マイクロセラミック燃料電池の開発
コンパクトで高効率な燃料電池の実現へ向けて
高度なセラミック製造技術を用いて、500 〜 600℃の低温領域でも動作する
直径がミリメートルからサブミリメートルのチューブの固体酸化物型燃料電池
（SOFC）を開発した。電極の微細構造の最適化により、セリア系セラミック材
料では初めて 570℃で 1W/cm2 の発電密度を達成した。このマイクロチュー
ブの開発により、耐熱衝撃性が飛躍的に向上し、急速起動停止運転にも対応で
きるコンパクトな SOFC モジュールの開発が可能になった。
Micro tubular SOFCs of ceria based electrolyte with 0.8-1.6 mm diameter have been
fabricated using an advanced ceramic processing technology. SOFC stacks of high
volumetric power density at 500 - 600 ℃ can be built with the micro tubes. The single
tubular SOFC showed cell performance of 1W/cm2 at 570℃ with H2 fuel. The tubular
SOFCs will be applied to a compact power device which can endure repeated rapid
changes of electrical load and operating temperatures.
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図１ 燃料電池の原理
空気側と燃料側の酸素濃度差によっ
て電池としての起電力が生じる。
SOFC の性能は電解質の抵抗（酸
素イオンに対する）
、電極中の電気
化学反応とガス拡散の速度によって
決まる。
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図２ チューブ径と体積当たりの電極総面積の関係
チューブ径を減少させることで、チューブの体積当たりの総電極表
面積はチューブ径に反比例して増加する。総出力電力も総電極表面
積に比例するため、同様の出力電力の増加が見込まれる。

図３ 今回作製したマイクロチューブ型 SOFC の写真
アノード材料にてマイクロチューブを作製、表面に緻密な電解質膜を作製
した。セルをチューブ形状とすることで、これまでは実現が困難であった
アノード電極の厚さと微細構造を実現した。
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最終的には、耐衝撃性、急速運転に対

図４ マイクロチューブ型 SOFC の
発電試験結果
1 本 の マ イ ク ロ チ ュ ー ブ 型 SOFC
（1cm 長、1.6mm 径 ） で 0.35W
を超える発電性能を実証、単位電極
面積あたりではセリア系電解質を使
用した SOFC で世界最高の発電性能
を達成した。

ク で 長 さ 1cm 程 度
（ 電 極 長 さ 7mm）
、
直径が 1.6mm のマイクロチューブで、

関連情報：

450 〜 570℃で水素を流したところ、
0.06

● 本研究は NEDO プロジェクト「セラミックリアクター開発」
（平成 17 〜 21 年度）
の一環として行われたものである。

〜 0.35W（単位電極面積当たり 0.17 〜
1W/cm2）
の電力が得られた
（図 4）
。
この値は、これまでのセリア系セラ

● 共同研究者：山口十志明、藤代芳伸、淡野正信（先進製造プロセス部門）
● プレス発表 2006 年 1 月 18 日：
「小型高効率のマイクロ燃料電池の開発に成功」
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