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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済へ
の還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、
このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１７年３月２９日、
内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成１
７年４月１日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
経済産業省において実施した、「将来型燃料高度利用研究開発事業」は、石油系燃料の更
なる利用高度化に向け、移動用燃料電池、定置用燃料電池双方へ対応した利用を促進する
ために必要となる研究開発をするため、平成１７年度から平成１９年度までの３年間、実施し
たものである。
今回の評価は、この「将来型燃料高度利用研究開発事業」の事後評価であり、実際の評価
に際しては、省外の有識者からなる石油精製等高度化技術開発事業事後評価検討会（座長：
五十嵐 哲 工学院大学工学部環境化学工学科 教授）を開催した。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術
分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、
了承された。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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【事後評価時】
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課長 角野 然生（事業担当課長）
産業技術環境局産業技術政策課技術評価室長 長濱 裕二

【事前評価時】（事業初年度予算要求時）
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課長 野中 哲昌（事業担当課長）

将来型燃料高度利用研究開発事業事後評価
審 議 経 過

○第１回事後評価検討会（平成２０年１２月１６日）
・評価の在り方及び評価の手順等について
・評価報告書の構成(案)、評価コメント、評点法等について
・プロジェクトの概要説明について
・質疑応答
○第２回事後評価検討会（平成２１年２月２６日）
・評価報告書(案)について
・質疑応答
○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２１年３月２４日）
・評価報告書(案)について
審議の結果、評価報告書（案）に、評価小委員会としての意見を追記することで了承となっ
た。このため、「第３章 評価」に、「８．評価小委員会としての意見」として、次のとおり追記。
「 ○ 本件は、全体としてよく練られたプロジェクトであり、評価においても検討が深められ
ており、レベルの高いものとなっている。
○ 個々のプロジェクト自体については成果を上げているが、組み込まれる専門技術が
かなり広がっており、これら全体をまとめてうまく実用化されていくには、工夫が必要で
あると思われる。
○ 「今後の研究開発の方向等に関する提言」において、「これらのテーマは単発的に実
施するものではなく、継続性をもって、発展しながら将来の可能性を現実のものにして
いく性格を有している。」と記載されているとおり、また、従前より当評価小委員会でも
議論しているように、個別のプロジェクトとしてではなく、研究開発プログラムとして、ユ
ーザーが安全に、容易に利用できるよう、実際の利便性等の観点から技術開発課題
を明らかにし、対策を立てながら展開していくことが望まれる。 」
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プロジェクト名

将来型燃料高度利用研究開発事業

上位施策名

燃料技術開発プログラム

事業担当課

経済産業省資源エネルギー庁

資源・燃料部

石油精製備蓄課

プロジェクトの目的・概要

本事業は、将来の燃料電池の普及に伴う水素需要の増大に対し、石油系燃料および製
油所水素を高度に利用するため、平成１７年度から平成１９年度までの３年間、定置用燃料
電池への利用を念頭に、高効率燃料電池（ＳＯＦＣ）への多様な石油燃料が有効活用で
きる改質技術の開発、移動体用燃料電池への利用を念頭に、製油所水素のオフサイト供
給に関わる研究開発、ＳＳ併設型オンサイト改質技術開発及びオンボード技術開発並びに燃
料電池用石油原料の品質標準化に向けた研究を実施した。
予算額等
開始年度
平成 17 年度
H17FY 予算額
(千円)
1,360,000

終了年度
平成 19 年度

中間評価時期
−

H18FY 予算額
(千円)
1,224,000

H19FY 予算額
(千円)
937,142

事後評価時期
平成 20 年度

事業実施主体
財団法人石油産業
活性化センター

総 予 算 額 （ 17FY 総執行額 （17FY
〜 19FY）(千円) 〜 19FY）(千円)
3,521,142
3,248,972
目標・指標及び成果・達成度
(1)全体目標に対する成果・達成度
目標の達成度を測定する指標
成
果
達成度
石油から製造した水素の高度利用技術開発を実 石油系燃料を利用した高効率燃料電 達成
施することにより、石油系燃料を利用した高効 池商品化のための技術課題を解決し
率燃料電池商品化のための技術課題を解決する。た。また、石油由来の水素を安全か
また、石油由来の水素を安全かつ経済的に供給 つ経済的に供給するシステムを検証
するシステムを検証する。
した。
指標
①改質器触媒寿命：４万時間以上（加速度試験 ①改質寿命：実測２千時間（推定４
評価)
万時間以上）
②ＳＯＦＣ用発電端効率：４０％以上
②ＳＯＦＣ発電端効率４８．７％
(HHV）
③システムの熱バランス：改質器とＳＯＦＣス ③改質器とＳＯＦＣスタック部を一
タック部を一体化した熱自立型システム機器の 体化した灯油型ＳＯＦＣプロト機を
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開発

製作し、起動から停止まで灯油だけ
で運転できることを実証した。

個別テーマの達成度
①オフサイト水素供給技術
要素技術
目標の達成度を測定する指標
多目的製油所オフ ①製油所水素利用による高純
サイト高純度水素 度高圧水素の供給を実証し、
製造利用研究（将 経済性、環境性、機動性、利
燃丸の内研究室） 便性を確認する。
（将燃品川研究室）

②鋼鉄製およびＣＦＲＰ容器
を含む新搬送システムを搭載
した高純度高圧水素搬送設備
による水素搬送を実証する。

③ 前項水素搬送設備による
ＦＣＶ、純水素ＦＣへの水素
供給を実証する。
有機ハイドライド
を利用したオフサ
イト水素供給要素
技 術開 発(将燃戸
田第三研究室）

①５０Ｎ m3/hr の脱水素反応
装置の設計：脱水素反応転化
率９０％確保、水素回収率９
０％以上、水素純度９９．９
９％の確保

ⅱ

成
果
達成度
①製油所水素利用による高純度高圧 達成
水素の製造実証
設備仕様が水素純度９９．９９％、
圧４０ＭＰａ、出荷能力５０Ｎ m3/hr
の設備を製油所内に設置し、国内で
初めて実証試験を行った結果、当該
設備で問題なく出荷が可能であると
ともに以下のことが判明した。
○水素精製・圧縮工程でのエネルギ
ー効率が９０％以上であり、製油所
における高純度高圧水素製造はＬＣ
Ａ的にも高いレベルを確保できる可
能性がある。
○製油所内で回収または副生する水
素の割合を増やすことでより経済性
に優れた水素を供給できる可能性が
ある。
②鋼鉄製および CFRP 容器を含む新 達成
搬送システムを搭載した高純度高圧
水素搬送設備による水素搬送実証
既存の鋼製容器に加え国内で初めて
CFPR 容器を用いた水素搬送の実証
試験を行った結果、当該設備により
３，０００ｋｍ以上を走行し、イベ
ント会場での充填や遠距離遠征での
中継充填を行うシステムとして問題
ないことが確認できた。
③ ＦＣＶ、純水素ＦＣへのトータル 達成
水素供給をそれぞれ７２３Ｎ m3、
１８７Ｎ m3 行い、連続充填でも問
題ないことを確認した。
①水素精製にＴＳＡ方式を採用し、 ほぼ達
９０％を超える水素回収率と、９９． 成
９９９％の高純度水素を４０ＭＰａ
Ｇで供給できることを示した。次に
水素分離膜を用いた水素精製を検討
した。膜そのものの性能は９９．９
９％以上の分離能を示すが、膜分離

器の加工上の課題が残り、１Ｎ m3/hr
規模の脱水素反応器、膜分離の一連
の工程における水素純度は目標に若
干及ばず９９．９５％であった。
②水素貯蔵率：４．５ｗｔ％ ②上記５０ Nm3/hr 規模脱水素反応 達成
装置のプロセスフロー計算結果に基
づく水素貯蔵率は、理論水素貯蔵率
６．１７ｗｔ％×脱水素転化率９４．
９％×水素回収率９０．８％＝水素
貯蔵率５．３ｗｔ％。
③副生水素の利用：水素純度
８０％以下の製油所副生水素
の場合に水素化反応転嫁率９
５％以上達成

③貴金属系の Pd-Pt ／アルミナ触媒 達成
を用いて水素純度８０％以下の副生
水素モデルガスを利用した水素化反
応で、トルエン転化率９５％を達成
した。

④有機ハイドライドリサイク ④二量化生成物のみがトルエン水素 達成
ルの概念設計：問題となる不 化反応の転化率に影響を及ぼすこと
純物の確定、対応策
を見出した。二量化物を生成しない
よう反応条件を設定したプロセス、
または、水素化反応の前に予め二量
化物を除去する機能を有するプロセ
スが適すると考えられる。
②オンサイト水素製造技術
要素技術
目標の達成度を測定する指標
高効率スキッドマ ①総合効率の向上：水素製造
ウント型コンパク 装置の総合効率（HHV）：
ト水素製造装置の
６１％→６８％
開発（将燃浜松町 （内訳）
研究室）
改質装置効率：
８２％→８５％以上
水素精製装置効率：
７４％→８０％
②水素製造装置の小型化（３
００Ｎ m3/hr）：設置面積５
０平方メートル、高さ３．５
メートル

成
果
達成度
①熱回収システム、運転条件の最適 達成
化および改質器の小型化により総合
効率６９％を達成した。また、脱硫
剤は累積時間１，５７６時間の耐久
性を確認し、改質触媒は８７５時間
の耐久性を確認した。

②実証試験結果をもとに、目標とす 達成
る装置設置面積５０ m2 以下（高さ
３．５ｍ）で所定の水素量（３００
Nm3/hr）を製造可能な水素製造装置
を設計した。

③石油系実ガスを原料とした ③水素製造装置からのオフガス並び 達成
ＳＯＦＣシステム評価：セル に実ガスを用いたＳＯＦＣ評価試験
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の劣化目標；０．５％以下／
１０００時間、原料の変更目
標；熱量変化率１０％以上／
時間

においては、セルの劣化０．５％以
下/1000 時間という目標並びに原料切
り替えによる負荷変動に対する追従
性検証し、熱量変化率１０％以上/時
間という目標を達成した。さらに、
高純度水素を原料に用いた場合はセ
ルの破損にが起こることが判り、Ｓ
ＯＦＣの運転や劣化に関する情報を
得ることができた。
①水素回収率９０％達成した。
達成

石油系液体燃料用 ①水素回収率：９０％以上
膜型反応分離プ
セスの開発（将燃 ②改質反応温度：運転圧力に ②改質温度１５０℃低下は達成でき 達成
戸田第一研究室） よるが、同等条件下で既存プ た。また、１７０℃低下も期待でき
ロセスに比較して１５０℃以 る。
上低減する。５５０〜６５０
℃を目標
③水素製造効率：７０％以上 ③水素製造効率は７０．７％を達成 達成
した。
④プロセス簡略化：ＰＳＡ、 ④プロセスの簡略化は膜分離型反応 達成
シフト、選択酸化工程の削減 器の使用によりＰＳＡ，シフト選択
酸化工程の削減が可能になった。

⑤占有容積（装置サイズ）： ⑤装置の占有容積は５３ m3 程度（目 達成
実証機では従来型ＰＳＡ型水 標１００ m3）に小型化できる見通
素製造装置の占有容積の２／ しである。
３以下、或いは最新型水素製
造装置と同等のサイズ
③オンボード水素製造技術
要素技術
目標の達成度を測定する指標
有機ハイドライド ①起動性：１分
方式オンボード水
（水素発生開始まで）
素発生システムの
研究開発
（将燃横浜第一研 ②水素純度：９９．９９％以
究室)
上
(将燃日立研究室）

成

果

①起動性
加熱用燃料（トルエン）着火後１分
以内の水素発生を確認した。

達成度
達成

②水素純度
達成
メッキ型パラジウム水素分離膜を試
作し、改良を重ね、水素純度９９．
９９％を達成した。

③触媒活性：触媒容積 １５ ③触媒容積
達成
Ｌ程度
３５０℃、ＬＨＳＶ＝５の条件で、
転換率９４％を実現し、触媒容積１
５Ｌを達成した。
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④リアクター：容積 ２５Ｌ ④リアクター容積
達成
程度
リアクターユニットを積層したリア
クタースタックの試作・評価の結果、
ＦＣＶに必要な３５ m3/h の水素を
供給するリアクター容積が２５Ｌと
なることを確認した。
⑤水素発生システム：容積５ ⑤水素発生システム容積
達成
０Ｌ
車両シミュレーションを実施した結
果、エンジンハイブリットシステム
の採用により容積が４６Ｌとなるこ
とを確認した。
④ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術
要素技術
目標の達成度を測定する指標
灯油を原燃料とす ①灯油を原燃料とした熱自立
る民生用熱自立型 型ＳＯＦＣシステムの構築
固体酸化物形燃料
電池システムの開
発（将燃袖ヶ浦研
究室）
②ＳＯＦＣに適した灯油用脱
硫・改質技術の開発
○脱硫寿命：４千時間以上
（実測１千時間以上）
○改質寿命：４万時間以上
（実測１千時間以上）

成
果
達成度
①市販灯油にてＳＯＦＣを動かすた 達成
めの要素技術開発を行った。開発技
術を搭載した灯油型ＳＯＦＣプロト
機を製作した。本プロト機において、
起動〜停止まで完全に灯油にて運転
できることを実証した。
②脱硫剤、改質触媒の開発を行った。 達成
目標性能を達成した。
○脱硫寿命：実測８千時間
○改質寿命：実測２千時間（推定４
万時間以上）
また、開発触媒を灯油型ＳＯＦＣプ
ロト機に搭載し、性能を満たすこと
を確認した。

③発電効率：４０％（送電端，③実測は、発電端効率で４８．７％(Ｈ 達成
ＨＨＶ)
ＨＶ)であった。この値を利用し、補
機類・インバータ効率を推定し、送
電端効率を計算すると４０．５％(Ｈ
ＨＶ)となった。
④民生用へ普及するための小
型化検討：発電規模の等しい
ＰＥＦＣシステムサイズの２
／３以下とする。

④プロト機の部品配置の見直しや制 達成
御部の基板化などのパッケージ検討
を実施し、実用機の設計を行ったと
ころ、サイズは２９１Ｌまで小型化
が可能となった。
灯油仕様ＳＯＦＣ ①ＳＯＦＣセルモジュールか ①ＳＯＦＣシステム試験機結果によ ほ ぼ 達
システムの研究開 ら発生する熱と改質器で必要 る１００ kW 級概念設計にて８４． 成
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発（将燃横浜第二 となる熱をバランスさせるこ １％ＨＨＶの性能発現を検証した。
研究室）
とによる高効率システムの構 ・発電効率：３５％ＨＨＶ送電端
築：
○システム容量１００ kW 級
を想定した１０ kW 級実証機
○発電効率４０％ＨＨＶ送電
端
○総合効率４０％ＨＨＶ以上
②外部からの加熱を行わない
ことによる比較的低温におけ
る反応、ならびに効率を向上
させるための低Ｓ／Ｃ条件で
の改質触媒の耐久性確認：
・耐久性４万時間以上（改質
触媒）
灯油改質型ＳＯＦ ①改質器容量：１０Ｌ／ kW
Ｃ技術開発（ＡＴ 以下
Ｒ改質技術）（将
燃 戸 田 第 二 研 究 ②改質器熱自立システム
室）
③ＳＯＦＣシステム：１ kW
システム運転実証
○システム発電効率：４０％
ＨＨＶ以上(ＤＣ発電端)

