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平成２２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）  水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発事業  
 
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項第一号ハ 
 

３．背景及び目的・目標 

（１）研究開発の目的 

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。 

燃料電池及び水素技術は、上記の目的達成に向けたキーテクノロジーとして、その実用化へ

の期待が高い。第３期科学技術基本計画（２００６年３月）においては「先進燃料電池システ

ムと安全な革新的水素貯蔵・輸送技術」が戦略重点科学技術として選定され、新・国家エネル

ギー戦略（２００６年５月）では燃料電池自動車に関する技術開発の推進が記され、経済成長

戦略大綱（２００６年７月）において運輸エネルギーの次世代技術開発が重点分野として位置

付けられている。エネルギー基本計画（２００７年３月）、次世代自動車・燃料  イニシアテ

ィブ（２００７年５月）においても燃料電池及び燃料電池普及のために必要となる水素技術開

発の重要性が述べられ、さらには、Cool Earth 50－エネルギー革新技術に定置用燃料電池、燃

料電池自動車及び水素製造・輸送・貯蔵が位置付けられている。 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、｢ＮＥＤＯ｣という。）では、「水

素安全利用等基盤技術開発事業」（平成１５年度～１９年度）において、水素の安全性に係るデ

ータの取得に基づく安全技術の確立、水素の製造・輸送・貯蔵・充填等に係わる技術開発を行

い、関連する各機器について基本仕様を固め、性能において世界をリードできるレベルにまで

到達させた。安全技術の確立は、「水素社会構築共通基盤整備事業」（平成１７年度～２１年度）

に引き継がれ、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

し等に資するための安全確認データの取得、国際標準の提案並びに製品性能の試験・評価手法

の確立を、産業界との密接な連携のもとで実施している。 

また、「水素先端科学基礎研究事業」（平成１８年度～２４年度）では、水素物性等に係る基
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礎的かつ高度な科学的知見の集積を行い、水素社会到来に向けた基盤整備に資することを目的

に、液化・高圧化した状態における水素物性の解明並びに液化・高圧化による材料の水素脆化

に関する基本原理の解明及び対策検討など、根本的な現象解析を実施中である。加えて、「水素

貯蔵材料先端基盤研究事業」（平成１９年度～２３年度）では、高性能かつ先端的水素貯蔵材料

開発に必要な水素貯蔵に関する基本原理の解明及び材料の応用技術に必要な基盤研究を実施中

であり、両事業から基礎固めを行うことにより、水素供給インフラを支える材料、機器及びシ

ステム開発に関するブレイクスルーに繋がることを企図している。 

本研究開発では、これらの動向や並行実施事業の進捗状況を踏まえ、来るべき水素エネルギ

ー普及のための水素供給インフラ市場立上げ（平成２７年／２０１５年頃を想定）に向け、水

素製造・輸送・貯蔵・充填に関する低コストかつ耐久性に優れた機器及びシステムの技術開発、

要素技術開発、次世代技術開発及びシナリオ策定、フィージビリティスタディ等を行い、水素

エネルギーの導入・普及に必要な一連の機器及びシステムに関する技術を確立することを目的

とする。また、技術開発の一翼を担いつつ、実証研究や基準・標準化に関する事業と連携を図

りながら推進することにより、燃料電池の実用化・普及展開及び国際競争力の確保に資する。 

 

