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平成１９年度実施方針（案） 

 

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
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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、 

２００７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１８年度は、平成１７年度に引き続き、以下の研究開発を実施した。 

 

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。 

(実施体制：財団法人日本自動車研究所) 

 

・水素・燃料電池自動車の安全性評価 

「水素・燃料電池自動車の安全性評価」では、上限圧力をパラメータとする水圧  

サイクル試験や極端温度環境下での液圧サイクル試験、水素ガスを用いたプレクール

急速充填試験を実施し、圧縮水素容器の安全検討に必要な基礎データを構築すると共

に、車両の引火・火災試験などにより消火救助活動のマニュアル策定に資する基礎  

データを取得した。 

 

・燃料電池性能評価法の標準化 

燃料電池性能評価法の標準化では、外部研究機関とのクロスチェック試験による 

単セル発電評価方法の妥当性確認、水素循環系での不純物濃縮挙動や付臭剤被毒低減

技術に関する調査を行い、ISO/TC197/WG12（水素燃料仕様）の技術仕様書（TS14687-2）

の国際標準化のために必要となるデータを取得した。また、水素流量計や脈動減衰器

の開発、燃料電池自動車の燃費試験を行い、ISO/TC22/SC21（電気自動車）の国際規格

案（DIS23828）策定に必要なデータを取得した。 

 

・基準・標準化活動 
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(ｱ)国内での基準・標準化活動 

 燃料電池自動車(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 における技術審議を行ったと共に、標準化   

部門の燃料電池自動車(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った。 

 

(ｲ)海外での基準・標準化 

 ISO/TC22/SC21（電気自動車）、ISO/TC197（水素技術）、SAE（米国自動車技術会）、 

FCTESQA（Fuel Cell TEsting, Safety and Quality Assurance）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た 。 

 

 

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。 

（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） 

 

・ 定置用固体高分子形燃料電池システムの普及拡大に向けた検討 

定置用固体高分子形燃料電池システムの可燃性ガス検知器省略時の安全性データ  

収集について、平成 18 年度末に終了した。また、寒冷地仕様のシステム独特の性能試

験方法の検討を開始した。加えて、規制当局等の指摘に基づき、当該燃料電池システ

ムの安全性に関する検証・確認データを追加収集した。 

 

・定置用固体酸化物形燃料電池システムの安全性評価試験方法・性能確認試験方法の

開発・データ収集 

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し、設置

届出義務の撤廃、設置離隔距離の短縮、逆火防止装置の省略等を審議する委員会に  

提供した(安全性評価試験方法の開発を完了した)。その後、性能試験方法等に係わる

データ収集開始した。また、規制当局等の指摘に基づき、当該燃料電池システムの安

全性に関する検証・確認データを追加収集した。 

 

・定置用純水素駆動形燃料電池システムの安全性評価試験方法・性能確認試験方法の

開発・データ収集 

定置用純水素駆動型燃料電池システムの安全性（設置離隔距離短縮・制御機能  

喪失・停電・停ガス時の安全性）に係わるデータ収集を完了し、規制緩和を審議する   

委員会に提供した（安全性評価試験方法の開発を完了した）。また、性能試験方法等に

係わるデータ収集法案の検討を開始した。加えて、規制当局等の指摘に基づき、当該

燃料電池システムの安全性に関する検証・確認データを追加収集した。 
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・定置用燃料電池システムの系統連系時における課題抽出 

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し、電力との系統連系協議

簡素化を目的に複数台連系時（ある方式に限る）の単独運転検出機能が相互干渉しな

いことを解析シミュレーション及び試験結果をもって立証するための委員会（電力 

会社等を含む）を設置した。 

 

・国内外の標準化活動 

上記実施内容を基にした国内外の基準及び標準作りに関する進捗状況等関連情報

を収集し、当該研究開発にて得た成果を国内外の標準化活動に反映させた。 

 

 

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」では、液体水素漏洩実験結果を踏まえた液体 

水素スタンドのリスク評価を纏めた。また、７０ＭＰa 充填対応水素スタンドのリス

ク評価のためのスタンドモデルを作成した。 

既存ガソリンスタンドと併設方式の水素ステーションの安全検証を開始した。また、

蓄圧器等高圧水素雰囲気下における材料の健全性評価のため、超高圧疲労試験装置を

日本製鋼所に導入し、今後実施予定の７０ＭＰａ用材料評価の準備を実施した。 

（実施体制：財団法人石油産業活性化センター－（共同実施）出光興産株式会社、－

（共同実施）財団法人エンジニアリング振興協会、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取得・蓄積

