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平成１８年度実施方針 

 

燃料電池・水素技術開発部 

 

１．件名：プログラム名 新エネルギー技術開発プログラム 

（大項目） 水素社会構築共通基盤整備事業  

 

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１号ハ 

 

 

３．背景及び目的・目標 

我が国におけるエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（ＣＯ２）・交

通量の多い都市部等における地域環境問題（ＮＯＸ、ＰＭ等）の解決のためには、国

全体として省エネルギーを推進するとともに、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に積極的に取り組むことが極めて重要である。本事業は、こ

のような背景のもと、新エネルギー技術の開発等によって我が国エネルギー供給の安

定化・効率化、地球温暖化問題・地球環境問題の解決、新規産業・雇用の創出、水素

エネルギー社会の実現等を図ることを目的とする「新エネルギー技術開発プログラム」

の一環として実施する。 

燃料電池を含む新エネルギー技術は、科学技術基本計画（２００１年３月閣議決定）、

エネルギー基本計画（２００３年１０月閣議決定）等における重点分野としても位置

付けられている。さらに、燃料電池については、燃料電池実用化戦略研究会（経済産

業省資源エネルギー庁長官の私的研究会、１９９９年１２月設置）において「固体高

分子形燃料電池／水素エネルギー利用技術開発戦略」が策定され、産学官が一体とな

って燃料電池実用化のための技術開発等に積極的に取り組むべきことが提言されてい

る。また、２００２年５月には、内閣官房に内閣府及び関係省庁の局長級で構成され

る「燃料電池実用化に関する関係省庁連絡会議」が設置され、燃料電池の安全性の確

保を前提とした燃料電池に係る６法律２８項目の関連規制の包括的な再点検が関係省

庁の緊密な連携のもとで実施される等、燃料電池の新技術開発とともに、規制・技術

基準の整備及び標準化の推進の重要性が認識され、官民挙げてその整備が進められて

いる。 

本事業においては、これらの動向を踏まえ、①燃料電池の大規模な導入・普及や技

術レベルの進展に対応した既存規制の見直し等、②国際標準の提案、③製品性能を単

一の物差しで評価する試験・評価手法の確立の３つを燃料電池自動車、定置用燃料電

池システム、水素供給インフラ等に共通する燃料電池実用化のためのソフトインフラ

として位置付け、産業界との密接な連携のもとで、グローバル・マーケットを視野に

入れた先取の高度な技術基準、標準化案を国内及び国際標準に提案するためのデータ
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取得に必要となる技術開発を実施することを目的とする。 

この目的のため、国内の規制再点検及び国際標準化活動の動向を踏まえながら、２

００７年度（平成１９年度）を目途に規制再点検及び国際標準化の必要なテーマに対

応するデータを取得し、そのデータを基に２００９年度（平成２１年度）までに規制

の例示基準案及び国際標準提案の作成等を行う。２００７年度（平成１９年度）時点

での目標は以下のとおり。なお、各研究項目の開発目標及び実施内容の詳細について

は、ＮＥＤＯ技術開発機構と実施機関との間で協議の上、実施計画上で定めるものと

する。 

・規制の再点検：燃料電池自動車や定置用燃料電池システムの普及、水素社会構築の

ためのインフラに係る法令等に関連するデータ取得等 

（車両やスタンドなどでの水素貯蔵システム、定置用燃料電池の設

置要件、水素インフラ等に係わるデータ取得など。） 

・標 準 化：国際標準提案のためのデータ取得 

（製品性能を単一の物差しで評価、比較することが可能な試験・評

価手法の確立のためのデータ取得及びその検討を行う。） 

 

４．実施内容及び進捗状況 

 平成１７年度は公募により実施者を選定して以下の研究開発を実施した。また、研究

開発項目「水素インフラ等に係る規制再点検及び標準化のための研究開発」は、平成

１５年度から水素安全利用等基盤技術開発事業において実施してきたものを本事業に

統合し、これについては、既契約実施者の研究開発内容を勘案した上で随意契約によ

り実施した。 

 

