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Ｐ０５０２２ 

平成２１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 

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 

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
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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 

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２０年度(委託)事業内容 

研究開発項目①「高性能材料部材化技術の開発」 

劣化を抑制し安定に作動可能な銀－酸化物コンポジット電極材料の開発に成功するとともに、電解

質の安定性向上のための反応解析を行った。また、多孔質セリア電解質層を電極支持体に付与するこ

とで、出力が向上することを見出し、650℃作動時の最終目標値 0.5W/cm2に対し 0.45W/cm2を得た。さ

らに集電体用複合材料の開発により、高導電性とガス透過性及び熱膨張率の整合性を維持して 1000

時間レベルの耐久性を満足することに成功した。これらの開発材料を基にして、研究開発項目②にお

けるセル集積体の性能向上を可能とする材料・部材の供給体制を構築した。 

（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 国立大学法人三重大学） 

 

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」 

 同時焼成による集積一体構造化プロセスとして、スラリコーティング法やインクジェット法を用

いたセル集積による性能向上と課題抽出を行った。モデルモジュール実現のために、キューブの大型

化やチューブセルの接続技術等を検討した。要素部材の配列位置精度や寸法精度の向上に成功する等

により、直列接続型キューブ集積化技術として確立、モデルモジュールとして発電出力実証を行い、

15 直列集積体で 13.5V の開回路起電力を得る事が出来た。また、0.4mm 径チューブセルによる 100 本

以上／cm3の高度集積化を目指した製造プロセス検討と性能実証を進めるとともに、実用ニーズへの適

用性拡大を図るために小型高出力マイクロモジュール化検討を行った結果、空気供給動力を最小化可

能なモジュール構造を開発し、自然対流条件でも 2W／スタック（550℃）の性能を実現した。さらに、

複数のハニカム型キューブによる金属インターコネクトを介した直列接続および金属マニホールドを

介した並列接続モジュールの作製評価により、モジュール構築の実現性を明らかにし、排ガス浄化リ

アクターとしての適用性実証検討についてはセルユニットレベルで実施しデータを蓄積した。一方、
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接続インターフェースの検討では、組成や融着条件の最適化により、3000 時間以上の熱サイクルに対

してもガスリークが認められない長期安定性に優れたシール材が得られ、融着時の絶縁シール材の膨

張収縮を大幅に低減し、導電シール材の精密な形状制御を可能にする等により、精度良く導電パスを

構築できるプロセス技術を確立した。 

（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 独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人名古

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」 

 キューブ評価によるモジュール化時の設計条件等の最適化を図るとともに、研究開発項目②で作成

されたモデルモジュールを評価して 18W の出力を確認、各種課題検討の製造プロセス側へのフィード

バックを行い、定置型分散電源へ適用した場合のシステム構成を検討した。また、自動車用 APU に対

してエタノール燃料を想定したシステム計算、概念設計を実施した結果、水蒸気改質を前提とした APU

システムで最低限必要とされる発電効率を定常状態で達成できる見通しを得た。一方、水素合成への

適用性検討においては性能が 5倍以上向上し(1.43 V, 0.1 A/cm2→ 1.37 V, 0.5 A/cm2)、低温作動形

セルの水蒸気電解における世界最高値が得られ、水素合成-発電の可逆特性が同等であることを確認し

劣化挙動の抑制方法も開発した。また、高酸素利用率条件での加圧作動により、550℃で常圧の空気中

より高い電極特性を得られることが分かった。これらの検討に不可欠な、部材・集積ユニットの評価

技術及びＣＦＤモデルに基づくシミュレーション検討を実施し、マイクロセル－キューブに適した、

構造・熱機械特性及び電気化学特性についての評価手法を確立、劣化挙動等の評価解析データを蓄積

することができた。 

（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 

 平成１７年度

 

平成１８年度 

 

平成１９年度 

 

平成２０年度 

 

需給勘定（百万円） ２１２ ６６３ ５２３ ４２８

特許出願件数（件） ４ ２０  ２０ ８

論文発表数（報） ４ ２７  ２７ ７３

フォーラム等（件） １ ２    ２ 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２１年度（委託）事業内容 

研究開発項目①「高性能材料部材化技術の開発」 

ナノ粒子複合化技術等を適用した燃料極、空気極、集電体材料の最適化とその量産プロセスの確立
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を進めるとともに、原料特性、電極性能、部材の長期安定性等のデータ蓄積によりプロトタイプモジ

ュール開発実証を支援し、革新的電極材料の最適化と安定化及び、セリア系電解質の高性能化のため

のセル構造開発及び耐久劣化検討の成果を統合して、材料・部材としての最終目標性能を実証する。 

（実施体制：株式会社ホソカワ粉体技術研究所－再委託 国立大学法人三重大学、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」 

100cm3スケールモジュールのスタック供給体制を構築し、発電出力と同時に効率 40%を想定した燃

料利用率を実現するためのスタック構成部材の改良検討を行い、課題解決を図る。また、様々なシス

テム仕様に対応できるユニット部材の作製・改良を行うことで、目標性能数値を達成するとともに、

低動力で作動可能な小型 SOFC モジュールとして適用性拡大を図る。また、ハニカム型リアクターとし

てユニット性能向上を図ると同時にモジュール化を進め、連続製造プロセス技術として確立し、発電

及び浄化リアクターとしての性能優位性を実証する。さらに、インターフェースとしての量産的な組

み込みを進め、長期安定性付与を検討するとともに、導電パスの微細化を検討することにより、イン

ターフェースとしての微細連結技術の適用範囲を明らかにする。これらの検討により、高機能ミクロ

部材集積化のための製造プロセス技術開発、およびその成果物の性能発現として、最終目標を達成す

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、国立大学法人名古屋大学） 

 

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」 

キューブの発電特性を正確に評価することによって、モジュール化の課題を抽出し、プロトタイプ

モジュール設計における評価指針を明らかにし、また、単セルチューブの集積体を評価して、マニホ

ールド、集積、空気の導入方法の課題を明確化する。実用的な条件で（耐久性、振動信頼性、急速起

動停止）試験を行い、モジュールの実用性を評価する。この評価とシステム検討の結果を基に、定置

用電源装置への適用性を評価する。また、自動車 APU については、これまでに得られた定常解析結果

に加えて起動時プロセスについての SOFC システムシミュレーション解析を実施し、エタノールを燃料

とした場合のセルキューブ特性発電評価を進めて課題抽出する。それらの結果を基に、自動車用 APU

の事業化可否に関わる問題と改良方向を提言することにより、その成立性を検証する。さらに、水素

合成への適用性検討については、異なる供給ガス(H2,N2及び水蒸気)による水蒸気電解特性と耐久性を

評価する。また、セルのアノード劣化要因の一つである水蒸気量とアノード劣化挙動の関係を明らか

にし、適正な電極構造を提案する。セル－キューブ及びスタック全般における実計測及びシミュレー

ション、及び要素部材における作動環境下での長時間試験等を実施し、その結果を基に、プロトタイ

プモジュールの実証評価及びモジュール最適設計への活用を図り、最終的に各研究開発項目における

成果を統合することで、最終目標の達成を図る。 

（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２１年度事業規模 

委託事業 

需給勘定  ３３３百万円（継続） 

 事業規模については、変動があり得る。 
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６. その他重要事項 

（１）運営・管理 

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。 

 

（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。 

 

（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２１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２１年３月、制定 
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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 

(独)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 
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 

 


