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Ｐ０５０２２ 
平成２０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 : ナノテク・部材イノベーションプログラム・エネルギーイノベーション

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「ナノ

テク・部材イノベーションプログラム」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「エネルギーイノベーションプログラム」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、更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。 

 

[委託事業] 

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及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」 

構成部材の集積化及びモジュール化と連続製造プロセス技術の開発 
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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

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、又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／リットルレベルの出力密

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、実用化検討上の許容範囲内であ

ることを確認 
 
４.実施内容及び進捗（達成）状況 

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した。 

 

４．１ 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、低温作動用銀系空気極材料の開発を進め

るとともに、低温高活性燃料極部材としてセリア系材料へのナノ粒子複合化技術を適用することにより、

実用サイズセル 650℃作動で 0.3W/cm2の中間目標を達成した。また、空気極－電解質－燃料極の組合せ

における電池性能と反応を調べ、GDC 電解質と Ni-YSZ、Ni-GDC 電極組合せ時のアノード性能への電解質

の影響や、セリア系サーメットでの性能向上等の知見が得られた。（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、インクジェ
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ットによる電極コーティングや積層プロセスの検討、及びセリア電解質を用いたカソード支持形セルの

３層共焼結等を行うとともに、径 0.8～2mm の高性能ミクロチューブセルを 1cm3径キューブに集積し、

空気極マトリックスの高導電性多孔体化及び集電部の導電性向上を進めた結果、最終目標値の一つであ

る、発電出力 2W/cm3（550℃）に達する高い特性を示すキューブ型セルバンドルを実現した。また、キ

ューブ内での直列スタック化プロセスを開発し、2.5V（出力 1.0W/cm3時）が 500℃以下でも可能である

ことを実証した。さらに、ハニカム型キューブ内で目標値（100 セル以上）の高集積化と同時に、発電

性能として中間目標の 0.5W/cm3（650℃）の体積出力密度を達成し、急速起動や繰返起動停止への安定

性の見通しを得るとともに、実効性の高いハニカムユニットの直列接続技術の開発に成功した。一方、

セル集積キューブの接続インターフェースとして導電シートと導電ペーストの併用により、集積時抵抗

損失で中間目標値である 5％以下（4.21%<界面抵抗：6.2mΩ･cm2（500℃））を達成し、シール材の軟化

挙動解析による融着温度条件の最適化や、高位置精度でのシール手法の検討を進めた。（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 独立行政法人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、キューブの発電試験におけ

る空気供給や集電条件等の改良により、650℃以下で体積出力密度 3.2W/cm3に達する高出力特性を実証

し、４キューブ接続モジュールを模擬したセル集積体において最大 37.5W を得る等、高出力化の指針を

得た。また、水蒸気電解における水蒸気分圧の関係を明らかにし、加圧下におけるモジュール発電にお

ける電極及び集電体の特性向上とそのメカニズムを解明した。さらに、加熱冷却スケジュールや酸化還

元条件変化における、材料及び部材界面の安定性評価に着手、サーマルコントロールの実現に向けたシ

ミュレーション解析等により、プロセス技術開発側への検討指針を提起した。（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、独立行政法人産業技術総合研究所） 

 

４．２ 実績推移 

 １７年度 

（実績額） 

１８年度 

（実績額） 

１９年度 

（契約額） 

実績額推移 

特別会計（需給）（百万円） ２１２ ６６３ ５２３

特許出願件数（件）   ４   １６  ２０

論文発表数（報）   ４ １８  ２７

フォーラム等（件）   １    １    ２

 

 

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、研究開発進

捗管理のため必要に応じて委員会等を開催するとともに、シンポジウム等を主催し成果普及に努める。

実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

５．１ 平成２０年度事業内容 



 4

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、銀系材料等革新的電極材料の開発成果及

び、電極・電解質組合せによる長期発電性能評価を基にした劣化の系統的データ蓄積と連携し、ナノ粒

子複合化技術を適用した燃料極・空気極・集電体材料開発と量産化プロセス技術の確立を進め、最終目

標（650℃で 0.5W/cm2の単位出力密度、500℃で 0.15W/cm2以上の単位出力密度）達成のための指針を

得る。さらにそれら原料特性、電極性能、部材の長期安定性等のデータを蓄積し、その詳細データを付

加した開発材料を研究開発項目②へ供給しモジュール開発を支援する。（実施体制：株式会社ホソカワ

粉体技術研究所－再委託 三重大学、京セラ株式会社） 

 