②ＬＨＳＶ４倍加速条件下にて１０，達成
０２０時間の耐久性を確認し、加速
度数より、耐久性４万時間相当以上
の性能発現を検証した。

①灯油用の改質器として容量は２． 達成
６Ｌ／ kW を達成した。
②改質器が運転負荷５０〜１００％ 達成
で熱自立することを確認した。
③ＡＴＲ改質ガスによる１ kW のシ 達成
ステム発電運転を実証した。
○４０％ＨＨＶ(ＤＣ発電端)に目処
がついた。

④５ kW 級ＳＯＦＣシステム ④４０％ＨＨＶ（ＡＣ送電端）が見 達成
の概念設計
込めるコンパクトな５ kW 級システ
ムの概念設計をした。
⑤ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術
要素技術
目標の達成度を測定する指標
原燃料品質基準の ①硫黄濃度５０ｐｐｂを破過
標準化（ＰＥＣ基 寿命とする脱硫剤加速試験法
盤研)
の確立：実寿命時間／加速寿
命時間が４以上の評価法の確
立

成
果
達成度
①硫黄濃度５０ｐｐｂを破過寿命と 達成
する破過寿命予測式を構築した。長
期実証試験により、８倍の実寿命ま
で破過寿命予測式が成立することを
実証した。

②原料灯油の性状と脱硫反応 ②脱硫剤の劣化因子として硫黄化合 達成
性の関係の定量化：劣化因子 物のほかに多環芳香族が劣化を促進
による破過寿命推定式の構築 することが判り、破過寿命予測式に
多環芳香族影響を補正項として反映
した。
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③難脱硫性物質の除去技術検 ③５０ｐｐｂレベルにおいては、燃 達成
討：難脱硫物質の寿命への寄 料油中の硫黄化合物の脱硫の難易度
与率算出と除去技術の検討
は化合物のタイプに有意差がないこ
とを確認した。この結果からこのレ
ベルでは特段難脱硫物質の除去の必
要がないことがわかった。
④必要脱硫剤量の検討

④破過寿命予測式をベースに家庭用 達成
小型規模、水素ＳＳ用大型規模の必
要脱硫剤の使用量が求められるよう
になった。

⑤改質用灯油原料の性状標準 ⑤灯油中の硫黄濃度および多環芳香 達成
化・提言
族成分濃度により、脱硫剤の寿命が
大きく変動することが明らかとなっ
たことから、燃料電池用原料灯油と
してこれらの成分が可能な限り少な
いことが望まれる。
＜共通指標＞
論文数
論文の被 特許等件数 特許権の
引用度数 (出願を含む) 実施件数
１
０
２６
０

ライセンス
供与数
０

取得ライ
センス料
０

国際標準
への寄与
０

(2)目標及び計画の変更の有無
特になし

評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
燃料電池に用いる石油系燃料及び製油所水素の高度利用のための技術開発を推進する
ことは必要不可欠であり、本事業は国の関与が必要である。また、総合的なエネルギー
政策の観点から、本事業の目的は妥当であり、さらに技術マップにおける位置付けは明
確であり、その科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義も高い。
地球温暖化防止のためのクリーン･エネルギー技術としての水素利用は極めて重要な基盤
技術であるものの、水素製造及び輸送には高度な技術開発が必要であり、国家による財
政面、政策面における関与が必要である。また、いかなるエネルギーも経済合理性と利
便性がなければ普及は進まず、石油を原料として水素を製造する本件研究開発の経済性
向上は極めて有益である。
さらに、エネルギー・環境対応の上で最重要な課題であり、社会のニーズに合っている。
各企業が個々に行うのでは無駄が大きいので、国の関与は重要である。
一方、水素の高度利用、燃料電池の利用促進のために、石油を原料として如何に安価に
水素を製造するか、既存のガソリンスタンドをどのように安全かつ経済的に利用するか
についての一層の研究開発が望まれるとともに、具体的な経済的効果についての検証が
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望まれる。
また、日本の将来にとっても重要な課題であるという明確な位置づけがやや希薄である。
単発の事業、個々の課題として、成果を達成させるのはもちろんであるが、長期的視野
に立った継続性、発展性、波及効果などの位置づけや説明が望まれる。
２．研究開発等の目標の妥当性
灯油を原料とした燃料電池用水素製造技術の開発等、研究開発の目的は極めて明確で
ある。水素をどのポイントで製造するかについて、オフサイト、オンサイト、オンボー
ドの３方式に分け、地球環境に優しく、高効率な燃料電池利用を目指す目標は明確であ
る。目標達成度を判断するための指標も、発電効率、触媒耐久時間等、適切に設定され
ている。
オフサイト水素製造技術及び供給技術に関する研究開発項目は将来の低炭素化社会を支
える重要なテーマであり、このプロジェクトの基幹をなすものとして評価する。有機ハ
イドライドを利用した輸送・貯蔵は水素燃料供給の将来システムの可能性を高めると考
える。
また、既存の技術を基盤に達成可能な範囲で高い目標を設定しており、事業化や波及技
術の点で大いに期待できる。
一方、目標として掲げた数値は将来性を見極めるための指標であるが、数値にとらわれ
すぎて、それを最終目標としているように思えるため、より発展的な将来展望への議論
に発展させるべきである。また、今後の量産による経済性向上等の具体的目標設定が望ま
しい。
３．成果、目標の達成度の 妥 当 性
ごく少数の例外を除いて目標値を達成しており、当初に目標とした成果が得られてい
る。有機ハイドライドによる水素輸送・貯蔵や小型水素発生装置によるガソリンスタン
ドでの水素取出しの可能性が見えてきたことなどの目標以外に注目すべき知見も新たに
得られており、成果の公表については、特許出願や学会発表が盛んであり、評価できる。
また、将来性を判断しうる規模のプロトタイプ装置において研究が実施されており、
有意義である。
一方、オフサイト水素供給システムでの膜分離器の加工に課題が残った。また、一般
家庭用燃料電池への水素供給システムの量産によるコスト低減効果等を明示することが
望ましい。
今後、論文発表を積極的に行うことによって、科学的・技術的基盤の構築への貢献を
期待したい。
４．事業化、波及効果についての妥当性
本研究開発においては、既に実証段階に入ったものも多く、事業化に向けてのいくつ
かの問題点の洗い出し、解決策が提示されている点が評価できる。また、低炭素社会構
築に向けての水素エネルギー利用のために、経済性、利便性に優れた灯油等の石油製品
を利用し、既存のガソリンスタンドを活用する経済的優位性も認められる。
また、それぞれの課題で事業化への距離が異なっており、現状の水準に応じてアウト
プットが設定され、システムとして事業化の見通しが立つレベルの成果が得られた。多
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くの特許が出されるなど、波及効果が大きいと思われる。
今後、経済性、環境性に優れたオフサイト水素供給技術として、有機ハイドライド法
の技術開発は、将来の事業化に向けた一層の取組を期待する。
一方、一部のテーマでは実証段階まで到達しているが、事業化の見通しについては総
じて今後の進展を待つ必要がある。また、波及効果についても、総じて今後の進展を
待つ必要がある。
また、ＳＯＦＣ（定置式燃料電池）を家庭で実際に利用する上での安全性、経済性に
関する石油業界と燃料電池メーカーとの一層のコラボレーションが求められる。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発マネジメント・体制、運営、資金配分、費用対効果及び変 化 へ の 対 応 に つ
いては、概ね適切かつ妥当に機能したと判断される。
また、本研究開発は、水素社会構築に向けての重要なプロジェクトであり、計画期間、
研究開発主体は適切であった。高度の専門性を有する研究組織からなる有益な研究成果
が生まれており、妥当な計画であるといえる。
特に、オバマ新政権の誕生とともに、新エネルギーの開発への世界的要請が高まって
いる中、社会情勢への対応は妥当といえる。さらに、資金の規模や実施体制、成果の規
模や費用対効果のバランスなどいずれも妥当である。
一方、成果を具体的に評価出来るよう、数値目標を設定したがために、数値目標の達
成に傾注しているようにも見えるため、特に達成されなかった点については、その理由
とプロセスの面からも説明・評価できることを望む。また、経済環境の変動の大きい昨
今、長期的な視点に立つことが重要である。
６．総合評価
当初の計画・目標は現段階で概ね達成され、石油系燃料を利用した高効率水素製造・
供給に係る研究開発は順調に行われたと評価できる。水素社会への本格的な対応と既存
の製油所、ガソリンスタンドの活用の両立という要請に的確に対応した研究開発として
高く評価できる。低炭素社会の実現という世界的要請の中で、時代の変化に即応し、経
済的で利便性の高い石油系燃料の有効利用という観点からも評価することができる。
また、有機ハイドライド法を一つの柱としていることが特徴である。この技術は欧米
ではあまり研究がなされていないので、我が国独自の技術として高く評価できる。さら
に、各研究テーマにおいて、重要な課題が取り上げられており、設定された目標も明確
であり、総合的に見て成果は十分達成されていると判断してよいと考える。
一方、次期事業では、是非とも将来型燃料の高度利用はどうあるべきかをしっかり議
論し、全体が一つの進むべき方向に向いたテーマになるよう運営することが望ましい。
また、達成した成果を事業化に結びつけるべく、更なる研究開発の継続が望まれる。
７．今後の研究開発の方 向 等 に 関 す る 提 言
○本事業で実施したほとんどの研究開発テーマについては、最終目標を達成しており、
また一部の事業では実証化段階まで終了しているものの、総じて事業化するための課題
が残っているので、今後積極的にその解決に努めてほしい。副次的な波及効果について
は必ずしも顕在化していないが、顕在化に努めることによって、石油系燃料を利用した
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高効率燃料電池の開発に留まらず、石油系燃料を利用した新たな技術に発展させてほし
い。
○将来のエネルギー体系における重要な課題が取り扱われており、その重要性はよく認
識される。一方で各個別テーマの数値目標が細かく設定されているためか、それを達成
することに重点が置かれており、成果の社会的意義や、将来展望、必要な課題、現状レ
ベルの客観的議論などが十分盛り込まれていないように感じる。これらのテーマは単発
的に実施するものではなく、継続性をもって、発展しながら将来の可能性を現実のもの
にしていく性格を有している。また競合技術、既存技術と常に比較検討しながら将来性
を見極めていくのが、プロジェクトとして最も重要であると考えられる。その点で、た
とえばエネルギー収支的にどう評価されるか、既存技術のレベルとの比較の明確な記述、
本プロジェクトの位置づけや方向づけ、将来へ向けての課題などが必ずしも明確ではな
く将来に続ける課題としてとらえにくい。
○一般家庭に普及されるための経済性向上のためにクリアすべき課題は何か、既存の技
術をどこまで活用でき、そこに新たに加えるべき知見を明らかにすることが求められる。
石油系燃料による水素製造技術を安価かつ安全に確立するために、求められる技術的な
ハードルと量産効果を発揮するための政策支援を明確にすることが求められる。
○重要な点は、将来の脱ＣＯ ２ 社会を構築していくことに対して、石油系燃料が如何に
プレーしていくべきかを議論することだと思う。低炭素社会実現に向けてバイオ燃料を
利用したライフサイクルアセスメントを比較・検討することも重要である。将来の青写
真が描ければ、それの実現に不可欠な技術・研究開発テーマを見極め、現状との乖離を
明確にして、その乖離を埋めるべく産官学の体制を活用するプロジェクトを発足させれ
ば良いと考える。また、事前の検討会が最も大切で、初めにステアリングをしっかり方
向付ける必要がある。
８．評価小委員会としての意見
○ 本件は、全体としてよく練られたプロジェクトであり、評価においても検討が深め
られており、レベルの高いものとなっている。
○ 個々のプロジェクト自体については成果を上げているが、組み込まれる専門技術が
かなり広がっており、これら全体をまとめてうまく実用化されていくには、工夫が必要
であると思われる。
○「今後の研究開発の方向等に関する提言」において、「これらのテーマは単発的に実施
するものではなく、継続性をもって、発展しながら将来の可能性を現実のものにしてい
く性格を有している。」と記載されているとおり、また、従前より当評価小委員会でも議
論しているように、個別のプロジェクトとしてではなく、研究開発プログラムとして、
ユーザーが安全に、容易に利用できるよう、実際の利便性等の観点から技術開発課題を
明らかにし、対策を立てながら展開していくことが望まれる。

ⅹ

評点結果
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第１章 評価の実施方法

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 17 年 4 月 1 日改定、以
下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
(5)研究開発機関の自己改革の促進等
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、
プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付
けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業
化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果
等の妥当性の評価項目について、評価を実施するものである。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、効
率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価
者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性
の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討
会を設置し、評価を行うこととした。
これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即した専
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門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員名簿
にある５名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省資源エネ
ルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課が担当した。
３．評価対象
将来型燃料高度利用研究開発事業（実施期間：平成１７年度から平成１９年度）を
評価対象として、研究開発実施者（財団法人石油産業活性化センター）から提出され
たプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質疑
応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価における標準的
評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要素技術につ
いて評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審議、
確定した。
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じる
と認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において平
成１９年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評
価基準について」の「プロジェクト評価」の「中間評価」に沿った評価項目・評価基準と
した。

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
（２）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
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・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義
（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準
（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの
作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間評価時点の達成すべき水
準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決
方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への
対応の妥当性）。
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・採択スケジュール等は妥当であったか。
・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が
整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に
行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施し
ているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への
対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
（個別要素技術に関するコメント）
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１．事業の目的・政策的位置付け
１−１ 事業の目的
将来の燃料電池の普及に伴う水素需要の増大に対し、石油系燃料および製油所水素を高度に利用
するための技術開発の必要性が求められている。石油は経済性、可搬性、貯蔵性等、他エネルギー
対比で優れた特徴を有しており、有限資源である石油をその特性を活用して有効かつ効率的に利用
するための研究が必要とされている。
当事業開始段階においては灯油を含め石油系燃料を利用した水素製造技術、燃料電池用水素供給
に関しては一定の研究開発成果を上げてきていたが、石油系燃料の更なる利用高度化に向け、移動
用燃料電池、定置用燃料電池双方へ対応した利用を促進するための研究開発及び燃料電池用燃料品
質規格標準化等の基盤整備を実施することを目的とした。
一般に移動用燃料電池（燃料電池自動車）への水素供給方式として、水素を製油所等上流で製造
し供給場所に輸送するオフサイト方式、水素を供給場所で製造するオンサイト方式、及び水素を車
上で発生供給するオンボード方式の３方式に大別される。
今回の研究では水素需要増大に対応した水素供給源・供給方式多様化へ貢献すべく、移動体向け
オフサイト方式として「製油所水素を利用した石油系水素オフサイト供給技術の実証」、「有機ハ
イドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発」、オンサイト方式として「給油所（SS）
サイトを活用した SS 併設型高効率オンサイト水素製造技術開発」、オンボード方式として「石油
系水素キャリア（有機ハイドライド）を利用したオンボ−ド水素発生技術開発」を実施する。また、
定置式燃料電池用水素の供給源多様化へ貢献すべく「石油系燃料を利用した高効率燃料電池
（SOFC）用石油系燃料改質技術開発」を実施する。