することにより、たとえば、SUS316L の材料組成範囲から拡大可能な範囲を絞り込め

ることを確認した。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整備を行った。加えて、実証済水素ソ

テーション(WE-NET 高松水素ステーション)機器の解体調査を実施すると共に、自動車

工業会等関連業界からの要望を基に、候補材料を絞り込み、疲労特性データ等取得を

追加実施した。 

（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） 
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「水素用アルミ材料の基礎研究」については、アルミ材料に関する例示基準向け候補

材料の拡大のため、候補材料の安全性評価(物性評価)に関する試験を実施し、以下に

示すことを確認・導出した。 

a. 湿潤大気中の低ひずみ速度引張試験(SSRT)により、アルミ材料に関する水素脆化

感受性を評価することが可能であり、85MPa 水素ガス中での同評価に比べ安全側

評価であることが確認された。 

b. アルミ材料では、水素の侵入により粒界割れや粒内塑性変形助長が生じることが

確認された。 

c. 高圧容器ライナーにおける絞り部加工では、加工速度や温度に起因して粗大粒が

発生する場合があることが確認された。 

（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、古河スカイ株式会社、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、例えば、水素スタンド向け等における水素の  

拡散・燃焼挙動について、下記に示すような基礎データを取得・蓄積した。 

a. 閉鎖空間/半閉鎖空間における水素漏洩時の漏洩量と必要換気量、濃度場・爆風

圧との相関を得た。 

b. 狭隘空間における水素燃焼速度データを取得し、燃焼シミュレーションの精度 

向上に繋げた。 

c. 水素火炎の輻射熱モデルの改良を行い、火災時の影響評価ツールを整備した。 

また、水素取扱い機器の普及を推進させるための具体的な方策の一つとして、水素

を取扱う産業におけるものづくり等現場の技術者・研究者を指導・支援することを目

的とした「水素の有効利用ガイドブック」を作成・纏めることとし、同収録内容(目次)

を検討した。 

（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ことを目的とし、主として、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

ニズムを解明するために、実験・検証を行い、下記に示すような結果を得た。 

a. 流動水素ガスの爆発下限濃度を測定した結果、静止ガスと比べ、下限値は変動 

することを確認した。 

b. 高圧水素ガスの噴出では、自然着火を起こす条件が存在することが実験にて確認

され、同事象は数値解析でも再現できることを確認した。 

c. 上記 a.及び b.と言った現象は、高圧配管の破断や安全弁作動時に発生する可能
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性があることを確認した。 

（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     １８年度 

実績額推移（百万円）： 

石特会計（エネ高）    ３，５８０    ３，５５９ 

特許出願件数（件）         ３        ３ 

論文発表数（報）          ６９             ４５ 

フォーラム等（件）        ８６            ４６ 

 

５．事業内容 

（１）平成１９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。 

(実施体制：財団法人日本自動車研究所) 

 

・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については、低温環境下での車両の使用を想定した極端温度

環境下での液圧サイクル試験、環境温度をテストパラメータとする急速充填試験、   

水素ガスを用いた疲労試験、および長尺容器の火炎暴露試験などを実施し、技術基準

の合理化検討に資するデータを得るとともに、車両に関しては、大量普及時を想定し、

事故時の消火・救助活動マニュアル策定に資するデータ取得を進める。 

 

・燃料電池性能評価法の標準化 

 参照極付きセル、不純物や付臭剤の水素循環系での挙動、発電性能低下の加速条件

などについて調査し、燃料品質規格の策定、水素の安全な取り扱いのためのデータを

取得する。また、車両改造不要な燃費計測手法の高精度化に向けた検討を行う。 

 

・基準・標準化活動 

(ｱ)国内での基準・標準化活動 

 燃料電池自動車(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 での技術審議と共に、標準化部門の燃料電池

自動車(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、

国内基準・標準作りへ反映させる。 
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(ｲ)海外での基準・標準化 

 ISO/TC22/SC21（電気自動車）、ISO/TC197（水素技術）、SAE（米国自動車技術会）、 

FCTESQA、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。 

 