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、同時焼成に

よる集積一体構造化を進める等、セル集積キューブをスタック化するためのプロセス技術の確立を進め

る。さらにプロトタイプ実証へ向けたモジュール化を、研究開発項目③による適用性実証と密接に連携

した形で進め、プロトタイプモジュール実証のために最小繰り返し単位（50W 級出力レベル）のモデル

スケールのモジュールを作製し、技術課題を明確化する。同時にハニカム型キューブのスタック性能実

証によりモジュールの実現可能性を明らかにする。モジュール構築で特に重要となるインターフェース

技術については、接合時の導電-絶縁部界面の微細制御や安定性等を検討し、微細導電パス内蔵のイン

ターフェース材を量産化するプロセスを開発、モジュール構築を促進する。（実施体制：財団法人ファ

インセラミックスセンター、ファインセラミックス技術研究組合－再委託 独立行政法人産業技術総合

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、研究開発項目②で作製され

る 50W 級モデルモジュールの発電試験を実施し、シール、ガス供給、集電等、モジュールの設計に関わ

る項目を評価して研究開発項目②への改善策を提示する。また、プロトタイプモジュールの発電実証に

向けて、セル集積体の先行的な発電評価により高出力化時の課題を抽出するとともに、燃料及び酸化剤

の各ガス利用率の条件で発電性能の圧力依存性評価を行う。さらに小型コジェネのアプリケーション側

から見た最適スペックについて検討する。また、作製されたモジュールに対する自動車用ＡＰＵの課題

抽出として、各種評価課題検討等を集中研究拠点と連携して実施、その成立性について明確化する。さ

らに、マイクロＳＯＦＣとしての適用性拡大に関する市場調査を含めた検討とともに、セラミックリア

クターの性能実証として、水素の合成や分解浄化フィルター等の具体的ニーズを想定した適用性実証検

討に着手する。一方、これらの評価検討に不可欠である、部材及び集積モジュールの電気的・熱機械的

な評価手法の確立と要素評価検討を進める。（実施体制：東邦ガス株式会社、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 コロラド鉱山大学、独立行政法人産業技術総合研究所、財団

法人電力中央研究所） 

 

 

５．２ 平成２０年度事業規模 

委託事業 

特別会計（需給）  ４２７．５百万円（継続） 

 事業規模については、変動があり得る。 

 

６. その他重要事項 

６．１ 運営・管理 
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研究開発全体の管理・執行に責任を有する独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、

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

委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、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。 

 

 

６．２ 複数年度契約の実施 

平成１７～２１年度の複数年契約を行う。 

 

６．３ その他 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程又は成果に基づき開発したプログラム、

サンプル若しくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示については、

事前にプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に連絡する。その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が

申請書の提出を求めた場合は、これに応じ速やかに提出する。 

 

７．スケジュール 

本年度のスケジュール： 平成２０年３月上旬・・・部長会 

                  ３月中旬・・・運営会議 

 

８．実施方針の改訂履歴 

   （１）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「３．背景及び目的・

目標」の記載を改訂。 
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     （別紙）事業実施体制の全体図 

 

ナノテク・部材イノベーションプログラム・エネルギーイノベーションプログラム 

「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から） 

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： 

研究開発項目②、③ 

 

[出向元企業] 

日本ガイシ㈱ 

・実施項目： 

研究開発項目② 

日本特殊陶業㈱ 

・実施項目： 

研究開発項目② 

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

京セラ(株) 

・研究実施場所： 

総合研究所 

（鹿児島県霧島市） 

・実施項目 

研究開発項目① 

㈱ホソカワ粉体技術研究

所 

・研究実施場所 

燃料電池開発部 

（奈良県五條市及び 

大阪府枚方市） 

・実施項目 

研究開発項目① 

 

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 

研究開発項目③ 

 

 

(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 

研究開発項目③ 

(財)ファインセラミ

ックスセンター 

・研究実施場所 

（名古屋市熱田区） 

・実施項目 

研究開発項目② 

㈱デンソー 

・研究実施場所 

（愛知県刈谷市） 

・実施項目 

研究開発項目③ 

(独)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 

研究開発項目② 

 

名古屋大学 

・研究実施場所 

（名古屋市千種区） 

・実施項目 

研究開発項目② 

 

三重大学 

・研究実施場所 

（三重県津市） 

・実施項目 

研究開発項目① 

コロラド鉱山大学 

・研究実施場所 

（米国コロラド州ゴールデン）

・実施項目 

研究開発項目③ 

 


