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プロジェクト概要
作成日 平成２０年９月１日 

制度・施策（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）名 新エネルギー技術開発プログラム  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 水素安全利用等基盤技術開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０３０１５ 

担当推進部/担当者 燃料電池・水素技術開発部/ 

０．事業の概要 

水素の製造・輸送・貯蔵・充填等、水素利用関連技術について開発を実施

し、燃料電池自動車等の早期実用化及び将来の水素エネルギー社会確立に向

けた技術確立に資することを目的とし、特に車載用燃料タンク（高圧水素タ

ンク、ハイブリッド水素タンク及び水素貯蔵材料）や、燃料電池自動車の普

及に欠かせない水素ステーション関連機器（水素製造装置、圧縮機、水素充

てん機等）の開発を行った。 

Ⅰ．事業の位置付け・必

要性について 

新エネルギー技術の開発、コスト削減及び利便性や性能の向上を図ること

によって、我が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（Ｃ

Ｏ２）・地域環境問題（ＮＯｘ、ＰＭ等）の解決、新規産業・雇用の創出、水

素エネルギー社会の実現等を目指す「新エネルギー技術開発プログラム」の

一環として本プロジェクトを実施した。 

特に、エネルギー資源に恵まれない我が国においては、水素のような二次

エネルギーによる社会を構築することは極めて重要である。また、再生可能

エネルギーの多くが時間変動を伴い資源として不安定なのに対し、水素は二

次エネルギーとして貯蔵性・輸送性に優れるという点からも将来のエネルギ

ーとして有利である。なお、水素をエネルギー媒体とした大規模利用を進め

るためには水素インフラ・安全問題に取り組む必要があるが、公共性が高く、

また市場の立ち上がりが不透明な現状では、民間単独では取り組み難い課題

である。そのため、公金を投入し、早期の水素社会構築に向けた技術開発を

推進した。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

水素の製造・輸送・貯蔵・充填等に係わる技術に関して、性能、経済性、信頼

性・耐久性向上、小型化などを目指した研究開発を行った。これによって、水素

に係わる機器の低コスト化と性能の向上を実現し、燃料電池/水素エネルギーの

実用化による新しいエネルギーシステムの構築に資する事を目標とした。 

 

主な実施事項 Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy  

車両関連機器に

関する研究開発
      

水素インフラに

関する研究開発
      

 

 

事業の計画内容 

水素に関する共       

追加公募：１件 

追加公募：２件

追加公募：７件 
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通基盤技術開発
   

 

 

 

  

会計・勘定 Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy 総額 

一般会計 0 0 0 0 0 0 

特別会計 

 
833 2,275 3,633 2,983 1,992 11,716

総予算額 833 2,275 3,633 2,983 1,992 11,716

車両関連機器に

関する研究開発
(130) (298) (508) (339) (182) (1,457)

水素インフラに

関する研究開発
(269) (703) (1,213) (910) (668) (3,763)

 

開発予算 

（会計・勘定別に事

業費の実績額を

記載） 

（単位：百万円）

水素に関する共

通基盤技術開発
(434) (1,274) (1,912) (1,734) (1,142) (6,496)

経産省担当原課 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ・新ｴﾈﾙｷﾞｰ部 新ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課 開発体制 

プロジェクトリーダー なし 

採択：11 件 
採択：9 件 

採択：12 件 

国際共同研究 
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委託先 

(財)エンジニアリング振興協会 

(財)エネルギー総合工学研究所 

(財)大阪科学技術センター 

(財)石油産業活性化センター 

(財)日本自動車研究所 

(独)産業技術総合研究所 

(独)物質･材料研究機構 

学校法人関西大学 

学校法人成蹊大学 

学校法人東海大学 

学校法人日本大学 

国立大学法人北見工業大学 

国立大学法人京都大学 

国立大学法人東京大学 

国立大学法人広島大学 

ＪＦＥコンテイナー(株) 

ＪＦＥテクノリサーチ(株) 

サムテック(株) 

トキコテクノ(株) 

マツダ(株) 

岩谷産業(株) 

大阪瓦斯(株) 

川崎重工業(株) 

清水建設(株) 

新コスモ電機(株) 

新日本製鐵(株) 

住金機工(株) 

太平洋セメント(株) 

帝国石油(株) 

東京ガス(株) 

長野計器(株) 

日揮ユニバーサル(株) 

日本重化学工業(株) 

日本特殊陶業(株) 

日立造船(株) 

福田金属箔粉工業(株) 

三菱重工業(株) 

三菱総合研究所(株) 

村田機械(株) 

横浜ゴム(株) 

理研計器(株) 

