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Ｐ０５０２２ 
 

平成１９年度実施方針 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

１．件 名：  プログラム名 : 革新的部材産業創出プログラム／新エネルギー技術開発プログラム 

（大項目） セラミックリアクター開発 

 

２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15条第 1項第 2号 

 

３.背景及び目的・目標 

本プロジェクトは、科学技術基本計画に基づく重点化方針（平成13年3月閣議決定）で、国家的・社

会的課題に対応した研究開発の重点的4分野「ナノテクノロジー・材料分野」の中、我が国の強みであ

る材料分野において、物質の機能・特性を充分に活かしつつ、材料創製技術と成型加工技術を一体化

した技術及び製品化までのリードタイムを短縮化する生産システム技術等により、ユーザーへの迅速

なソリューション提案（部品化、製品化）を可能とすることで、新市場及び新たな雇用を創出する高

付加価値材料産業（材料・部材産業）を構築するとともに、我が国の国際的産業競争力の強化を図る

「革新的部材産業創出プログラム」の一環として、また同時に、我が国エネルギー供給の安定化・効

率化、水素エネルギー社会の実現等に資する「新エネルギー技術開発プログラム」の一環として行う。 

 材料技術は、材料の特性・機能の向上が製品機能の向上に直結するなど産業技術全般に大きな波及

効果をもたらす基盤技術であるが、昨今の国際競争の激化により、さらなる飛躍的発展のキーテクノ

ロジーとして革新的な新材料創製技術が求められている。 

 本プロジェクトは、電気化学的に物質やエネルギーを変換する高効率の次世代型セラミックリアク

ターに焦点をあて、その汎用性を高めて低温作動や頻繁な急速作動停止性能を実現し、我が国産業の

競争力の強化を図ることを目的とする。そこで、本プロジェクトでは、以下の研究開発を実施する。 

 

研究開発項目①「高性能材料部材化技術の開発」 

低温作動を可能とする電解質材料および低温で反応活性の高い空気極・燃料極材料の開発、部材化

技術開発 

中間目標（平成 19 年度） 

・650℃にて、0.3W/cm2の単位出力密度を達成する電極及び電解質の開発 

最終目標（平成 21 年度） 

・650℃にて、0.5W/cm2の単位出力密度を達成する電極及び電解質の開発 

・500℃にて、0.15W/cm2以上の単位出力密度を達成する電極及び電解質の開発 

 

研究開発項目②「ミクロ集積化及びセルスタックモジュール化技術の開発」 

構成部材の集積化およびモジュール化と連続製造プロセス技術の開発 

中間目標（平成 19 年度） 

・径 0.5mm の多孔質アノード／膜厚 10 ミクロン以下の低温作動電解質の緻密膜／10mm 長の多層チ
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ューブの組合せで構成される電気化学セルの同時連続作成技術開発 

・多孔体マトリクス中に 100 本／キューブで導入、またはミクロハニカムにより同等の微細構造

化が可能なプロセス技術の確立 

・径 1-2mm以下の単セルを用いたキューブでの発電出力密度 0.5W/cm3の実証 

・キューブ連結時の電極の接続抵抗損失を 5%以下とすることが可能なインターフェイス構築プロ

セス技術の開発 

最終目標（平成 21 年度） 

・径 0.5mm以下のセルをキューブ当り 100 本以上で一回の連続工程により形成することが可能な製

造技術の開発 

・作動温度 650℃以下にて、キューブでの発電出力密度 2W/cm3以上を達成する。 

 

研究開発項目③「評価解析技術開発及びプロトタイプ実証」 

セル・スタック・モジュールの性能評価基盤技術の確立と、ユーザースペックに基づくプロトタイ

プモジュールのデザイン提示及び性能評価 

中間目標（平成 19 年度） 

・電気的・熱機械的な評価手法の開発とミクロ・マクロ特性解析手法の確立 

・実用ニーズに対するスペックの検討及び実証試験条件の明確化 

最終目標（平成 21 年度） 

・キューブ集積プロトタイプモジュールの急速作動停止特性について、室温～作動温度の繰返し加

熱冷却条件に対する耐久性能を実証 

・作動温度650℃以下にて、1-2mm径以下の単セル使用モジュールによる2kW／㍑レベルの出力密度及

び発電効率40％以上の実証をキューブ複合モジュールにより行い、モジュール容積0.1㍑について達

成 

・モデル条件での性能実証試験において、連続運転時の性能低下が、実用化検討上の許範囲内である

ことを確認 
 
４.実施内容及び進捗（達成）状況 

産業技術総合研究所先進製造プロセス研究部門 機能モジュール化研究グループ淡野正信研究グ

ループ長をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施している。 

 

