
４）環境・エネルギー分野
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高品質シリコン薄膜太陽電池の高速製造法の開発 太陽光発電研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

薄膜シリコンは、現在主流の結晶シリコン太陽電池よりも省

資源で低コストな太陽電池材料として注目されている。これま

での薄膜シリコン製造方法では、シリコンを基板に化学蒸着

することで製造していたが、高速で大きな面積の薄膜を製造

することは、困難であった。これに対し、独自に開発した多数

の穴が規則的に開いているマルチホロ 電極を用いた化学の穴が規則的に開いているマルチホロー電極を用いた化学

蒸着法により、高速で大面積の薄膜シリコンを製造することに

成功した。 図１ 薄膜シリコン製造のための化学蒸着装置
（基板にプラズマ状にした原料ガスを照射して、

【研究内容】

小項目：Ⅳ-4-(3)-① 太陽光発電の高効率化と大量導入支援

技術の開発
マルチホロー電極

シリコンを堆積させる。大きな面積の基板にも、
連続的に製膜可能）

技術の開発

・異なるバンドギャップを有する薄膜を組み合わせる積層デバ

イス技術を開発し、効率15%を達成する。また、シリコンの使用

量を低減するために、厚さ50ミクロンの基板を用いる極薄太
高密度

量を低減するために、厚さ50ミクロンの基板を用いる極薄太

陽電池の製造技術を開発し、効率20%を実現する。

【開発技術の用途】
基板電極

5mm

高密度
プラズマスポット
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・低コスト化による太陽光発電の普及促進 基板電極

図２ 新規に開発した方法による基板へのシリ
コン蒸着の様子



バイオマスエタノール燃料製造ベンチスケールプラントを本格稼動 バイオマス研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

食料生産を圧迫せず、かつ環境負荷が小さいバイオ

マスからのエタノ ル製造法の確立を目的として 環境マスからのエタノール製造法の確立を目的として、環境

負荷の小さな非硫酸プロセスを、ベンチスケールプラン

ト（規模1バッチ200kg原料）で開発実証を行った。ユーカ

リ、米松、ヒノキ、稲わらなどから非硫酸プロセス（水熱リ、米松、ヒノキ、稲わらなどから非硫酸プロセス（水熱

－微粉砕方式）により99.7vol%のバイオマスエタノール燃

料を製造できることを検証した。得られたエタノール燃料

を使用して、一般公開においてデモ走行を実施した。 水熱処理装置 湿式微粉砕装置

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-5-(1)-① 木質系バイオマスからの液体燃

料製造技術の開発料製造技術の開発

・木質系バイオマスから、高効率でエタノールを低環境

負荷で製造する生物化学変換手法を開発する。

【開発技術の用途】

・様々なバイオマス原料への応用（雑植性）

・経済性評価・環境性評価・燃料性能評価も実施してお

主糖化発酵タンク
（2000L）

蒸留装置 製品
エタノール

図１ 非硫酸法によるバイオエタノ ル製造手法
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り、持続可能な社会のための新エネルギー産業創出。
図１ 非硫酸法によるバイオエタノール製造手法



燃料電池自動車搭載高圧水素タンク品質保証のための指針提示
水素材料先端科学研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

水素材料先端科学研究センタ

【研究成果の概要】

実証試験が終了した水素ステーション蓄圧器、燃料電池自

動車搭載高圧水素容器などの調査を行い 水素エネルギ動車搭載高圧水素容器などの調査を行い、水素エネルギー

システム・システムの健全性調査手法、損傷解析手法の開発

を行った。日米自動車業界が一堂に会した 燃料電池車の車

載水素高圧容器の標準化会議(2009年11月、デトロイト）へ日載水素高圧容器の標準化会議(2009年11月、デト イト） 日

本側自動車業界は、当センターのデータをもとに日本案を提

出し、採用された。
図１ 車載用水素高圧容器

HYDROGENIUS材料データベース
【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-1-(2)-② 原子・分子の移動拡散現象の計測評