 

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。 

（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） 

 

・ 定置用固体高分子形燃料電池システムの普及拡大に向けた検討 

 定置用固体高分子形燃料電池システムの耐久性評価試験方法に資するデータの取得

を平成１７年度及び平成１８年度に引き続き実施する。また、寒冷地仕様システムの

性能試験方法を開発・推進する。加えて、当該燃料電池システムに関し、規制当局等

の指摘が有った場合には、速やかに関連検証・確認データを収集する。 

 

・ 定置用固体酸化物形燃料電池システムの性能確認試験方法の開発・データ収集 

定置用固体酸化物形燃料電池システムの性能試験方法の開発を継続推進する。 

 

・ 定置用純水素駆動形燃料電池システムの性能確認試験方法の開発・データ収集 

定置用純水素駆動型燃料電池システムの性能試験方法の開発を継続推進する。 

 

・定置用燃料電池システムの系統連系時における課題抽出 

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 

する。また、既存電力供給設備との系統連携における省力化を目的に複数台連携時の 

単独運転検出機能が干渉しにくいと考えられる方式について、解析シミュレーション

及び実験にて検証する。 

 

・国内外の標準化活動 

国内外の基準及び標準化に関する情報の収集及び IEC/TC105 への JIS の反映、

IEC/TC105 各 WG 成果の JIS への反映を推進する。 

 

 

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充填対応水素スタンドの

リスク評価、同スタンドディスペンサーの安全検証、同スタンド蓄圧器材料の安全性
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検証を継続して実施する。また、普及型のモデルスタンドについて、想定される事故

を抽出しリスク評価を行うと共に、安全検証課題を抽出する。加えて、業界にて作成  

する液体水素受入型水素スタンドの技術基準案、例示基準案、自主基準案に関し、  

規制当局等から追加データを求められた場合には、補完する。 

(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、自動車工業会等関連業界からの要望に  

基づく候補材料拡大に関し、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継続取得・有効性を評価する。

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  

継続取得する。 

（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、燃料電池自動車や水素スタンド等関連

業界の要望に基づき、たとえば、高圧圧縮水素容器ライナーに使用される高強度材料

や部品材料の候補拡大を目的として、7175、7N01、7003、7050 系合金や高強度 6000

系合金の疲労特性、疲労き裂進展特性、靱性評価、水素侵入量と水素脆化との相関等  

安全設計に資するデータを取得し、候補材料の有効性を評価する。 

（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、水素取扱い機器の普及を推進させるための具体

的な方策の一つとして、水素を取扱う産業におけるものづくり等現場の技術者・研究

者を指導・支援することを目的とした「水素の有効利用ガイドブック」を作成・纏め 

に集中することとし、例えば、本分野に関する国内外動向、並行して進められている

水素社会構築共通基盤整備事業内の他の研究開発、水素安全利用等基盤技術開発、水

素先端科学基礎研究事業等の成果も引用するなど、収録・整備すると共に、利用者に

向けた情報提供方法（配布、講習会等）について検討する。 

（実施体制:財団法人エネルギー総合工学研究所、三菱重工業株式会社－（再委託）国

立大学法人東北大学） 

 

  8 



「水素安全利用技術の基盤研究」については、水素スタンド等関連施設からの高圧  

水素ガス漏洩時における水素噴流内着火性評価に関する解析手法を確立する。また、

水素による静電気帯電・放電・着火特性の解析を行い、消火設備の有効性を評価する

と共に、水素スタンド等関連施設の安全性向上のための指標を提示する。 

（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１９年度事業規模 

石特会計（エネ高）       ２，１７５百万円（継続） 

 

６．その他重要事項 

（１） 評価 

  ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達

成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者に

よる研究開発の中間評価を平成１９年度中に実施する。 

 

（２）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、ＮＥＤＯ技術開発

機構に設置する、外部有識者で構成する「水素社会構築共通基盤整備事業助言会議」

における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締結している。 

 

（３）年間スケジュール 

平成１９年３月 ８日    部長会 

      時期未定    中間評価 
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 (別紙) 事業実施体制の全体図 
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青山学院大学

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

共同実施

再委託

再委託・共同実施

再委託

再委託

水素社会構築共通基盤整備事業
推進助言委員会
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