサビリティ体系の構

築は、適切な性能評価を行う環境

を整える上で重要な研究であり、

高く評価出来る。評価装置を開発

し、本事業で開発中の SOFC を対象

に性能を確かめ、これらの成果は

世界 高水準の精度で実現されて

おり、SOFC 評価の標準化に近づく

可能性を有していると言える。 

しかしながら、性能表示や解析

手法に関して、資料や説明だけで

は有効性が理解しにくい面があっ

た。また、水素･都市ガス消費流量

の高精度計測が可能になったもの

の、燃料多様性が特徴の SOFC で、

本技術による他の燃料種の計測に

本研究で取り組んだ流量測定を

実機に適用するなど、都市ガスの

精密測定技術として概ね検証、確

立したと言える。また、世界標準

の可能性を有した成果であると言

える。本テーマの成果は同じ燃料

種を使うPEFCなど他のエネルギー

技術分野への適用も期待出来る。

実際に使われた多種な燃料流量

の実測など評価技術としての更な

る向上が開発支援ツールとして求

められると考えるので、配慮され

ることが望ましい。加えて、予測

電圧と実測電圧の差を劣化として

いるが、電圧だけで判断出来ない

劣化や信頼性の課題もあり得るの

で、要因分析に取り組まれること

が望ましい。 

従来の技術水準を超える精度で

パラメータを評価出来ている。

SOFC の開発において、本テーマの

成果は重要な支援ツールとして、

期待出来るものが得られていると

考える。 

現場で欲しているシステム評

価・測定技術として今以上に有効

なツールとなるよう更に発展させ

ることが望ましい。また、SOFC の

開発の裾野を広げることなどか

ら、手法の規格化も考えておくこ

とが望ましい。そのためには、NEDO

の標準的なシステム評価方法とし

て今後も活用することや、SOFC 実

証試験で取り組んでいる企業や

SOFC を研究している大学などにも

提供し、標準評価法の早期確立す

ることに期待する。加えて、事故

予測に繋げるように本技術を高め

ることにも期待する。 
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ついての説明が十分とは言えなか

った。 

各種過電圧の経時変化をそれぞ

れ分けて測定出来るようになれ

ば、セルやモジュールの劣化要因

が抽出出来るようになると考え

る。 

信頼性向上

に関する研

究開発 

各タイプのSOFCで使われている

各種材料の長時間安定性に関し

て、構成材料のミクロな組織変化

を計測することで、劣化に関する

基盤的知見が得られたことは世界

的に見ても高く評価出来る。また、

分析結果は開発者にとって重要な

情報で、使用する材料やシステム

の構造の決定に寄与することか

ら、SOFC の実用化を目指し、今後

更なる材料安定性の解明や、材料

適構成の提示を期待することが

出来る。 

劣化現象の解明がミクロで進展

しているものの、セルやスタック、

システムという各段階に展開した

各タイプのSOFCの材料安定性の

理解を深め、劣化原因の解明が出

来るようになっており、評価技術

としての実用化が期待出来る。ま

た、本プロジェクトの成果に基づ

き、後継プロジェクトの実施内容

が明確化されており、本テーマの

成果が今後のシステム技術開発へ

有効に活用され、システムの耐久

性向上、その先の実用化に有効に

