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平成２３年度実施方針 

 
新エネルギー部 

 
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）に基づき「先端燃料電池システム

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月経済産業省）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月財政・経済一体改革会議）においても「電気自動車や

燃料電池車など次世代クリーンエネルギー自動車に関する技術開発」に取り組むこととされて

いる。また、エネルギー基本計画（２０１０年６月）や、次世代自動車・燃料イニシアティブ

（２００７年５月経済産業省）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計画（２００８

年３月）においても「重点的に取り組むべきエネルギー革新技術「２１」」として、「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１５～１９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１７～２１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

 1



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１８～２４年度）では、水素物性等に係る基礎的

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１９～２３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、平成２３年度に開始される「地域水素供給インフ

ラ技術・社会実証」等の実証研究や、基準・標準化に関する事業に対し連携と成果の活用を図

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。また平成２２年度からは、水素供給インフラ市場立上げや

国際競争力の確保に必要な基準・標準化、規制見直しにも重点を置き、これらに資する検討・

開発を加速する。 

〔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］ 
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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

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、性能の検証を行う。 

『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％以上及び水素放出温度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 
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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） 

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）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 

国際標準に関して、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 

 平成２２年度から九州大学水素エネルギー国際研究センター客員教授 尾上 清明氏をプロジ

ェクトリーダー（ＰＬ）として、以下の研究開発を実施した。 
 
（１）平成２２年度（委託）事業内容 
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  Ⅰ．システム技術開発： 

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 

水素ステーション用動的解析モデルの検証から、充填時間短縮のための設計指針提

示を可能とした。また、これまでの開発技術検証のため試験用として設計・建設した

７０ＭＰａ級ステーションにおいて、平均流量約１．７ｋｇ/ｍｉｎ（３分間充填）、

冷却水素温度約－３０℃の充填能力を確認した。加えて普及期前の 1年相当充填回数

の耐久性試験を実施し、蓄圧器、圧縮機等主要設備の健全性が確認できた。 

ディスペンサーについては、ホースと緊急離脱カップリングにおいて改善すべき課

題が明らかとなったため、その課題解決の見通しを立て検証を行った。 

 

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 

中間目標（２．７ｗｔ％）を超える水素吸蔵量３．２ｗｔ％を有するＴｉ-Ｖ-Ｍｎ

系ＢＣＣ（Body-Centered Cubic lattice:体心立方構造）合金を合成し、これを用い

て中間目標値（２８ｇ/Ｌ）を上回る体積貯蔵密度を有するハイブリッド貯蔵タンクの

設計・製作が実施できた。一方、現状の合金は吸蔵した水素を放出できず、この解決

のためには、ＢＣＣ相の格子定数の最適化及びＣ14型ラーベス相の生成により、水素

吸蔵、放出能を有する高性能合金開発を行うなど、吸蔵材の性能向上が必須であるが、

非常に難しい課題であることが明らかになった。 

本テーマは、中間評価において最終目標へのアプローチが困難な状況であるとの評

価を受け、早期の実用化を目指した本プロジェクトでの位置付けの見直しも必要とさ

れたため、平成２２年度で終了とした。 

 

  Ⅱ．要素技術開発： 

１）水素製造機器要素技術 

 水素分離型リフォーマーの高耐久化・低コスト化研究開発においては、膜モジュー

ルの１３０００時間の耐久性を実証し、システムに関して４０００時間を越える運転

実績を上げた。また、３時間未満の起動を実証した。 

水素製造装置の高性能化・低コスト化・コンパクト化に関する研究開発においては、

最終目標を超える改質効率８５％、Ｓ／Ｃ２．５、改質器サイズ従来比１／５、ＰＳ

Ａ回収率９０％等の見通しを得て、予定通り開発を終了した。 

ＣＯ2膜分離法を用いた水素製造装置改質システムの開発では、メンブレンリアクタ

ー出口においてＣＯ濃度５ｐｐｍ、ＣＯ２濃度０．３％、反応温度１７０℃を達成し

最終目標を上回る成果を得た。また、１７０℃においてＣＯ２／Ｈ２：２００、ＣＯ２

透過速度：１×１０－４ mol／（m2skPa）の性能を有するＣＯ２選択透過膜を開発した。 

 