(株)ＩＨＩ 

(株)ＫＲＩ 

(株)イムラ材料開発研究所 

(株)テクノバ 

(株)フジキン 

(株)ネリキ 

(株)ミクニ 

(株)ルネッサンス･エナジー・リサーチ 

(株)新日石総研 

(株)豊田中央研究所 

(株)日鉄技術情報センター 

(株)日本製鋼所 

(株)日立製作所 

(株)日立プラントテクノロジー 
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情勢変化への対応 

平成 15 年 5 月より｢水素安全利用等基盤技術開発｣として本事業を開始し、平

成 19 年度までの 5 ヵ年計画で進めた。ＮＥＤＯの独立行政法人化により、平成

15 年下期から平成 16 年度の複数年契約を委託先と締結し事業を推進した。 

技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義

ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による中間評価を平成

17 年度に、事後評価を平成 20 年度に実施する計画であったが、中間評価を平成

16 年度中に前倒しで実施し、平成 17 年度以降の研究に反映させた。 

なお、同中間評価の指摘①（類似したテーマはその選択や統合を積極的に検討

すべきである）を踏まえて、H16 年度で 7 件を終了とし、新規に 10 件を追加で

採択した。さらに、進展状況を考慮した上で H17 年度に 4件、H18 年度に 3件を

終了とした。また、中間評価の指摘②（個々のテーマの体系的なプロジェクト運

営が不十分）につては平成 18 年に必要な領域に連絡会や検討員会を設けて運営

改善に努めた。なお、2005 年度には「燃料電池・水素」に関する技術ロードマ

ップについて検討を行い、「2006 燃料電池・水素技術開発ロードマップ」として

作成し、開発目標に反映するようにした。 

更に、平成 17 年から新規事業として「水素社会構築共通基盤整備事業」が開

始されたため、事業の一部（安全技術関係：安全基準等）を移した。 

 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

【研究開発の対象】 

燃料電池自動車の実用化・普及促進を図るため、車両関連機器や水素インフラ

について、水素の製造・輸送・貯蔵・充填等に係わる実用化の技術開発を実施し

た。 

●研究開発項目Ａ「車両関連機器に関する研究開発」 

水素燃料電池自動車の走行距離を伸ばすため、水素搭載量の増大が見込める研

究開発を行なった。このため、圧縮水素容器の一層の高圧化、液体水素容器、あ

るいは他の貯蔵方法との組み合わせなどについて、周辺機器を含めたシステムの

効率・経済性・耐久性の向上等の研究開発を進めた。 

●研究開発項目Ｂ「水素インフラに関する研究開発」 

次世代水素インフラで重要となると予想される 70MPa 級の圧縮水素や液体水

素に係わる要素技術開発を実施した。また、エネルギー効率の向上、コスト低減、

安全性・信頼性・耐久性の向上等、水素普及で重要となる水素インフラに係わる

研究開発を行った。 

70MPa タンクシステムに水素を充填するための水素インフラは、100MPa 級の設

備が必要となり、圧縮機･充填機用流量計・充填機等のステーションを構成する

高圧対応用機器類や低コストの水素製造設備、スタンドの運転技術の開発等が実

用化研究として必要である。 

●研究開発項目 C「水素に関する共通基盤技術開発」 
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近い将来の水素実用化に重要となることが予想される基盤横断的技術として、

①高容量水素貯蔵材料の開発②低コスト水素製造・輸送技術の開発③将来の水素

社会に必要なその他の革新技術の調査･検証を行った。また、国際共同研究及び

支援研究として、①国際共同研究②国際標準・国際協力の研究を行い、世界の最

新技術･情報の収集と反映を迅速に行った。水素シナリオ策定では、水素エネル

ギーの導入や燃料電池の普及にあたり、研究開発の方向性を的確なものとするよ

う、技術課題の抽出、水素エネルギーシステムの普及や水素インフラ整備等のシ

ナリオ策定を行った。 

 

【研究開発の成果】 

1. 事業全体の成果 

1.1 研究開発項目Ａ「車両関連機器に関する研究開発」 

(1) 圧縮水素容器の高圧化 

水素貯蔵比率 5%以上の自動車搭載用 70MPa 級圧縮水素容器を開発することを

目的として、アルミニウム合金ライナー・CFRP 複合容器とスチールライナー・

CFRP 複合容器を試作した。試作容器は、圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術

基準（JARI S 001）に基づいて設定した目標性能、破裂圧力 157.5MPa 以上、圧

力サイクル寿命（2⇔87.5MPa）11,250 サイクル以上をクリアした。スチールラ

イナーを用いることにより、アルミニウム合金ライナーを使用した容器と比較し

て、高価な炭素繊維を約 40%削減できた。また、70MPa 級圧縮水素容器用温度式

安全弁についても、高圧水素用機器としての信頼性に加え、自動車搭載部品とし

ての信頼性を検証し、所期の目標を達成した。 

水素貯蔵材料/圧縮水素の複合貯蔵技術を追加採択した。圧縮水素容器に水素貯

蔵材料を挿入して貯蔵量の向上を図るというコンセプトで、ハイブリッドドーム

形状を持つ広口高圧タンクおよび MH カートリッジを開発し、それを組み合わせ

たハイブリッド貯蔵容器を試作し、自動車用圧縮水素容器の技術基準（JARI 

S001）に準拠した性能試験により健全性を検証した。現行基準への適応性を確認

したことから、自動車用圧縮水素容器としての適用可能が示せた。 

(2) 液体水素用容器技術 

液体水素容器での BOG（ボイル・オフ・ガス）を水素吸蔵合金容器に回収し、

燃料電池システムの排熱によって回収した水素を放出させ、燃料電池の燃料とし

て利用するシステムについて検討した。開発した車載液体水素容器のボイルオフ

ガス低減システムにより、車載液体水素容器でのボイルオフガスを 1 週間大気開

放させないシステムが成立することを実規模レベルで実証した。 

 