１−２ 国の関与の必要性
燃料電池実用化戦略会議で燃料電池普及ロ−ドマップが提案されており、NEDO では燃料電池お
よび水素供給技術開発を、
JHFC では水素供給ステ-ションの実証及び燃料電池自動車の公道実験を、
また新エネルギ−財団では、定置用燃料電池実証試験研究を取り進めているところである。石油を原
料とした高効率燃料電池向け水素供給改質技術の開発及び製油所水素のオフサイト水素供給技術開
発・実証等は、水素供給源及び形態の多様化につながりエネルギ−政策上重要な課題である。
このような極めてリスクの大きな技術を効率的に開発していくには、政府が財政上の支援を行い、
当該技術に関する専門的知識を有する大学等の有識者、専門家等と当事者が有機的に連携しながら推
進していく事が必要である。

１−３ 政策的位置付け
本事業は、２００７年３月に資源エネルギー庁で作成された「エネルギー技術戦略マップ２００
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７」における「運輸部門の燃料多様化」「化石燃料の安定的供給確保と有効かつクリーンな利用」
に寄与する技術の技術マップにおいて、高度石油利用技術「石油からの水素製造・輸送技術」に位
置付けられている。
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放射性廃棄物処理処分
■地層処分
■余裕深度処分
■浅地中処分

その他革新炉
□超臨界圧水炉、中小型炉 等

高速増殖炉サイクル
■高速増殖炉
■燃料サイクル

高効率発電機
▽超電導発電機

▽●◇省エネ型鉄道

超重質油高度分解・利用技術
◆オイルサンド油等の高度分解・処理技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の超臨界水等
熱分解技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の高度利用
高度石油利用技術
・活用技術
○◇石油からの水素製造・輸送技術

②運輸部門の
燃料多様化

高効率内燃エンジンム
▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン

クリーンエネルギー自動車
▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

天然ガス利用技術
●◆天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガスからの次世代水素製造技術
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

石油精製技術
○◇高度脱硫液体燃料製造技術

石炭利用
◇低品位炭燃焼技術
◇次世代石炭粉砕技術
◇石炭灰の高度利用技術
◆石炭無灰化技術
◆低品位炭改質技術
◇石炭乾留ガス無触媒改質技術
◇石炭乾留ガス有効利用技術
◇高効率石炭転換技術

ガス供給技術
◇ガス輸送技術
◇ガス貯蔵技術

重質原油利用技術
◆高過酷度接触分解等
重質油高度対応処理技術
重質原油利用技術
○◇低品油からの
高オクタン価ガソリン製造技術
石油精製技術
○◇石油残渣コークス・ピッチからの
◇石油精製ゼロエミッション化技術
水素製造技術
○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）
天然ガス利用技術
LPガス利用技術
◇天然ガスのハイドレート化
○◇LPG/DME混合燃料利用技術
輸送・利用技術

○◇自動車用新燃料利用技術
▽○◇高性能船舶
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
▽○◇高効率海運システム ○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

▽○◇高性能航空機

高効率コージェネ
▼☆◇燃料電池コージェネ
燃料電池
▽☆◇リン酸形燃料電池（PAFC）
クリーンエネルギー自動車
▼☆◆溶融炭酸塩型形燃料電池
▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
（MCFC）
▼●☆◇電気自動車
▼★◆固体酸化物形燃料電池
▼●★◇燃料電池自動車
（SOFC）
▽○☆◇水素エンジン自動車

エネルギーマネージメント
▼☆□◇エネルギー利用最適化・負荷平準化技術

高効率送変電
▼☆■◇大容量送電

高効率コージェネ
▽◇ガス・石油エンジンコージェネ
▼◇ガスタービンコージェネ

石炭開発技術
◆石炭高度生産・選炭技術
◇石炭地下ガス化技術

電力系統制御
☆電圧制御技術
☆周波数制御技術
☆潮流制御技術
★系統安定化技術
★広域監視制御技術
☆事故復旧技術

③新エネルギーの開発・導入促進

• 特に政策目標への寄与が大きいと思われる技術については、そ
の寄与が大きい政策目標を、色塗りの記号（▼●★■◆）で示
し、技術名は、赤字・下線付きで記載した。

新燃料活用技術
熱輸送
蓄熱
未活用熱源利用
○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術
燃料電池
▽☆潜熱輸送
▽☆潜熱蓄熱
▽☆雪氷熱利用
水素製造
▼●★◇固体高分子形燃料電池
▽☆顕熱輸送
▽☆顕熱蓄熱
水素製造
▽☆河川熱利用
○★◇ガス化水素製造
（PEFC）
▽☆吸収／吸着
○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術
▽☆都市排熱利用
高効率空調
バイオマス燃料製造
太陽熱利用
▽○☆◇ダイレクトメタノール形
による熱輸送
▽☆地中熱利用ヒートポンプ
○☆◇ジメチルエーテル（DME）
石炭利用
☆太陽熱発電
燃料電池（DMFC）
電力貯蔵
▽☆雪氷冷熱利用
○★◇ガス化BTL製造
○◆石炭液化技術（CTL）
☆太陽熱利用給湯
▽●☆ニッケル水素電池
☆太陽熱利用空調
新燃料活用技術
水素利用
▼●★リチウムイオン電池
●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術
▽☆水素燃焼タービン
▼○☆キャパシタ
太陽光発電
風力発電
バイオマス燃料製造
石炭利用
★系統への影響抑制技術
★系統への影響抑制技術
☆◇石炭付加バイオマス燃料製造技術
○☆◇石炭水素化熱分解技術
バイオマス・廃棄物エネルギー利用
石炭火力発電
太陽光発電
地熱発電
○★バイオマス資源供給
風力発電
★結晶Si太陽電池
★◇バイオマス・石炭ハイブリッド発電
☆地熱バイナリー発電
★陸上風力発電
水素輸送・供給
★薄膜Si太陽電池
石炭利用
バイオマス燃料製造
☆高温岩体発電
★洋上風力発電
○☆水素パイプライン
★化合物結晶系太陽電池
☆◆石炭ガス化多目的利用技術
●★アルコール発酵
☆マイクロ地熱発電
★マイクロ風力発電
○☆圧縮水素輸送・供給
★薄膜CIS化合物系太陽電池
●★セルロース系のエタノール化
○☆液体水素輸送・供給
★色素増感型太陽電池
●★バイオディーゼル燃料（BDF）
水力
●☆水素ガス供給スタンド安全対策技術
○☆メタン発酵
☆中小規模水力発電
海洋エネルギー利用
○☆水素発酵
• 技術名の前に記した色抜きの記号（▽○☆□◇）は、その技術
水素貯蔵
☆波力発電
バイオマス・廃棄物エネルギー利用
○☆無機系水素貯蔵材料
☆潮汐・潮流発電
が寄与する政策目標を示す（▽：総合エネルギー効率の向上、
水素製造
☆ごみ固形燃料（RDF）・古紙廃プラ固形燃料（RPF）
○☆合金系水素貯蔵材料
☆海洋温度差発電
○☆固体高分子水電解
○：運輸部門の燃料多様化、☆：新エネルギーの開発・導入促
☆下水汚泥炭化
○☆炭素系水素貯蔵材料
○☆高温水蒸気電解
☆バイオマス・廃棄物直接燃焼
○☆有機系水素貯蔵材料
進、□：原子力利用の推進とその大前提となる安全の確保、◇：
●☆アルカリ水電解
バイオマス燃料製造
★バイオマス・廃棄物ガス化発電
○☆水素貯蔵容器
化石燃料の安定供給とクリーン・有効利用）。
☆バイオマス固形燃料化 ○★光触媒水素製造

電力系統制御
☆□系統保護技術

電力貯蔵
▽☆□NaS電池

高性能パワエレ
▼高効率インバータ

CO2回収
◆CO2燃焼前回収
◆CO2燃焼後回収
◇酸素燃焼CO2回収

非在来型化石資源開発
◆コールベッドメタン増進回収技術 (ECBM)
◆オイルサンド等重質油生産・改質技術
◆非在来型ガス開発・生産回収技術
◆メタンハイドレート資源開発技術
化石資源開発（在来・非在来型化石資源共通技術）
◆油ガス層把握技術
石炭火力発電
◆原油・天然ガス掘削・開発技術
◇微量物質排出削減技術
◇フロンティア地域化石資源掘削・開発技術
先進交通システム
◆原油・天然ガス増進回収技術（EOR･EGR）
▼◇高度道路交通システム（ITS）
◆環境調和型油ガス田開発技術
▽◇人流モーダルシフト
▼◇物流モーダルシフト

▼◆製鉄プロセス
▼◆石油精製プロセス
▽◇セメントプロセス
▽◇非鉄金属プロセス
▽◇ガラス製造プロセス
▽◇セラミックス製造プロセス

▼◇産業間連携

▽◇高効率工業炉・ボイラー

▼◇コプロダクション

省エネ型産業プロセス
▼◆次世代コークス製造法
▽◇新還元溶解製鉄法
▼◇石油化学プロセス
▽◇製紙プロセス
▼◇化学素材プロセス
▽◇組立・加工プロセス

石油精製技術
▽◇省燃費・高耐久性潤滑油開発技術
LPガス利用技術
▽◇LPガス高効率
石炭火力発電
燃焼機器技術
▽◇IGHAT
▼◇A-PFBC
高効率天然ガス発電
▼◆A-USC
▼◇高温ガスタービン
▼◆IGCC
▽◇AHAT
▼◆IGFC
▼◇燃料電池／ガスタービン
▼◆A-IGCC/A-IGFC
ハイブリッド発電

電力貯蔵
▽★新電力供給システム
▽☆超電導磁気エネルギー貯蔵（SMES）
▽☆超電導フライホイール
エネルギーマネージメント
▽☆レドックス・フロー電池
▼☆地域エネルギーマネージメント
未利用微小エネルギー電力変換
▽☆マイクログリッド
▽☆熱電変換
▽☆圧電変換
電力系統制御
省エネ住宅・ビル
▽★分散電源活用技術
▽☆パッシブ住宅・ビル

電力貯蔵
▽□可変速揚水発電

高効率送変電
▼省エネトランス

高性能デバイス
▽Siデバイス
▼SiCデバイス
▽窒化物デバイス
▽ダイヤモンドデバイス
▽CNTトランジスタ
▽省エネLSIシステム

省エネ型産業プロセス
▽LSI製造プロセス

高効率空調
▽高効率吸収式冷温水器
▼高効率ヒートポンプ
▼超高性能ヒートポンプ

省エネ型ディスプレイ
▽高効率PDP
▽高効率LCD
▽LEDディスプレイ
▽有機ELディスプレイ

▼省エネ型情報機器

省エネ型ネットワーク通信
▽大容量高速ネットワーク通信・光ネットワーク通信

エネルギーマネージメント
▼HEMS
▼BEMS

電力貯蔵
□海水揚水発電
□地下揚水発電
□圧縮空気電力貯蔵（CAES）

軽水炉サイクルから高速増殖炉サイクルへの
円滑な移行のために必要な技術
■回収ウラン転換前高除染プロセス

軽水炉核燃料サイクル
■遠心法ウラン濃縮
■MOX燃料加工

軽水炉
■軽水炉高度化利用
■廃止措置技術
■次世代軽水炉

④原子力利用の推進と
その大前提となる安全の確保

省エネ型家電
▽省エネ型冷蔵庫・冷凍庫
▽待機時消費電力削減

高効率厨房機器
▽高効率ガスバーナー調理器
▽高効率IH調理器

省エネ住宅・ビル
▼高断熱・遮熱住宅・ビル
▼高気密住宅・ビル

CO2貯留
◆CO2海洋貯留
◆CO2地中貯留
▼◇コンビナート高度統合化技術

⑤化石燃料の安定供給とクリーン・有効利用

エネルギー技術 −俯瞰図−
高効率照明
▽高効率蛍光灯
▼高効率LED照明
▼有機EL照明
▽次世代照明
高効率給湯器
▼高効率ヒートポンプ給湯機
▽高効率給湯器
▽高効率暖房機器
▽潜熱回収給湯器

①総合エネルギー効率の向上

図１．エネルギー技術戦略マップ２００７

クリーンエネルギー自動車
▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

バイオマス燃料製造

▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン

石炭利用
○◆石炭液化技術（CTL）

燃料

石油精製技術
○◇高度脱硫液体燃料製造技術

高度石油利用技術

化石資源

自然エネルギー

石炭

○◇自動車用新燃料利用技術
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

バイオマス

石油

天然ガス利用技術

運輸

●★アルコール発酵
●★セルロース系のエタノール化
●★バイオディーゼル燃料（BDF）
○☆◇ジメチルエーテル（DME）
○★◇ガス化BTL製造
○☆メタン発酵

高効率内燃エンジンム

●◇天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

天然ガス

LPガス利用技術

○★バイオマス資源供給

○◇LPG/DME混合燃料利用技術

重質原油利用技術

▽○◇高性能船舶
▽○◇高効率海運システム

○◇低品油からの高オクタン価ガソリン製造技術
○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）

石炭利用

非在来型化石燃料

電気

水素製造

○☆◇石炭水素化熱分解技術

○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術

高度石油利用技術

水素製造

▽●☆ニッケル水素電池
○☆固体高分子水電解
▼●★リチウムイオン電池
○☆高温水蒸気電解
▼○☆キャパシタ
●☆アルカリ水電解

○★◇ガス化水素製造

天然ガス利用技術

バイオマス燃料製造

○◇天然ガスからの次世代水素製造技術

電力貯蔵

水素製造

○★光触媒水素製造

水素製造

○◇石油からの水素製造・輸送技術
▽○◇高性能航空機

原子力

○☆水素発酵

クリーンエネルギー自動車

重質原油利用技術

水素輸送・供給

○◇石油残渣コークス・ピッチからの水素製造技術

○☆圧縮水素輸送・供給
○☆液体水素輸送・供給
○☆水素パイプライン
●☆水素ガス供給スタンド安全対策技術

▽●◇省エネ型鉄道

水素

新燃料活用技術
●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術
○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術

▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
▼●☆◇電気自動車

水素貯蔵

②「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の
技術マップ（整理図）

◇微量物質排出削減技術

CO2回収
◆CO2燃焼後回収

CO2回収
◆CO2燃焼前回収
◇酸素燃焼CO2回収

▼★◆SOFC
▼●★◇PEFC
▽○☆◇DMFC

◇低品位炭燃焼技術
◇次世代石炭粉砕技術
○◆石炭液化技術（CTL）
◇石炭灰の高度利用技術
◆石炭無灰化技術
◆低品位炭改質技術
◇石炭乾留ガス無触媒改質技術
◇石炭乾留ガス有効利用技術
◇高効率石炭転換技術

▽◇AHAT
▼◇燃料電池／ガスタービン
ハイブリッド発電
▽◇ガス・石油エンジンコージェネ
▼◇ガスタービンコージェネ
ガス供給技術
▼☆◇燃料電池コージェネ
◇ガス輸送技術
◇ガス貯蔵技術

