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水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク 

水素・燃料電池分野 講評要旨 

 

（１）プロジェクト評価結果について 

当該分野では９件についてプロジェクト評価を実施し、上位３件を以下のとおり公表

した。 

① セルスタックに関わる材料コンセプト創出 

      （山梨大学） 

② 先進低白金化技術開発 

      （同志社大学） 

③ 電解質膜耐久性向上等 

      （東北大学（徳増先生）） 

 

（２）各委員の評価コメントについて 

〇ＭＥＡ性能評価技術開発 

 （技術研究組合 FC-Cubic） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・目指す姿は開発のあるべき姿のひとつであり、必要性は高い。 

・NEDO 目標に沿った位置づけ、必要性が示されている。 

・耐久性評価、劣化予測手法は特に FCV においては求められている手法だと思う。 

・開発の効率化、効果的な改善策創出のために本事業の必要性は評価できる。 

・解決手法・テーマは妥当である。 

・有機系の複雑構造を解析するための世界最高性能の評価解析技術の開発は、まさ

に国家プロジェクトとして推進すべき。 

 

２．研究開発マネジメント 

・数多くの大学・研究機関を３つのサブテーマで連携しベクトルを揃えており、価

値がある。 

・実に多数の機関が参加しており、大変なマネジメントだったことは認識している。

多様な成果をどの様にマネジメントをしているかもう少し具体的に示してもら

えると、なお良かった。 

・多数機関での連携がとても難しいと思うが、サブテーマ間での密なコミュニケー

ションを期待したい。 

・取組の全体像はわかるが、多くのテーマと多数の研究拠点があり、その相互連携

や情報交換の仕組みが少し明確でない。 

・目的、目標、手段がどう繋がっているのか、わかりづらい。 
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・多機関が関わる必要性、各機関の役割など、マネジメントについて具体的な説明

が欲しかった。 

 

３．研究開発成果について 

・個別の成果には光るものがあり、産業界への展開事例がある。 

・各要素技術としては顕著な研究成果を挙げている。MEA のみならず、燃料電池

セルスタックやモジュールレベルに組み立てた際の性能発現がどのようになる

か楽しみである。 

・モデルや評価技術について種々成果を上げているが、成果の産業界への展開も検

討が必要である。 

・2019 年以降の課題に対しての進め方を知りたい。 

・多機関が関わっているため、多くの研究成果があると思うが、それがわからなか

った。 

・MEA 設計のモデル化を進めているが、同じような解析だったり、テーマによっ

て異なる結果であったり、まだ過渡期段階と見受けられる。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・設計指針、性能評価技術、解析技術のいずれも成果を上げている。 

・産業界への具体的な展開があることが分かった。さらに交流を深めることの方針

を十分理解した。 

・研究内容を対外的な技術交流会やシンポジウムなど積極的に展開している。 

・今後さらに産業界との情報交換、ニーズや課題の把握を強化していただきたい。 

・サブテーマに設定された内容は重要であるので、効率よく共有して進められる体

制についてしっかりと考えて欲しい。 

・解析技術自体は高いレベルだと認識している。内容は電気化学的測定に汎用的な

ものだと思うので、我が国の研究者に広く活用してもらえる仕組みを工夫して

欲しい。 

 

〇先進低白金化技術開発 

（同志社大学） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・意欲的な目標設定であり、必要性に直結している。 

・Pt 触媒の高活性化・高耐久化を目指すことが明確である。 

・FCV の低コスト化に必須の研究であることが理解できた。 

・企業ニーズを適切にとらえた事業になっている。 

・Pt 使用料を低減させる開発テーマは妥当である。 
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・触媒の高活性化に向けた長期的かつ野心的な取組であり、国のテーマとして評価

する。 

 

２．研究開発マネジメント 

・関係組織の連携・役割分担が明確かつ緊密で、成果に結び付けられるマネジメン

トを実施している。 

・大学・メーカーとの連携がうまくいっている。プロジェクトに対してのリーダー

シップを発揮している。 

・関係機関の役割が明確になっている。 

・数多くの大学・研究機関とテーマで連携を図り、進捗管理や知財戦略、管理が図

れている。 

・材料メーカーと組んだ実施体制を評価する。 

 