 ４．１ 平成１８年度事業内容 

研究開発項目①「高性能材料部材化技術の開発」においては、ナノ粒子複合化技術を適用した酸化物・

金属系の低温活性燃料極部材開発等を進め、電極組成評価装置を用いたNi-GDC電極の性能向上等によ

り、セリア系セルの低温高性能化（600℃で最高出力0.8W/cm2）で小面積セルにて中間目標を超える性

能レベルを達成、量産型粒子処理装置による開発材料の量産化検討を進めた。また、電極－電解質界

面制御による分極抵抗の大幅低下を可能とした。（実施体制：京セラ株式会社、株式会社ホソカワ粉体

技術研究所－再委託 三重大学） 

 

研究開発項目②「ミクロ集積化及びセルスタックモジュール化技術の開発」においては、シート積層

－同時焼成プロセスや押出-コーティングプロセス等の検討により、ミクロチューブの集積スタック化

（キューブ）製造技術の最適化を進め、集電構造解析やミクロチューブ／カソード接合における低欠
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陥プロセスを開発、さらにキューブ気孔率向上と導電特性の両立により、ガス透過係数の 5 倍向上を

達成した。模擬キューブを用いたコンセプト実証では、中間目標値の 0.5W/cm3を超える体積出力密度

を実現した。一方、ミクロハニカム型キューブ製造プロセス開発では、サブミリセル構造の同時形成

に成功、年度達成目標及び中間目標値を超える 256 セル／cm3の高密度集積を達成した。さらにミクロ

～マクロ集積加工装置によるキューブの高精度加工により性能評価を実施、急速起動性能（5分で定常

運転）達成等により、空気極支持型セルの優位性を確認した。一方、キューブ接続に向け、高耐酸化

性の合金導電シート材作製プロセスを確立すると共に、ガスシール性と多孔質電極への浸透抑制を両

立した絶縁シートの開発に成功、差圧式ガス透過率評価装置により高精度評価を実施した。（実施体

制：財団法人ファインセラミックスセンター、東邦ガス株式会社、財団法人電力中央研究所、ファイ

ンセラミックス技術研究組合－再委託 産業技術総合研究所、名古屋大学） 

 

研究開発項目③「評価解析技術開発及びプロトタイプ実証」においては、作動温度や燃料利用率、集

電方法等をパラメーターとした評価を実施、セルでの良好な発電性能を確認し、技術課題の抽出を進

めた。また、単セルの加圧評価により加圧条件下で優れた性能発現が可能であることを初めて実証し

た（650℃、0.7MPaで 0.77 W/cm2 @1.71 A/cm2, 燃料利用率 51%)。一方、適用先としてのAPU(車両用補

助電源)における燃料多様化・システム設計の基本検討を行い、セルのレドックスサイクル試験や機械

的評価検討を進め、評価法の確立を図る等、中間目標達成に向けた年次計画内容を達成した。（実施体

制：東邦ガス株式会社、財団法人電力中央研究所、株式会社デンソー、ファインセラミックス技術研

究組合－再委託 コネチカット大学、産業技術総合研究所） 

 

４．２ 実績推移 

１７年度 １８年度  

委託 委託 

実績額推移 

石特会計（エネ高）（百万円） １９０ ６６３

特許出願件数（件） ４ １６

論文発表数（報） ４ １８

フォーラム等（件） １ １

 

 

５.事業内容 

独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 機能モジュール化研究グループ 

淡野正信研究グループ長をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。また、ファイン

セラミックス技術研究組合は、代表委託先として、プロジェクトの契約事務、進捗状況および成果に

係る研究・情報管理事務、参画企業および研究機関の調整および検査業務、PL の補佐、委員会等の開

催事務等を行う。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成１９年度事業内容 

研究開発項目①「高性能材料部材化技術の開発」においては、燃料極、空気極、集電体を中心と

した低温高活性材料開発を進め、年度末までに実用セル適用条件で中間目標値を達成すると

共に、量産条件の確立により、セルスタックモジュール化技術開発への材料部材供給を実施
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する。さらに電極－電解質の界面分析や発電性能評価による、高性能部材の系統的データ蓄

積を実施することで、スタック製造技術開発の促進に寄与する知見の提供を図る。（実施体制：

京セラ株式会社、株式会社ホソカワ粉体技術研究所－再委託 三重大学） 

 