▽◇高効率工業炉・ボイラー

ガス

化石資源

石炭利用

石炭開発技術

石炭

石油

天然ガス

高効率コージェネ

燃料電池

クリーンエネルギー自動車

石炭火力発電

◆CO2地中貯留
◆CO2海洋貯留

▼◆次世代コークス製造法
石炭火力発電
▼◆製鉄プロセス
▽◇新還元溶解製鉄法
▽◇IGHAT
▼◆石油精製プロセス
▼◇A-PFBC
高効率送変電
▼◇石油化学プロセス
▼◆A-USC
▼☆■◇大容量送電
▽◇セメントプロセス
▼◆IGCC
産業
▽◇製紙プロセス
▼◆IGFC
▽◇非鉄金属プロセス
▼◆A-IGCC/A-IGFC
電気
▼◇化学素材プロセス
燃料電池
▽◇ガラス製造プロセス
▽☆◇PAFC
▽◇組立・加工プロセス
▼☆◆MCFC
▽◇セラミックス製造プロセス
▼★◆SOFC
▼◇コンビナート高度統合化技術
高効率天然ガス発電
熱
▼◇産業間連携
▼◇高温ガスタービン
▼◇コプロダクション

▼●★◇PEFC
▽○☆◇DMFC

▼●★◇燃料電池自動車
▽○☆◇水素エンジン自動車

CO2貯留
省エネ型産業プロセス

燃料電池

○☆無機系水素貯蔵材料
○☆合金系水素貯蔵材料
○☆炭素系水素貯蔵材料
○☆有機系水素貯蔵材料
○☆水素貯蔵容器

◆石炭高度生産・選炭技術
◇石炭地下ガス化技術

化石資源開発
（在来・非在来型化石資源共通技術）
◆油ガス層把握技術
◆原油・天然ガス掘削・開発技術
◇フロンティア地域化石資源掘削・開発技術
◆原油・天然ガス増進回収技術（EOR･EGR）
◆環境調和型油ガス田開発技術

非在来型化石資源開発

非在来型化石燃料

天然ガス利用技術
◇天然ガスのハイドレート化輸送・利用技術
●◆天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

超重質油高度分解・利用技術
◆オイルサンド油等の高度分解・処理技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の超臨界水等熱分解技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の高度利用・活用技術

バイオマス燃料製造
LPガス利用技術

（民生）

重質原油利用技術

○◇LPG/DME混合燃料利用技術 ○◇低品油からの高オクタン価ガソリン製造技術
▽◇LPガス高効率燃焼機器技術 ○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）
◆高過酷度接触分解等重質油高度対応処理技術

高効率内燃エンジンム
▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン
▼☆□◇エネルギー利用最適化
・負荷平準化技術

○◇自動車用新燃料利用技術
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

石炭火力発電
★◇バイオマス・石炭ハイブリッド発電

重質原油利用技術

新燃料活用技術

○◇石油残渣コークス・ピッチ
からの水素製造技術

●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術

水素製造

石炭利用

燃料

○☆◇石炭水素化熱分解技術
☆◆石炭ガス化多目的利用技術

エネルギーマネージメント

○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術
○★◇ガス化水素製造

新燃料活用技術

クリーンエネルギー自動車

天然ガス利用技術

高度石油利用技術

▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

○◇天然ガスからの次世代
水素製造技術

○◇石油からの水素製造
・輸送技術

▽○◇高効率海運システム

燃料電池
▼●★◇PEFC

運輸

▽○◇高性能航空機

（電気）

クリーンエネルギー自動車
▼●★◇燃料電池自動車
▽○☆◇水素エンジン自動車

先進交通システム
▼◇高度道路交通システム（ITS）
▽◇人流モーダルシフト
▼◇物流モーダルシフト

⑤「化石燃料の安定供給確保とクリーン・有効利用」
に寄与する技術の技術マップ（整理図）
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○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術

水素

▽○◇高性能船舶
▽●◇省エネ型鉄道

○☆◇ジメチルエーテル（DME）
○★◇ガス化BTL製造

☆◇石炭付加バイオマス燃料製造技術

○◇高度脱硫液体燃料製造技術
▽◇省燃費・高耐久性潤滑油開発技術
◇石油精製ゼロエミッション化技術

▽○☆◇DMFC

バイオマス燃料製造

高度石油利用技術

石油精製技術

燃料電池

自然エネルギー

◆コールベッドメタン増進回収技術（ECBM）
◆オイルサンド等重質油生産・改質技術
◆非在来型ガス開発・生産回収技術
◆メタンハイドレート資源開発技術 バイオマス

クリーンエネルギー自動車
▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
▼●☆◇電気自動車

２． 研究開発目標
２−１ 研究開発目標
将来の燃料電池の普及に伴う水素需要の増大に対し、重要な水素供給エネルギーソースとして、
石油が一定の貢献を果たすためには、石油燃料等から効率よく水素を製造する技術開発ならびに石
油由来の水素を効率的に利用するための高度化技術開発と安全性試験が必要不可欠である。
燃料電池は効率の高いエネルギー変換・供給システムであり、また、地球温暖化の要因である
CO2 の発生を抑制するとともに、大気汚染の原因となる NOx、CO、ＨＣ、ＰＭの排出も非常に少
ないという特徴がある。高効率な燃料電池への石油燃料の適用拡大を図ることは、水素供給時の多
様化、エネルギーセキュリティの強化に資するとともに、限りある有用な資源である石油を効果的
に使うことにつながり、エネルギー政策上も重要な意味を持つ。
このような観点から、移動体用燃料電池への利用に関しては、製油所水素のオフサイト供給に関
わる技術開発、SS 併設型オンサイト水素製造技術開発およびオンボード技術開発を行う。定置用
燃料電池への利用に関しては、高効率燃料電池（SOFC）へ、灯油等石油燃料が有効活用できる改
質技術の開発を行う。

２−１−１ 全体の目標設定
上記の背景、事業の位置付けを踏まえ、本事業においては燃料電池自動車(FCV)用石油系水素製
造・供給技術開発、定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術開発について研究を進めること
とした。
燃料電池自動車用石油系水素製造・供給技術開発では FCV への水素供給方式として、水素を製
油所等上流で製造し供給場所に輸送するオフサイト方式、水素を供給場所で製造するオンサイト方
式、及び水素を車上で発生供給するオンボード方式の３方式に分けられ、各方式について複数の研
究テーマを設定し実施した。
また、定置式燃料電池用水素の供給源多様化へ貢献すべく、石油系燃料である灯油を利用した
SOFC 用石油系改質技術開発について３件の研究テーマを実施することとした。さらに、自動車用、
定置用燃料電池用の最適な灯油の供給を行えるようにするために燃料電池用灯油として望ましい
品質を提案できるようにした。
表２−１に各研究テーマ名を記す。また、各テーマの目標について概要を以下に記す。
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表２−１ 研究テーマ一覧表
大分類

小分類

研究テーマ名
多目的製油所オフサイト高純度水素
製造利用研究

オフサイト水素供給技術
有機ハイドライドを利用したオフサイ
ト水素供給要素技術開発
燃料電池自動車用水素製
造・供給技術

高効率スキッドマウント型コンパクト
水素製造装置の開発
オンサイト水素製造技術
石油系液体燃料用膜型反応分離プ
ロセスの開発
オンボード水素発生技術

有機ハイドライド方式オンボード水素
発生システムの研究開発
灯油を原燃料とする民生用熱自立型
固体酸化物形燃料電池システムの
開発

定置式燃料電池（SOFC)用石油系燃料改質技術

灯油仕様SOFCシステムの研究開発
灯油改質型SOFC技術開発（ATR改
質技術）
石油系燃料電池の原燃料標準化

２−１−２ 個別要素技術の目標設定
（１） 燃料電池自動車用石油系水素製造・供給技術開発
燃料電池車向け水素供給源・水素供給方式の多様化の観点から、製油所で生産される水素の経済
性・環境性に優れるオフサイト水素供給方式の開発、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素
供給方式の開発、水素ステーションをＳＳに併設するために重要な要素となる高効率でコンパクト
なオンサイト水素製造技術開発、燃料電池自動車上で有機ハイドライドから水素を発生させるオン
ボ-ド水素発生技術開発を実施する。
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(1)-②

(1)-①

有機ハイドライドを利用した
多目的製油所オフサイト高

オフサイト水素供給要素技術開発

純度水素製造利用研究
高圧ﾀｲﾌﾟＦＣＶ

CH3

水素供給

ガードナー

水素
ガソリン
水素

CH3

ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝ供給

灯油

ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟＦＣＶ

脱水素
反応器

軽油

ﾄﾙｴﾝ回収

重油

(1)-④
灯油等の配送

有機ハイドライド方式オンボード

定置式燃料電池

水素発生システムの研究開発
(1)-③

(2) –①〜③

(SOFC) 用 石 油 系

給油所（ＳＳ）

燃料改質技術
1)高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造
改質器

装置の開発（＋SOFC 設置）
2)石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発
(2)-④

灯油

燃料電池

石油系燃料電池の原燃料標準化

図２−１ 将来型燃料高度利用研究開発事業の概要
①多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用研究
製油所水素を高純度高圧化し、純水素を使用する燃料電池（FCV,純水素 FC）へのオフサイト
供給を実証する。これにより本方式の安定供給性、原料多様性等を検証する。
また、規制緩和の一つとして、炭素繊維強化プラスティク（CFRP）などを用いた軽量搬送シス
テムが使用可能となったので、本システムの国内初実証も行う。
②有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発
有機ハイドライドとは、トルエンやベンゼンなどの芳香族炭化水素に水素を化合したもので、
常温で液体であるため、水素の輸送及び貯蔵媒体として適している。
既存インフラを利用できる有機ハイドライドを水素キャリアとして利用し、水素の需要先にお
いて高純度水素を発生する脱水素に関する要素技術開発を実施する。
水素純度 80%以下の製油所副生水素を利用するトルエン水素化反応にも適用可能な触媒の選定
及び水素化反応条件の評価を実施する。また、脱水素反応後の回収油のリサイクル使用を確立し、
水素の貯蔵・輸送媒体としての有機ハイドライドシステムの実用課題を抽出する。
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③ 石油のオンサイト水素製造技術の研究開発
給油所(SS)サイトを活用して、石油系燃料から効率的に水素を製造する技術開発として、灯油
等を原燃料とする高効率小型スキッドマウント型水素製造装置の開発、および石油系燃料改質に
水素分離膜を適用させた後処理・精製工程を不要とする膜型反応分離プロセス設計のための要素
技術開発を実施する。
１）高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発
SS に設置可能な洗車機並みの小型水素製造装置
を設計することを目標とする。運転条件と装置効率
の相関、改質触媒、脱硫剤の耐久性評価をするため
に、小規模の水素製造要素技術評価装置を作製し、
この評価装置の実証運転を通して最適化をはかり、
商業規模(300Nm3/hr)装置の詳細設計を行う。
また、水素ステーションの効率的運用をはかるため、

図２−２ スキッドマウント型水素製造装置

オンサイト型水素ステ−ションに燃料電池(SOFC)を併設し、負荷変動、原料ガス変動による燃
料電池への影響、システム追従性を評価する。
２）石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発
水素分離膜モジュールの透過特性データを蓄積する
と共に、プロトタイプ改質器を製作しモデル物質での
反応実験による基本的挙動を把握する。
プロトタイプ改質器を用い特性評価を実施すると
共に、灯油を原燃料とする膜型反応分離プロセスの設
計基礎技術確立と概念設計を行う。

図２−３ 膜型反応分離装置

④ オンボ−ド水素発生技術研究開発
有機ハイドライドを利用した燃料電池搭載車輌用のコンパクトな水素発生システムの技術開発
を実施する。オンボード方式水素発生システムに用いる触媒を改良するとともに、マイクロリア
クターユニット製造法の検討では、触媒プレート(Al)、水素分離膜(Pd 合金)と水素流路(Al)の異
種金属接合法を確立し、燃料電池自動車に必要な水素供給装置の容積（目標 25L 以下）の見積を
行う。次に、コンパクトな車両搭載型高性能水素発生システム（容積目標 50L 以下）の構築に向
け、マイクロリアクターへの熱供給方法につき検討する。さらに、マイクロリアクターユニット
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を多積層化しリアクタースタックの試作・評価を実施すると共に、シミュレーションによる自動
車システムの検証を行う。

（２） 定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術開発（①〜③）
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、発電効率が高く、発熱温度も高いため熱を有効に活用でき高
い総合効率が期待できる。SOFC セルスタックの発熱を利用して石油系燃料の改質を行う技術を開
発し、家庭用および業務用の熱自立型 SOFC システムを構築する。また、改質器のコンパクト化、
SOFC システムの効率的運用を目指し、ATR（Auto Thermal Reforming:自己熱改質）法と SOFC
との組合せも検討する。

灯油型SOFCフロー
灯油

①難脱硫成分の
脱硫法の開発

④灯油改質ガスの
セルへの影響

③難改質成分の
改質法の開発

脱硫

改質

水蒸気

SOFC

⑤ＳＯＦＣ排熱利
用技術 の開発

②灯油の気化法
の開発

図２−４ 灯油型 SOFC システムのフロー図

④ 石油系燃料電池の原燃料標準化
灯油を原料とする燃料電池システムの普及を促進するため、石油系燃料電池の脱硫システムで使
用する脱硫剤の寿命を予測する加速試験法を確立する。さらに灯油性状と脱硫性能との相関解析か
ら、燃料電池用原燃料として望ましい灯油性状を提言する。
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表２−２ 個別要素技術の目標（オフサイト水素供給技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
多目的製油所オフサ ① 製油所水素利用による高純度高圧 安定供給性、経済性、省エネ性と
イト高純度水素製造 水素の供給を実証し、経済性、環境性、 環境適応性およびフレキシビリ
利用研究
機動性、利便性を確認する。
ティについて既存の調査報告内容
（将燃丸の内研究室） ②鋼鉄製およびCFRP容器を含む新搬 の検証と、実証により見出された
（将燃品川研究室） 送システムを搭載した高純度高圧水素 課題抽出を目標とする。
搬送設備による水素搬送を実証する。
③ 前項水素搬送設備によるFCV、純水
素FCへの水素供給を実証する。
有機ハイドライドを利
用したオフサイト水素
供給要素技術開発
(将燃戸田第三研究
室）

①50Nm3/hrの脱水素反応装置の設計：
脱水素反応転化率90%確保、水素回収
率90%以上、水素純度99.99%の確保
②水素貯蔵率 ： 4.5wt%
③副生水素の利用：水素純度80%以下
の製油所副生水素の場合に水素化反
応転嫁率95%達成条件の設定
④有機ハイドライドリサイクルの概念設
計：問題となる不純物の確定、対応策の
策定
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①パイロット規模の50Nm3/hr脱水
素反応器の設計のために
1Nm3/hr規模のベンチ装置にて、
脱水素反応転化率90%確保、水素
回収率90%以上、水素純度99.99%
の運転条件の把握
②水素貯蔵率＝理論水素貯蔵率
×脱水素反応転化率×水素回収
率の式より各反応の転化率を設
定して求めた。
③安価なブリード水素の利用が目
的
④有機ハイドライドのリサイクル使
用のための課題抽出とその対策