1.2 研究開発項目Ｂ「インフラに関する研究開発」 

 (1) 70ＭＰａ級関連技術 
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・圧縮器 

100MPa 級水素圧縮機を試作し、吸込み圧力 0.6MPa において吐出し圧力 100MPa

及び容量 300Nm3/h を確認した（全断熱効率は 73.2%）。圧縮機吐出し口における

水素ガス中の油分量は、5.9ppb と極微量であり、ガスの清浄度も確保されてい

る。また、オンサイト・オフサイト型水素ステーション双方に対応するための吸

込み圧力変動対応システムも正常に動作することを確認した。 

・充てん機 

70MPa 級水素充てん機について、主要な要素機器、充てん制御システムの研究

開発を実施し、その結果を踏まえ充てん機を製作した。最終的に、実車スケール

での充てん試験により安全に 70MPa 級充てんが行えることを確認した。また、 

可撓性配管（樹脂製ホース）についても 4倍耐圧を満足するものが開発できた。

(2) 水素スタンド用水素製造技術 

 ３タイプの改質型水素製造技術について検討した。 

コンパクト性と効率の点で優位な水素分離膜を利用する40Nm3/h級水素分離型

リフォーマーシステムを製作、水素製造効率 81.4%（HHV ベース）、製造量

40.5Nm3/h、純度 99.999％以上を達成した。なお、更なるコンパクト化等を図る

ために触媒一体化モジュール（水素透過膜の支持材を触媒化）も開発した。（追

加採択） 

原料種の拡大とコンパクト性の観点から灯油を原料とする ATR(オートサーマ

ル：水蒸気改質と部分酸化を併用する)技術の開発を実施した。その要素技術と

して工業触媒として十分に使用できる改質触媒の開発に成功するとともに、ATR 

反応器開発では触媒量を従来の約５％、容積で 1/4、コストで 70%低減した反応

器を開発することに成功した。なお、反応器としては 10 分で起動可能であるこ

とを確認した。 

選択的、高効率的なＣＯ２選択透過膜と低温活性に優れた高性能なＣＯ変成触

媒とを組み合わせた新規なメンブレンリアクター（ＣＯ２分離型メンブレンＣＯ

変成器）を開発し、ＰＳＡの大幅な小型化、低Ｓ/Ｃ化を図り、コンパクト化、

低コスト化、高効率化を目指した。その要素技術として、ＣＯ２選択透過膜とＣ

Ｏ変成触媒を開発した。それら開発要素を組込んだ変成器がほぼコンセプト通り

作動し、水素製造装置への適用を検討できる段階となった。（追加採択） 

(3) 液体水素関連技術 

LH2 コンテナの熱流動特性試験、要素技術開発の高断熱と軽量化、及び高安全

化研究を実施した。(1)実機の LH2 コンテナ（容積 15m3）を使用した定置試験と

走行公道試験を行い LH2 の熱流動特性を把握した。（２）要素技術開発の高断熱

化では、断熱材の断熱性能に関与する赤外線透過量を測定し、断熱材同士の継ぎ

目の断熱性能向上方法を明らかにした。また軽量化の要素技術開発では、タンク
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の内槽・外槽に適用する複合材（GFRP、CFRP）の低温・常温透過特性試験を実施

し、複合材のガス透過機構を解明してガス透過防止方法を考案した。以上の検討

を踏まえて、海外技術と同等の LH2コンテナが開発できた。 

また、液体水素を直接昇圧し気化器においてガス化後、燃料電池自動車に充填

するシステムに必要となるポンプ開発を実施した。要素開発の後、製作した試作

機は吐出圧力：40MPa、流量：600Nm3/h（２連結で総流量：1200 Nm3/h）を達成し、

海外技術同等以上の効率を達成した。 

1.3 研究開発項目 C「水素に関する共通基盤技術開発」 

(1) 水素貯蔵技術 

材料重量ベースで有効水素貯蔵量：5.5 重量％以上、放出温度：150℃以下、

2000 サイクル時の性能が初期の 90％以上の水素貯蔵材料と、有効水素貯蔵量：3

重量％以上、放出温度：100℃以下、5000 サイクル時の性能が初期の 90％以上で

ある定置用水素貯蔵材料を開発するため、金属系・無機系（アラネート、リチウ

ム）・有機系（シクロヘキサン/ベンゼン、デカリン/ナルタレン）を対象として

検討を実施した。性能が改善され、目的性能に近づきつつある。それぞれについ

ての開発結果を示す。 

 超積層合金で、高容量な水素を可逆的に吸蔵・放出することを見出した。なお、

300℃で Mg-Pd：5.5 mass%、Mg-V：5.7 mass%の水素を吸蔵・放出でき、Mg-Pd 超

積層合金は、20 サイクルの吸蔵・放出でも全く劣化が見られなかった。 

MA(ﾒｶﾆｶﾙｱﾛｲﾝｸﾞ)により Mg70Al30合金が、350℃、300℃、250℃においておよそ

4.8 mass%の水素吸蔵が可能であることを見出した。また、金属酸化物系の触媒

添加により水素との反応性を大幅に向上させることにも成功した。さらに、

BMA(ﾊﾞﾙｸﾒｶﾆｶﾙｱﾛｲﾝｸﾞ)を用い Mg58.6Al41.4(Mg17Al12)合金の創製に成功し、350℃で、

3.7mass%の水素が可逆的に吸放出できることを見出した。 

超高圧合成法による製作したLiH-10%Niで 6.0mss%の水素含有量を有し、190℃

からの水素放出ができることを見出した。 

TiCrV 系 BCC 合金に対し、微粉末化＋歪除去のプロセスを施すことにより、初

期吸蔵プラトーが大幅に増大することを発見した。（Ti28Cr42V30 合金で 3.4mass%

の水素を吸蔵した。） 

Li-Mg-N-H 系材料については、150℃で 5質量%の可逆的水素貯蔵能を確認する

とともに、今後の開発課題（繰り返しによる反応速度低下防止、放出温度の低温

化など）の抽出によって最終ターゲットである 5.5 質量％の水素を 150℃以下で

可逆的に分解・再結合できるリチウム系水素貯蔵材料の開発に向けた材料設計指

針を明確化することが可能となった。 

触媒添加の効果としてNaAlH4と TiCl3が 1:6の比で反応することが明らかにな

り、NaAlH4系では最高の水素吸蔵量（4.8mass%）が得られた。 
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マグネシウムアミドと水素化リチウムの 3：8 混合物において、150℃で、5.5

