
詳細、最新情報は

第1章　水素生産
1.　概要
2.　企業動向
　2.1　昭和電工 
　2.2　大阪ガス
　2.3　日立造船
　2.4　本田技術研究所

第2章　固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）
2.　世界のPEFCシステム市場
3.　企業動向
　3.1　パナソニック
　3.2　東芝燃料電池システム
4.　PEFCスタック部材の市場
5.　電極材
　5.1　電極材の市場動向
　5.2　企業動向
6.　電解質
　6.1　電解質の市場動向
　6.2　企業動向
7.　セパレータ
　7.1　セパレータとは
　7.2　自動車メーカーにおけるセパレータ材料開発動向
　7.3　部材メーカーにおけるセパレータ材料開発動向
　7.4　セパレータの市場動向
　7.5　企業動向
8.　ガス拡散層(GDL)
　8.1　 GDLの市場動向
　8.2　企業動向
9.　膜/電極接合体(MEA)
　9.1 MEAとは
　9.2　企業動向

第3章　固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）
1.　概要
2.　SOFCの構造と特徴
3.　SOFCの開発動向
4.　市場・開発動向
5.　SOFC部材市場の動向
6.　企業動向
　6.1　日本ガイシ
　6.2　京セラ
　6.3　三菱マテリアル・関西電力
　6.4　TOTO
　6.5　アイシン精機
　6.6　JX日鉱日石エネルギー
7.　アノード
　7.1　市場動向
　7.2　企業動向
8.　カソード材料(空気極)
　8.1　市場動向
　8.2　企業動向
9.　電解質
　9.1　市場動向
　9.2　電解質の研究開発の現状
　9.3　企業動向
10.　インターコネクタ(セパレータ)
　10.1　市場動向
　10.2　企業動向
11.　燃料電池の種類と特徴

第4章　家庭用燃料電池
1.　はじめに
2.　家庭用燃料電池の市場動向、将来性について
　2.1　エネファームの販売台数
　2.2　エネファームの価格
3.　企業動向
　3.1　 パナソニック
　3.2　 東京ガス
　3.3　 東芝燃料電池システム
　3.4　 大阪ガス
　3.5　 ローム
　3.6　 積水ハウス
　3.7　 東邦ガス
　3.8　 東急不動産
　3.9　 静岡ガス
　3.10　オリコン・エナジー
　3.11　ソフトバンク
　3.12　ブルームエナジー
　3.13　西部ガス
　3.14　JX日鉱日石エネルギー
　3.15　三菱重工業
　3.16　アイシン精機
　3.17　ウルトラセル
　3.18　アツミテック
　3.19　住友精密工業
　3.20　日本海ガス
　3.21　TOTO
　3.22　日立製作所
　3.23　本田技研工業
　3.24　三菱日立パワーシステムズ
　3.25　富士電機
　3.26　住友精密工業

第5章　燃料電池自動車（ＦＣＶ）
1.　概要
2.　FCVの市場動向
3.　FCVスタック

4.　パワートレインの変化-FCV、EV、HV-
5.　燃料電池自動車の開発課題
　5.1　技術課題
　5.2　価格の課題
6.　企業動向
　6.1　 自動車メーカーの動向
　6.2　 トヨタ自動車
　6.3　 本田技研工業
　6.4　 日産自動車
　6.5　 スズキ
　6.6　 ダイハツ
　6.7　 韓国ヒュンダイモーター　
　6.8　 日野自動車
　6.9　 カルスタート
　6.10　GM
　6.11　アウディ
　6.12　豊田自動織機
　6.13　バラード・パワーシステムズバラード 
　6.14　東日本旅客鉄道
7.　自治体の動向
　7.1　 横浜市
　7.2　 神戸市
　7.3　 滋賀県

第6章　水素ステーションの動向と展望
1.　概要
2.　千代田化工建設の水素サプライチェーン構想
3.　川崎重工業の水素エネルギーチェーン構想
4.　日立製作所の風力発電を利用したシステム
5.　水素ステーションの規制
6.　水素ステーションの課題
7.　水素ステーションのコスト
8.　世界の水素ステーションの動向
　8.1　はじめに
　8.2　海外動向
9.　水素ステーション関連メーカーの動向と展望
　9.1　はじめに
　9.2　企業動向

第7章　水素貯蔵材料
1.　はじめに
2.　高圧水素タンク
3.　低圧タンク(ボンベ)
4.　炭素系材料
5.　有機系水素化物(有機ケミカルハイドライド)
6.　錯体系水素化物
7.　液体水素
8.　アンモニア
9.　水素吸蔵合金
　9.1　概要
　9.2　水素吸蔵合金の仕組み
　9.3　水素吸蔵合金の現状システムの性能
　9.4　水素貯蔵の課題
10.　水素貯蔵の規制
11.　企業動向
　11.1　サムテック
　11.2　神戸製鋼所
　11.3　愛知製鋼、
　11.4　中国工業
　11.5　共和電業 
　11.6　日本重化学工業
　11.7　日鉄住金パイプライン&エンジニアリング
　11.8　日立造船
　11.9　産業技術総合研究所

