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【燃料電池・水素特集／蓄電池特集】共同技術イニシアティブ 
 

EU水素・燃料電池 JTIが総額 1億 4千万ユーロの研究公募 
水素燃料バス、クリーンな発電所、より環境に優しいノート型 PCなどを開発 

 
 2009年 7月 2日、水素・燃料電池 (FCH: Fuel Cells and Hydrogen)共同技術イニシア
ティブ(JTI: Joint Technology Initiative)注 1（以下、FCH JTI）の第二期研究公募が発表
された。欧州は今回公募した研究で水素・燃料電池技術の可能性を実現し、将来のよりク

リーンなエネルギーシステム構築に向けて取り組みを続けていく。第二期公募の研究には

総額約1億4,000万ユーロが割り当てられている（欧州委員会の投資額7,130万ユーロと、
産業界からの同等の金銭以外(in-kind)注 2の寄与分を併せた額）。29 の研究プロジェクト
により、今回のような支援がなかった場合の推定年数よりも 2年～5年早く、水素・燃料
電池エネルギー技術を市場に投入することを目指す。選ばれた研究者チームは、水素・燃

料電池エネルギー技術のあらゆるアプリケーション（水素の生産からアプリケーションへ

の対応度の実証までを含むサプライチェーン全体と、自動車から大規模発電プラントまで

を含む）のボトルネックを研究する。画期的な研究によって水素燃料バスと燃料電池自動

車の利用が促進されるだろう。これにより、水素貯蔵技術の開発、ならびに、燃料電池の

耐久性、性能およびコスト効率の改善が促進され、環境に優しいアプリケーション（発電

所やノート型 PCなど）の市場投入が可能となるだろう。今回の第二期公募は、2014年ま
でに総予算約 10 億が投じられる EU 全体の官民共同パートナーシップの一環として立ち
上げられた。 
 
 第二期公募の開始を歓迎して、EU のヤネス・ポトチュニック科学・研究担当委員は次
のように述べた。 
 
 「本日 FCH JTI で踏み出された新たな一歩は、欧州をグリーンテクノロジーの最先端
に押し上げる革新的技術の開発に、欧州委員会と欧州産業界がこの先も取組んでいく意志

を強調している。欧州戦略的エネルギー技術計画(SET Plan)注 3の枠組みに従った、今回お

よびその他の分野における貴重なパートナーシップは、EU がエネルギーと環境の壮大な
目標を、より早く安価に達成する支えとなるだろう。本日発表された、このような投資に

よって、明日の EUの競争力と成長は保証される。」 
 
 「産業界は長い間、このパートナーシップを構築することを目標にしてきた。これらの

技術は気候変動と輸入エネルギー依存の課題に対処できる大きな可能性を秘めており、市

場投入に関する技術的・経済的障壁を克服するために力を合わせることが肝要である。パ

                                                 
注 1 http://ec.europa.eu/research/fch/index_en.cfm 
注 2 in-kindとは、スタッフや研究設備、機材等の研究資源を指す。 
注 3 SET Plan(Strategic Energy Technology Plan)： NEDO海外レポート 1033号「欧州戦略的エネルギー技
術(SET)計画」を参照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1033/1033-16.pdf 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1051,  2009.9.16 
 

17 

ートナーらの長期的取組みが実を結んで嬉しい。私達のアジェンダは十分に練られており、

産業界と研究団体からの反応は好感触である。私達は今まさに、欧州をこれらの技術の世

界的リーダーにする機会を掴んでいる。」 
 
市場投入における障壁をターゲットに 
 燃料電池は効率的な転換技術の一つとして、また、水素はクリーンエネルギー担体の一

つとして、自動車などの車両から、発電所や家庭の定置式発電、携帯型アプリケーション

（ノート型 PCなど）に至るまで、様々な用途に適用できる。 
 
 今回公募された 29 の研究分野は、市場化へのブレークスルーを達成する上で取り組む
必要がある重要課題であり、5 つの申請区分に分けられている：①輸送・燃料補給インフ
ラ、②水素の生産および流通、③定置式発電およびコジェネ、④早期の市場（携帯型アプ