質量％の水素を可逆的に吸放出できるように改善することに成功した。 

(2) 水素製造技術 

低コスト化、高効率化を目的に補機動力が不要で、オンデマンド水素供給が可

能な、一体型自然循環装置を用いた固体高分子水電解技術の基本仕様を固め、エ

ネルギー効率 80％HHV を超える性能を達成すると同時に、要素寿命試験として

5,000 時間を越える耐久性を実証し、量産時の水素製造コストがアルカリ水電解

と同等以下となる目処を得た。 

(3) 液体水素関連技術 

スラッシュ水素の製造、移送、貯蔵に関する技術開発を行い、固化率 50wt%を

上回るスラッシュ水素製造技術及び30wt%以上の高固化率スラッシュ水素を移送

する技術を確立した。BOG 発生率については最大 2.9%/day となった。 

また、液体水素充てん機用要素技術として従来計測が不可能だった液体水素の

流量を計測する技術について、若干の課題は残るものの、±2%以内の精度での計

測方法構築に目処をつけた。また、充てん収率向上に関しても様々な手法でアプ

ローチし、収率 80%以上を確認することが出来た。 

 (4) 水素検知技術 

触媒反応と熱電変換機能とを組み合わせた動作原理で、素子自ら発生する電圧

を信号とするため、周囲温度の変動の影響を受けにくく、計測可能な濃度範囲が

広く、ドリフトが無いという特徴を持っている熱電式水素センサの検討を実施し

た。マイクロ素子の集積化要素技術開発を行い、触媒形状を含むマイクロ素子デ

ザイン改良及び素子応答特性評価フィードバックによる素子デザイン最適化の

結果、水素濃度 0.5ppm の低濃度から、5％の高濃度まで、ガス応答時間が 3秒で

優れた直線性の応答特性を示すセンサ素子を開発した。4インチの素子製造プロ

セスの量産技術を開発した低コスト化技術を確立した。 

また、Pti ゲート Si-MOSFET 型水素センサとして、100ppm から 10％の広い濃

度範囲で水素ガスを検知できることが実証され、実用化のネックであるセンサ寿

命についても寿命 3年以上の見通しが得られ、実用化への大きく近づいた。 

また、固体電解質型ガスセンサとして酸化物型プロトン伝導体を用いた水素セ

ンサの実用可能性を見出した。水素を検知できる濃度範囲が 0.01～10％の広い

濃度範囲に対応し応答も迅速である。 

(5)  革新的技術の探索 

水素エネルギー社会への導入を図る上で、将来的に有望と考えられるものの技

術的展開の可能性が不明確なシーズ段階の革新的技術、特に水素製造、輸送･貯

蔵、利用技術につき、国内外の技術調査と検証を行った。 

平成 15 年度:5 テーマ、平成 16 年度:14 テーマ、平成 17 年度:8 テーマ、平成
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18 年度: 9 テーマ、19 年度: 5 テーマで延べ４１テーマ（実質２６テーマ）実施

し、磁気冷凍は 5年間の継続となった。水素液化温度までの予冷に使われる蓄冷

型（AMR 型）磁気冷凍サイクル試験機を試作し、磁性体の断熱消磁温度幅を上回

る温度勾配が磁性体ホルダ中に自律形成され、AMR サイクルを実現できることを

確認した。これら、実験データに基づく磁気冷凍サイクルシミュレーションによ

り、水素液化のエネルギー効率として、0.83(LHV)（液化効率 50%に相当）達成

の可能性を示しせた。 

（６）国際共同研究 

国内では発想がなく、革新的な技術進歩が望めない技術課題を設定した上で、

研究テーマを国際的に募集し、国内研究者と海外の研究者の国際共同研究を実施

する事業を行うことにより、水素エネルギー技術分野における諸外国のレベルの

高い研究成果を我が国にもたらし、我が国の水素利用技術の飛躍的な発展を図る

事を目的に、研究テーマを公募し実施した。平成 16 年度:11 テーマ、平成 17 年

度:9 テーマ、平成 18 年度: 12 テーマで延べ３２テーマ（実質２６テーマ）を採

択し実施した。この２６件には、水素ガスパイプラインの破壊防止技術や爆轟遷

移を考慮した水素ステーションの安全設計手法等の安全化対策の検討等、革新的

技術開発が含まれていた。 

（７）水素シナリオ策定 

水素エネルギー導入・普及の促進に資するため、水素インフラ整備シナリオ等

の策定を行うことにより、水素エネルギーおよび水素エネルギー技術に関する導

入・普及の道筋を明らかにし、水素エネルギ－技術の開発計画立案、水素エネル

ギーの普及実現に貢献する。 

また、水素／燃料電池導入・普及シナリオの策定に関わる研究を通じて、水素

及び水素エネルギー技術に関する導入・普及の道筋を明らかにし、水素エネルギ

ー技術の開発計画立案と普及実現に貢献することを目的とし、①水素システムの

外部便益・コストに関する研究等、水素導入シナリオの分析を行った。 

（８）国際協力、国際標準 

国際標準化活動を通じて得られた成果・情報を我が国の研究機関･企業にフィ

ードバックすることにより、水素関連技術の開発・実用化に向けての指針になる

と共に、実証試験などで得た情報･データを国際標準化活動にインプットしてい

くことで、我が国研究機関･企業における製品の実用化開発戦略の優位性を主張

する手助けとなった。IEA など国際協力活動については、国際会議で得られた情

報･知見を取捨選択することにより、研究機関･企業における製品の開発･実用化

の参考になった。 

 

 

 



                                                                                 11   

 

 