３．研究開発成果について 

・各成果のレベルは十分に高い。 

・コアシェル触媒の低コスト製造法、大量生産向きの製造法を技術開発した上で、

産業界へのサンプル出荷している。また、次の新規コンセプトの技術開発も行っ

ている。 

・高い成果が出ている。 

・サイエンス的原理に更に踏み込んで、基礎に立ち返った材料設計により、飛躍的

な性能向上を目指してほしい。基礎原理だけではなく、直接置換法など製造プロ

セスにまで踏み込んでおり、NEDO 事業として適切である。 

・研究室レベルではあるが、特性としては非常にいいものができている。ぜひ実用

化に向けて耐久性の評価をしてほしい。 

・Pt/Pd/Cコアシェルについては材料メーカーに技術移管していることから一定の

成果達成している。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・OEM との連携、将来性など大変有望なテーマである。 

・材料メーカーへ技術移転をしており、実用化を見据えている。 

・新規コンセプト触媒のコアシェル触媒との相乗効果の見通しが少し不明である。 

・まだ課題があると思いますが、計画的に研究が進むことを期待している。 

・量産化は大変だと思うが、是非実用化に向けて課題を解決してほしい。 

・製造工程上コスト高になっているので、使用量減で推移しているが、対応する材

料メーカー側の戦略も必要である。 
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〇セルスタックに関わる材料コンセプト創出 

（山梨大学） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・国内講演よりも海外講演数の方が多く、特にセラミック担体、炭化水素膜におい

ては世界最先端の研究内容である。 

・触媒活性の高度化という、我が国として取り組むべきテーマを対象としている。 

・産業界による実用化のための重要な研究テーマである。 

・産業界からのニーズを受けた事業であり必要性が十分に感じられる。 

・産官の目標やニーズを的確に把握し研究に反映されている。 

・目標に対応した材料コンセプト創出のテーマである。 

 

２．研究開発マネジメント 

・山梨大学を中心に役割分担して研究開発を進め、課題共有会議で情報共有されて

いる。 

・チーム内外における産学の連携、新たなニーズの取り込み等、十分なマネジメン

トが行われている。 

・幅広い分野の関係者との連携に苦労・工夫されている。引き続きの強化に期待し

たい。 

・目標達成のための体制がしっかりと組まれている。課題共有フォーラム後に企業

ニーズに合わせて計画変更するなど事業の目的達成のための努力が見られる。 

・電気化学研究に伝統を有する山梨大学が中核となり、基礎研究から材料メーカー

まで巻き込んで事業化を見込んだコンソーシアムを形成していることを評価す

る。 

・PJ 初期から新材料コンセプトの方向性を提示し、いち早く材料の確立、実証に

着手されている。 

 

３．研究開発成果について 

・各個別の成果は高いレベルにある。それらを組み合わせたコンセプトの確立に期

待したい。 

・Pt ナノプロセスによる溶解・再析出の抑制コンセプトとセラミックス担体によ

る耐久性の大幅な向上は大きな成果である。 

・スキン触媒、セラミクス担体、炭化水素膜をはじめ、顕著な成果を挙げている。 

・当初から予定されていた個々の研究開発に関して、成果が得られている。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・すでに実用化に向けた取り組みが開始されており、更なる加速、組み合わせコン
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セプトの実証推進をお願いしたい。 

・触媒、膜共に材料メーカーと量産合成プロセスまでの戦略が描けている。既にサ

ンプル供給・評価が開始していることから早期に OEM からのフィードバック

が得られるものと期待している。 

・実用化に向けた取り組みが一部既に始められている点は評価できる。 

・何れのテーマも実用化を目指して材料メーカーを取り込んでおり、その体制を高

く評価する。 

・2025 年の実用化・量産化目標に向けて実際に使う企業との有効性の確認が重要

である。 

  

  〇電解質膜耐久性向上等 

（千葉大学） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・自動車メーカー共通課題の「過酸化水素による電解質膜腐食」防止技術を開発す

ることで明確である。 

・産業界ニーズに迅速、的確に対応している。 

・自動車メーカーの共通課題を解決しようとする事業で、位置付け・必要性は明確

である。 

・過酸化水素を生成させないアノード触媒開発テーマは妥当である。 

・自動車メーカーからのニーズ対応として大切なテーマと理解した。 

・複数のユーザー企業からの実ニーズに基づいた共通課題であり、民間のみでは対

処困難な中長期的なフェーズかつ我が国産業への波及効果が大きいものである

ことから、まさに国家事業として取り組むべき。 

 