リケーションや小型実用車など）。⑤分野横断的な課題に重点を置き、市場の創設に必要

な研究を支援する（ライフサイクルアセスメントの枠組みの策定、監督者の訓練、中小企

業の支援など）。詳細は「付録 分野別研究プロジェクト一覧」を参照。これらは相互に

補完性がある。そして多くの場合は、研究結果は色々なアプリケーションに役立てること

ができるだろう。 
 
今後の予定 
 第二期公募の申請期限は 2009年 10月 15日であり、契約交渉の資格を獲得したプロジ
ェクトは 2010年 3月に発表される。 
 
背景 
 FCH JTIは 2008年 10月 14日に設立された。同イニシアティブの主な目標は、欧州の
水素・燃料電池技術の開発を促進し、2010年～2020年の間で商業化を可能にすることであ
る。現在のメンバーは、欧州委員会、多国籍企業～中小企業の 64の企業（FCH JTIの欧州
産業団体「NEW IG 注 4」からの代表）、ならびに、54の大学と研究機関（水素・燃料電池
分野の研究者 2,000人以上が所属する研究団体「N.ERGHY 注 5」からの代表）である。 
 
＜関連情報＞ 
http://ec.europa.eu/research/fch  
・公募情報注 6。 
・関連プレスリリース：IP/08/1498 注 7 
・欧州戦略的エネルギー技術計画(SET Plan)注 8 

                                                 
注 4 NEW IG (New Energy World Industry Group)：新エネルギー世界産業団体。 
注 5 N.ERGHY (New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen) 
注 6 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=225 
注 7 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1498&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=fr 
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付録 分野別研究プロジェクト一覧 

 
① 輸送・燃料補給インフラ（2,640万ユーロ） 
1) 路上走行車と燃料補給インフラの大規模実証Ⅱ 
 耐久性、堅牢性、信頼性および効率性を改善した、公共輸送機関用の第二世代燃料電池

ハイブリッドバス、乗用車、および適切な燃料補給インフラの実証。目標：運転や操作経

験の機会の提供を増やし、技術的な対応度を検証する。実証実験は、社会の意識、技術・

環境アセスメント、ならびに、安全性と認可要件に関する取組みによって判定される。 
 
2) 燃料電池の電動式ターボチャージャーの開発 
 給気システムの開発を実施する。これにより、システムの性能、効率性および堅牢性を

改善し、改良されたアーキテクチャと代替の構想を評価する。 
 
3) 固体高分子型燃料電池(PEM-FC) 注9の電極とガス拡散層(GDL)の開発および最適化 
 PEM-FC用触媒の開発。膜・電極接合体(MEA)における白金の使用をさらに削減し、触
媒の性能と電気化学的安定性を向上させる。GDL向けの新規物質の開発。MEAのテスト。
全体の目標：「コスト／出力（単位出力あたりのコスト）」の大幅な削減を叶えながらMEA
を生産する。 
 
4) 低温水素貯蔵 
 低温水素貯蔵の開発に取り組む。この取組みには、代替貯蔵技術（車載用圧縮水素貯蔵

など）の基準に関する、技術的目標の達成度の評価などを含むことが求められる。 
 
5) 複合容器の標準化のための研究 
 高圧複合容器の設計基準を標準化するための研究（経年劣化、圧力レベル、耐衝撃性、

故障モードなど）。全体の目標：製品および性能の基準の作成、安全係数(safety factor)
の規定。 
  
6) 燃料品質の標準化のための研究 
 水素の燃料品質の標準化のための研究。目標：燃料電池の安全な運用に関する要件に基

づいて、燃料品質の仕様と基準を決定する。 
 
 
 