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 

ホウ素系水素貯蔵材料の開発においては、ホウ素系水素化物の複合化による性能向

上に関して、水素貯蔵反応経路を理論計算により予測し、複合の効果・最適化を検討

した。また水素放出・再吸蔵反応を促進する添加物の反応促進機構を解明し、吸蔵材

料の微細構造における反応速度の支配因子を抽出した。 

 5



また、ラーベス構造を有した高容量水素吸蔵合金の開発では、ラーベス構造を有す

る合金系材料のメカニズム解析、性能向上に関して、ＭｇＰｒＮｉ4 組成のＣ15ｂ型

のラーベス構造を有した合金を開発し、水素吸蔵量１．７ｗｔ％を達成した。 

上記のように水素吸蔵性能向上につながる知見や材料技術の蓄積は進展しており、

材料の性能も向上しつつあるが、最終目標である貯蔵・放出可能な水素密度６ｗｔ％

以上（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見極めには至

っていない。加えて中間評価においても、目標達成が困難な状況にあり中長期の課題

としての再考や見直しが必要との評価を受けたため、水素貯蔵材料に関する上記２件

の開発は、平成２２年度で終了とした。 

 

３）水素ステーション機器要素技術 

７０ＭＰａ級水素ステーション用ディスペンサー開発では、開発するディスペンサ

ーに用いる簡素化した制御部、大容量水素コリオリ流量計、防爆ボックス等の開発・

試作を完了した。 

低コスト型７０ＭＰａ級水素ガス充填対応大型複合蓄圧器の開発においては、内部

加熱法と外部加熱法を併用したドライ法トウプリプレグフィラメントワインディング

により、２００Ｌ、破壊圧力３２０ＭＰａ（４倍耐圧）以上、１０００万円を可能と

する複合蓄圧器の試作に成功した。 

低コスト型７０ＭＰａ級水素ガス充填対応ステーション機器に係わる研究開発では、

水素ステーションのコストの削減効果等に関する検討を進め、コスト削減に有効な技

術開発として、新規開発材ＳＴＨ－２を採用した流調弁、遮断弁の試作を実施した。

加えて、７０ＭＰａ充填対応大型鋼製蓄圧器に使用可能な新規鋼種ＳＡ７２３を見出

した。 

都市型コンパクト水素ステーションの研究開発においては、エネルギー吸収壁の材

料及び構造の検討を行い、実験とシミュレーションによりそのメカニズムと効果を明

らかにするとともに、反射圧が１/２程度に低減することを確認した。また、平均粒径

１６μｍの水噴霧により、水素爆発を抑制できることを実証した。 

水素用アルミニウム材料の評価・開発については公募を行い、車載用高圧水素タン

ク材として優れた強度と加工性を有する非熱処理型アルミニウム合金（５０００系等）

について、試料作成を完了し特性評価試験を開始した。また、バルブハウジング用の

アルミニウム素材の開発のため、安価で高耐久性のアルミニウム合金（６０００系６

種類）を設計し試作した。加えて、高強度と低脆化性を併せ持つ６０６６アルミニウ

ム合金についてＦｅ含有量と水素脆化の関係を明らかにし、Ｆｅ含有量を決定した。 

水素製造・輸送・貯蔵システム等に使用する金属材料開発、及び国際標準化・規制

見直しに資する評価試験法の開発、材料データの取得に係る研究開発についても公募

を行った。ここでは、基本組成が確立しているＭｎ添加低Ｎｉ省Ｍｏステンレス鋼（Ｓ

ＴＨ－１）について、９９ＭＰａまでの高圧ガス雰囲気下における材料特性（引張り、

疲労、疲労亀裂伝播）データの取得等を実施した。 

 