表２−３ 個別要素技術の目標（オンサイト水素製造技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
高効率スキッドマウ ①総合効率の向上 ： 水素製造装 ①現状：JHFC等でのデータによる
ント型コンパクト水素 置の総合効率（HHV） ； 61%→68% と、石油系燃料改質の総合効率は
製造装置の開発
内訳
約61％（HHV）である。
（将燃浜松町研究
・改質装置効率 ； 82％→85％以 総合効率61%の内訳は改質装置＋
室）
上
シフト反応器装置効率：約82%
・水素精製装置効率 ； 74％→
水素精製装置効率（PSA)：約75%
80％
目標は現在実用可能性の高い技術
②水素製造装置の小型化
の組合せや最適化により効率向上
3
（300Nm /hr） ： 設置面積50平方 を目指す。
②現状：JHFC等での水素製造装置
メートル、高さ3.5メートル
③石油系実ガスを原料としたSOFC の敷地面積は水素製造量30〜
システム評価 ： セルの劣化目標； 50Nm3/hrで約20m2であり、現状のス
0.5%以下／1000時間、原料の変更 ケールアップでは普及期の水素ス
目標；熱量変化率10%以上／時間 テーション規模である300Nm3/hrの
給油所併設は不可能である。
目標：3年後の目標値は、給油所に
おける洗車機スペース或いは自動
車整備エリアを設置エリアと想定し,
小型化を行う。
③総合効率向上の一方法として
SOFCを併設して効率の向上を図
る。
石油系液体燃料用 ①水素回収率 ： 90%以上
①液体燃料中のアロマ等に起因す
膜型反応分離プロセ ②改質反応温度 ： 運転圧力によ る夾雑物が多い条件下でもPSAより
スの開発
るが、同等条件下で既存プロセスに 高い水素回収率を達成する。また、
（将燃戸田第一研究 比較して150℃以上低減する。
低圧条件下でもPSAより高い回収率
室）
550〜650℃を目標
を達成する。
③水素製造効率 ： 70%以上
②実績に基づく目標設定。なお、
④プロセス簡略化 ： PSA、シフト、 S/Cは3を想定。改質用燃料消費量
選択酸化工程の削減
を抑制する。
⑤占有容積（装置サイズ） ： 実証 ③PSA型既存装置の水素製造効率
機では従来型PSA型水素製造装置 実績約60％を上回る。NEDO開発機
の占有容積の2/3以下、或いは最 における効率定義を参考に原燃料
新型水素製造装置と同等のサイズ の差を考慮する。
水素製造効率＝製品水素の熱量／
投入熱量
投入熱量は原燃料、燃料、補機電力
等の合計
④⑤高回収率、改質温度低下、下流
工程削減により、コンパクト化、高エ
ネルギー効率化を実現しSS併設型
水素ステーションでの省スペースに
寄与する。実証フェーズ移行時は、
50Nm3/hr規模で占有容積100m3を
目標とする。
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表２−４ 個別要素技術の目標（オンボード水素製造技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
有機ハイドライド方式 ①起動性 ： １分以内（水素発生 ①DOEで実施されているガソリンオン
オンボード水素発生 開始まで）
ボード改質での目標値
システムの研究開発 ②水素純度 ： 99.99%以上
②JHFC仕様相当（水素搭載車と同
（将燃横浜第一研究 ③触媒活性 ： 触媒容積 15L程 等）
度
室)
③水素発生システム容積に対して30%
④リアクター ： 容積 25L程度
(将燃日立研究室）
④水素発生システム容積に対して50%
⑤水素発生システム ： 容積 50L ⑤有機ハイドライドタンクと水素発生シ
ステムの合計容積を現状のFCVのタ
ンク容積170Lと同一にし、かつガソリ
ン車と遜色ない航続距離を達成する
ために必要なタンク容積120L（発生水
素5kg相当）を確保した場合に要求さ
れる容積

16

表２−５ 個別要素技術の目標（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
灯油を原燃料とする ①灯油を原燃料とした熱自立型
①SOFCの普及には経済性に優れ，イ
民生用熱自立型固体 SOFCシステムの構築
ンフラの整った灯油を利用することが
酸化物形燃料電池シ ②SOFCに適した灯油用脱硫・改質 必要となる。そのための技術開発を行
ステムの開発
技術の開発
う必要がある。
（将燃袖ヶ浦研究室） ・ 脱硫寿命：4千時間以上（実測1千 ②改質はSOFCモジュ−ル内部で行う
時間以上）
ことが想定されるので，SOFCの耐久
・ 改質寿命：4万時間以上（実測1千 性と同等のものが要求される。（普及
時間以上）
段階のSOFCの目標耐久性能は4万時
③発電効率 ： 40%（送電端，
間）脱硫は技術のハードルの高さから
HHV)
PEFC用に開発されている脱硫性能と
④民生用へ普及するための小型化
同等（4千時間）とした。
検討 ： 発電規模の等しいPEFC
③発電効率は，都市ガス型SOFCの開
システムサイズの2/3以下とする。
発目標と同等とした。
④サイズは，改質器をSOFCモジュ−
ル内部に設置できることから，PEFC
サイズと比較し、改質器に占める容積
を低減できると想定し、目標値を設定し
た。
灯油仕様SOFCシス
テムの研究開発
（将燃横浜第二研究
室）

灯油改質型SOFC技
術開発
（ATR改質技術）
（将燃戸田第二研究
室）

①SOFCセルモジュールから発生
する熱と改質器で必要となる熱をバ
ランスさせることによる高効率シス
テムの構築 ：
・ｼｽﾃﾑ容量 100kW級を想定した
10kW級実証機
・発電効率 40%HHV、送電端
・総合効率 80%HHV以上
②外部からの加熱を行わないこと
による比較的低温における反応、な
らびに効率を向上させるための低
S/C条件での改質触媒の耐久性確
認 ：
・耐久性 4万時間以上 （改質触
媒）
①改質器容量 ： 10L/kW以下
②改質器熱自立の確認（定常運転
時）
③SOFCシステム ： 1kWシステム
運転実証
・システム発電効率 ： 40%HHV
以上(DC発電端）
④5kW級SOFCシステムの概念設
計
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①・ホテル、病院等への提供を目標
に、都市ガスと比較し開発が遅れてい
る灯油仕様SOFCシステムの実現を図
る。灯油仕様とすることで、既存の燃料
インフラが利用可能な分散電源が実用
化できる。本研究開発では10kW級 シ
ステムで実証を行う。
・系統連系と比較して高効率な分散型
電源とする。
・既存コジェネレーションと比較して高
効率な分散型電源とする。
②5年間の耐久性を目標とする。本研
究開発では改質に対して加速劣化試
験で4万時間相当の検証を行う。
①②灯油を改質原料とする高効率化、
コンパクト化等を考慮し熱自立型ＡＴＲ
法を選定した。
③ＰＥＦＣに比べ高発電効率が可能
④想定するシステムは民生用でありＡ
Ｃ２００Ｖ給電を前提とした。

表２−６ 個別要素技術の目標（（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
原燃料品質基準の標準化 ①加速評価法による脱硫剤の寿命評 ①5年以上の実寿命を１年以内の加速
（将燃ＰＥＣ基盤研)
価法の確立 ： 実寿命時間／加速寿 評価試験で判るようにしたい。
命時間が4以上の評価法の確立
②脱硫剤寿命へ影響を及ぼす灯油成
②灯油成分中の脱硫剤への劣化因子 分の把握並びに濃度の寿命に及ぼす
特定と寿命への寄与率算出 ： 劣化 影響との相関式を構築して脱硫剤寿
因子による破過寿命推定式の構築
命を推定できるようにしたい。
③燃料油側からの脱硫剤の寿命向上 ③脱硫剤の破過寿命推定式の精度向
： 難脱硫物質の寿命への寄与率算 上と難脱硫物質の除去技術の提案を
出と除去技術の検討
するようにしたい
④原料灯油の組成から加速試験によ ④原燃料として望ましい灯油品質を把
る脱硫剤寿命の推定 ： 破過寿命推 握する
定式から実寿命精度を±10%以内に
する
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３．
成果、目標の達成度
３−１ 成果
３−１−１全体成果
本事業は、石油から製造した水素の高度利用技術開発を実施することにより、石油系燃料を利用した
高効率燃料電池商品化のための技術課題を解決する。また、石油由来の水素を安全にかつ経済的に供給
するシステムを検証すること等を目標に事業を実施した。石油系燃料を利用した高効率燃料電池商品化
のための技術開発では、発電効率が高い上、その排熱温度が高く熱を有効に利用でき、実用におい

て高い総合効率が期待できる SOFC を用いた。この SOFC 排熱は発電状況により異なり、燃料利
用率を一定とした場合、定格発電時に最も発熱が多く、また低負荷運転時は発熱量が減少する。そ
のため SOFC の改質触媒としてはこの運転変動を想定して幅広い温度で改質活性を示し、特に低
温（低負荷運転時）において活性を示す改質触媒を選定した。さらに、市販灯油を脱硫できる前事
業で開発した高性能吸着剤の適用、過熱水蒸気導入による灯油の気化促進、システム起動・停止時
への部分酸化法の適用等により、AC 発電効率 40％以上、システムサイズ 300L 以下の 1kw 級家庭
用システムを製作できる見込みを得た。また、石油由来の水素を安全かつ経済的に供給するシステム
の検証に関しては、オフサイト製造の水素について製油所水素の高純度化、蓄圧、移送、車等への供給
と一連の実証試験を実施し、安全に且つ比較的安価に供給できることを実証した。

当該技術開発は概ね順調に進められ、当初目標とした成果が得られた。以下にその概要を示す。
３−１−２ 個別要素技術成果
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術開発
本技術開発では、水素供給源・供給方式の多様化へ貢献すべく、オフサイト、オンサイト、オン
ボードそれぞれのロケーションに適した技術について、実証試験および研究開発を実施し、計画目
標をほぼ達成している。これらの技術開発の結果は、今後拡大が見込まれる水素需要に対して、安
定的で効率的な石油由来の水素供給の足がかりとなり、また、石油というエネルギー密度が高く、
運搬性に優れた燃料を原料とすることで、既存の設備を最大限活用できることからも、経済的、社
会的貢献が極めて大きいものといえる。
① オフサイト水素供給技術開発
原油から石油製品を製造する製油所では、この製造過程で大量の高純度水素を必要とし、大規模
な水素製造が行われているため、既に高品質な水素の製造技術と供給余力を持ち、経済性、環境性
に優れた水素供給源といえる。このような背景から本技術開発では、国内で初めて製油所の水素を
利用した水素ステーションの実証試験を実施し、当該システム実現に向けて大きく貢献した。実証
試験は、大きく分けて水素製造・出荷と運搬・供給の 2 つの工程からなり、前工程では、製油所敷
地内に水素の精製・圧縮・出荷設備を設置し、純度 99.99%、圧力 40MPa の水素を出荷した。この
結果、当該設備で問題なく出荷できることを実証したほか以下の知見が得られた。
・水素精製・圧縮工程でのエネルギー効率が 90%以上であり、製油所における高純度高圧水素製造
は LCA 的にも高いレベルを確保できる可能性がある。
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・製油所内で回収または副生する水素の割合を増やすことでよりエネルギー効率が高く、経済性に
優れた水素を供給できる可能性がある。

PSA
圧縮機ユニット

図３−１ 製油所高純度高圧水素製造設備全体

後工程では、既存の鋼製 40MPa の容器に加え、先の規制緩和で利用可能となった炭素繊維強化プ
ラスチック(CFRP)を用いた最新の軽量搬送システムにより、合計 3,000km 以上を走行し、イベン
ト会場での充填や遠距離遠征での中継充填を行うシステムとして問題ないことが実証できた。また、
当該設備により、FCV、純水素 FC へそれぞれ 723Nm3、187Nm3 の水素供給を行い、連続充填でも問
題ないことを実証した。

図３−２ 新搬送システム外観およびシステムフロー図
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帝産観光バス
（名古屋市中切町）
ＦＣＶへの水素供給

ＦＣＶユーザー
愛知県、名古屋市
および出光興産

移動式水素ステーション
保管基地
純水素駆動燃料電池運転

大陽日酸三重ガスセンター
（三重県桑名市）

ｱﾎﾟﾛﾎｰﾑｶﾞｽ中部㈱
（愛知県豊田市）

水素製造・出荷基地
出光興産愛知製油所
（愛知県知多市）

図３−３ 移動式水素ステーション運用の地域展開
オフサイト水素製造ではこのほか有機ハイドライドを用いた輸送システムの要素技術開発とし
て、各部装置の検討を行うとともにシステム運用上の課題を抽出した。
② オンサイト水素製造技術開発
エネルギー密度が高く、運搬性、貯蔵性、利便性に優れている石油系液体燃料の特性と、既設給
油所設備を有効に活用出来ることから、本技術開発では、灯油等を原料とする既設給油所併設のた
めの、高効率小型スキッドマウント型オンサイト水素製造装置の開発を実施した。この結果、水素
製造量 30Nm3/hr の評価装置を設計・製作し、脱硫剤においては 1,576 時間、改質触媒については
875 時間の耐久性を確認するとともに、運転最適化検討により、総合効率 69％を確認した。また、
これらの試験データを元に、装置設置面積 50m2、高さ 3.5m 以下、水素製造量 300Nm3/hr の高効率
小型スキッドマウント型水素製造装置の詳細設計を実施した。
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図３−４ 水素製造要素技術評価装置（30Nm3/hr)

図３−５ 300Nm3/hr の水素製造装置イメージ図
オンサイト水素製造ではこのほか、膜型反応分離プロセスを適用した水素製造装置の要素技術の
確立と概念設計を実施するとともに、この主要部材として適用できるパラジウム系水素分離膜の水
素透過特性把握のための各種試験を実施した。
③ オンボード水素製造技術開発
既存の自動車用燃料の輸送・供給システムを最大限に活用しながら、水素社会を実現することは
経済性、効率性、環境性に優れ、大きく社会に貢献できると考えられる。このために、水素を有機
ハイドライドという形で液体として貯蔵し、既存のタンクローリーで輸送、既存のスタンドにて
FCV に液体のまま供給し、FCV において水素を発生・発電し、走行に必要な電力を得るシステム
は極めて有効な手段であるといえる。また、当該システムによる給油作業は、既存燃料であるガソ
リンや軽油による作業とほとんど変わらないことから、ユーザーフレンドリーなシステムと言える。
このようなシステムの実現を目指して本技術開発では、FCV に搭載して有機ハイドライドより
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水素を発生することが出来る小型システムの開発を実施し、以下の能力を確認した。
・ コンパクト性：水素発生システム容積 50L リアクター容積 25L 触媒容積 15L
・ 起動性

：加熱用の燃料（トルエン）着火後、水素発生まで 1 分以内

・ 水素純度

：99.99%

水素流路
水素流路

水素
水素分離膜
CH

有機ハイドライド CH 3
ﾒﾁﾙｼｸﾛ
ﾍｷｻﾝ

3
ﾄﾙｴﾝ

燃料流路
ナノポア多孔質触媒
陽極酸化アルミナ

廃熱

触媒プレート
高熱伝導触媒層

図３−６ マイクロリアクターの構成

Feed

H2

熱交換器型触媒

toluene

H2

水素分離膜

透過ガス (H2)

H2

Pd水素分離膜
熱交換器型触媒

非透過ガス

内部フィンあり

図３−７ 膜分離反応器
（２） SOFC 用石油系燃料の改質技術開発
本技術開発では、定置式燃料電池用水素供給源多様化へ貢献すべく、現状最も高効率が期待され
る SOFC システムの開発に取り組み、計画していた目標をほぼ達成した。これらの技術開発の結
果、経済性に優れ且つ供給インフラの整っている灯油を原燃料とした高効率な燃料電池システムを
提供でき、都市ガスのインフラが整っている都市部に限らずより広範囲な地域において、CO2 削減
に貢献できる。
SOFC システムの開発にあたって、石油を原料とする場合、前述の通り地域を選ばず適用するこ
とが出来るが、都市ガスと比較して燃料改質部においてより大きな熱量が必要なため、運転条件に