価技術の開発と標準化の推進

燃料電池自動車の70MP 級高圧水素貯蔵を可能にするた

HYDROGENIUS材料データベース

Table 6  Fatigue crack growth data for SUS304 under constant stress amplitude at 280 MPa (1) 

 

(a) Test conditions 

Stress amplitude σa (MPa) 280 Test environment Air 

Test frequency f (Hz) 1.0 Temperature Ttest (°C) 22.2 - 24.7 

Hydrogen content (1) 

(wt.ppm) 
2.2 Relative humidity (%) 35 - 42 

(1) Hydrogen content of the specimen was measured by TDS after the fatigue test.  A 0.8 mm thick disk for TDS 

measurement was immediately cut from the specimen under water-cooling. 

 

 

 

 

HYDROGENIUS DATA BASE 

・燃料電池自動車の70MPa級高圧水素貯蔵を可能にするた

めに、ステンレス鋼等の金属材料の水素脆化評価方法の

開発を行うとともにその技術基準の策定を行う。

 

(b) Fatigue crack growth data 

   Ν: number of cycles; 

   2a: fatigue crack length; 

   da/dN: fatigue crack growth rate; 

   ΔK: stress intensity factor range (ΔK = Kmax – Kmin) 

 

N 2a (μm) da/dN 

(m/cycle) 

ΔK 

(MPa?m1/2)

N 2a (μm) da/dN 

(m/cycle) 

ΔK 

(MPa?m1/2)

0 100 11200 1019 2.31×10-7 14.76

3000 *123 3.90×10-8 5.58 11400 1111 3.24×10-7 15.56

4000 162 1.70×10-8 6.41 11600 1278 3.48×10-7 16.86

5000 191 1.60×10-8 6.95 11800 1389 3.01×10-7 17.73

6000 226 2.05×10-8 7.56 12000 1519 4.16×10-7 18.71

7000 273 3.08×10-8 8.31 12200 1722 4.86×10-7 20.24

8000 349 4.33×10-8 9.40 12400 1908 4.86×10-7 21.46

8800 429 5 72×10-8 10 42 12600 2111 5 66×10-7 22 92

No. 2
 

 

 

 

 

Data Base on Short Fatigue Crack Growth Properties in 0.7 MPa 
Hydrogen Gas of Type 304 (JIS-SUS304) Austenitic Stainless Steel 

 

 

 

 

 

 

 

December 2008

【開発技術の用途】

・水素エネルギーエネルギーシステム・インフラの健全性調査

手法、損傷解析手法。

8800 429 5.72×10 10.42 12600 2111 5.66×10 22.92

9600 532 9.29×10-8 11.61 12800 2361 6.84×10-7 24.83

10200 689 1.32×10-7 12.56 13000 2658 8.23×10-7 27.03

10600 796 1.48×10-7 13.24 13200 3019 9.03×10-7 29.54

11000 926 1.86×10-7 13.95

 * indicates one side of fatigue crack does not grow. 

 (1) These data were already shown in HYDROGENIUS DATA BASE No. 1. 

December, 2008
 

 

Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage (HYDROGENIUS), 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 

Kyushu University 
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・安全な水素エネルギーシステム・インフラの技術指針提示。 図２ 水素材料先端科学研究センターが公開している水素脆
性などに関するデータベース（数値データと簡単な図で構成）