  Ⅲ．次世代技術開発・フィージビリティスタディ等： 
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１）革新的な次世代技術の探索・有効性検証 

高効率水素液化磁気冷凍の研究開発では、ＡＭＲサイクルに適合した希土類ガーネ

ットと金属間化合物磁性材料の開発を進め、粒状化の実用材料製造技術を確立した。

また、２つの駆動機構をもつＡＭＲ磁気冷凍サイクル試験装置を設計・作製し、ＡＭ

Ｒサイクルを実証し水素液化サイクルの効率改善を確認した。 

可視光応答性半導体を用いた光触媒及び多孔質光電極による水分解水素製造の研

究開発においては、ＷＯ３光触媒の量子収率をセシウム表面処理することで既報の４

８倍に向上させることができた。また、ＢｉＶＯ４光電極の光電流を、炭酸塩電解液

の利用で従来の電解液より６倍向上できた。加えて、光触媒-電解ハイブリッドシステ

ムの小型実証試験を行い、太陽電池と水電解を単に組み合わせたシステムより低コス

トで水素製造が可能である試算結果を得た。 

上記２件の開発テーマについては、計画通りの成果を得て、予定通り平成２２年度

で終了とした。 

 

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 

ＩＥＡ／ＨＩＡ水素実施協定やＩＥＡ／ＡＦＣＩＡ等に基づく国内外技術開発動

向調査については公募を行い、事業を実施した。ＩＥＡの実施協定においては、専門

家を派遣し、情報交換を行い、ＩＥＡに貢献するとともに、収集・交換した水素・燃

料電池に関する技術開発動向・情報を国内に展開し、共有化を図った。 

燃料電池自動車等に係る国際標準化、規制見直しに資する評価試験法の開発につい

ても公募を行った。ここでは容器の技術基準Ｓｔｅｐ２及び水素ステーションでの通

信充填の国際標準化に必要となる試験項目、試験条件などを抽出し、それらの具体的

な試験方法を策定した。また、燃料電池自動車の国際基準に関して、局所火炎暴露試

験用バーナの開発、及び局所火炎暴露試験を行い、基準策定に寄与した。安全弁の作

動に関わる解析データは、国際海事機関での規制見直しに関わる審議に提供し活用さ

れた。 

 

（２）実績推移 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

実績額推移（百万円）（需給勘定） １，５６３ １，５４４ １，６３６ 

特許出願件数 １１  １６  １５ 

論文発表件数 ２６  ３８  ３２ 

フォーラム（口頭発表）等 ６１ １４３  ５７ 

 

 

５．事業内容 

（１）平成２３年度（委託、２/３共同研究）事業内容 

九州大学水素エネルギー国際研究センター客員教授 尾上 清明氏をＰＬとして、以下の

研究開発を実施する。 
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  Ⅰ．システム技術開発： 

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 

試験用７０ＭＰａ級水素ステーションにおいて、普及初期を想定した稼働率にて耐

久性試験を実施し、蓄圧器、圧縮機等主要設備の健全性を確認する。ディスペンサー

ホースと緊急離脱カップリングについては、改善対策を完了し、耐久性試験にて対策

の適否を確認する。また、水素ステーションでの充填に関する動的解析モデルの精度

向上を行い、水素ステーションの実データにてその検証を行う。プレクール設備につ

いては、低コスト・コンパクトをコンセプトとする次期設備を設計・試作・性能評価

を行い、設計手法の検証を実施する。 

加えて、水素ステーションの建設コスト２億円以下に向けた更なるコスト低減検討

と規制見直しに関わる検討等を行う。 

 