２．研究開発マネジメント 

・NEDO、低白金連絡会、自動車会社と進捗会議でマネジメントしている。 

・連絡会や OEM との会議等で効果的かつタイムリーなマネジメントを実施いた

だいている。 

・自動車会社との進捗会議を設けながら進めていることは評価できる。 

・同志社大学を中心とした PJ と連携している。 

・定期的にユーザー企業及び委託元と研究成果の意見交換する場を設けているこ

とを評価する。 

 

３．研究開発成果について 

・新しいメカニズム、知見に繋がる成果。今後の発展に期待したい。 

・モデル触媒ではあるが、過酸化水素生成抑制・HOR 失活させない組み合わせの
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提示は成果である。 

・短期間でサイエンス的な原理を構築しつつあり、素晴らしい。今後の展開に期待

する。 

・白金触媒の特定結晶面を作る「構造規制電極」技術が強みで、有機物を組みあわ

せた性能評価を行っている。メカニズムも示してほしい。 

・適切かつ興味深い成果が得られている。評価法の妥当性を示したうえで、同じ条

件で他の材料についても評価してほしい 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・技術及び理論の両面で大きな可能性を感じる。 

・実用触媒での効果を期待できる。 

・実用化の可能性が高いとの見通しがあることを評価できる。 

・耐久性の評価を知りたい。 

・モデル触媒を構築したレベルであるため実用化の可能性は未知数だが、そもそも

テーマ選定自体が実ニーズに基づいているため、今後を期待する。 

・成果の実用化に向けては、他の技術での組み合わせが必要である。 

 

〇電解質膜耐久性向上等 

（東北大学（和田山先生）） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・過酸化水素を生成しないアノード触媒の開発で、位置づけ、必要性は明確である。 

・産業界のニーズに迅速・的確に対応いただきありがとうございます。 

・課題共有フォーラムを受けて適切な目的の設定がなされている。 

・過酸化水素を生成しないアノード触媒開発テーマは妥当である。 

・FCV フォーラムでの必要性を受けての研究であり、重要性は高い。 

 

２．研究開発マネジメント 

・気相合成の技術をベースに開発し、先進低白金 PJ の一部としてマネジメントし

ている。 

・既存のプロジェクトの仕組みを上手に活用している。 

・同志社大を中心としたプロジェクトと連携している。 

・先進低白金化技術開発グループとしての活動がうまくなされていると感じた。 

・東北大学を中心にしたマネジメントがどのように行われているのか、少し説明が

欲しかった。 

３．研究開発成果について 

・短期間のアプローチであることを考えると成果があると考える。 
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・今後の課題としてメカニズムの解明・耐久性があると明確にされており、今後に

期待したい。 

・イリジウム、タングステン系以外の可能性はどのようなアプローチで行うのか知

りたい。 

・まずは減少の確認段階と認識している。今後の深堀に期待したい。 

・メカニズム解明も含めて今後の研究を進めて欲しい。 

・従来の技術を応用して着実に成果を挙げつつある。今後は、原理原則に立ち返っ

たサイエンス的な視点での材料設計指針を構築してもらいたい。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・触媒メーカーと協同して、将来貢献できることが分かった。 

・基礎技術ではありつつも、実用化へ向けた課題を整理しながら研究を進めており、

評価する。 

・詳細の検討はこれからで、特に新素材は耐久性の評価が必要と認識している。 

・まだ取組の初期段階であり、実用化より深掘りに集中して欲しい。 

・実用化に向けて評価方法も含めて検討を続けていただきたい。 

 

〇電解質膜耐久性向上等 

（上智大学） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・事業の位置づけ・必要性は明確である。 

・産業界のニーズを迅速・的確に対応いただいている。 

・ラジカルクエンチャーの移動抑制、新規ラジカルクエンチャー開発のテーマにつ

いては妥当である。 

・ラジカルクエンチャーによる膜劣化防止としてセリウムイオン移動を抑制する

検討、または別のラジカルクエンチャーの検討をされており、位置づけ・必要性

を明確化している。 

・業界からの実ニーズに基づいて、中長期的な課題に取り組んでいる。 

 