第8章　その他の燃料電池関連製品
2.　樹脂製高圧水素用ホース
　2.1　概要
　2.2　企業動向
3.　シールシステム
　3.1　概要
　3.2　企業動向

第9章　その他の水素関連製品の企業動向
1.　 日本ゼオン 
2.　 キッツ
3.　 山武
4.　 オルガノ
5.　 栗田工業
6.　 日本特殊鋼業
7.　 タツノ
8.　 NOK
9.　 東洋エンジニアリング
10.　IHI
11.　三井化学
12.　ノリタケカンパニーリミテド
13.　JFEコンテイナー
14.　東レ
15.　中山アモルファス
16.　宇部興産
17.　トヨタ自動車
18.　東北大学
19.　東京薬科大学
20.　九州大学
21.　山梨大学
22.　東北大学
23.　九州大学
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リチウムイオン電池の製造プロセス＆コスト総合技術2016
～ 原材料、設計・製造、工程機器とコスト構成 ～

発　行 (株)シーエムシー・リサーチ

第１章　リチウムイオン電池と特性
1.1リチウムイオン電池の用途分野と特性レベル
1.2　セルの構造と容量設計
1.3　エネルギー、パワーとサイクル特性
1.4　電池の製品規格と認証システム
1.5　安全性規格と試験方法
1.6　関連資料

第２章　電池材料・部材と性能レベル
2.1　正極材
2.2　負極材と導電剤
2.3　電解液と電解質
2.4　集電箔

2.5　セパレータ
2.6　バインダー
2.7　外装材
2.8　関連資料

第３章　設計・製造工程と機器
3.1　セルの基本設計
3.2　製造アイテムと工程の流れ
3.3　工程機器と付帯設備
3.4　化学物質規制と電池の3R課題

第４章　電池製造（前・中工程）
4.1　前工程（粉体配合とスラリー調整）
4.2　中工程（塗工・乾燥と電極板評価）
4.3　正負極材の浸水による変化

第５章　電池製造（後工程）
5.1　後工程（電解液充填、初充電と検査）
5.2　品質管理と保証
5.3　関係資料

第6章　電池のコスト
6.1　工場原価試算（原材料費、設備償却と労務費）
6.2　コストダウンと方策
6.3　製造コスト関連資料

第７章　ポストリチウムイオン電池
7.1　ニーズとシーズ　
7.2　ポストリチウムイオン電池

各章のポイント

■第1章の内容
リチウムイオン電池（セル）の製造と関連の深い、基本設計、特性と用途、構造や規
格の問題を解説した。これらの事項は多くの技術内容を含んでおり、日々 進歩の過
程にある。また安全性（リスクとハザード）はリチウムイオン電池の、古くて新しい問題
であり課題も多い。
■第2章の内容
リチウムイオン電池の製造において使用される材料と部材は、種類や内容も多岐に
わたる。製造工程と関連付けて説明したいが、煩雑になるためここで原材料と部材
だけを分離して解説した。
なお、導電剤やバインダー溶液などは、重複になるが製造工程の中でも解説をした。
■第3章の内容
リチウムイオン電池は内部構造が複雑で、使用される原材料の種類も多く、工程のス
テップも長い。ここでは製造工程の全体の流れを概説すると共に、個々の製造機器
について詳述した。
また、工場原価を試算する際に設定したモデルを例に、工程、機器の種類を示して
それぞれが何をしているかの流れを説明した。
■第4章の内容
リチウムイオン電池の製造工程の前工程、中工程を解説した。前工程は粉体配合と
スラリー調整、中工程は塗工・乾燥と電極板加工などである。それぞれの工程で原
材料が逐次投入され、各種の設備機器で加工・処理されている。

■第5章の内容
リチウムイオン電池の製造工程の後工程を解説した。前中工程と大きく異なりクリーン
でドライな環境であり、ここで初めて化学材料の集合体であったものが“電池”として命
を吹き込まれる。同時に、特性検査（充放電特性）によって、これまでの工程の“最後の
審判”が下されることにもなる。
■第6章の内容
高性能のリチウムイオン電池をより低コストで生産することは、需要拡大への道を進め
る上での重要なステップである。利便性で買われているスマートフォンなど小型用途で
は、高くても（むしろ問題にされないが、ＥＶや系統連系蓄電などの大型用途は、トータ
ルのエネルギーコストの中での、電池コスト＝畜電コストの一部と見て、容赦のない評価
がされる。現状の電池コストについて解説した。
■第7章の内容
電池のニーズのあるＥＶないしＰＨＶが、今後さらに普及することは確かである。その鍵
となるのは、より比容量・ｋＷｈ／ｋｇ（Ｌ）の高い電池の低コストの生産である。ポストリチ
ウムイオン電池開発まで一気に行くか否かはともかく、シーズとしての高性能正・負極材
の開発と実用化が急テンポで進められている。一方、高性能原材料を活かした電池
製造は、電気化学的なセル設計を始めとして、かなりの困難が予想される。