  Ⅱ．要素技術開発： 

１）水素製造機器要素技術 

 水素分離型リフォーマーの高耐久化・低コスト化研究開発においては、システムで

運転継続し、８０００時間の耐久性を確認する。膜モジュールでは８０００時間の耐

久性を実証し、高耐久化への指針を得る。 

ＣＯ2膜分離法を用いた水素製造装置改質システムの開発では、ＣＯ２選択透過膜の

開発に特化して、更なる性能向上及び加速試験方法を検討して ８０００～   １

６０００時間耐久性を有することを確認する。そのため、体制を変更する。 

 

２）水素ステーション機器要素技術 

７０ＭＰａ級水素ステーション用ディスペンサー開発では、平成２２年度に試作し

たディスペンサーについて、制御システム及び要素機器のヘリウムガスによる機能試

験、健全性の確認を行う。 

低コスト型７０ＭＰａ級水素ガス充填対応大型複合蓄圧器の開発においては、大型

対応の内部加熱法と外部加熱法を併用したドライ法トウプリプレグフィラメントワイ

ンディングにより、３００Ｌ、破壊圧力３２０ＭＰａ（４倍耐圧）以上の複合蓄圧器

の試作を行う。 

低コスト型７０ＭＰａ級水素ガス充填対応ステーション機器に係わる研究開発では、

コスト削減に有効な技術開発として、新規開発材ＳＴＨ－２を採用した流調弁、遮断

弁の試作・評価を実施し、機器の実用化、材料の基準化に必要なデータを蓄積する。

加えて開発材ＳＡ７２３を用いた７０ＭＰａ充填対応大型鋼製蓄圧器（４５０Ｌ）の

試作、評価を行う。 

都市型コンパクト水素ステーションの研究開発においては、地下式のステーション

特有のリスク、メリット及びデメリットを明確にしながら機器を含めた基本設計を行

い、想定事故シナリオの抽出、トリガー現象の分析及び安全対策に関する指針を示す。 

水素用アルミニウム材料の評価・開発では、非熱処理型のアルミニウム合金   

（５０００系等）について、引き続き評価試験を行い、合金組成絞り込みのための添
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加元素の影響度を明らかにする。また、平成２２年度に試料作成したバルブハウジン

グ用の５種類のアルミニウム素材（６０００系）について切削性等の試験を行う。  

６０６６アルミニウム合金については、改良材の組成・製造工程を決定する。 

水素製造・輸送・貯蔵システム等に使用する金属材料開発、及び国際標準化・規制

見直しに資する評価試験法の開発、材料データの取得に係る研究開発においては、開

発中の鋼種（ＳＴＨ－２等）について材料特性データを取得し評価を行い、改良材や

新規水素用材料の提案に繋げていく。また得られたデータは、国内の水素用鋼種拡大・

規制見直し、国際標準化に資するテータとして関係機関に提供する。合わせて国際標

準化、規制見直しに資するため、高圧水素ガス雰囲気下材料試験装置等による試験方

法の確立を推進する。 

以上の開発に加えて、水素ステーション普及に向けた取組として、一般に規模の増

大に対し経済的に有利となる直接充填方式に係わる圧縮機等の要素機器開発を追加実

施するものとし、その公募を行う。 

 

  Ⅲ．次世代技術開発・フィージビリティスタディ等： 

１）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・燃料電池に係る国際関連機関等研究・政策動向の調査検討においては、引き