利用されると期待出来る。加えて、

本事業や平行で取り組まれている

SOFC 実証試験や後継プロジェクト

には、多数の開発者が参画してい

るので、今後は成果を可能な限り

広く公開し、普及するように取り

SOFC の実用化、事業化に向けて、

本テーマで取り組んだ評価技術の

確立と信頼性向上の要因追求は非

常に重要である。後継プロジェク

トで取り組まれるので、今後も強

力に推進することを期待する。 

なお、不純物に起因する課題を

耐被毒長寿命化技術開発における

基礎データなども活用しながら、

さらに明確にして、性能比較を実

施し、それぞれの課題を提言する

ような取り組みが望ましい。また、

熱力学的な解析も踏まえつつ、使

用する周辺環境での運転条件の

適化に貢献することに繋げること

が望ましい。 
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時、その内部での温度やガス組成

および電流密度の不均一が生ずる

ことが推測され、それら環境因子

を考慮に入れた劣化現象との相関

というマクロな面ではやや弱いと

考えられるので、今後解明するこ

とが望ましい。また、高温状態下

での材料安定性の問題はSOFCの発

電性能や強度の長時間安定性と深

く関わっているので、更なる解明

に取り組まれることを期待する。

組まれることが望ましい。 

なお、後継プロジェクトで本テ

ーマの成果を更に高度化して行く

必要はあろうが、サンプル数を増

やすことや必要に応じて技術移転

するなど、SOFC の実用化、事業化

に繋がるように本技術の更なる進

展と基盤確立に努めて欲しい。 

色々な束縛から結果を公表出来

ない面もあると考えるが、国際誌

等への投稿を通し、世界に情報を

発信し、問題の世界的共同解決を

目指すことは検討する価値がある

ので、配慮することが望ましい。 

高出力化に

関する研究

開発 

燃料電池の性能向上やコンパク

ト化、コストダウンにおいて、高

出力化と出力密度を高める事は重

要である。SOFC は他の燃料電池よ

り電圧・電流特性が優れ、出力密

度やセル電圧が高い面もあるが、

本テーマでは複数のSOFC形式に対

し、主に材料や電極構成を改善す

ることにより、更に電圧・電流特

性を改善している。設定した目標

を達成しており、セルレベルでは

出力密度を改善出来る見込みが得

本テーマに取り組むことで、出

力を改善する技術的課題を克服し

つつあることから、スタック技術

への応用によりSOFCシステムの高

出力化に貢献することが期待出来

る。また、目標に対して評価出来

る成果を上げていることから、

SOFC の実用化に向けて着実に進歩

していると言える。発電特性の改

善は長時間耐久性も満たす必要が

あるので、後継プロジェクトで材

料の経済性向上と併せ、更に解決

SOFC の実用化においては、高出

力化、高密度化は重要な検討項目

なので、今後も取り組むべきと考

える。 

なお、高出力密度化に向けて必

要な各要素の性能と具体的なマテ

リアルシステムおよびそれらの複

合化による性能低下を総合的に検

討することが望ましい。また、資

源量や価格を意識することにも目

を向けることが望ましい。 

当面は要素基盤研究として小規
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られ、コージェネやコンバインド