研究開発項目①「燃料電池自動車に係る規制再点検及び標準化のための研究開発」

については、以下の研究を行った。 

・燃料電池性能評価法の標準化 

 水素中不純物の影響評価法、耐久性評価法、水素流量計及び水素排出量の測定法を

検討した。加えて解析精度向上のため参照電極付きの標準セルを開発した。また、国

内外の基準標準を作成するため各種ワーキンググループ（ＷＧ）を開催し、海外での

燃料電池自動車関連の会議に参画し、情報収集と発信に貢献した。 

・水素・燃料電池自動車の安全性評価 

自動車用圧縮水素容器例示基準の緩和のための３５ＭＰａ用データを取得した。お

よび、今後導入が予想される７０ＭＰａ用圧縮水素容器に関する調査を行った。また、

圧縮水素容器、液体水素容器及び水素容器搭載車両の調査検討を行うとともに、それ

らに関し、急速充填、火炎暴露などの影響を評価した。(実施体制：財団法人日本自動

車研究所) 

 

研究開発項目②「定置用燃料電池システムに係る規制再点検及び標準化のための研

究開発」については、以下の研究を行った。 

・定置用固体高分子形燃料電池に係わる安全性確保のためのデータ収集 
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 加圧防止装置の省略時及び可燃性ガス検知器省略時の安全性に関するデータ収集を

行った。また、電磁両立性のうちのエミッションレベルの評価を行った。これらのデ

ータは国内標準化に活用される。 

・次世代型燃料電池に係わる基準・標準化検討のためのデータ収集 

 定置用固体酸化物形燃料電池システムを３台調達し、規制再点検の根拠とな

るデータの取得を実施した。純水素駆動型燃料電池システムについては開発状

況を調査した。また、配電系統への連係について他の分散電源の検討状況を調

査した。（実施体制：社団法人日本ガス協会、財団法人日本ガス機器検査協会、社団

法人日本電機工業会） 

 

研究開発項目③「水素インフラ等に係る規制再点検及び標準化のための研究開発」

について、以下の研究を行った。 

・水素スタンド等に係る基盤整備 

「水素インフラに関する技術研究」については、法令の緩和及び例示基準の作成がす

でに完了した３５ＭＰａ用及び今後導入される７０ＭＰａ用圧縮水素型水素スタンド

に関する安全対策を検討した。３５ＭＰａ用では、安全装置の作動試験を行い安全装

置の有効性を確認し、追加の安全対策として自主基準を作成した。７０ＭＰａ用では、

スタンドのモデルを作成し、各種機器の仕様の検討、評価試験機の設計及び国内外の

調査を行った。（実施体制：財団法人石油産業活性化センター、三菱重工業株式会社、

株式会社日本製鋼所、有限責任中間法人日本産業ガス協会－共同実施大陽日酸株式会

社、株式会社タツノ・メカトロニクス） 

・水素雰囲気下における材料の安全性検証 

「水素用材料基礎物性の研究」については、３５ＭＰａ級車載容器を対象とした例示

基準材料評価データを補完する機械特性データ蓄積に注力した。一方で、７０ＭＰａ

車載容器ならびに水素供給設備用材料を評価するための、 高圧力９０ＭＰａ、－50℃

～100℃の温度調整機能つき高圧水素ガス中機械試験機を開発・設計し、製作を開始し

た。また、例示基準の新候補材料として従来組成とは異なるステンレス材料の研究を

行った。（実施体制：財団法人金属系材料研究開発センター－再委託独立行政法人産業

技術総合研究所、－再委託独立行政法人物質･材料研究機構、－再委託国立大学法人九

州大学、愛知製鋼株式会社、新日本製鐵株式会社、住友金属工業株式会社、高圧ガス

保安協会） 

「水素用アルミ材料の基礎研究」については、水素の影響を簡便に評価する方法とし

て開発した水蒸気分圧制御環境下 SSRT 試験法で、6061 系合金のほか高強度アルミ合

金について金属組織要因と脆化挙動に関するデータを取得した。また、高圧水素ガス

実機環境下の試験データとの相関を求めるため、８５ＭＰａ超高圧水素ガス下 SSRT

試験を実施した。結晶粒度に及ぼす加工度と温度の影響に関するデータを取得し、理

論的探求として、材料中への水素の侵入・移動経路を組織との関連において解析した。

（実施体制：社団法人日本アルミニウム協会－再委託千葉工業大学、－共同実施国立

大学法人茨城大学、－共同実施国立大学法人山口大学、住友軽金属工業株式会社、三

菱アルミニウム株式会社、古川スカイ株式会社、日本軽金属株式会社、株式会社神戸
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製鋼所、昭和電工株式会社） 