化学物質の詳細リスク評価書の出版 安全科学研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

リスクが大きいと懸念されたり、社会的な意義の大きいと考

えられる30種類の化学物質について 世界水準の詳細なリスえられる30種類の化学物質について、世界水準の詳細なリス

ク評価を実施し、書籍として出版した（電子版を含む）。これら

の評価書及び掲載されている評価手法は、化学物質管理に係

る行政や産業界における化学物質管理の現場において、広く

活用される実績を築いた。

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-1-(1)-① マルチプルリスク評価手法の開発

30種類以上の化学物質について詳細リスク評価書を完成さ・30種類以上の化学物質について詳細リスク評価書を完成さ

せ、公表するとともに、社会とのリスクコミュニケーションの

中でリスク評価手法を改善し定着させ、行政、産業界での活

用を促進する。また、これまで開発してきたリスク評価・解析用を促進する。また、これまで開発してきたリスク評価 解析

用ツールを公開し、行政、産業及び教育の場で広く普及させ

る。

【開発技術の用途】

詳細リスク評価書（30物質）
H13-16：6物質， H17：7物質
H18：2物質， H19：15物質

英語版（10物質）・国の意思決定，地域のリスク評価

・事業者の自主管理を支援（ひな形として）

・リスクコミュニケーション

教育教材としての使用

英語版（10物質）
テクニカルガイダンス（３巻）

図1. 化学物質の詳細リスク評価書の一部
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・教育教材としての使用 図1. 化学物質の詳細リスク評価書の 部



第２期中期目標期間の主な研究成果

新規残留有機物分析技術のISO国際規格の確立 環境管理技術研究部門

【研究成果の概要】

残留性汚染化学物質(POPs)を規制する国際条約（POPs条 C
C

C
C

C
C

C
C

S
O-

FF F F F F F F
F

F

O

約）に2009年に追加されたペルフルオロオクタンスルフォン酸

(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)の国際標準分

析法を開発した。産総研で開発した技術を用い、コンビナーと

して国際規格化を主導し 優れた精度・信頼性により 世界

OF FFFFFFF O

して国際規格化を主導し、優れた精度・信頼性により、世界

19ヶ国の100%賛成投票により、国際規格ISO25101を確立した。

【第２期中期計画の内容】
図 化学構造と が使 さ

小項目：Ⅳ-1-(3)-① 環境診断のための高感度モニタリング

技術の開発

・環境問題の発生を未然に防止するために、産総研で開発し

図１．PFOSの化学構造とPFOSが使用さ
れる可能性がある製品

てきた計測要素技術をベースにして、高感度な水質監視や大

気監視が可能なモニタリング技術を開発する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・PFOS使用産業界の適正管理・環境安全性評価。

・関連する残留性人工フッ素化合物の分析法開発。

・ストックホルム条約有効性評価など、国際的化学物質行政
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における日本の発言力強化。
図２．ISO25101を用いた分析システム



第２期中期目標期間の主な研究成果

革新的二酸化炭素塗装装置の研究開発 コンパクト化学プロセス研究センター

【研究成果の概要】

従来の有機溶剤系スプレー塗装において大量に使用

される希釈溶剤（ )を 極少量 酸化炭素に替えされる希釈溶剤（VOC)を、極少量の二酸化炭素に替え

る革新的二酸化炭素塗装技術を開発した。塗料と二酸

化炭素との混合にマイクロ混合器を採用することで、従

来塗装と同等の仕上げ品質を確保し VOCの発生を大来塗装と同等の仕上げ品質を確保し、VOCの発生を大

幅に低減する技術を確立した。

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-3-(2)-② 反応効率を高めるプロセス技術

の開発

・マイクロリアクタ、マイクロ波及び複合機能膜等の反応

場技術と触媒を組み合わせ 廃棄物生成量を50%以上

図１. 二酸化炭素塗装と従来法の比較

場技術と触媒を組み合わせ、廃棄物生成量を50%以上

低減するファインケミカルズの合成技術を開発する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・高意匠性が要求される自動車内装樹脂部品

・携帯電話樹脂部品への塗装市場

・光学分野など薄膜塗装市場、自動車
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・家電塗装市場

図２. 二酸化炭素塗装装置



第２期中期目標期間の主な研究成果

SiCダイオードを用いた高電圧・大容量の電力変換器の開発
エネルギー半導体エレクトロニクス研究ラボ

【研究成果の概要】

電力エネルギーの高効率変換を可能とするSiCのパ

エネルギ 半導体エレクトロニクス研究ラボ

ワーデバイスの開発に関して、企業と共同でスイッチング

特性に優れる産総研内製の高速SiCダイオードを利用し

た高電圧・大電力のインバータ（電力変換器）を開発した。

高速スイッチングモジュールとゲートドライブ回路を組み高速スイッチングモジュールとゲートドライブ回路を組み

合わせた試作器（直流電圧±5kV、300kVAの単相3レベ

ル変換器）を、従来比4倍の2kHzで高速駆動させることに

成功した。

図１．試作したSiC-PiNダイオード(左)および電力変換器(右)