研究開発項目②「ミクロ集積化及びセルスタックモジュール化技術の開発」においては、同時構

造化と界面制御の高度化等による集電・耐熱衝撃性の向上を検討し、500-600℃作動時のキュー

ブ性能向上を図ると同時にインターフェース構造形成技術を開発する。セル内径 0.5-2.0mm・100

本／cm3以上のキューブ製造技術を確立することで、年度内にキューブで中間目標値の 0.5W/cm3を

超える性能を実証すると共に、キューブ連結モジュール化検討へと展開する。また、ミクロハニ

カム型キューブ連続製造プロセスを確立し、電気化学的及び熱機械的な作動性能の向上を図る。

さらに、インターフェース材料として、シール材内部に導電パスをもつ導電／絶縁シート材開発

等を行い、年度末までに中間目標値のキューブ接続抵抗損失を 5%以下に抑制する技術として確立

する。リアクターの水素製造への適用可能性については、水蒸気電解の適正水蒸気供給量等を検

討する。（実施体制：財団法人ファインセラミックスセンター、東邦ガス株式会社、財団法人電力

中央研究所、ファインセラミックス技術研究組合－再委託 産業技術総合研究所、名古屋大学） 

 

研究開発項目③「評価解析技術開発及びプロトタイプ実証」においては、キューブの実用性評価

として、ガス供給方式やガスシール、集電方法等の検討及び評価を進め、キューブを集積したプ

ロトタイプモジュールの評価手法を開発する。また、セル・スタックの熱機械的評価手法、集電

や熱伝導等のシミュレーションを実施、プロトタイプモジュールの設計検討にフィードバックす

る。加圧評価としてはセル材の導電率測定等を進める。また、自動車 APU としての適用性評価に

着手し、評価条件の明確化と模擬ガスによるモジュールの基本発電試験を行う。（実施体制：東邦

ガス株式会社、財団法人電力中央研究所、株式会社デンソー、ファインセラミックス技術研究組

合－再委託 コネチカット大学、産業技術総合研究所） 

 

 

５．２ 平成１９年度事業規模 

委託事業 

石特会計（エネ高）  ４５０百万円（継続） 

 事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

 ６. その他重要事項 

 

６．１ 評価 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の

技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を

平成１９年５月～１０月に実施する。 

 

６．２ 運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省及び研究開発責

任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標

に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、技術検討会委員会等におけ
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る外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通

じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

６．３ 複数年度契約の実施 

  平成 17～19 年度の複数年契約を行う。 

 

７．スケジュール 

平成１９年３月上旬・・・部長会附議 

平成１９年３月中旬・・・運営会議附議 

 

 



     （別紙）事業実施体制の全体図 

 

革新的部材産業創出プログラム・新エネルギー技術開発プログラム 

「セラミックリアクター開発」実施体制 

 

 

 

 

 

                           

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

       

再委託 
（ホソカワ粉体技術研究所から） 

再委託 

ファインセラミックス技術研

究組合 

（代表委託先） 

・研究実施場所 

東京都港区 

名古屋市守山区 

・実施項目 

総合調査研究 

[出向元企業] 

日本ガイシ㈱ 

・実施項目 

ミクロハニカム構造化プロ

セスによる高集積電気化学リ

アクターの開発 

日本特殊陶業㈱ 

・実施項目 

押出集積プロセスによるセ

ルキューブ化技術の開発他 

ＮＥＤＯ技術開発機構 プロジェクトリーダー 

産総研先進製造プロセス研究部門 研究グループ長 淡野 正信 

サブリーダー 

東邦ガス(株) 基盤技術研究部 材料基盤技術 総括 水谷 安伸 

指示・協議

コネチカット大学 

・研究実施場所 

米国コネチカット州ストアーズ 

・実施項目 

セル・スタックの電気的・機

械的評価 

三重大学 

・研究実施場所 

三重県津市 

・実施項目 

革新駅低温作動用電極材

料の開発 

名古屋大学 

・研究実施場所 

名古屋市千種区 

・実施項目 

ミクロ集積化におけるヘテ

ロ構造制御等の基盤技術開発 

産業技術総合研究所 

・研究実施場所 

名古屋市守山区 

・実施項目 

ミクロ集積化におけるミクロ～マ

クロ構造構築技術の開発他 

㈱デンソー 

・研究実施場所 

三重県いなべ市 

・実施項目 

自動車応用の検討及びプロトタイプ実証 

(財)ファインセラミックスセンター 

・研究実施場所 

名古屋市千種区 

・実施項目 

キューブ間集電及びシール等インターフ

ェイス構築技術の開発 

(財）電力中央研究所

・研究実施場所 

材料科学研究所 

（神奈川県横須賀

市） 

・実施項目 

加圧モジュール適

用性能評価他 

東邦ガス㈱ 

・研究実施場所： 

基盤技術研究部 

（愛知県東海市） 

・実施項目 

セルキューブ・スタ

ック作製技術の評

価及び改良課題の

抽出他 

㈱ホソカワ粉体技

術研究所 

・研究実施場所 

燃料電池開発部 

（奈良県五條市） 

・実施項目 

低温作動高活性

電極部材の開発 

京セラ株式会社 

・研究実施場所： 

総合研究所 

（鹿児島県国分市） 

・実施項目 

低温高性能電極部

材のセル化技術の

開発 
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