                                                                                                                                                 
注 8 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27079_en.htm 
注 9 PEFCと同義。 
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②水素の生産および流通（570万ユーロ） 
7) 燃料処理用の触媒、モジュールおよびシステムの開発 
 従来型燃料と代替燃料（バイオ燃料、メタノール、エタノールなど）を基にした、水素

生産向け改質技術の開発。研究の重点：化学変換と脱硫向けの材料およびプロセス。目標：

市場に水素燃料車を導入するために燃料補給技術の開発を進める。 
8) 水素生産用ガス精製技術の開発 
 従来型燃料と代替燃料（バイオ燃料など）を基にした、水素生産プロセス向けのガス精

製技術および品質モニタリング。研究の照準：材料の最適化（膜、吸着剤を含む）、なら

びに、圧力スイング吸着法(PSA)および温度スイング吸着法(TSA)のプロセス。目標：市場
に水素燃料車を導入するために燃料補給技術の開発を進める。 
 
9) 次世代の高温電解槽 
 セルとスタックを重点課題として、高温電解槽の開発に取り組む。目標：エネルギー効

率を大幅に改善して、高温電解槽を再生可能な太陽光エネルギーおよび原子力エネルギー

と組み合わせる。 
 
10) 固体水素貯蔵システムの改良 
効率性の向上と貯蔵容量の増加を狙いとした、固体水素貯蔵技術の改善について、長期

的かつ画期的な側面から研究を行う。 
 
 
③ 定置式発電およびコジェネ（2,590万ユーロ） 
11) 定置式発電用燃料電池の劣化の原理 
 セルとスタックの劣化や寿命に影響を与える重要なパラメータおよび動作条件について

の研究（全ての出力領域と燃料電池技術が対象）。 
  
12) セル、スタック、BOP注10（補機類）の材料開発 
 機械的安定性、熱的安定性および電気化学的安定性の改善に加え、より寿命を延ばし劣

化を減らす観点から、単セル・スタックとBOP部品の性能を改善するための材料を開発す
る。材料の生産に関する調査も同様に必要である。全ての燃料電池技術に対応させる。 
 
13)定置式機器の動作診断および制御 
 以下の制御／診断ツールの開発研究を実施する：a)セルとスタックの劣化および寿命に
関する信頼性のある予測、b) 完全な燃料電池システムの、しっかりした制御と運用。全て
の燃料電池技術に対応させる。 
 

                                                 
注 10 BOP：バランスオブプラントともいう。燃料や空気を供給するポンプや発電を制御する電気回路などの発
電補助機器類の総称。 
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14) 定置式発電機器用部品の改良 
 以下の項目を改善するための開発研究：a) 燃料電池システムの個別部品の性能（燃料電
池ユニット、改質器、熱交換器、燃料管理、パワーエレクトロニクスなど）、b) BOP部品
とスタックの間の影響の理解および最適化。目標：関連する性能目標（耐久性とコストを

含む）を達成する。全ての燃料電池技術に対応させる。 
15) 燃料電池システムの概念実証 (PoC: proof of concept) 注11 
 定置式アプリケーション、および可能性のある機能や技術を概念実証するためのプロト