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-6-(1)-① 省電力型パワーデバイスの開発

・炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの材料を用いたパワー

デバイスに関して、これまでに開発した世界 高水準

の素子技術を発展させ、現状のシリコンを用いた素子

に比べて損失を1/3に低減した電力変換器のプロトタイ

プを開発するプを開発する。

【開発技術の用途】

･各種電力インフラシステムの省エネに必要な次世代高速

高密度電力変換器の実現。
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高密度電力変換器 実現。

図２．試作した高速スイッチングモジュールとゲートドライブ回路



環境負荷の小さな酸化剤を用いる反応技術の開発 環境化学技術研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

副生成物として水しか生じない過酸化水素を利用した

クリ ンな酸化プロセスを実現するため 世界 高活性

通常の酸化
環境汚染

（ハロゲン・重金属使用）

過酸化水素(H2O2)による酸化

クリーン(副生成物は水のみ)
酸化力弱いクリーンな酸化プロセスを実現するため、世界 高活性

と選択性を持つ新しい三元系分子触媒を開発した。この

技術を用いて、企業との共同研究により透明封止剤を開

発した。また、過酸化水素を用いた反応系の基盤的研究

（ハロゲン・重金属使用） 酸化力弱い

世界 高活性 選択性
発した。また、過酸化水素を用いた反応系の基盤的研究

を行い、適用範囲の拡大・新反応の開発を行った。

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-3-(2)-① 環境負荷の小さい酸化剤を用いる
H O

副生成物を生じないクリーンな
酸化プロセスの実現

H2O2 ：世界 高活性・選択性

を持つ新触媒の開発に成功

反応技術の開発

・重金属酸化物の代わりに過酸化水素を酸化剤とする選

択酸化反応技術として、転化率 50%、モノエポキシ化

選択率90% 過酸化水素効率 80%以上で二官能性モノ

0
H2O2

新開発触媒

選択率90%、過酸化水素効率 80%以上で二官能性モノ

マーから非フェノール系エポキシ樹脂モノマーを合成

する技術等を開発する。

【開発技術の用途】 縁
性

能
【開発技術の用途】

・ナイロン原料、高機能エポキシ樹脂原料の合成

・植物油からプラスチック原料の合成

・香料原料の合成

絶

作動時間

高性能レジスト材
料の新製造法開発
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作動時間

図１．レジスト材絶縁性能の長寿命化



家庭用燃料電池システム（エネファーム）に対する劣化加速手法の開発
ビキタスエネルギ 研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