 特  許 出願済：２２６件（うち１９件が国際出願）、登録：１０件 

 論  文 ５３８件（うちが４５４件が査読あり） 

口答発表 １,３４６件 
 

新聞等発表 ７５件 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

一部開発技術については製品化された。（可とう性配管、水素コンテナなど）

ただし、大部分の技術については実用的な耐久性を検証した上で、市場導入する

必要があり、これについては後継事業「水素製造・輸送・貯蔵等システム技術開

発」でスキームを設けて支援する予定である。また、水素インフラ市場の立ち上

がり時期が明確でない現在、一部技術（水素センサー等）については、水素イン

フラ以外の現在あるニッチな市場から導入を図り、実績を積みながら水素インフ

ラ市場の立ち上がりを待つということも必要と考える。 

 

事前評価 15 年実施  担当部 燃料電池・水素技術開発部 
Ⅴ．評価に関する事項

中間評価以降 17 年度 中間評価実施（平成 16 年度末に前倒しで実施） 

作成時期 平成 15 年 2月 作成 

 

Ⅵ．基本計画に関する

事項 

 
変更履歴 

平成 16 年 3 月 国際共同研究を追加すると共に、独立行政法

人化に伴い根拠法等を変更し改訂。 

平成 16 年 6月 研究予算の確定に伴い研究内容の見直し変更

平成 17 年 3 月 新規事業「水素社会構築共通基盤整備事業」

で本事業の一部研究項目を移して実施するため削除するとと

もに、新エネルギー技術開発プログラムに統合されることによ

り、プログラム名を変更し改訂。 

平成 18 年 3 月 中間評価の指摘事項に対処するため、①研究

目的を具体的に記載、②研究開発の運営管理を見直して必要な

領域にサブリーダーを設置することを記載し改訂。 
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水素安全利用等基盤技術開発の研究開発実施体制 
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「水素安全利用等基盤技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
将来の水素エネルギー社会実現に向けて、安全で安心な水素利用技術に係わる「車

両関連機器」、「水素インフラ」、「水素に関する共通基盤」という 3 つの大きな分野

に関して、多彩で挑戦的な研究開発が進められた。エネルギーの利用効率向上や二

酸化炭素排出量削減など、地球環境問題に対処する政府の上位政策とも合致した公

益性の高い事業であり、国の事業として実施された意義は大きい。 
世界の現状やニーズの高さなどから見て妥当なテーマが取り上げられ、当初目標

に沿った成果が得られた。いくつかのテーマについては世界水準と同等あるいは先

行するレベルの研究開発成果を実現している。戦略的な知的財産権等の取得および

成果の普及に向けた努力も全体的に高く評価できる。 
加えて、本事業では、国際協力、国際標準化にも積極的に取り組んでおり、世界

の先端を行く日本の水素エネルギー技術を世界標準にする戦略的な取り組みが期待

できる。 
一方、国内外の競合技術と比較すると、研究開発成果の優位性の点で疑問を感じ

るテーマも散見される。後継事業での目標設定においては、国内外の競合技術に対

する優位性確保を目標設定の中に組み入れることが必要である。 
また、本事業は多くの要素技術開発から成り立っていることから、全体を統括す

るプロジェクトリーダーの選任を含め、研究管理体制についてさらなる工夫が必要

である。 
さらに、実用化、事業化に向けた課題が明確になっていないテーマもあることか

ら、耐久性向上、実用システムの開発、低コスト化などの視点から取り組み方針を

明確にした上で、後継事業を推進することが望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
水素エネルギーの実現にはまだ多くの課題と不透明な社会環境がある。長期戦略

の一貫として捉え、国・NEDO のイニシアティブによる一層の推進が必要である。 
本プロジェクトは、世界の最先端技術を含む水素利用の基盤技術を開発するとい

う大変優れたものであった。今後、次のステップの技術開発として何を実行しなけ

ればならないかを明示し、明らかにフェーズの異なる次段階の研究開発プログラム

像を具体的に提示した後継事業を提案して一歩一歩着実な成果を積み上げていくこ

とが重要である。 
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実用化に向けては、技術的なものに加え耐久性、経済性が大きく問われることと

なる。今後は、信頼性を更に高め、コスト低減、実用的なシステムの成立を狙った

研究開発を進めるべきである。また、水素経済社会の実現に向けては水素に対する

社会的受容性の向上が必須である。本事業の知見を第三者が有効に活用できるよう

にすることで、本事業の意義はさらに大きいものになろう。 
また、地球規模の問題であるとの認識に立って、国際的な標準化・規格化で優位

な立場を保ちつつ、国際貢献するための技術開発という観点から他国との共同開発

も視野に入れて、後継事業を進めるべきである。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
将来の水素エネルギー社会実現に向けて、水素技術開発のロードマップにも示さ

れている長期ビジョンによる水素利用技術の一般社会への普及を推進するには、安

全で安心な水素利用技術に係わる「車両関連機器」、「水素インフラ」、「水素に関す

る共通基盤」という 3 つの大きな分野に関して、リスクの高い多彩で挑戦的な研究

開発、国際標準化などが必要である。しかし、将来の市場の見通しや研究開発投資

のリターンが不透明なことから、民間活動だけでは容易に進まないため、NEDO の

事業として研究開発を進めることは妥当である。 
本事業は、エネルギーの利用効率の向上や二酸化炭素排出量削減など、地球環境

問題に対処する政府の上位政策ともよく合致した公益性の高い事業であり、NEDO
の事業として実施された意義は大きい。 
水素技術の開発は地球環境対策の一環として世界各国が注力しており、世界に先

駆けて取り組んでいくことは、我が国の国際競争力を高めていくことに繋がり、わ

が国のエネルギーセキュリティー向上にもきわめて重要である。 
このためには、長期にわたる水素技術開発のロードマップの中で、今回の事業に

よる技術開発がどのような位置付け、どのような重要性を持つのかについて明示す

る必要がある。また、テーマの開発フェーズに応じて企業側にも一定の負担を求め

るなど、費用対効果をさらに高める方法についても検討が必要である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
現状技術を踏まえた開発目標の水準は高く妥当であり、目標達成に必要な要素技