サイクルで高い発電効率や総合効

率を見込める成果が得られたとし

て評価出来る。研究成果の公表や

知的財産権の取得も十分配慮さ

れ、概ね良好であると言える。 

しかしながら、一般的に高出力

化は耐久性や信頼性の低下、コス

ト増に繋がる可能性があり、目標

設定の妥当性が十分と言えない面

がある。また、要素基盤研究とし

ての取り組みなので、受け入れざ

るを得ない面もあるが、本テーマ

での取り組みにおいて耐久性、安

定性の検証が十分でない面もあ

る。今後の取り組みに期待する。

なお、部分的であるが、各タイ

プの開発方針が一致していない面

があった。基礎的概念の共有によ

る基本戦略を今後検討することが

望ましい。 

することが望ましい。 

なお、実用化を意識すると電圧

劣化率も並行して意識する研究開

発方針を検討しておくことが望ま

しい。また、現在の開発状況を把

握するためにも、上限の理論的出

力密度を求めておくことが望まし

い。加えて、世界経済が混沌とし

ていることから、今後の開発研究

においては実用性に関係する材料

の構成元素、素材の価格や需給動

向についても目を向けておくこと

が望ましい。 

模の取り組みで十分であるが、将

来的に大型複合システムを目指し

ていることから、開発コストが多

大になる恐れがある。効率的に取

り組むことにも留意して貰いた

い。 
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適用性拡大

に関する研

究開発 

SOFC は高温作動であるため、材

料の安定性や反応劣化の問題が懸

念される。SOFC を構成する各種候

補材料に対し、燃料の多様化を考

慮し、系外から入る不純物を含め

た供給物質と電池構成材料との生

成物を平衡計算し、被毒作用を予

測し、試験によっても確認してい

る。耐被毒特性を考慮した熱力学

的状態図の構築を多くの元素に対

して構築したことは、世界初の試

みとして非常に高く評価出来る。

このことにより国際学術賞を受賞

し、世界的に評価されていること

が明らかである。 

ホット・モジュールの開発も、

非定常時の熱応力を詳細に検討

し、急速起動を確認することが出

来、予定を早めて目標を達成した

ことも評価出来る。 

有用な成果が得られているが、

実用化に向けては、試験時間の検

SOFC の実用化においては、耐久

性や信頼性に大きく関わる劣化現

象を明らかにする必要がある。本

テーマで化学的な劣化を解明する

研究の手法や実験法を確立し、基

本的な結果を得た意義は大きい。

今後も研究を継続して、劣化現象

を理解するための学術的基盤を構

築することが望ましい。 

なお、現状、データベースが十

分整っているとは言えず、劣化現

象が全て解明出来たとは言えない

ので、これらを配慮して今後取り

組まれることが望ましい。また、

システム開発研究グループからの

要望を踏まえつつ、実用化に資す

る成果に昇華するよう努めること

が望ましい。 

SOFC の実用化において劣化要因

に関する知見は非常に重要であ

る。平衡状態図としての情報提供

は、SOFC の構成材料の選択におい

て、有力な情報源となると考えら

れる。メーカーやユーザーの意見

を取り入れつつ、大学や国研主導

で基礎的検討を積極的に推進する

ことが望まれる。 

セルやモジュール、システムに

おける材料選択には、動的な解析

が必要な場合が多く、反応速度論

的アプローチによる解明も必要と

考えられるので、このような非定

常的研究にも期待したい。 
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討や加速試験法などの確立、ポテ

ンシャル状態図による検討といっ

た、もう少し検討レベルを上げて

いくことが必要となろう。 

非定常な熱応力や長い時間にお

ける材料間の反応を考慮しつつ、

今後の検討で使用出来る材料や構

成法を明らかにすることが望まし

い。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.5

2.0

2.1

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 A A A B A A A A

２．研究開発マネジメントについて 2.1 C B A B A B B B

３．研究開発成果について 2.0 C A B B B B B B

４．実用化、事業化の見通しについて 1.5 C B B C B C B C

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

コージェネレーションシステム技術開発 

1.4

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果

 
 
コンバインドサイクルシステム開発 

1.0

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果

 
 
固体酸化物形燃料電池システム性能評価技術の開発 

1.8

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果
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信頼性向上に関する研究開発 

2.3

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

 
 
高出力化に関する研究開発 

1.5

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果

 
 
適用性拡大に関する研究開発 

2.3

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

コージェネレーションシステム技術開発 
 １．研究開発成果 1.8 D B A C B B B B
 ２．実用化、事業化の見通し 1.4 C B B C C C B C
コンバインドサイクルシステム開発 
 １．研究開発成果 1.8 B B B C B B B C
 ２．実用化、事業化の見通し 1.0 C B C C C C C D
固体酸化物形燃料電池システム性能評価技術の開発 
 １．研究開発成果 2.3 B B B A B B A B
 ２．実用化の見通し 1.8 C B B B C B A C
信頼性向上に関する研究開発 
 １．研究開発成果 2.8 A A A A B B A A
 ２．実用化の見通し 2.3 A A B B B C A B
高出力化に関する研究開発 
 １．研究開発成果 2.1 C A A B B B B B
 ２．実用化の見通し 1.5 D A B B B C C C
適用性拡大に関する研究開発 
 １．研究開発成果 2.9 A A A A A B A A
 ２．実用化の見通し 2.3 A A B B A C B B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

 

 (１)研究開発成果について (２)実用化等の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D