タイプ燃料電池システムの開発。目標：提案されたシステムの実現可能性の実証。ならび

に、概念実証の燃料電池システムと、電力や冷暖房をエンドユーザーに届けるのに必要な

他の機器との間の影響を明らかにする。 
 
16) 統合型燃料電池システムの対応度の妥当性評価 
 最重要の代表的アプリケーションの模擬環境において、統合型燃料電池システムの対応

度を検証し、開発を進める。経済的な製造方法への取り組みも必要である。確実に品質と

コストの目標を達成する。 
 
17) 定置式燃料電池システムの市場対応能力の増強とフィールド実証実験 
 実証済みの燃料電池システムを、実際のエンドユーザー環境かつ任意の規模において実

証する。システムは拡大した製造規模（サプライチェーンを含む）に適応させる。目標：

目的に適した技術的性能の実証と、大規模普及の基盤を作るために、幅広い操作の実証を

行うこと。 
 
18) 定置式アプリケーション固有の目標、および関連するベンチマーク 
 小型、マイクロ、商業および産業向けの定置式発電装置の、固有の技術的・経済的目標

の評価およびベンチマーキングを行う。その解析により、様々な技術の潜在能力を評価し

て、個別目標の達成と、研究活動を整理統合・促進するための活動内容を見出す。 
 
 
④ 早期の市場（1,030万ユーロ） 
19) 燃料電池駆動の運搬車両およびインフラの実証 
 燃料電池駆動の運搬車両（フォークリフト、パレット・トラックなど）の、産業利用に

おける対応度を実証する（関連する水素補給インフラを含む）。目標：持続可能性、効率

性、ロジスティクスに関する、不可欠なアプリケーション要件に取り組む。実証実験は、

普及と認可要件に関する活動によって支援される。 
 
 

                                                 
注 11概念実証：新たな概念やアイディアの説明や実証のために作られる製品や設備、ソフトウェアのこと。あ

るいは、実証によって、ある概念や理論の実用化が可能であることを示すこと。 
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20) 携帯型発電機、予備電源装置および無停電電源装置の実証 
 携帯型発電機、予備電源装置および無停電電源装置の、コスト競争力、寿命、物流、環

境性能に関するアプリケーションの対応度を実証する。 
 
21) 様々な用途向けの携帯型およびマイクロ燃料電池の実証 
 一般の認知度を高め、さらなるニッチアプリケーションを生み出すために、様々な用途

（産業ツール、レクリエーション、サブマイクロCHPなど）向けの、携帯型／マイクロ燃
料電池のアプリケーション対応度を実証する。 
 
22) BOP部品の小型化 
 マイクロ燃料電池（10～500W）用の小型BOP部品の開発を行って、必要な電力密度を
獲得し、様々な燃料で作動する能力を証明するとともに、目標コストを達成する。 
 
23) 燃料電池の屋内使用に関する標準化のための研究、ならびに規則・規格基準 
 燃料電池を安全に屋内で使用するための方法と手順の策定を目標とした標準化のための

研究（騒音、排出、安全性の屋内用基準の規定など）。 
 
24) 中小企業の振興：初期需要喚起スキーム 
 中小企業の初期需要を喚起するためのスキームとフレームワークの設計。公的機関、都

市、地域の戦略的な調達に焦点を当てる。最終目標：中小企業の市場参入の支援。 
 
 
⑤ 分野横断的な課題（300万ユーロ） 
25) 教育プログラムの開発 
 技術専門家向けの技術訓練イニシアティブの開発。「レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonard 
da Vinci)」（EUの職業訓練プログラム）などの、別のプログラムとの連携を図る。全体の
目標：中長期的に必要な人材基盤を確保する。 
 
26) 監督者向けの訓練イニシアティブ 
 地方、地域または国の監督者と技術プロジェクトマネージャー向けの、技術訓練イニシ

アティブを策定し、水素・燃料電池に関する幅広い知識を広める。 
 
27) 中小企業の振興：アウトリーチプログラム 
 中小企業が投資者やOEMへの提案に用いる支援ツールの開発。 
 
28) 技術モニタリング・アセスメント(TMA)のフレームワーク（枠組）の開発 
 総合的な技術モニタリングの評価のフレームワークを開発する。 
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29) ライフサイクルアセスメント(LCA)のフレームワークの開発 
 LCAに関する国際基準ライフサイクルデータシステム(ILCD)ハンドブックに組み入れ
るための、水素・燃料電池技術専用の実践ガイダンスを策定する。 
 

編集・翻訳：NEDO（担当 総務企画部） 
出典： 
・「Hydrogen buses, clean power stations and greener laptops: Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Technology Initiative launches a €140 million call for proposals for cutting-edge research」 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1076&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 

・「ANNUAL IMPLEMENTATION PLAN 2009」 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call
_id=225#infopack 
 