・水素基礎物性の把握 

「水素基礎物性の研究」については、トンネル内での水素ガス漏洩・拡散を模型装置

で漏洩量と換気量をパラメータとした実験を実施し、拡散状況への影響を把握した。

さらに、模擬トンネル内、水素 15％均一濃度の爆燃実験を実施し、漏洩水素に着火し

た際の 大爆風圧を CFD で求め、爆風圧低減に有効な換気量を求めた。また、実物大

車庫内に比較的小さな速度（6～40 NL/sec）で水素を連続放出したときの水素濃度分

布を計測し、着火性を試験した。（実施体制:財団法人エネルギー総合工学研究所、三

菱重工業株式会社－再委託国立大学法人東北大学） 

「水素安全利用技術の基盤研究」については、高圧水素等の爆発危険性に関する基礎

的データを整備するため、高圧水素の放出による静電気帯電、着火、燃焼、爆発に至

る過程の現象解明のための実験・解析を行った。また、水素ガスの爆発抑制のための

反応制御に関する基礎研究を実施した。（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所

－再委託国立大学法人東京大学、－再委託青山学院大学） 

 

               １７年度 

実績額推移（百万円）： 

石特会計（エネ高）    ３，４８８  

特許出願件数（件）         ３ 

論文発表数（報）         ６９ 

フォーラム（件）         ８６ 

 

５．事業内容 

（１）平成１８年度事業内容 

 本研究開発は、燃料電池・水素技術開発部が中心となって研究開発マネージメント

を行いながら実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

研究開発項目①「燃料電池自動車に係る規制再点検及び標準化のための研究開発」に

おいては、以下の研究を行う。 

・燃料電池性能評価法の標準化 

「燃料電池新規材料の評価試験方法」において、新規 MEA への水素中不純物の影響評

価を行う。MEA 仕様や種類と水素中不純物による性能低下との関係についてデータを

取得する。および参照極付き JARI 標準セルの開発において、参照極付き標準セルを用

いた性能評価手法をマニュアル化する。 

「燃料電池耐久性評価試験方法」において、不純物の長時間の影響評価と劣化後の材

料分析により、水素中の各不純物成分による劣化メカニズム解析を行う。また水素用

付臭剤の適用性の検討として、発電時の排出成分分析を行い付臭剤による劣化挙動と

付臭剤成分変化等の基礎データを取得する。 

「スタック、システム、車両性能評価試験方法」において、燃料電池自動車性能試験

法の中で、燃費試験法の検討を行う。車載が可能で、リアルタイム計測可能な流量法
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の高精度化技術検討を行い、実車両への適用性を評価する。また、車両配管改造不要

