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平成２１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 エネルギーイノベーションプログラム 

（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 

資源に乏しい我が国が、将来にわたり持続的発展を達成するためには、革新的なエネル

ギー技術の開発、導入・普及によって、各国に先んじて次世代型のエネルギー利用社会の

構築に取り組んでいくことが不可欠である。このため、政府が長期を見据えた将来の技術進

展の方向性を示し、官民双方がこの方向性を共有することで、将来の不確実性に対する懸

念が緩和され、官民において長期にわたり軸のぶれない取組の実施が可能となることを目指

し「エネルギーイノベーションプログラム」が制定された。本事業は、その「エネルギーイノベー

ションプログラム」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
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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）までに例示基準案等規制再点検に

資する素案や国際標準案の作成等を行う。２００８年度（平成２０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（達成）状況 

（１）平成２０年度（委託）事業内容 

平成２０年度は、平成１９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」 

(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、強度試験，過酷環境下での充填・放出試験、ガス

サイクル試験、充填ＣＡＥ解析、シリーズ試験などを実施し、技術基準の合理化検討に資

するデータを得た。車両に関しては、局所火炎暴露試験、強度試験、燃料システムでの充

填・消費試験、実車水素帯電試験など道路運送車両法の技術基準の合理化（容器など

の保護）、自動車用圧縮水素容器の技術基準の合理化ならびにＨＦＣＶ－ｇｔｒの策定に資

するとともに、充填コネクター安全性評価も行い７０ＭＰａ級充填コネクター構造の標準化

の活動に資するデータを得た。また、消火試験などを行い、消火・救助活動に関する安全

情報のデータを取得した。 

 

・燃料電池性能評価法の標準化 

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と共に材料

性能を評価するための膜触媒発電評価法、耐久性能を評価するための発電評価法の検

討を行った。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った。 

 

・基準・標準化活動 

（ア）国内での基準・標準化活動 
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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、ＵＮ－ＥＣＥ／ＷＰ２９／ＡＣ３ＨＦＣＶ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」 

（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 

集合住宅設置における安全要件及び設置基準に係るデータ収集の実施と妥当性検証

を実施した。 

 

・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・検証評価 

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した。

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

検証評価した。 

 

・国内外の標準化活動 

国内標準と国際標準との比較精査を実施し、ＩＥＣ／ＴＣ１０５へのＪＩＳの反映を推進すべ

く、国際標準へ提案すべき内容を抽出した。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を推進する。小規模定置用燃料電池の性能試験法標準化

に係るデータ収集を実施した。固体酸化物形燃料電池の国際標準化原案を作成した。 

 

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」 

 

・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級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検証を継

続して実施した。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たリスク

評価をもとに安全検証課題として抽出されたリスクの実験検証と 安全対策案の評価をす

すめた。 
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(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、－（再委託）高圧昭和ボンベ株式会

社、－（再委託）住金機工株式会社、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・医療ガス協会、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継続取得

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） 

 

「水素用アルミ材料の基礎研究」については、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等を目的として、特に実用材である高強度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、高強度６０６１材（６０６１ＨＳ）の有効性を確認した。また

材料の効率的スクリーニング手段の確立と水素による材料劣化メカニズムの解明を目指

し、高圧水素ガスの代替効果が期待できる水蒸気圧による材料劣化の検証ならびにアル

ミ材料中の水素挙動の解析を行った。 

（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、－（共同実施）国立大

学法人京都大学、－（共同実施）国立大学法人大阪大学、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） 

 

（２）実績推移 

            １７年度   １８年度   １９年度   ２０年度 

実績額推移（百万円）： 

需給勘定      ２，７１７  ３，９９１  ２，３４０  １，２４０ 

特許出願件数（件）      ３      ３      ３      ０ 

論文発表数（報）       ６９          ４５     ４３     ２３ 

フォーラム等（件）     ８６         ４６    １００     ４２ 

 

５．事業内容 

（１）平成２１年度（委託）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
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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」 

(実施体制：財団法人日本自動車研究所－（再委託追加予定）財団法人エンジニアリング振

興協会) 

 

・水素・燃料電池自動車の安全性評価 

これまでに取得してきた容器強度試験データおよび三次元解析モデルを用いた解

析データのさらなる充実を図り、共同容器基準や充填プロトコル策定に資する。ま

た、共同容器基準で規定しようとするシリーズ試験を行い、これらの試験手法の妥

当性を検討する。 

 

・燃料電池性能評価法の標準化 

異なる材料から作製したＭＥＡについて、各プロトコル案（ＦＣＣＪ、          

ＵＳＦＣＣ等）で高電位保持試験、負荷応答試験、起動停止試験を実施し、従来の

ＭＥＡで得られた性能低下と比較することで、耐久性に及ぼすプロトコルの違いの

影響を調査し、ＭＥＡ耐久評価法案を作成する。 

 

・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。 

 

（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／ＡＣ３ＨＦＣＶ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等に係る規制再点検及び標準化のための研究

開発」 

（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、独立行政法人産業

技術総合研究所、社団法人日本電機工業会－（再委託）財団法人電気安全環境研究所） 

 

・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 

集合住宅設置における安全要件及び設置基準に係るデータ収集の実施と妥当性検証

を完了する。 
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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・検証評価 

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検証評価

を完了する。 

 

・マイクロ燃料電池システム等の安全性・互換性・性能確認試験方法の開発・データ収集・ 

評価 

燃料電池の新規利用形態の拡大、使用環境の拡がり等を考慮した高出力特性等の性

能特性向上によって必要となる燃料容器等の周辺機器を含めたシステムの安全性・性能

評価・互換性の基準の設定・国際標準化(IEC/TC105 等への提案)、規制緩和（国連/危

険物輸送に関する勧告などへの提案）に資する試験データの取得、試験方法の開発、基

準案の作成を行う。 

 