術の開発が計画的な分類の下に広範に取り上げられ、研究開発の全体枠組みとして

妥当である。 
テーマごとに専門技術者を結集するチームを組織し、外部委員の意見を反映する

機会や委員会を設置するなど、中間評価結果を受けた事業推進体制の改善が行われ

ている。さらに、中間評価の結果等も反映させて個別プロジェクトの終了や追加採

択を社会･経済の情勢変化、内外の政策･技術動向に対応して柔軟に行ってきたこと
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は評価できる。 
しかし、水素利用開始時期や水素社会実現への展望、シナリオ等の背景が十分に

検討・整備されておらず、実用化までを視野に入れた戦略的な観点からの計画・位

置付け、取組・フォローが十分なされていない。 
また、本事業は多くの要素技術開発から成り立っているにも係わらず、全体を統

括するプロジェクトリーダーが選任されておらず、テーマ毎のリーダーも不在で、

全体的観点からの目標の統一性、水素エネルギー実用化への戦略性が乏しい。研究

管理体制についてさらなる工夫が必要である。 
本事業では、個々の要素技術開発に集中したが、今後はシステムとしての評価等

についての評価・検討も必要であり、全体システムとしての実用化への展望・シナ

リオを広く共有し、その上で課題・目標を明確にした NEDO のリーダーシップに基

づく研究開発マネジメントを期待したい。 
 
３）研究開発成果について 
全体としてみれば、世界の現状やニーズの高さなどから見て妥当な研究・技術開

発テーマが取り上げられ、設定された目標に沿った成果が得られたものと認められ

る。 
いくつかのテーマについては、世界的に見ても優位性のある水素関連技術の開発

進展に貢献したものと評価できる。実用化には、まだ解決すべき点が残されている

ものの、今後の展開に大いに期待が持てる。 
また、本事業では国際協力、国際標準化にも積極的に取り組んでおり、世界の先

端を行く日本の水素エネルギー技術を世界標準にする戦略的な取り組みが期待でき

る。 
一方、一部のテーマについては、国内外の競合技術と比較して研究開発成果の優

位性があるとは言えず、また、目標達成ではあっても開発成果の実用性が疑問視さ

れる。後継事業での目標設定においては、国内外の競合技術に対する優位性確保を

目標設定の中に必ず組み入れることが必要である。 
中間評価結果を受けて特許出願件数が大きく増加しており、その戦略的な取り組

みは高く評価できる。ただし、国際出願件数は未だに低く、各実施者の更なる奮起

に期待したい。また、口頭発表、論文発表の件数も全体としては十分であるものの、

項目間、個別テーマ間のばらつきが大きい。 
また、水素安全利用等基盤技術開発事業全体としての成果の普及として、既存技

術との比較や欧米の競合技術開発との比較を行うなどして、一般の人々にもわかり

やすく伝える情報発信を行うことが重要であると認識されたい。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
水素社会への移行、水素エネルギーの本格的な実用化は、世界的なエネルギー情

勢・政策・戦略のなかで実現されてくるものであることから、現時点では不透明か

つ流動的な部分が大きく明確に実用化、事業化の展望を見通すことは難しい。 
多くのテーマにおいて要素技術としての成立性が検証され、実用化、事業化に向

けた見通しや課題も明確になっている。また得られた成果は関連分野（CNG 自動車、

宇宙、化学工業等）への波及効果も期待される。その一方で実用化、事業化に向け

た課題が明確になっていないテーマも散見された。 
次の NEDO 後継プロジェクトで取り組むべき課題は、要素技術を組み合わせたシ

ステム化、実用的な耐久性確保、低コスト化などを検証し、市場導入へつなげる道

筋を切り開くことである。なお、低コスト化にあたっては、関連分野との技術の共

有化を通じたコストダウンについても検討すべきである。 
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個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