な酸素バランス法の精度検証、課題抽出を継続して進める。 

車両以外の単体試験法としては、燃料電池システム、燃料電池スタック性能試験法の 

 定常性能試験、負荷追従性、起動・停止特性等の評価試験を行う。 

・水素・燃料電池自動車の安全性評価 

「自動車用圧縮水素容器および搭載車両の安全性評価」において、自動車用圧縮水素

容器および搭載車両の安全性評価として、 高使用圧力、使用材料の拡張、応力比基

準の緩和、試験方法の簡略化、加速試験方法の適用検討、代替試験法など基準の見直

しに資するデータの収集を行い、圧縮水素自動車燃料装置用容器例示基準の緩和を検

討する。また、圧縮水素自動車用燃料装置用容器の安全性実証試験として、容器メー

カ、自動車メーカから提供される開発容器を試験評価し、基準見直しに資するデータ

を収集するとともにメーカにフィードバックする。さらに、水素容器搭載車両の安全

性評価では、容器安全弁作動時の周辺への影響抑制に関するデータを収集する。 

「高密度水素貯蔵技術の安全性評価」において、液体水素容器の安全性評価として、

海外で提案される安全性試験を実施し課題を調査する。また、液化水素漏洩・引火試

験等を行い基礎データを取得する。 

「インターフェイスの標準化」において、高圧水素充填コネクタの安全性評価として、

充填コネクタの諸条件での耐久試験を実施する。 

「要素部品の安全性評価」においては、附属品の安全性評価として、容器安全弁と容

器のアッセンブリー試験を実施する。 

・基準・標準化活動 

「国内での基準・標準化活動」において、FCV 基盤整備委員会で構成される、解析・

技術部門の安全 WG、高圧容器技術 WG、燃料性状 WG、性能 WG での技術審議とともに、

標準化部門の FCV 特別分科会、用語標準化 WG、安全標準化 WG、燃料標準化 WG、性能

標準化 WG において各活動範囲毎に活動方針の審議、ドラフト作成およびコメント作成

を行い、国際会議への対応を行う。 

「海外での基準・標準化」において、ISO/TC22/SC21（電気自動車）、ISO/TC197（水

素技術）、SAE（米国自動車技術会）、 FCTESNET、UN-ECE/WP29/AC3 HFCV など関連す

る国際標準、国際基準策定活動に参画し本事業の成果を反映させる。 (実施体制：財

団法人日本自動車研究所) 

 

研究開発項目②「定置用燃料電池システムに係る規制再点検及び標準化のための研究

開発」においては以下の研究を行う。 

・定置用固体高分子形燃料電池システムの安全性に係わるデータ収集を完了（普及拡

大のためのデータ収集継続） 

・定置用固体酸化物形燃料電池システムの安全性に係わるデータ収集を完了（性能試

験方法等に係わるデータ収集開始） 

・定置用純水素駆動型燃料電池システムの安全性に係わるデータ収集を完了（性能試

験方法等に係わるデータ収集開始） 

・定置用燃料電池以外の分散電源における系統連系時の課題検討状況調査を完了 
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・国内外の基準及び標準化に関する情報の収集及び国内外の標準化活動の推進 

・規制当局等の指摘に基づく燃料電池の安全性に関する検証・確認データの収集 

（実施体制：社団法人日本ガス協会、財団法人日本ガス機器検査協会、社団法人日本

電機工業会） 

 