23

よってはこの熱を十分賄いきれず、未改質のガスがセルスタック内部に導入され、出力低下や劣化
を招くといった技術的課題を解決する必要がある。
本技術開発では、より低温で反応する改質触媒の選定により課題を克服するとともに、市販灯油
を脱硫できる前事業で開発した高性能吸着剤の適用、過熱水蒸気導入による灯油の気化促進、シス
テム起動・停止時への部分酸化法の適用等により、AC 発電効率 40％以上、システムサイズ 300L
以下の 1kw 級家庭用システムを製作できる見込みを得た。
◆保有触媒のSOFC運転条件下での寿命の把握
10
10

評価条件：保有触媒，LHSV=0.5，S/C=3，脱硫灯油

y=-3E-04x+4.4058
反応中の温度分布

傾きが1/3へ
触媒層平均温度：575℃

触媒top

触媒層長

y=-9E-05x+4.1641

触媒bottom
触媒bottom

55
00
電圧低下率（％）

触媒層温度

触媒層平均温度：660℃

Voltage Degradation （％）

触媒top
反応前の温度分布

-5
-5

Reformate Composition
＠700℃

-10
-10

%
49.1
10.1
9.8
0.3
30.7

H2
CO
CO2
CH4
STM

-15
-15
-20
-20
-25
-25

− Reference （H2＋30% Steam）
− Kerosene Reformate
Condition
・Reforming System + Single Cell
・Current Density : 0.3A/cm2
・Temperature
: 750℃

-30
-30
0
0

・SOFCの灯油運転時の触媒層温度を把握。（500〜650℃）
・SOFC運転条件にて保有触媒は長寿命を示すことを確認。

400
400

600
600
発電継続時間（h）

800
800

1000
1000

Time on Stream （h）

図３−９ 灯油改質ガスのセル寿命への影響
A-A'矢視図

脱硫

T

HEX

純水

520

項目
値
DC発電出力
1.12 kW
灯油流量
2.88 g/min
水流量
10.69 cc/min
S/C
2.89
Uf
0.75
DC発電効率 （HHV)
0.487
(LHV）
0.522
インバーター効率
0.92
AC発電端出力
1.03 kW
AC発電端(HHV)
0.438
(LHV)
0.470
補機動力
100 W
AC送電端出力
0.928 kW
補機効率
0.90
AC発電効率、送電端（HHV)
0.405
（LHV)
0.434
パッケージサイズ
700×520×800 mm
容積
291 L

T

T

T

P

P

P

B

T：タンク
B：ブロワ
P：ポンプ
HEX：熱交換器

制御

B

700

正面図

モジュール
800

図３−８ 改質触媒寿命

200
200

A

脱硫
純水

B

HEX

B

T

T

T

P

P

P

700

T

制御

A'
灯油型SOFCシステム配置検討図

※起動用部分酸化反応器を省略したシステム
を想定

当初目標を達成する灯油型SOFC
システムに目処を立てた。
当初目標を達成する灯油型SOFCシステムに目処を立てた。
目標：40%
-HHV@AC端，
300L※
目標：40%HHV@AC端，300L
※ サイズ目標の表現は，『PEFCの2/3以下』。目標設定当初は1kW灯油型PEFCが存在しなかった。
そこで弊社が保有する5kW灯油型PEFCサイズ（2079L）から1kW灯油型PEFCサイズ（450L）を想定した。

図３−１０ 開発システム仕様

本技術開発ではこのほか、改質技術をさらに進め、高効率化、コンパクト化を目指した ATR 改
質技術の開発、業務用システムについて 10kw 級システムの試作機による試験を行い、100kw 級シ
ステムの概念設計等を実施した。
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３−１−３ 特許出願状況等
特許・対外発表等実績については、表３−１に示すように 60 件以上の実績を上げることができ
た。これら特許出願、論文発表、国内外学会・シンポジウム等での発表、雑誌投稿・新聞掲載を推
進することにより、広く世の中への成果の普及・広報に努めてきた。
各テーマで開発した新規要素技術は、特許出願を行うとともに、実証化・実用化検討で得られた
成果は、国内外の石油・自動車関連の技術雑誌、学会、研究会、シンポジウム等に積極的に公表し、
広く世の中への技術・情報の公開と普及活動に努めてきた。
表３−１ 成果の公表と普及（特許・対外発表等実績）
分野

特許出願

FCV 用水素製造・供給技術
ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術
合 計

特許実施件数
等

論文発表

学会発表

雑誌投稿
新聞掲載

１８

０

０

１６

７

８

０

１

３

８

２６

０

１

１９

１５

〔平成２０年１２月１６日現在〕
・論文の被引用度数：不明
・国際標準形成への寄与：無し

３−２ 目標の達成度
本事業は計画どおりに進行し、全体として当初の目標を達成した。以下に各技術開発分野の達成状
況を示す。なお、表３−２から表３−６の「成果（目標の達成度）
」欄の評価基準は、
「○：目標達成」
、
「△：目標をほぼ達成」
、
「×：目標未達成」とした。
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表３−２ 個別要素技術の成果（オフサイト水素供給技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
多目的製油所オフサ ①製油所水素利用による ①製油所水素利用による高純度高圧水素の製
イト高純度水素製造 高純度高圧水素の供給を 造実証
実証し、経済性、環境性、 設備仕様が水素純度99.99%、圧力40MPa、出荷
利用研究
（将燃丸の内研究室） 機動性、利便性を確認す 能力50Nm3/hrの設備を製油所内に設置し、国内
（将燃品川研究室） る。
で初めて実証試験を行った結果、当該設備で問
題なく出荷が可能であるとともに以下のことが判
明した。
・水素精製・圧縮工程でのエネルギー効率が90%
以上であり、製油所における高純度高圧水素製
造はLCA的にも高いレベルを確保できる可能性
がある。
・製油所内で回収または副生する水素の割合を
増やすことでより経済性に優れた水素を供給でき
る可能性がある。
②鋼鉄製およびCFRP容器 ②鋼鉄製およびCFRP容器を含む新搬送システ
を含む新搬送システムを ムを搭載した高純度高圧水素搬送設備による水
搭載した高純度高圧水素 素搬送実証
搬送設備による水素搬送 既存の鋼製容器に加え国内で初めてCFPR容器
を実証する。
を用いた水素搬送の実証試験を行った結果、当
該設備により3,000km以上を走行し、イベント会場
での充填や遠距離遠征での中継充填を行うシス
テムとして問題ないことが確認できた。
③ 前項水素搬送設備によ ③ 前項水素搬送設備によるFCV、純水素FCへ
るFCV、純水素FCへの水 の水素供給実証
素供給を実証する。
FCV、純水素FCへのトータル水素供給をそれぞ
れ723Nm3、187Nm3行い、連続充填でも問題ない
ことを確認した。
有機ハイドライドを利 ①50Nm3/hrの脱水素反応 ①水素精製にＴＳＡ方式を採用し、90%を超える水
用したオフサイト水素 装置の設計：脱水素反応 素回収率と、99.999%の高純度水素を40MPaGで
供給要素技術開発 転化率90%確保、水素回収 供給できることを示した。次に水素分離膜を用い
た水素精製を検討した。膜そのものの性能は
(将燃戸田第三研究 率90％以上、水素純度
99.99％以上の分離能を示すが、膜分離器の加
室）
99.99%の確保
工上の課題が残り、1Nm3/hr規模の脱水素反応
器、膜分離の一連の工程における水素純度は目
標に若干及ばず99.95%であった。

○

○

○

△

②水素貯蔵率 ： 4.5wt% ②上記50Nm3/hr規模脱水素反応装置のプロセ ○
スフロー計算結果に基づく水素貯蔵率は、理論
水素貯蔵率6.17wt%×脱水素転化率94.9%×水素
回収率90.8%＝水素貯蔵率5.3wt%。
③副生水素の利用：水素
純度80%以下の製油所副
生水素の場合に水素化反
応転嫁率95%以上達成
④有機ハイドライドリサイ
クルの概念設計：問題とな
る不純物の確定、対応策

③貴金属系のPd-Pt／アルミナ触媒を用いて水 ○
素純度80%以下の副生水素モデルガスを利用し
た水素化反応で、トルエン転化率95%を達成した。
④二量化生成物のみがトルエン水素化反応の転 ○
化率に影響を及ぼすことを見出した。二量化物を
生成しないよう反応条件を設定したプロセス、ま
たは、水素化反応の前に予め二量化物を除去す
る機能を有するプロセスが適すると考えられる。
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表３−３ 個別要素技術の成果（オンサイト水素製造技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
高効率スキッドマウン ①総合効率の向上 ： 水素製造 ①熱回収システム、運転条件の最適化
ト型コンパクト水素製 装置の総合効率（HHV） ；61%→ および改質器の小型化により総合効率
造装置の開発
68%
69%を達成した。また、脱硫剤は累積時
（将燃浜松町研究室） 内訳
間1,576時間の耐久性を確認し、改質触
改質装置効率；82%→85%以上
媒は875時間の耐久性を確認した。
水素精製装置効率；74%→80%
②実証試験結果をもとに、目標とする装
②水素製造装置の小型化
（300Nm3/hr） ： 設置面積50平 置設置面積50m2以下（高さ3.5m）で所定
方メートル、高さ3.5メートル
の水素量（300Nm3/hr）を製造可能な水
素製造装置を設計した。
③石油系実ガスを原料とした
③水素製造装置からのオフガス並びに
SOFCシステム評価 ： セルの劣 実ガスを用いたSOFC評価試験におい
化目標；0.5%以下/1000時間、原 ては、セルの劣化0.5%以下/1000時間と
料の変更目標；熱量変化率10%以 いう目標並びに原料切り替えによる負
上／時間
荷変動に対する追従性検証し、熱量変
化率10%以上/時間という目標を達成し
た。さらに、高純度水素を原料に用いた
場合はセルの破損にが起こることが判
り、SOFCの運転や劣化に関する情報を
得ることができた
石油系液体燃料用膜 ①水素回収率 ： 90％以上
①水素回収率90%達成した。
型反応分離プロセス ②改質反応温度 ： 運転圧力に ②改質温度150℃低下は達成できた。ま
の開発
よるが、同等条件下で既存プロセ た、170℃低下も期待できる
（将燃戸田第一研究 スに比較して150℃以上低減す
室）
る。 550〜650℃を目標
③水素製造効率 ： 70%以上
③水素製造効率は70.7%を達成した。
④プロセス簡略化 ： PSA、シフ ④プロセスの簡略化は膜分離型反応器
の使用によりPSA，シフト選択酸化工程
ト、選択酸化工程の削減
の削減が可能になった。
⑤占有容積（装置サイズ） ： 実 ⑤装置の占有容積は53m3程度（目標
証機では従来型PSA型水素製造 100m3）に小型化できる見通しである。
装置の占有容積の2/3以下、或
いは最新型水素製造装置と同等
のサイズ
表３−４ 個別要素技術の成果（オンボード水素製造技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
有機ハイドライド方式オ ①起動性 ： １分
①起動性
ンボード水素発生シス
（水素発生開始まで） 加熱用燃料（トルエン）着火後1分以内
テムの研究開発
の水素発生を確認した。
（将燃横浜第一研究室) ②水素純度 ： 99.99%以上
②水素純度
(将燃日立研究室）
メッキ型パラジウム水素分離膜を試作
し、改良を重ね、水素純度99.99%を達成
した。
③触媒活性 ： 触媒容積 15L程 ③触媒容積
度
350℃、LHSV=5の条件で、転換率94%
を実現し、触媒容積15Lを達成した。
④リアクター ： 容積 25L程度
④リアクター容積
リアクターユニットを積層したリアクター
スタックの試作・評価の結果、ＦＣＶに必
要な35m3/hの水素を供給するリアク
ター容積が25Lとなることを確認した。
⑤水素発生システム ： 容積 50L ⑤水素発生システム容積
車両シミュレーションを実施した結果、エ
ンジンハイブリットシステムの採用により
容積が46Lとなることを確認した。
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○

○

○

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

表３−５ 個別要素技術の成果（SOFC用石油系燃料改質技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
灯油を原燃料とする ①灯油を原燃料とした熱自立 ①市販灯油にてSOFCを動か ○
民生用熱自立型固体 型SOFCシステムの構築
すための要素技術開発を行っ
酸化物形燃料電池シ
た。開発技術を搭載した灯油型
ステムの開発
SOFCプロト機を製作した。本プ
（将燃袖ヶ浦研究室）
ロト機において、起動〜停止ま
で完全に灯油にて運転できるこ
とを実証した。
②脱硫剤、改質触媒の開発を ○
②SOFCに適した灯油用脱
行った。目標性能を達成した。
硫・改質技術の開発
・ 脱硫寿命：4千時間以上（実 ・ 脱硫寿命：実測8千時間
・ 改質寿命：実測2千時間（推定
測1千時間以上）
・ 改質寿命：4万時間以上（実 4万時間以上）
また、開発触媒を灯油型SOFC
測1千時間以上）
プロト機に搭載し、性能を満た
すことを確認した。
○
③発電効率 ： 40%（送電端、 ③実測は、発電端効率で
48.7%(HHV)であった。この値を
HHV)
利用し、補機類・インバータ効率
を推定し、送電端効率を計算す
ると40.5%(HHV)となった。
④民生用へ普及するための ④プロト機の部品配置の見直し ○
小型化検討 ： 発電規模の や制御部の基板化などのパッ
等しいPEFCシステムサイズ ケージ検討を実施し、実用機の
の2/3以下とする。（現在は， 設計を行ったところ、サイズは
1kW級システムの開発計画） 291Lまで小型化が可能となっ
た。
灯油仕様SOFCシステ ①ＳＯＦＣセルモジュールから ①ＳＯＦＣシステム試験機結果 △
ムの研究開発
発生する熱と改質器で必要と による100kW級概念設計にて
（将燃横浜第二研究 なる熱をバランスさせることに 84.1%HHVの性能発現を検証し
室）
よる高効率システムの構築 ： た。
・ｼｽﾃﾑ容量 100kW級を想定 ・発電効率：35%HHV送電端
した10kW級実証機
・発電効率 40%HHV 送電端
・総合効率 80%HHV以上
○
②外部からの加熱を行わない ②LHSV4倍加速条件下にて
ことによる比較的低温におけ 10,020時間の耐久性を確認し、
る反応、ならびに効率を向上 加速度数より、耐久性4万時間
させるための低S/C条件での 相当以上の性能発現を検証し
た。
改質触媒の耐久性確認：
・耐久性4万時間以上（改質触
媒）
灯油改質型SOFC技 ①改質器容量 ： 10L/kW以 ①灯油用の改質器として容量 ○
術開発
下
は2.6L/kWを達成した。
（ATR改質技術）
②改質器熱自立システム
②改質器が運転負荷50〜100% ○
（将燃戸田第二研究
で熱自立することを確認した。
室）
③ＳＯＦＣシステム ： 1kWシ ③ATR改質ガスによる1kWのシ ○
ステム発電運転を実証した。
ステム運転実証
・40%HHV(DC発電端)に目処
・システム発電効率：
がついた。
40%HHV以上(DC発電端)
④5kW級SOFCシステムの概 ④40%HHV（AC送電端）が見込 ○
めるコンパクトな5kW級システム
念設計
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の概念設計をした。