（２）研究開発の目標 

これまでの関連事業成果を踏まえながら、平成２２年度末を目途に、水素エネルギーの導入・

普及に必要な低コスト機器及びシステムを試作開発し、その試作開発結果を基に平成２４年度

までに耐久性検証・評価等を行う。 
〔委託事業、２/３共同研究事業〕 

Ⅰシステム技術開発：複数機器を連結した「水素供給システム」を構成する機器である、

水素ステーション機器や車載等水素貯蔵/輸送容器について、低コスト化・コンパクト

化に繋がる開発を行うとともに、複数機器を組み合わせた｢水素供給システム｣の全体と

しての耐久性の検証を行う。 

 達成目標は以下の通り。 

１）７０ＭPa級水素ガス充填対応ステーション機器システム技術に関する研究開発 

市場立上げ時期に必要となる７０ＭPa 級水素ガス充填対応ステーション機器シ

ステムとして以下を満足する技術を確立する。 

『中間目標』 

「水素安全利用等基盤技術開発」にて開発した要素機器等に必要な改良を加えつ

つ、水素ステーションシステムとして構成配置し、延べ 1 年以上（DSS 運転等を含

む）の耐久性を検証する。 

『最終目標』 

低コスト化：設備コスト ２億円以下／システム 

［３００Ｎｍ３/ｈ規模の場合、土地取得価格を除く］ 

高耐久性 ：各機器メンテナンス回数 １回以下/年 

［日常的な簡易検査やメンテナンスを除く］ 

 

２）車載等水素貯蔵/輸送容器システム技術に関する研究開発 

水素ステーション機器システムと連動させたトータルシステムの中で、車載等水
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素貯蔵／輸送システムに水素をスムーズに充填できると共に、以下を満足する技術

を確立する。 

『中間目標』 

低コスト化：水素貯蔵合金のコストを￥１０，０００/ｋｇ以下にする目処をつ

ける。 

高性能化 ：容器体積密度（外容積）＝２８（ｇ－Ｈ２／Ｌ） 以上 

（ハイブリッド容器システムの場合） 

『最終目標』 

低コスト化：２０万円以下／容器システム 

            圧力＝３５ＭPa（ハイブリッド容器） 

            質量貯蔵密度（システム）＝３wt％ 

                   水素量/容積/容器質量＝５ｋｇ/１００Ｌ/１６５ｋｇ 

 

Ⅱ要素技術開発：水素製造・輸送・貯蔵・充填機器及びシステムに関する高性能化、軽量

化、低コスト化及び長寿命化のための要素技術を開発し、検証する。 
  

１）水素製造機器要素技術 

水蒸気改質方式に関して達成目標は以下の通り。 

『中間目標』 

小規模のパイロットプラントを設計・製作し、性能の検証を行い、最終目標達成

の目処をつける。 

『最終目標』 

改質効率＝８０％以上 

起動時間＝３時間未満 

設備サイズ＝１０ｍ３以下 

設備コスト＝３０万円/Ｎｍ３・ｈ 

 

２）水素貯蔵材料（同材料容器を含む）・水素貯蔵/輸送容器要素技術 

『中間目標』 

材料系の探索と開発を実施し、そこから材料組成等を絞り込み、最終目標の質量水素

密度６ｗｔ％以上および水素放出温度１５０℃以下を達成する新規材料の開発の可能

性を見極める。 

『最終目標』 

(ア) 貯蔵材料（同材料容器や関連部品を含む）に関しては、 

質量貯蔵密度＝６wt％以上 

水素放出温度＝１５０℃以下 

耐久性＝１０００回吸放出で初期貯蔵性能の９０％保持 

材料コスト＝１０００円/ｋｇ 

(イ) 水素貯蔵/輸送容器 

圧力＝３５ＭPa（ハイブリッド容器） 
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質量貯蔵密度（システム）＝３wt％ 

水素量/容積/容器質量＝５ｋｇ/１００Ｌ/１６５ｋｇ 

コスト＝２０万円以下／容器 

 

３）水素ステーション機器要素技術 

水素ステーション機器システムに適用される要素技術として、下記目標達成に繋が

る技術として確立する。 

『中間目標』 

普及に向けた水素ステーションシステム及び機器に関するコストダウン検討を行

い、その対策案を検証する。 

『最終目標』 

低コスト化：設備コスト ２億円以下/システム 

［３００Ｎｍ３/ｈ規模の場合、土地取得価格を除く]  

高耐久性 ：各機器メンテナンス回数 １回以下/年 

［日常的な簡易検査やメンテナンスを除く］ 

 