・国内外の標準化活動 

国内標準と国際標準との比較精査を実施し、国際標準へ提案すべき内容の抽出を完

了する。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を推進

する。小規模定置用燃料電池の性能試験法標準化に係るデータ収集を完了する。 

 

 

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」 

 

・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級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検証を継

続して実施する。特に 70MPa 充てん対応水素スタンドの規制見直しに向けて保安距

離や隔離距離等を検討するため、水素を用いた実験及び数値シミュレーションによ

り、拡散濃度及び爆風圧、火炎長さ等のデータを取得し解析・評価を行う 

(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、－（再委託）高圧昭和ボンベ株式会

社、－（再委託）住金機工株式会社、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・医療ガス協会、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。加えて長期間使用された液体水素関連機器の実材料の材料特性評価を実施し、長

期使用材の劣化有無の把握および安全性の検証を行う。 

（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
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人九州大学、愛知製鋼株式会社、新日本製鐵株式会社－（再委託追加予定）新日鐵住

金ステンレス株式会社、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、引き続き実用材である高強度６０００系合金（特に６０６６

材）を中心に疲労特性、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する。また材料の効率的スクリーニング手段の確立と水

素による材料劣化メカニズムの解明を目指し、高圧水素ガスの代替効果が期待できる水

蒸気圧による材料劣化の検証ならびにアルミ材料中の水素挙動の解析を継続実施する。 

（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、－（共同実施）国立大

学法人京都大学、－（共同実施）国立大学法人大阪大学、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） 

 

（２）平成２１年度事業規模 

需給勘定       ９００百万円（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、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推進助言委員会」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おり、同契約を平成２１年度まで延長し、当

初目的を完遂する。 

 

７．スケジュール 

平成２１年３月    部長会 

 

８．実施方針の改訂履歴     

 （１）平成２１年３月 制定 
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 (別紙) 事業実施体制の全体図 

 

 

NEDO技術開発機構

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

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

研究開発項目：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

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

委託

(財) 石油産業活性化センター
三菱重工表(株)
(株) 日本製鋼所
(中) 日本産業・医療ガス協会
(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

出光興産(株)
(財) エンジニアリング振興協会
高圧昭和ボンベ(株)
住金機工(株)

(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
新日鐵住金ステンレス(株)
(追加予定)

(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)
古河スカイ(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

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

再委託・共同実施

水素社会構築共通基盤整備事業
推進助言委員会

(財)電気安全環境研究所

再委託
(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

(財) 金属系材料研究開発センター
愛知製鋼(株)
新日本製鐵(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

(財)日本自動車研究所 (財)エンジニアリング振興協会

再委託(追加予定)

NEDO技術開発機構

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

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

研究開発項目：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

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

研究開発項目：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

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

委託

(財) 石油産業活性化センター
三菱重工表(株)
(株) 日本製鋼所
(中) 日本産業・医療ガス協会
(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

出光興産(株)
(財) エンジニアリング振興協会
高圧昭和ボンベ(株)
住金機工(株)

(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
新日鐵住金ステンレス(株)
(追加予定)

(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)
古河スカイ(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

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

再委託・共同実施

水素社会構築共通基盤整備事業
推進助言委員会

(財)電気安全環境研究所

再委託
(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

(財) 金属系材料研究開発センター
愛知製鋼(株)
新日本製鐵(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

(財)日本自動車研究所 (財)エンジニアリング振興協会

再委託(追加予定)

（独）産業技術総合研究所

定置用燃料電池システム等に係る規制再点検及び標準化のための研究開発

国立大学法人 京都大学
国立大学法人 大阪大学

業

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

NEDO技術開発機構

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

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

研究開発項目：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

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

委託

(財) 石油産業活性化センター
三菱重工表(株)
(株) 日本製鋼所
(中) 日本産業・医療ガス協会
(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

出光興産(株)
(財) エンジニアリング振興協会
高圧昭和ボンベ(株)
住金機工(株)

(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
新日鐵住金ステンレス(株)
(追加予定)

(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)
古河スカイ(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

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

再委託・共同実施

水素社会構築共通基盤整備事業
推進助言委員会

(財)電気安全環境研究所

再委託
(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

(財) 金属系材料研究開発センター
愛知製鋼(株)
新日本製鐵(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

(財)日本自動車研究所 (財)エンジニアリング振興協会

再委託(追加予定)

NEDO技術開発機構

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

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

研究開発項目：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

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

研究開発項目：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

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

委託

(財) 石油産業活性化センター
三菱重工表(株)
(株) 日本製鋼所
(中) 日本産業・医療ガス協会
(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

出光興産(株)
(財) エンジニアリング振興協会
高圧昭和ボンベ(株)
住金機工(株)

(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
新日鐵住金ステンレス(株)
(追加予定)

(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)
古河スカイ(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

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

再委託・共同実施

水素社会構築共通基盤整備事業
推進助言委員会

(財)電気安全環境研究所

再委託
(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

(財) 金属系材料研究開発センター
愛知製鋼(株)
新日本製鐵(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

(財)日本自動車研究所 (財)エンジニアリング振興協会

再委託(追加予定)

（独）産業技術総合研究所

定置用燃料電池システム等に係る規制再点検及び標準化のための研究開発

国立大学法人 京都大学
国立大学法人 大阪大学

業

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

 8