４万時間の寿命が求められている家庭用1kW級固体高分子形燃

ユビキタスエネルギー研究部門

４万時間の寿命が求められている家庭用1kW級固体高分子形燃

料電池(PEFC)について、産学官連携コンソーシアムに参画し、燃料

電池の寿命を見通す劣化加速手法の開発を行った。劣化加速方法

として考案された供給ガス切替法では、カソード側が部分的に1.5V

以上の高電位状態になることを、100分割セルを用いたセル内電位

分布解析から明らかにした。メカニズムはすでに提唱されていたが、

初めて実験的検証に成功した。

【第 容】

5%O H酸素

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-4-(2)-① 小型固体高分子形燃料電池の開発

・定置型固体高分子形燃料電池の普及促進のため、実用化に必要

な4万時間の耐久性の実現を目標として 短時間で性能劣化を効果

カソード側分割
実験の場合

分割カソード
集電体

5%O2 → H2
酸素

アノード集電体

な4万時間の耐久性の実現を目標として、短時間で性能劣化を効果

的に評価する技術を開発するとともに、劣化の物理的機構を解明

する。これに基づき、劣化の抑制と低コスト化のための材料開発及

び構造の 適化を行う。

ガス拡散電極分割ガス
拡散電極

高分子電解質膜

【開発技術の用途】

・家庭用燃料電池の寿命を見通す技術源

・プロジェクトの成果での劣化加速試験方法でPEFCの4万時間

運転 耐久性 メド （ 年度から商品化）
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運転の耐久性にメド （2009年度から商品化）
図１．分割セルを用いた固体高分子形燃料
電池(PEFC) の劣化加速手法の検証



クリーンな軽油製造のための脱硫触媒の商品化 新燃料自動車技術研究センター

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

軽油のサルファーフリー化(硫黄分<10ppm）を進める

ため 各種軽油基材から効率的に脱硫できる革新的触 サ リ 軽油 (S 10 )ため、各種軽油基材から効率的に脱硫できる革新的触

媒が求められている。産総研の特許実用化共同研究の

中で、モリブデン等の活性金属種のナノ粒子化技術、ナ

ノ粒子を多孔性アルミナ等上で安定化するナノバリア技

40

サルファーフリー軽油 (S<10ppm)
製造用脱硫触媒の共同開発

NiMo系及びCoMo系触媒を開発
商品名”LX-NC10”日揮触媒化成

（株）

術等に基づく新規触媒調製技術により、工業規模の触

媒製造技術を構築し、パイロットプラントを用いた触媒性

能を実証した。

【第２期中期計画の内容】 20

30

量
(w

t%
) ゼロ

サルファー

サルファー
フリー

水素化脱硫 軽油基材
（中東系原油）

【第２期中期計画の内容】

小項目：Ⅳ-4-(4)-③ クリーン燃料製造技術の開発

・石油系輸送用燃料の硫黄濃度を、今後施行される規

制値10ppm以下に低減する触媒技術の実用化開発
10

20

芳
香

族
量

低芳香族 水素化

Pd-Pt系
耐硫黄性

貴金属触媒制値10ppm以下に低減する触媒技術の実用化開発

を行うと共に、さらに進んだ1ppm以下に低減するゼロ

サルファー化や低アロマ化のための触媒技術を開発

する。

0

0.1 1 10 100 1000 10000 10000

低芳香族

GTL/BTL/BDF

水素化
脱芳香族

貴金属触媒

【開発技術の用途】

・商品化脱硫触媒は、国内外の製油所でのサル ファー

フリー軽油生産に利用

ガソリン等の低硫黄化用触媒技術 の波及

図１．クリーン燃料製造のための脱硫触媒技術開発

硫黄量 (ppm)
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・ガソリン等の低硫黄化用触媒技術への波及



分散型エネルギーネットワークの実証研究 エネルギー技術研究部門

第２期中期目標期間の主な研究成果

【研究成果の概要】

複数台の燃料電池と貯蔵機器からなる住宅用熱電複数台の燃料電池と貯蔵機器からなる住宅用熱電

気統合型エネルギーネットワーク技術を確立した。実

住宅において、開発したネットワーク技術の有効性を

検証し、CO2排出量、一次エネルギーの削減効果が
電力・熱・情報

2

得られることを実証した。

【第２期中期計画の内容】

① 散 ギ 技小項目：Ⅳ-4-(1)-① 分散型エネルギー技術とエネ

ルギーマネージメント技術の開発

・効率的なネットワーク運用技術として、多数の分散

エネルギー源からのエネルギー供給技術や貯蔵 系統電源エネルギ 源からのエネルギ 供給技術や貯蔵

技術、さらに需要側での負荷調整などネットワーク

総合的制御技術、また基幹電力系統との協調運

用のための技術を開発する。

系統電源

パイプライン
（熱）

【開発技術の用途】

・エネルギー供給ビジネスへの展開

図１ 住宅エネルギー需要平準化技術

55