Ⅲ次世代技術開発・フィージビリティスタディ等：水素エネルギーの導入・普及に関する

新規の概念に基づく革新的な技術（例えば、化石燃料以外からの水素製造等）の開発（国

外研究機関を活用した国際共同研究や国際協力を含む）及び、水素キャリアに応じたフ

ィージビリティスタディ等を行う。 

 達成目標は以下の通り。 

１）革新的な次世代技術の探索・有効性検証 

現有ガソリン供給インフラと同等の設備コストで対応可能となる（水素供給インフ

ラを構成する）材料、機器、システムの設計指針または概念設計を確立する 

２）水素エネルギー導入・普及のための技術開発シナリオに関するフィージビリティス

タディ等 
水素エネルギー導入・普及に向け、社会コストミニマムとなる展開シナリオ及び水

素キャリア（有機ハイドライド、液体水素等）に応じたケーススタディやフィージビ

リティスタディを行い、今後の技術開発における課題を抽出する。 

また、国際標準に関しては、取得したデータを基に、水素燃料仕様等の国際標準化にお

いて日本が主導的に IS 化を進め、期限内に完了する。国内規制見直しに関しては、水素エ

ネルギー導入・普及に向け、使用可能鋼材の拡充、耐圧安全係数検討等に資するデータを

取得し、産業界主導で見直しを完了する（平成２４年度までの目標）。 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

（１）平成２１年度（委託）事業内容 

  Ⅰシステム技術開発： 

７０ＭＰａ級水素ステーションシステムの建設工事を完了。７０ＭＰａＦＣＶへの実

充填とＦＣＶ用複合容器、鋼製複合容器等への充填により、１年間ノーメンテナンスの

ための耐久性評価・検証を開始した（平成２２年度まで評価は継続）。 
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水素貯蔵合金を搭載したハイブリッドタンクの開発では、広口高圧タンク用アルミラ

イナーの材質選定や製造工程開発を実施した。また、ＭＨカートリッジの熱交換方式に

関しては３次元計算モデルを用いて検討し、設計に反映した。また、新規水素貯蔵合金

の創製を目指した研究においては、中間目標値を超える水素吸蔵量を有する合金を合成

できた。 

 

  Ⅱ要素技術開発： 

水素製造機器においては、高性能化・軽量化等効率向上を目標とする機器の基本設計を

行った。その中で、模擬改質器試験とシミュレーション計算によって開発目標値である改

質効率達成の見込みを得た。また、水素貯蔵材料の高性能化に向けた開発では、材料の複

合化により水素放出温度を大幅に低下させることができた。７０ＭＰａ級水素ステーショ

ン機器技術においては、水素用高圧バルブのシール材基礎評価を実施し、材質絞り込みや

封止構造設計を完了した。水素用ディスペンサーについては流量計等要素部品開発を完了

した。 

 

  Ⅲ次世代技術開発・フィージビリティスタディ等： 

平成２０年度に引き続き、光触媒、光電極、固体高分子型水電解による水素製造や水素

液化磁気冷凍、パイプラインの信頼性評価技術及び新規水素吸蔵合金等、水素エネルギー

導入・普及に対し、新規の概念に基づく革新的な技術の開発を継続した。磁気冷凍技術に

関しては粒状磁性体と板状磁性体のハイブリッド構成により水素液化効率を向上できる

ことがわかった。フィージビリティスタディに関しては、水素エネルギーシステムの社会

便益性の検討を進め、さらに、ＩＥＡ／ＨＩＡ水素実施協定やＩＥＡ／ＡＦＣＩＡ等に基

づく国内外技術開発動向調査を実施した。 

 

（２）実績推移 

 平成２０年度 平成２１年度 

実績額  

エネルギー対策特別会計（需給勘定） 

（百万円） 

 

１，５６３ 

 

１，５４４ 

 

特許出願件数 １０ ２３ 

論文発表件数 １１ ３２ 

フォーラム（口頭発表）等 ６１ ９６ 

 

５．事業内容 

（１）平成２２年度（委託、２/３共同研究）事業内容 

  Ⅰシステム技術開発： 

昨年度完成した７０ＭＰａ級水素ステーションシステムを運用し、耐久性検証、健全

性確認のための充填試験を実施する。システム運用を通じて、システムの最適仕様を検

討する。また、各ステーション機器の１年間ノーメンテナンスの目標達成に向けて、課

題、問題点を抽出し、機器開発にフィードバックする。 
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水素貯蔵合金を搭載したハイブリッドタンクの開発では、これまでの評価結果を基に、