２．研究開発マネジメント 

・適切に進行されている。 

・既存のプロジェクトの仕組みをうまく活用している。今後の研究進捗に応じて必

要なマネジメントの手打ちがあればタイムリーに実施頂きたい。 

・FC-Cubic の評価解析のサブテーマの一つでマネジメントしている。 

・FC-Cubic を中心としたプロジェクトと連携している。 
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３．研究開発成果について 

・短期間に関わらず様々なトラップ材・クエンチャ材が提示されている。 

・短期間で成果がでており、補水能力のあるリン酸ジルコニウムを選択した理由が

よくわかった。 

・セリウムイオントラップ材料の中でリン酸ジルコニウム、新規材料のラジカルク

エンチャーとしてフラーレンを選定した理由が明確であった。 

・短期間ではあるが、サイエンスに基づいた設計指針を構築している。今後、材料

合成による検証を期待する。 

・引続きデータを取得し、想定したメカニズムの対応確認をお願いしたい。 

・本格的な実験開始段階だと理解し、今後の進捗に期待する。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・将来を見通した研究シナリオを持っていることが良くわかった。 

・今までこのようなアプローチがなかった。これからも課題抽出をお願いしたい。 

・計画的に研究が進捗し、更なる高い目標として、実用化までには多くの関係者と

の連携を強化していくことを期待している。 

・基礎研究であるため実用化を議論する段階ではないが、実用化へ向けた方向性は

合理的であり、評価できる。 

・どのように産業に役立てるか。今後の詳細検討やメカニズム検討が必要である。 

・今後の追加データの取得と想定メカニズムとの対応を確認した上で、次のステー

ジでやるべきことを抽出していただきたい。 

 

〇電解質膜耐久性向上等 

（東北大学（徳増先生）） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・事業の位置づけは明確である。 

・産業界からの依頼・要望への対応研究であり、有意義である。 

・イオンの移動を数値解析によって現象解明している。 

・産業界のニーズに迅速・的確にご対応いただき感謝したい。 

・FCV メーカーからの要望に対してのテーマに着手している。 

・ユーザー企業の実ニーズに基づいた課題に対して、サイエンス的に解決する基礎

研究であり、まさに国家事業として取り組むべきテーマ。 

 

２．研究開発マネジメント 

・自動車メーカーと情報を共有しながら進めており、適切である。 

・メーカーとの協業が明確になされていると思う。 
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・FC-Cubic のサブテーマとしてマネジメントしており、企業との進捗ミーティン

グも実施している。 

・より幅広い議論を必要とする場合は遠慮なく相談いただきたい。 

・FC-Cubic を中心とした PJ と連携している。 

・ＭＤ担当とＣＦＤ担当で 2 人体制としており、適切なエフォートを割いている。 

 

３．研究開発成果について 

・今回得られた成果に対する期待は大きい。 

・物理現象とシミュレーションの妥当性について明らかにすることも重要である。 

・産業界が気づかないポイントにしっかり応えていただき感謝したい。 

・メカニズム解析は短期間ではあるが成果が出ている。 

・原理現象を明確かつ論理的に解釈している。今後、具体的な材料設計にどの様に

反映させていくか、材料メーカーと議論を深めてほしい。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・シミュレーション結果の今後の社会実装への反映について興味深い。 

・強力な手法である。 

・膜の耐久性向上検討の基礎技術の一つになり得ると感じる。 

・Ce 拡散解析の１次元 CFD/2 次元 CFD についてはトヨタ、本田への提供が予定

されており、今後の取組が明確である。 

・理論に基づいた材料設計指針の構築に貢献するものであり、今後の材料設計指針

の明確化への展開を期待する。 

・色々な分野の方々と情報共有していただいて、成果を最大化していただきたい。 

 

〇触媒耐久性向上等 

（電気通信大学） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・燃料電池触媒解析用の専用ビームラインとして位置付けは明確である。 

・FC 内部の電子状態、3 次元可視化などの情報がわかるようなった技術であり、

大変有意義である。 

・MEA 性能創出のサブテーマの 1 つの位置付け。Spring8 のビームラインを活用

し、解析手法の提示が必要とされているところ。 

・現象を視える化する重要な取組と考える。 

・FC の in situ 計測評価確立はテーマとして妥当である 

・解析が困難な PEFC に対して、世界最高水準の放射光施設で評価解析する手法

は、民間単独での対応は無理であり、まさに国家事業として取り組むべきテーマ。 
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２．研究開発マネジメント 