表３−６ 個別要素技術の成果（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
成果（目標の達成度）
原燃料品質基準の標 ①硫黄濃度50ppbを破過寿命と ①硫黄濃度50ppbを破過寿命とする破過 ○
準化（PEC 基盤研) する脱硫剤加速試験法の確立 寿命予測式を構築した。長期実証試験
： 実寿命時間／加速寿命時間 により、8倍の実寿命まで破過寿命予測
式が成立することを実証した。
が4以上の評価法の確立
②原料灯油の性状と脱硫反応
性の関係の定量化 ： 劣化因
子による破過寿命推定式の構
築

②脱硫剤の劣化因子として硫黄化合物 ○
のほかに多環芳香族が劣化を促進する
ことが判り、破過寿命予測式に多環芳香
族影響を補正項として反映した。

③難脱硫性物質の除去技術検 ③50ppbレベルにおいては、燃料油中の ○
討 ： 難脱硫物質の寿命への 硫黄化合物の脱硫の難易度は化合物の
寄与率算出と除去技術の検討 タイプに有意差がないことを確認した。こ
の結果からこのレベルでは特段難脱硫
物質の除去の必要がないことがわかっ
た。
④必要脱硫剤量の検討

④破過寿命予測式をベースに家庭用小 ○
型規模、水素SS用大型規模の必要脱硫
剤の使用量が求められるようになった。

⑤改質用灯油原料の性状標準 ⑤灯油中の硫黄濃度および多環芳香族 ○
化・提言
成分濃度により、脱硫剤の寿命が大きく
変動することが明らかとなったことから、
燃料電池用原料灯油としてこれらの成分
が可能な限り少ないことが望まれる。
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４．事業化、波及効果
４−１ 事業化の見通し
本事業のほとんどの研究開発テーマにおいては、最終目標を達成しており、それらの成果を広
く公表している。一部の事業では実証化段階まで終了し公表しているが、事業化するための課題が
残り、その解決策を図ることで実用化が可能であるといえる。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用研究においては平成１７年度に製油所原料水素を
高純度高圧化し、炭素繊維強化プラスティク（CFRP）などを用いた軽量搬送システムでの使用を
可能とする国内初実証を行った。製油所水素の高純度化および出荷設備と移動式水素ステーション
の組み合わせは、水素社会の黎明期に、特にその特長（効率、経済性、利便性など）を発揮できる
ものと考えられる。具体的には、例えば、固定したユーザーへの水素供給だけでなく、スポット的
なユーザーへの水素供給や遠隔地への水素搬送の実施が考えられる。国の他のプロジェクトとの連
携、連動した運用とデータ取得を行うことにより実用化が図れる。
有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発においては製油所の副生水素を
有機ハイドライドの形で蓄積し、既存のインフラが使用できるシステムの構築を目指しているが、
本研究で目標とした有機ハイドライドへの水素添加反応、脱水素反応条件の検討による水素利用率
の向上、副生水素を用いる場合の課題把握等を実施したが、本研究結果をベースとして自社研究を
継続し、各要素技術の更なる開発・蓄積を進めている。
② オンサイト水素製造技術
高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発においては JHFC 事業等、現在継続
中の燃料電池自動車・水素ステーションの実用化研究・実証研究を通じて、商業段階の水素ステー
ションの運用実証を行なうことが重要であり、燃料電池自動車の初期ユーザー（地方自治体、バス
会社、運送会社等）との連携も十分に考慮しつつ、開発した水素製造装置の実証試験、更には、SOFC
システムの組み合わせによる総合エネルギーステーションの実証試験の実施を検討中である。
石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発に関してはパラジウム系水素分離膜の評価手法
そのものは公知の技術と考えられるが、使用する水素分離膜の形状により評価装置の変更が必要と
なり、膜の形状固有の評価ノウハウが見出される可能性はある。プロセスの実用化には今後大幅な
膜形状の変更もあり得ることから、プロセス実用化と平行して膜評価技術、更には膜の性能改善ノ
ウハウの実用化を検討する。そこで、次期事業でこの膜分離型反応技術をさらに展開させ、改質触
媒、反応器の要求性能を明らかにし、反応器設計技術を確定する。また、分離膜の耐久性向上に向
けた検討に取り組む。
③ オンボード水素発生技術
本事業で得られた「マイクロリアクター技術（水素発生装置を小型化）
」を平成２０〜２２年度
に実施予定の「将来型燃料高度利用技術開発：有機ハイドライドからの高純度水素回収技術開発」
に適用し、新たに水素ステーション向けの超小型水素発生装置を開発する。
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（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
本研究では SOFC 用の原燃料に灯油を用いた改質システム構築の研究を行った。各研究室
共本研究における目標はほぼ達成したが、ここで得られた成果を実用化するためには、SOFC メ
ーカが主に研究を進めているセルスタックのコストならびに耐久性が実用レベルに達すること
が条件であり、システムとして経済性を見極め、実用化を判断することになる。
そまた、石油会社としては SOFC モジュールメーカー及び燃料電池システムメーカーとの共同
取り組みが必要になる。現在、共同取り組み先を探索中である。

４−２ 波及効果
国が進める水素社会の早期実現に向けて、安価な水素の安定供給方法を確立し、導入準備を進め
ることは重要なことである。理想的な水素の供給方法としては温室効果ガスの発生が無い再生可能
なエネルギーを使用する事が究極の方法であるが、まだこれらの方法は研究開発の初期段階にあり、
経済性、安定供給等の解決すべき課題が多く山積している。これらが実現するまでの過渡期におけ
る早期導入可能な水素供給手段としては、石油業界、鉄鋼業界、ソーダ業界等において、水素製造
余力または副生される水素の利用、更には可搬性、貯蔵性、利活用に優れた石油系燃料からの水素
製造が考えられ、その方向で研究が進められている。石油業界においても国の指導の基に水素社会
に向けた早期に実現可能な水素供給方法の検討がなされ、水素供給の一手段としての波及効果が明
確になった。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
製油所オフサイト水素を高純度高圧化し、CFRP 容器を含む新搬送システム（高純度高圧水素搬
送設備；移動式水素ステーション）により水素を搬送し、燃料電池車、純水素駆動型燃料電池への
水素供給・利用の国内初の実証ができ、次の利用形態への適応が可能である。
・水素ステーションの低圧バンク補助としての利用
・ステーションの水素供給源としての利用
・カードルやボンベなどに移充填する為の小型ローリー車としての利用
・小型トレーラーとして利用先で駐車車上から地上設備への水素ガス供給
有機ハイドライドによる製油所水素の利用方法については有機ハイドライドへの水素添加反応
率、有機ハイドライドからの水素の脱水反応率の向上をすることにより、水素蓄積率の向上化が図
れ、現状の石油供給インフラが利用できる水素供給システムの見通しが立った。
② オンサイト水素製造技術
スキッドマウント型オンサイト水素製造装置のプロセス最適化検討、小型化検討、高効率化検討
の成果により、エネルギー密度が高く、可搬性、貯蔵性、利便性に優れている石油系液体燃料の特
性と、既設の給油所の立地を生かした、灯油等を原燃料とする既設給油所併設のための水素製造シ
ステムの早期実現への波及効果があると考える。
また、石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発において膜の調査、選定、水素透過性能等
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の膜の基本特性把握、プロセスへ適用するための初期検討を行い、本システム利用の可能性が高ま
った。
③ オンボード水素発生技術
有機ハイドライドから水素を高効率で取り出す超薄型膜型反応器の基本的な設計ができたこと
から、次の２通りの利用の波及効果が期待できる。
1) SS における超小型の水素発生装置への利用
2) 車載用水素製造装置への利用（車メーカからの開発協力が必要）
（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
灯油を原料とした各規模の SOFC の設計が可能になり、ガス供給のインフラが整っていない地
域、工場等への利用の波及効果が期待できる。
また、市販灯油を燃料電池用原燃料として使用する際に、脱硫剤に影響を与える因子として灯油
中の硫黄以外に多環芳香族成分が脱硫反応に影響をおよぼすことを確認し、破過寿命予測式に補正
項を追加した。その結果、燃料電池用原燃料として灯油を用いる場合、脱硫剤の寿命予測が可能と
なり、脱硫剤の充填量、交換頻度等の予測が可能となる。

５．研究開発マネージメント・体制・資金・費用対効果等
５−１ 研究開発計画
石油から製造した水素の高度利用技術開発を実施することにより、石油系燃料を利用した高効率
燃料電池商品化のための技術課題を解決する。また、石油由来の水素を安全にかつ経済的に供給す
るシステムを検証するというプログラムになっており、これらを研究開発する計画において３年間
という研究期間は必要かつ適切であった。図５−１ に本研究開発の計画を示す。
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年
研究開発テ−マ

度

平成１７年度

平成１８年度

平成１９年度

１０月

１０月

１０月

〔燃料電池自動車用水素製造・供給技術〕
① オフサイト水素供給技術開発
１） 多目的製油所水素オフサイト高純度水素製造利用研究
製油所水素の安定供給性、経済性、環境性検討
FCV,純水素ＦＣへの水素搬送・供給の実証
SS併設型水素ステ−ションなど将来課題の調査
２）有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発
水素製造(1Nm3/hr)脱水素反応装置の製作・運転
脱水素反応ガスの精製法検討

平成18年度か
ら開始

トルエン水素化設計・製作・運転

② オンサイト水素製造技術
１） 高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発
プロセス最適化検討
水素精製システムの検討・最適化
スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の詳細設計

ＳＯＦＣの原料ガス評価とＳＯＦＣ評価システム製作・運転
２） 石油系液体燃料利用膜型反応分離プロセスの開発
膜モジュール評価
改質器プロトタイプの設計・製作・試運転
メンブレンリフォーマーの基本設計

③ オンボ−ド水素発生技術
１） 有機ハイドライド方式オンボード水素発生システムの研究開発
高性能触媒の開発
マイクロリアクターの製造法の検討
高性能水素発生システムの検討

〔定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術〕
固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）用石油系燃料の改質技術開発
改質触媒・システムの開発、耐久性評価
ＳＯＦＣモジュールと灯油改質器の熱バランス設計
灯油型ＳＯＦＣシステム設計・製作・試運転

石油系燃料電池の原燃料の標準化
吸着脱硫剤加速試験法の確立
原料灯油の性状と脱硫性能との関係把握
難脱硫物質の除去技術検討
必要吸着脱硫剤量の検討

図５−１ 将来燃料高度利用研究開発の研究開発計画

５−２ 研究開発実施者の実施体制・運営
事業の実施に当たっては、
（財）石油産業活性化センターに研究開発事業に即した専門の研究室
を設置し、研究開発を行った。その上で、平成１７年度は１グループ、平成１８年度以降は２つの
研究開発グループに大別し、当該専門分野の最先端研究者である大学、公的研究機関、民間会社の
技術者からなる「将来型燃料高度利用技術小委員会」
（平成１７〜１９年度）及び「将来型燃料Ｓ
ＯＦＣ用改質技術小委員会」
（平成１８〜１９年度）を（財)石油産業活性化センターに設置した。
各委員会は年３回の報告会等を開催し、専門家並びに有識者からの適切な助言、指導を受け、研究
開発目標に対する達成度、進捗管理等を実施し、研究開発の効率化を図りつつ、研究室間の技術情
報交換並びに技術課題の共有化を行った。平成１７年度の履行体制図を下記に示す。
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経済産業省資源エネルギー庁
石油精製備蓄課

（平成１７年度）

委託契約

（財）石油産業活性化センタ−

将来型燃料高度利用技術小委員会
１．燃料電池自動車用水素製造・供給技術
（１）オフサイト水素供給技術
① 多目的製油所オフサイト高純度水素製造
利用研究
将燃丸の内研究室（出光興産㈱）
将燃品川研究室（大陽日酸㈱）

（２）オンサイト水素製造技術
② 高効率スキッドマウント型コンパクト水素
製造装置の開発
将燃浜松町研究室（コスモ石油㈱）

ＰＥＣ新燃料部
研究開発

③ 石油系液体燃料用膜型反応分離プロセス
の開発

協力契約

将燃戸田第 1 研究室（㈱ジャパンエナジ−）

（３）オンボ−ド水素発生技術
④ 有機ハイドライド方式オンボード水素発生
システムの研究開発
将燃横浜第 1 研究室（新日本石油㈱）
将燃日立研究室（㈱日立製作所）

２．定置式燃料電池（SOFC）用
石油系質技術開発
⑤ 灯油を原燃料とする民生用熱自立型固燃
料電池システムの研究開発
将燃袖ケ浦研究室（出光興産㈱）

⑥ 灯油仕様 SOFC システムの開発
将燃横浜第 2 研究室（新日本石油㈱）

⑦ 灯油改質型 SOFC 技術開発
将燃戸田第２研究室（㈱ジャパンエナジ−）

⑧ 石油系燃料電池の原燃料標準化
将燃 PEC 基盤研究室

図５−２ 平成１７年度履行体制図
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平成１８〜１９年度はより高度で専門的な議論が出来るようにするため、それぞれの分野の専門
家委員を追加し、将来型燃料高度利用技術小委員会からＳＯＦＣに関連する事業を分離し、新たに
将来型燃料ＳＯＦＣ用改質技術小委員会を設け２委員会体制とした。

平成１８〜１９年度
将来型燃料高度利用技術小委員会
① 有機ハイドライドを利用したオフサイト
水素供給要素技術開発
戸田第３研究室室（㈱ジャパンエナジ−）

② 石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの
開発
将燃戸田第 1 研究室（㈱ジャパンエナジ−）

③ 有機ハイドライド方式オンボード水素発生シ
ステムの研究開発
将燃横浜第 1 研究室（新日本石油㈱）
将燃日立研究室（㈱日立製作所）

④ 石油系燃料電池の原燃料標準化
将燃 PEC 基盤研究室

将来型燃料 SOFC 用改質技術小委員会
⑤ 灯油を原燃料とする民生用熱自立型固燃料
電池システムの研究開発
将燃袖ケ浦研究室（出光興産㈱）

⑥ 灯油仕様 SOFC システムの開発
将燃横浜第
図 2 研究室（新日本石油㈱）
−
履行体制図

⑦ 灯油改質型 SOFC 技術開発
将燃戸田第２研究室（㈱ジャパンエナジ−）

⑧ 高効率スキッドマウント型コンパクト水素製
造装置の開発
将燃浜松町研究室（コスモ石油㈱）

図５−３ 平成１８〜１９年度委員会
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５−３ 資金配分
各事業への資金配分はそれぞれの設備規模の大きさ、貴金属類等の高価な原材料を使用せざるを
得ない研究等には必要な配分を行い、資金の効率的な使用、配分により予算額の中で当初の目的を
ほぼ達成できた。