車両関

連機器

に関す

る研究

開発 

圧縮水素、液体水素、合金貯蔵水

素という異なる形態での水素の車

両搭載を考えて、それぞれに最も重

要と考えられる部分の技術開発を

実施し、研究開発目標の全般にわた

って達成、あるいはほぼ達成の成果

を上げることができた。特に、高圧

貯蔵技術、吸蔵合金と高圧容器のハ

イブリッド化等の研究開発は、いず

れも世界をリードする高いレベル

にあり、車載関連機器技術として、

実用化に向けた着実な進展が得ら

れた。 
70MPa 級の圧縮水素容器の技術

に目処が立ち、また、安全弁は企業

による製品化フェーズに移行でき

る段階まで進捗するなど、高圧容器

や安全弁などの単体機器は今後の

市場の創造が期待できる。ハイブリ

ッド型貯蔵タンクは、日本独自の開

発であり、先駆的取り組みとして評

本事業でのさまざまな車載方法

についての取組みの中で、技術開発

で開発目標とした内容を概ねクリ

アでき、産業技術としての見極めの

第 1 段階を達成した。圧縮水素容器

の高圧化や安全弁の開発等では、単

体機器の技術が確立され産業技術

としての見極めができるなど、車載

関連機器技術として着実な進展が

得られ、燃料電池自動車自体の実用

化の進展に貢献した。 
可搬性を有し、ユーザーの利便性

を考慮した安全な圧縮水素容器の

技術は、水素エネルギー社会を構築

する上で不可欠であり、水素ステー

ションの蓄圧器や水素輸送カード

ルなど燃料電池自動車以外へも利

用可能であり、波及効果が期待でき

る。しかし、コストダウンが大きな

ハードルとなっており、今後は製造

過程の合理化等についても充分な

今後の開発においては、世界をリ

ード可能な技術開発の具体像を明

示して、競合技術に対して明瞭な優

位性の確保、あるいは差別化された

技術の開発が求められる。後継事業

では、自動車メーカーのニーズを反

映した目標設定を心がけてほしい。

70MPa 級圧縮水素貯蔵技術は、

事業化や普及の可能性が最も高く、

低コスト化、安全性検証・規格化ま

でを視野に入れた開発を継続する

必要がある。コスト削減には、他の

分野での利用と共有化も考慮すべ

きである。ハイブリッド貯蔵タンク

の実用化には、熱交換器の高性能化

が重要であり、今後は具体的な目標

値を掲げて開発に取り組んでほし

い。また、液体水素の損失を削減す

るシステムも、他分野、技術への転

用や共用化を進めるべきである。 
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価できる。 
しかし、国内外の競合技術に対す

る、本事業の研究開発の特徴、新規

性、メリットが明確にされていない

ままに研究開発が進められている。

また、本事業の成果がユーザーに活

用してもらえるように、開発着手前

に、自動車メーカーなどの成果の受

け取り手との十分な話し合いが行

われないままに研究開発が行われ

たと思われ、改善が必要である。 
また、口頭発表、論文発表、特許

出願のいずれにおいても他の領域

（水素インフラ、共通基盤）に対し

て大きく見劣りし、特許出願数がゼ

ロ件のテーマが複数あり、そのテー

マの技術的新規性には疑問がある

と推察せざるを得ない。 

検討が必要となる。 
一方、事業化そのものの展望は燃

料電池自動車全体の見通しによる

ところが大きいものの、課題解決の

方針は必ずしも明示的に示されて

いない。車載ニーズと条件をしっか

り把握した目標仕様設定と必要な

要素技術の可能性を見極めた上で、

開発を推進する必要がある。技術開

発のステップ･バイ･ステップの展

開を考えた事業化までの道筋を明

確にしてほしい。 
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水素イ

ンフラ

に関す

る研究

開発 

全般的に見ると、個別テーマの目標

が達成あるいはほぼ達成され、目標以

上の成果も多く、本事業を通じて水素

インフラ関連の要素技術が着実にス

テップアップしてきた。今後はこれら

をシステムとして技術実証する段階

となろう。 
改質型水素製造装置、水素圧縮機、

液体水素コンテナ、液体水素ポンプな

ど世界水準と同レベルあるいは先行

するレベルの技術開発がいくつか実

現され、世界最高水準の技術開発が進

められているという視点から判断す

ると、投入された予算に見合った成果

が得られている。 
70MPa 級関連技術では、世界最高

効率の 100MPa 級水素圧縮機をはじ

め、水素充填機や可撓性配管等の有用

な国産初の技術が開発された。液体水

素関連設備では、ポンプと輸送コンテ

ナは国産技術で海外と同等かそれ以

上の技術が開発されており市場の拡

大が期待できる。水素製造関連技術開

発では、メンブレン技術、膜分離技術

等で様々なシーズ技術開発に取り組

水素エネルギー社会の基盤を形

成する要素技術の開発が促進され

ており、いくつかの個別技術で世

界水準と同レベルあるいは先行す

るレベルに達したことは、要素技

術の段階の成果ではあるが産業技

術としての見極めの第 1 段階がで

きたと評価される。 
100MPa 級水素圧縮機は、耐久

性を含む性能面での技術が確認さ

れ,コストダウン開発の段階に入

り、水素充填機は、水素スタンド

の要素機器の機能や耐久性の確認

まで進むなど、実用化への見通し

は立っている。また、液体水素コ

ンテナや可撓性水素配管等、実用

に供され始めた技術もあり、部分

的ではあるが開発成果が既に活用

され始めている。 
水素製造メンブレン改質器は優

れた性能が実証できた。ただし、

水素製造メンブレン改質器の実用

化には水素分離膜の耐久性改善が

不可欠である。今後は、水素分離

膜の研究開発に注力してほしい。

水素のエネルギーとしての市場

立ち上がりが依然不透明な点はあ

るが、個々の技術の難易度、フェ

ーズをしっかりと把握し、また実

用化時の仕様・目標、時期を明確

にし、コスト・寿命等の要素も加

味した水素インフラ関連技術開発

の継続が重要である。 
要素技術としては意義の大きな

成果を挙げているので、今後は耐

久性、安全性を高めるとともに、

コストダウン、高度化を図ること

により要素技術の実用化を目指し

てほしい。 
また後継事業では、これらの要

素技術をベースに、「水素輸送技

術」と「水素ステーションのシス

テム化技術」に関するテーマに焦

点を当て、水素ステーション全体

のシステムとして検証・実証を進

め、この分野で我が国が国際競争

力を持った基盤を築いてほしい。

あわせて他分野への技術の転用や

共用化を進めるべきである。 
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み、その成果として今後の実用化開発