研究開発項目③「水素インフラ等に係る規制再点検及び標準化のための研究開発」

においては以下の研究を行う。 

・水素スタンド等に係る基盤整備 

「水素インフラに関する技術研究」においては、７０ＭＰａ用圧縮水素型水素スタン

ドに関する安全対策の検討と液体水素受入型水素スタンドの技術基準案、例示基準案

及び自主基準案を作成する。７０ＭＰａ用では、モデルスタンドで想定される事故を

抽出しリスク評価を行い、各種機器について７０ＭＰａに対応した試験機を導入し、

安全検証データを取得する。また、ガソリンスタンドに併設された実水素スタンドを

使用して安全対策の検証と耐久性試験を行い、安全性の向上を目指す。実施体制：財

団法人石油産業活性化センター、三菱重工業株式会社、株式会社日本製鋼所、有限責

任中間法人日本産業ガス協会－共同実施大陽日酸株式会社、株式会社タツノ・メカト

ロニクス） 

・水素雰囲気下における材料の安全性検証 

「水素用材料基礎物性の研究」においては７０ＭＰａ級車載容器ならびに高圧水素供

給設備用配管、バルブ、継手用材料等の機械特性及び疲労特性データを蓄積する。ま

た、非金属材料、液体水素用構造材料、極低温ガス環境下での材料の基礎物性を取得

し、水素特性試験装置の開発を行う。（実施体制：財団法人金属系材料研究開発センタ

ー－再委託独立行政法人産業技術総合研究所、－再委託独立行政法人物質･材料研究機

構、－再委託国立大学法人九州大学、愛知製鋼株式会社、新日本製鐵株式会社、住友

金属工業株式会社、高圧ガス保安協会） 

「水素用アルミ材料の基礎研究」については、水素脆化の安全性評価と材料のスクリ

ーニング試験法として、①水蒸気分圧制御環境下 SSRT 試験法及び②陰極電解 SSRT 試

験法を提案する。また、アルミニウム合金組成、容器ライナー加工条件、熱処理条件、

結晶粒微細化添加元素、結晶粒サイズ、表面欠陥及び摩擦撹拌溶接合の水素脆化への

影響を評価する。（実施体制：社団法人日本アルミニウム協会－再委託千葉工業大学、

－共同実施国立大学法人茨城大学、－共同実施国立大学法人山口大学、住友軽金属工

業株式会社、三菱アルミニウム株式会社、古川スカイ株式会社、日本軽金属株式会社、

株式会社神戸製鋼所、昭和電工株式会社） 

・水素基礎物性の把握 

「水素基礎物性の研究」については、水素スタンド内の閉鎖／半閉鎖空間内での漏洩

水素濃度と換気影響の把握のために、模擬ガス模型実験及び CFD による検討を実施す

る。トンネルや車庫を模擬した水素爆発実験を実施し、その知見も併せて、これらの

構造内での水素漏洩・着火時の爆風圧の影響を CFD により把握する。また、蒸発モデ

ルの検討知見を元に、ホース破断時の大量の液体水素流出時の蒸発挙動に適応できる

モデル構築を図る。（実施体制:財団法人エネルギー総合工学研究所、三菱重工業株式
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会社－再委託国立大学法人東北大学） 

「水素安全利用技術の基盤研究」については、高圧水素の爆発現象等の詳細な解明、

及び水素を安全に利用するための技術を確立するため、主に、着火、爆燃等に関する

基盤的な研究・解析を実施し静電気帯電・放電を含む着火過程のメカニズムを解明す

るとともに、水素圧力が増大した際の着火の確率等のリスクを調べる。また、水素ガ

ス供給スタンド等における爆発抑制のための水素の不活性化及び安定化技術確立のた

め研究を推進する。（実施体制：独立行政法人産業技術総合研究所－再委託国立大学法

人東京大学、－再委託青山学院大学） 

 

（２）平成１８年度事業規模 

石特会計（エネ高）       ３，４８１ 百万円（継続） 

 

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ＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省

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適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、ＮＥ

ＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管

理に反映させる他、四半期に一回程度、プロジェクトの進捗について報告を受ける

などを行う。 

 

（２） 複数年度契約の実施 

  平成１７～１９年度の複数年度契約を行う。 

 

（３）年間スケジュール 

平成１８年２月２３日    部長会 

     ２月２８日   運営会議  
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（別紙）事業実施体制の全体図 

 

 
ＮＥＤＯ技術開発機構

（財）日本自動車研究所
研究開発項目：水素・燃料電池自動車の基準･標準化に係る研究開発

（社）日本ガス協会
（財）日本ガス機器検査協会
（社）日本電機工業会
研究開発項目：定置用燃料電池システムの係る規制再点検及び標準化のための研究開発

（財）石油産業活性化センター
三菱重工業（株）
（株）日本製鋼所
（中）日本産業ガス協会
（株）タツノ･メカトロニクス
研究開発項目：水素インフラに関する安全技術研究

燃料電池自動車に係る規制再点検及び標準化のための研究開発

定置用燃料電池システムの係る規制再点検及び標準化のための研究開発

水素インフラに係る規制再点検及び標準化のための研究開発

大陽日酸（株）

（財）金属系材料研究開発センター
愛知製鋼（株）
住友金属工業（株）
高圧ガス保安協会
研究開発項目：水素用材料基礎物性の研究

（独）産業技術総合研究所
（独）物質・材料研究機構
国立大学法人九州大学

（社）日本アルミニウム協会
住友軽金属工業（株）
三菱アルミニウム（株）
古川スカイ（株）
日本軽金属（株）
（株）神戸製鋼所
昭和電工（株）
研究開発項目：水素用アルミ材料の基礎研究

千葉工業大学
国立大学法人茨城大学
国立大学法人山口大学

委託

共同実施

再委託

再委託・共同実施

（財）エネルギー総合工学研究所
三菱重工業（株）
研究開発項目：水素基礎物性の研究

（独）産業技術総合研究所
研究開発項目：安全利用技術の基盤研究

国立大学法人東北大学

再委託

国立大学法人東京大学
青山学院大学

再委託