・研究としては問題ない体制が築かれている。 

・成果の共有化が適切になされていることがわかった。特に、他の NEDO プロジ

ェクトへの支援にもつながっていることはすばらしい。 

・PEFC 開発テーマ検討会など定期的に開催してマネジメントしている。 

・開発する計測法のニーズをどう集め、どう優先順位を付け、どう活用されている

のか、具体的に聞きたかった。 

・FC-Cubic を中心とした PJ と連携している。 

 

３．研究開発成果について 

・世界最高の解析装置ということで、世界でも大変貴重なデータ、成果が得られて

いると評価できる。 

・独自性が十分に発揮され、オンリーワン技術であるとわかった。 

・Spring8 のビームラインで開発整備された計測方法は、産業界に提供できる計測

データを示すことができている。 

・個々の計測法は素晴らしい。活用へのつながりがよくわからなかった。 

・世界オンリーワンの FC 解析ビームライン構築は NEDO プロジェクトの中でも

大きな研究開発成果であると考える。 

・オペランドで XAFS や STM 等の多重観測を可能としたことは世界初。著しい

成果をあげた。イメージングも材料設計に役立つもの。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・成果は今後も出てくると思うが、装置の維持・管理・更新に関する体制づくりが

重要と思われる。 

・他の測定への汎用性を持ち拡張性が図られるものである。 

・メーカーから様々な要望があると思うが、より精度よく迅速に対応できるような

計測装置や解析システムを作る必要があると思われるが、どのように対応して

いるか。 

・成果（計測法）のより多くの活用に向けた取組が必要である。 

・ビームラインハード自体の実用化は難しいが、その測定技術を使いたいユーザー

に提供している取組が見える。 

・世界最高性能の評価解析ツールであり、多様な応用が想定される。ビームライン

自体は Spring8 でしか利用できないが、解析ソフトは産業界でも利用可能な形

にしてほしい。 
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〇触媒耐久性向上等 

（物質・材料研究機構） 

１．事業の位置づけ・必要性について 

・自動車メーカーからのニーズであり、位置付け、必要性は明確である。 

・ユーザーならではの悩みへの対応技術である。 

・MEA 性能評価のサブテーマの 1 つの位置付け、製造条件に展開する必要性も理   

 解できる。 

・産業界のニーズに迅速・的確に対応している。 

・サイエンスに基づき、構造と機能発言の相関関係を明らかにするものであり、産

学連携事業として適切である。 

 

２．研究開発マネジメント 

・適切に進められていると思うが、優先的に行うものを明確にしつつ進めるべき。 

・自動車メーカーのニーズと NIMS シーズをうまくマッチングさせ研究を進めて

いる。 

・サイトビジット等で意見交換している。 

・自身の想いとユーザーニーズをうまく合体させて良い結果に結び付けられると

感じた。 

・FC-Cubic を中心した PJ と連携している。 

 

３．研究開発成果について 

・現在、着手し始めた状態のため、成果について評価できないが、酸素還元中間体

の構造のその場観察ができたということで、今後が期待できそうである。 

・「酸素還元中間体の構造をその場観察できたということは、硫黄はたやすい」と

の説明で心強い。 

・自動車メーカーからの要望として、硫黄被毒対策を分光法等の計測技術で見出そ

うとしている理解だが、この手法が有利な手法なのか疑問である。 

・具体的な成果は今後の予定だが、良い結果を期待したい。 

・インクメカニズムについては、ある一定の成果である。S コンタミメカニズムは

着手レベル。 

・ユーザーニーズに基づいたテーマについて、論理的にサイエンスの解析を行い、

徐々にストーリーを構築しつつある。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

・NEDO、自動車メーカーとの情報交換をしながら、適切に進めてほしい。大きな

成果を期待したい。 
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・過去にない取組を自身の強みを生かして今後研究を進められることを期待した

い。 

・やり始めたばかりで成果は出ていないが今後に期待したい。 

・研究実現の折には大きく世界を変えるきっかけになり得るテーマ、大いに期待し

ている。 

・FCV ユーザーと連携した取組が提示されている。H31 年度の結果を期待したい。 

・メカニズム解明という基礎的なテーマであるが、ユーザー企業とのタイムリーな

意見交換を行うことで、その活用を期待できる。 

 

以上 