タンクを試作し、性能試験等を行う。水素吸蔵合金に関しては、高耐久性を有した合金

開発を行う。 

 

  Ⅱ要素技術開発： 

これまでの要素研究及び確認・検証等の結果を基に、機器、材料の試作を行ない、耐久

性評価試験、安全性評価試験等を行う。 

より水素用機器の低コスト化、高耐久化の開発を加速するために、燃料電池自動車およ

び水素インフラ機器に使用する金属材料開発および耐水素脆化特性の材料データの取得

を事業内容に追加し、追加公募を行う。 

 

  Ⅲ次世代技術開発・フィージビリティスタディ等： 

    当事業での継続的な実施が必要と思われるテーマに関しては、継続審査委員会等の審

議および結論に基づいて、平成２２年度も実用化のための詳細検討・検証等を実施し、

国内外技術開発動向の調査に関しては、委託先を再公募して実施する。 

新規に燃料電池自動車および水素インフラに係る基準標準化に関する研究開発を開   

始するための追加公募を実施する。同研究開発では水素燃料仕様等の国際標準化や水素

インフラ機器に係る国内規制見直しに資する安全性データ等を取得する。 

 

（２）平成２２年度事業規模 

   エネルギー対策特別会計（需給）  １,３５０百万円（委託、２/３共同研究） 

                 事業規模については、変動があり得る。 

 

６．事業の実施方式 

６．１ 公募 

 

（１）掲載する媒体 

   「ＮＥＤＯホームページ」及び「e-Rad ポータルサイト」で行う。 

 

（２）公募開始前の事前周知 

    公募開始の 1 ヶ月前にＮＥＤＯホームページで行う。本事業は、e-Rad 対象事業であ

り、e-Rad 参加の案内も併せて行う。 

 

（３）公募時期・公募回数 

    平成２２年２月に１回行う。 

 

（４）公募期間 

    ３０日間とする。 
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（５）公募説明会 

    関東近郊にて１回開催する。 

 

 ６．２ 採択方法 

 

（１）審査方法 

    e-Rad システムへの応募基本情報の登録は必須とする。 

    委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審

査委員会（外部有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、提案書の内容につい

て外部専門家（学識経験者、産業界の経験者等）を活用して行う評価（技術評価）の結

果を参考とし、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者を選定した後、ＮＥ

ＤＯはその結果をふまえて委託事業者を決定する。 

   提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 

   審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。 

 

（２）公募締切から採択決定までの審査等の期間 

    ４５日間とする。 

 

（３）採択結果の通知 

    採択結果については、ＮＥＤＯから提案者に通知する。なお不採択の場合は、その明

確な理由を添えて通知する。 

 

（４）採択結果の公表 

    採択案件については、提案者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。 

 

７．その他重要事項 

 

（１）評価の方法 

    ＮＥＤＯは、技術的および政策的観点から、研究開発の意義、目的達成度、成果の技

術的意識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２２年９月頃に実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、経済産業省及び研究開発実施

者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ＮＥＤＯに設置す

る委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、適時委託先からプロ

ジェクトの進捗について報告を受けるなどを行う。また、年に一回程度、事業を効率的

に推進するために、情報共有、共通認識を目的に、本事業の実施者が一堂に会する報告

会を開催し、実施者間及び関係産業界等と情報の共有化を図ることとする。 
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（３）複数年度契約の実施 

平成２２年度追加公募案件に関しては平成２２～２４年度の複数年度契約を行うこ

とを基本とする。 

 

８．スケジュール 

  平成２２年２月中旬  部長会 

       ２月下旬  公募開始 

       ３月上旬  公募説明会 

       ３月下旬  公募締切 

       ４月中旬  採択審査委員会 

       ４月下旬  部長会、契約・助成審査委員会 

       ９月頃   第一回中間評価分科会 

 

９．実施方針の改訂履歴 
（１）平成２２年２月 制定 
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（別紙）事業実施体制の全体図 
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