続きＩＥＡ／ＨＩＡ、ＩＥＡ／ＡＦＣＩＡ、ＩＰＨＥに関する動向調査、・検討・普及

及び必要な対応を行う。また、ＩＰＨＥ、ＨＩＡ、ＡＦＣＩＡのメンバー国やその主

要関連研究機関の政策・技術開発動向の調査を実施し、我が国の政策や技術開発への

影響を分析する。加えて、調査結果のタイムリーな本事業関係者への情報発信を実施

する。 

水素インフラ等に係る基準整備に関する研究開発では、７０ＭＰａ級水素ステーシ

ョンを構成する配管、バルブなど各部品に使用可能な金属材料の鋼種拡大のため、材

料評価試験（１００ＭＰａ超）を実施する。また、高圧水素ガスの輸送・貯蔵のため

の複合容器に係わる技術基準の整備を見据えた調査及び評価試験を実施する。加えて

水素ステーションに用いる圧力設備のより合理的な設計を可能とすべく、圧力設備の

設計基準における設計係数変更と水素適用に関する検討を行う。 

燃料電池自動車等に係る国際標準化及び規制見直しのための研究開発では、平成２

２年度に抽出した自動車用圧縮水素容器の基準適正化を進めるための容器の安全性評

価試験の検証，ならびに附属品としての容器安全弁の作動方式などの見直しに資する

データ取得を行う。また船舶等による燃料電池自動車等の輸送に関し水素漏れや火炎

検知手段ならびに消火システムの検討を行い、関連法規の規制見直しに資する。水素

ステーションでの通信充填に関しては、苛酷条件下を想定した通信充填試験等を行う。

本開発は、国際標準化活動における日本のリーダーシップ発揮のサポートという観点

も視野に入れ実施する。 

以上に加え、「規制・制度改革に係る対処方針」（２０１０年６月）を受け、行政刷

新会議規制・制度に関する分科会において、関係省庁協力のもとに作成された２０１

５年の「燃料電池自動車・水素ステーション普及開始に向けた規制の再点検に係る工
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程表」に記載されている検討項目のうち、規制見直しに必要な検証データの所得や解

析・評価等が必要なものについて追加の研究開発を実施するものとし、その公募を行

う。 

 

（２）平成２３年度事業規模 

   需給勘定  １,４８５百万円（委託、２/３共同研究）（継続） 

         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」に掲載する。 

 

 （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２３年３月末頃に行う。 

 

 （４）公募期間 

   原則３０日以上とする。 

 

 （５）公募説明会 

   関東（川崎）において１回実施する。 

 

 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、非公開）で行う。審査委員会において提案書の内容に係る

評価を行い、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、ＮＥＤ

Ｏはその結果を踏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日間以下とする。 

 

 （３）採択結果の通知 
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   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、申請者の名称、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）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。 

 

（２）複数年度契約の実施 

平成２３年度追加公募案件に関しては平成２３～２４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２３年３月下旬・・・公募開始 

        ４月上旬・・・公募説明会 

        ４月下旬・・・公募締切 

        ５月中旬・・・採択審査委員会 

        ５月下旬・・・採択決定 

 

９．実施方針の改訂履歴 

（１）平成２３年３月８日 制定 
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（別紙）事業実施体制の全体図

経済産業省

・東邦ガス（株）、トキコテクノ（株）
日立オートモティブシステムズ(株)、
大陽日酸（株）、横浜ゴム（株）、佐賀大学
（財）石油産業活性化センター

・東京ガス（株）、日本特殊陶業（株）
・(株)ルネッサンス・エナジー・リサーチ
（株）ミクニ、神戸大学、京都大学
（独）産業技術総合研究所

・清水建設（株）、岩谷産業（株）
・（株）タツノ・メカトロニクス
・ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）、サムテック（株）
・（財）石油産業活性化センター、
（株）キッツ、（株）山武、
（財）金属系材料研究開発センター
（株）日本製鋼所

・古河スカイ（株）、日本軽金属（株）
（株）神戸製鋼所、茨城大学

・新日本製鐵（株）、住友金属工業（株）
愛知製鋼（株）、（独）物質・材料研究機構

ステーション機器システム 水素製造機器

水素ステーション機器

（システム技術開発） （要素技術開発） （次世代技術開発・ﾌｨｼﾞﾋﾞｨﾘｨﾃｨｽﾀﾃﾞｨ等）

NEDO 新エネルギー部

・（株）テクノバ
・ （財）日本自動車研究所
・高圧ガス保安協会、東京大学

技術開発シナリオフジビリティスタディ
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