への展開が有望な技術を見出した。 
口頭発表、論文発表など成果の普及

活動も活発に行われ、加えて特許出願

も戦略的に行われているので、知的財

産権の視点からも高く評価される。 
開発された要素技術について耐久

性や安全性を追及して実用化性能を

高めるとともに、これらを組み合わせ

てシステムを構築し、どのように水素

インフラの構築につなげるか、後継プ

ロジェクトへの提案が期待される。 

このように、インフラを支える

多様な要素技術の分野で活発な技

術開発が行われ、世界水準と同レ

ベルあるいは先行するレベルの技

術開発がいくつか実現できたこと

は、研究開発や人材育成の面で一

定の波及効果があった。 
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水素に

関する

共通基

盤技術

開発 

研究開発テーマの中には革新性が

高くリスクも高いものもあったが、研

究開発の多くは当初の目標をほぼ達

成し、特に、水素貯蔵材料の開発、水

素製造技術および水素液化技術につ

いて、世界初あるいは世界をリードす

る優れた成果が得られており高く評

価できる。 
水素の吸蔵合金、貯蔵材料に関して

は多様な角度からの技術開発が行わ

れ、難度の高い開発目標に対し概ね開

発目標をクリアし、世界的にもトップ

レベルの貯蔵材料を開発した。液体水

素ディスペンサー、流量計測などの日

本での経験が少なく難度が高い分野

でも技術の進展が図られ、次につなが

る成果が得られた。水素センサ関連で

は、開発品を水素ステーションに設置

して性能確認を行うなど、事業化に繋

がる成果が得られた。革新的技術開発

で取り組んだ磁気冷凍技術では初め

て水素液化を実現し、高効率水素液化

技術開発の将来展望が示された。 
口頭発表、論文発表による成果の普

及･情報発信が、他分野と比較して非

関連分野の革新的な技術開発に

貢献する基礎技術開発が行われ、

今後の技術開発の指針として期待

される。リスクの高いテーマが多

いため割合は低いが、開発テーマ

の中に実用化の期待できるものを

見いだすことが出来る。 
各種水素センサは検知性能の向

上が図られ、実用化の見通しを得

た。水素吸蔵合金は、実用化は少

し先と考えられるが、設定目標に

照らして着実に進捗した。実用化

には大幅なコスト低減という課題

があるが、水素液化の実証に成功

した磁気冷凍技術は、ユニークな

液化方法としての将来展望が示さ

れた。 
しかし、一部のテーマではシス

テムとして世の中に受け入れられ

る可能性があるか否かのＦＳ（フ

ィジビリティー・スタディー）を

充分に行う必要がある。 
革新的技術開発・国際共同研究

については、成果の評価とその後

の取組、展開、活用等のフォロー

水素に関する基盤技術は広範囲

であり、実用化が期待される時期

も様々であることから、個々の開

発テーマごとにニーズとシーズの

把握と評価を通して、適切な目

標・達成時期を設定した開発戦

略・計画の立案が重要である。そ

の中で、実用化の可能性の高いテ

ーマを軸として研究支援を継続す

べきである。 
水素貯蔵材料の研究開発は

NEDO の水素貯蔵材料先端基盤研

究事業でも取り組みが進められて

おり、そちらとの協調、棲み分け

を明確にした取り組みが重要であ

る。 
また、このような基盤技術をさ

らに組織的活用することにより、

さらなる技術開発が展開できるよ

うな仕組み･体制を整備する必要

である。 
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常に活発に行われ、基盤技術を共有す

るための知的基盤の整備、公共財の供

給という視点から有意義な活動が積

極的に展開されていると評価される。

それと比べると特許出願は少なく、ま

た特定のテーマに偏っている。水素利

用の基盤技術が今後の未来をおさえ

る重点領域の１つであることを考え

ると各研究主体は、知的財産権等の取

得にも努力してほしい。 

が不十分である。特に国際共同研

究では、海外の優れたシーズ技術

をいかにわが国で活用できる実用

化開発に移行させ普及させて行く

かについてのしっかりとしたマネ

ジメントが重要である。 
また、開発した技術基盤を公共

財として共有化する組織的な体制

整備が弱い。技術開発の意義を具

体的にわかりやすく一般の人々に

広報活動する必要がある。 
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水素に

関する

共通基

盤技術

開発 

国際標準化および国際協力に関し

ては、設定した目標が達成され十分な

成果が上がっていると評価される。 
今回の技術開発プロジェクトの成

果も踏まえながら、ISO/TC197（水素

技術）の国際標準化の作業に加わり、

ワーキンググループ 12、13 の設置を

我が国から提案して、議長国となって

国際標準作りの作業を進めているこ

とは高く評価できる。また、IPHE（水

素経済のための国際パートナーシッ

プ）への参加を通じた水素エネルギー

導入･燃料電池普及に関する国際動向

の調査研究および IEA（国際エネルギ

ー機関）を通じた国際協力の研究に関

しても設定した目標に対する着実な

成果を上げている。 
一方、水素課題に係る各種調査はそ

れぞれ断片的な調査となっており、全

体的な視点にたった統一感、戦略性が

読みにくい。 
水素経済社会移行シナリオ等研究

では、外部の有識者で構成する検討委

員会を設けてシナリオ研究を進めた

推進体制は評価できるが、シナリオを

国際標準化の作業は、この技術

開発プロジェクトで得られた知見

もベースとして、日本がコンビナ

ーとなって議論をリードするなど

して、率先する形で国際会議に寄

与している。日本の国際競争力の

強化を目指した戦略的な国際規格

化、標準整備という目標に大きく

寄与できると判断する。 
水素経済社会移行シナリオは、

燃料電池車と水素ステーションの

導入に参考になる様々なケースで

の試算結果を公表することで、こ

の分野に関係する多くの関係者が

自らの条件設定でシナリオ策定、

試算が出来るようになる。今後、

実際の導入･普及に役立つ視点・分

析を加えていけば、本テーマはさ

らに意義深い活動となる。 
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描くためのもっとも重要な視点、分析

がかけていることから、実際の導入･

普及に役立つ結果となっていない。さ

らに、国際動向の海外調査は、海外動

向の調査を行うに止まり、最新の海外

動向が我が国の政策へ与える影響を

検討するなどの期待されるレベルに

到達していない。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.6

2.4

2.0

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A A A A

２．研究開発マネジメントについて 2.0 A B A B B C B C B

３．研究開発成果について 2.4 A A B A B B B B A

４．実用化、事業化の見通しについて 1.6 A C C B B B C C C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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