表５−１ 資金度配分
年度 平成
燃料電池自動車用水素製造・供給技術
SOFC用石油系燃料改質技術
合計

17
682
553
1,252

18
607
544
1,169

（単位：百万円）
19
合計
495
1,784
368
1,465
882
3,249

５−４ 費用対効果
本事業は、約３２億円（平成１７年度から平成１９年度までの３年間の委託費）を投入した事業
であるが、全体的に見ると各分野において当初設定していた目標がおおむね達成されており、水素
社会の早期実現に向け、本事業の費用対効果は大きいものと考えられる。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
製油所には高品位な水素の製造技術と供給余力を有する。この製油所水素を高純度高圧化し燃料
電池車及び純水素型定置式燃料電池へ供給実証出来たことにより、製油所水素が、経済性、環境性
に優れた水素供給源と成り得る事を示した。さらに、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素
供給要素技術開発で、副生水素利用の可能性も見出した。これらの実証及び技術開発により、既存
の設備を最大限活用できる事から、経済的、社会的貢献が極めて大きいものと言える。
② オンサイト水素製造技術
本技術開発では、高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発及び石油系液体燃料
用膜型反応分離プロセスの開発を実施したが、両テーマとも既存の給油所への併設を可能とするコ
ンパクトな水素製造装置を目指した。これらの成果は、既存の自動車と燃料電池車が混在する水素
黎明期においてインフラ整備の大幅な変更を伴うことなく、スムーズな移行を可能とすると考えら
れる。
③ オンボード水素発生技術
本技術は、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給技術を用い、ガソリンなどと同様に
液体燃料としてローリーなどで SS に輸送し、オンボード水素発生システムを備えた燃料電池自動
車に給油する。脱水素後の芳香族炭化水素は、SS で給油時回収する。本技術では、製油所から SS
まで既存のインフラを活用できる。さらに水素吸蔵合金やカーボン材料については水素貯蔵密度が
低く、高密度貯蔵が当面の課題であるのにたいし、有機ハイドライドの貯蔵密度は高圧ガスに換算
すれば約 70MPa に相当するレベルである。これらの特徴を有した有機ハイドライドを用いたオン
ボード水素発生技術の成果は、既存のガソリンインフラを活用できることに繋がる。
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（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
本技術開発で用いた SOFC は、固体高分子形燃料電池（PEFC）と異なり、燃料として水素の他
に CO も利用する事が出来、C/H 比の高い原燃料が使えることや、メタン等を電極上で改質するこ
とも可能であり、原燃料改質に対する制約が低いという特徴を有している。本技術開発では、目標
を達成しており、今後実用化されていけば十分な費用対効果が得られると期待される。

５−５ 変化への対応
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
本技術開発では、平成１７年度にオフサイト水素供給方式として製油所水素の高圧搬送を行った
が、第二の方法として「有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発」を実施す
ることとした。これは、有機ハイドライドは、オフサイト水素の安全・安価な供給システムとして
有望なものであるが、有機ハイドライドから水素を取り出す反応は吸熱反応であり、既存の熱源を
持たない水素ステーションにおいてこの吸熱反応の熱源をいかに効率よく賄うのか、また有機ハイ
ドライドを水素キャリアとして循環使用する際の問題点もクリアーにされていない。よって本テー
マを平成１８年から２年間かけて実施することとした。
②オンサイト水素製造技術
本技術開発では、
「高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発」を実施している
が、当該テーマにおいて、水素の高度利用技術開発として「水素ステーション効率化技術開発」を
追加した。これは、総合効率向上を目指して、水素ステーションからの余剰オフガス等を利用した
SOFC 利用のための基礎データ採取を行うと共に、給油所併設水素ステーションの将来型総合エネ
ルギーステーションのモデル検討を行うものである。
③オンボード水素発生技術
変化への対応となる事項は無い。
（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
変化への対応となる事項は無い。
（３） 研究開発実施者の実施体制・運営
平成１７年度の事業の実施にあたっては、
（財）石油産業活性化センター内に専門的知見を有す
る学識経験者、業界関係者等を構成員とする「将来型燃料高度利用技術小委員会」を設置し、定期
的に委員会を開催し、研究の全体計画、実施状況、成果等について評価・審議を行い、助言を頂き
ながら取り進め、研究の効率化を図った。平成１８年〜１９年度には、将来型燃料高度利用技術小
委員会から SOFC に関連するテーマを分離し、新たに「将来型燃料 SOFC 用改質技術小委員会」
を設け、２委員会体制とした。
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第３章

評価

第３章

評価

（事業全体に対する評価）
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
燃料電池に用いる石油系燃料及び製油所水素の高度利用のための技術開発
を推進することは必要不可欠であり、本事業は国の関与が必要である。また、総合
的なエネルギー政策の観点から、本事業の目的は妥当であり、さらに技術マップに
おける位置付けは明確であり、その科学的・技術的意義及び社会的・経済的意義
も高い。
地球温暖化防止のためのクリーン･エネルギー技術としての水素利用は極めて
重要な基盤技術であるものの、水素製造及び輸送には高度な技術開発が必要で
あり、国家による財政面、政策面における関与が必要である。また、いかなるエネ
ルギーも経済合理性と利便性がなければ普及は進まず、石油を原料として水素を
製造する本件研究開発の経済性向上は極めて有益である。
さらに、エネルギー・環境対応の上で最重要な課題であり、社会のニーズに合っ
ている。各企業が個々に行うのでは無駄が大きいので、国の関与は重要である。
一方、水素の高度利用、燃料電池の利用促進のために、石油を原料として如何
に安価に水素を製造するか、既存のガソリンスタンドをどのように安全かつ経済的
に利用するかについての一層の研究開発が望まれるとともに、具体的な経済的効
果についての検証が望まれる。
また、日本の将来にとっても重要な課題であるという明確な位置づけがやや希
薄である。単発の事業、個々の課題として、成果を達成させるのはもちろんである
が、長期的視野に立った継続性、発展性、波及効果などの位置づけや説明が望ま
れる。
（肯定的意見）
・燃料電池に用いる石油系燃料および製油所水素の高度利用のための技術開発を
推進することは必要不可欠であり、このための本事業の実施は、国の事業として妥
当かつ国の関与が必要である。また、総合的なエネルギー政策の観点から、本事業
の目的は妥当であり、さらに技術マップにおける位置付けは明確であり、その科学
的・技術的意義および社会的・経済的意義も高い。
・石油を中核とした水素エネルギー体系の基本的な技術的要素から構成される研究
であり、利益追求を主目的とする民間の自社研究で十分にカバーできる範囲にない。
国のエネルギー施策にも関連する重要な課題であり、社会的要請が極めて高い。新
規的な課題が多く取り上げられており、将来の可能性、意義は大きい。
・エネルギー・環境対応の上で最重要な課題であり、社会のニーズに合っている。各
企業が個々に行うのでは無駄が大きいので、国の関与は非常に重要である。
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・地球温暖化防止のためのクリーン･エネルギー技術としての水素利用は極めて重要
な基盤技術である。しかし、水素製造及び輸送には高度な技術開発が必要であり、
国家による財政面、政策面における関与が必要である。また、いかなるエネルギーも
経済合理性と利便性がなければ普及は進まず、石油を原料として水素を製造する本
件研究開発の経済性向上は極めて有益であると思料する。
・将来の低炭素化社会を実現する上で、水素駆動型燃料電池の活用が大変重要で
ある。とりわけ、移動体用及び家庭用の発電・熱源装置においてはＣＯ２の排出を源
流で低減することが必須であり、これを可能にするための技術開発が着実に前進す
ることが望まれる。一方、技術のハードルは高く、産官学の連携無くしては目標を達
成することが難しいことから国主導の研究・開発が必要。
（問題点・改善すべき点）
・日本の将来にとっても重要な課題であるという明確な位置づけがやや希薄である。
単発の事業、個々の課題として、成果を達成させるのはもちろんであるが、長期的視
野に立った継続性、発展性、波及効果などの位置づけや説明を充実させてほしい。
・水素の高度利用、燃料電池の利用促進のために、石油を原料としていかに安価
に水素を製造するか、既存のインフラストラクチャーとしてのガソリン・スタンドをどの
ように安全かつ経済的に利用するかについての一層の研究開発が望まれるとともに、
具体的な経済的効果についての検証が望まれる。
・常に低炭素化社会の構図を描きながら、段階的に進める必要がある。例えば、石油
原燃料からの水素燃料製造においては、ＣＯ２固定化を前提に最終的な全体システ
ムを構築し、固定化技術の進捗に合わせたその段階・段階の中間システム図を描
き、それぞれの目標を明確化する必要があると考える。また、最終に至る各システム
図（シナリオ）は関係者間で誤解なく共有することが必要。
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２．研究開発等の目標の妥当性
灯油を原料とした燃料電池用水素製造技術の開発等、研究開発の目的は極め
て明確である。水素をどのポイントで製造するかについて、オフサイト、オンサイト、
オンボードの３方式に分け、地球環境に優しく、高効率な燃料電池利用を目指す目
標は明確である。目標達成度を判断するための指標も、発電効率、触媒耐久時間
等、適切に設定されている。
オフサイト水素製造技術及び供給技術に関する研究開発項目は将来の低炭素
化社会を支える重要なテーマであり、このプロジェクトの基幹をなすものとして評価
する。有機ハイドライドを利用した輸送・貯蔵は水素燃料供給の将来システムの可
能性を高めると考える。
また、既存の技術を基盤に達成可能な範囲で高い目標を設定しており、事業化
や波及技術の点で大いに期待できる。
一方、目標として掲げた数値は将来性を見極めるための指標であるが、数値に
とらわれすぎて、それを最終目標としているように思えるため、より発展的な将来
展望への議論に発展させるべきである。また、今後の量産による経済性向上等の
具体的目標設定が望ましい。
（肯定的意見）
・個々のテーマの研究開発の目標・指標は具体的に設定されており、その数値と研究
開発スケジュールは適切かつ妥当である。
・各課題とも明確な数値目標が設定されており、達成の度合いが明確に判断される。
目標数値も現状を考慮して、意欲的な数値になっている。
・既存の技術を基盤に達成可能な範囲で高い目標を設定しており、事業化や波及技
術の点で大いに期待できる。
・灯油を原料とした燃料電池用水素製造技術の開発等、研究開発の目的は極めて明
確である。水素をどのポイントで製造するかについて、オフサイト、オンサイト、オンボ
ードの3方式に分け、実際のインフラストラクチャーを活用して、地球環境に優しく、高
効率な燃料電池利用を目指す目標は明確である。また、目標達成度を判断するため
の指標も、発電効率、触媒耐久時間等、適切に設定されている。
・オフサイト水素製造技術及び供給技術に関する研究開発項目は将来の低炭素化
社会を支える重要なテーマでありこのプロジェクトの基幹をなすものとして評価する。
また、有機ハイドライドを利用した輸送・貯蔵は水素燃料供給の将来システムの可能
性を高めると考える。
（問題点・改善すべき点）
・目標として掲げた数値にとらわれすぎて、それを最終目標としているように感じる。
数値は将来性を見極めるための指標にすぎないと考える。より発展的な将来展望へ
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の議論に発展させるべきである。
・今後の量産による経済性向上等の具体的目標設定が望まれる。
・オンサイト水素製造技術は脱ＣＯ２技術との組み合せがイメージ出来ず、そこで発生
するＣＯ２をどのように処理するのかについて、ライフサイクルアセスメント評価に基づ
いて最終的な目標を設定することが望まれる。
・可能ならば、最終目標までの各ステップの目標を決めたロードマップを描き、年度ご
ともしくはプロジェクトごとにその技術の道筋と選んだ目標を設定すると全体の方向が
見えると思う。
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３．成果、目標の達成度の妥当性
ごく少数の例外を除いて目標値を達成しており、当初に目標とした成果が得ら
れている。有機ハイドライドによる水素輸送・貯蔵や小型水素発生装置によるガ
ソリンスタンドでの水素取出しの可能性が見えてきたことなどの目標以外に注目
すべき知見も新たに得られており、成果の公表については、特許出願や学会発
表が盛んであり、評価できる。
また、将来性を判断しうる規模のプロトタイプ装置において研究が実施されてお
り、有意義である。
一方、オフサイト水素供給システムでの膜分離器の加工に課題が残った。また、
一般家庭用燃料電池への水素供給システムの量産によるコスト低減効果等を明
示することが望ましい。
今後、論文発表を積極的に行うことによって、科学的・技術的基盤の構築への
貢献を期待したい。
（肯定的意見）
・ごく少数の例外を除いて目標値を達成しており、当初に目標とした成果が得られて
いる。また、設定された目標以外に注目すべき知見も新たに得られている。さらに、成
果の公表については、特許出願や学会発表が盛んであり、評価できる。
・ほとんどの課題で課せられた課題が達成されており、事業全体としては成功と判断
できる。将来性を判断しうる規模のプロトタイプ装置において研究が実施されており、
有意義である。
・既存の技術を基盤に達成可能な範囲で高い目標を設定しており、事業化や波及技
術の点で大いに期待できる。
・石油を原料とした水素製造におけるエネルギー効率、改質装置の耐久時間等の研
究開発成果が具体的に明示されており、大いに評価できる。一般家庭用の燃料電池
への安全かつ経済的な水素供給を念頭に置いた、開発成果が検証されている。特許
出願、学会発表等の研究成果の社会貢献も明確化されている。
・具体的な数値目標を設定し、成果も数値で判定しており達成度が見えやすい。ほと
んどのテーマにおいて、概ね初期の目標を達成しておりプロジェクト運営として良好で
ある。また、有機ハイドライドによる水素輸送・貯蔵や小型水素発生装置によるＳＳで
の水素取出しの可能性が見えてきたこと等の目標以外に得られた成果があり、論文・
特許等多くの資産が残されている。
（問題点・改善すべき点）
・副次的な波及効果については、必ずしも顕在化していない。今後、論文発表を積極
的に行うことによって、科学的・技術的基盤の構築への貢献を期待したい。
・例えば有機ハイドライドなど十分に検討されていなく新規な概念の提案であり、設定
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された反応率の達成や経済性の評価より、エネルギー貯蔵、輸送法として成立する
かどうかに重点を置くべきである。その他の技術についても、全体としてエネルギー
体系の中で、どのような位置づけになるか将来性や課題を判断する材料を提供でき
るようにしてほしい。
・オフサイト水素供給システムでの膜分離器の加工に課題が残った。成果の社会還
元のため、一層の公開（学会発表等）が望ましい。
・一般家庭用燃料電池への水素供給システムの量産によるコスト低減効果等を明示
することが望まれる。
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４．事業化、波及効果についての妥当性
本研究開発においては、既に実証段階に入ったものも多く、事業化に向けての
いくつかの問題点の洗い出し、解決策が提示されている点が評価できる。また、低
炭素社会構築に向けての水素エネルギー利用のために、経済性、利便性に優れ
た灯油等の石油製品を利用し、既存のガソリンスタンドを活用する経済的優位性も
認められる。
また、それぞれの課題で事業化への距離が異なっており、現状の水準に応じて
アウトプットが設定され、システムとして事業化の見通しが立つレベルの成果が得
られた。多くの特許が出されるなど、波及効果が大きいと思われる。
今後、経済性、環境性に優れたオフサイト水素供給技術として、有機ハイドラ
イド法の技術開発は、将来の事業化に向けた一層の取組を期待する。
一方、一部のテーマでは実証段階まで到達しているが、事業化の見通しにつ
いては総じて今後の進展を待つ必要がある。また、波及効果についても、総じて
今後の進展を待つ必要がある。
また、ＳＯＦＣ（定置式燃料電池）を家庭で実際に利用する上での安全性、経済
性に関する石油業界と燃料電池メーカーとの一層のコラボレーションが求められ
る。
（肯定的意見）
・それぞれの課題で事業化への距離が異なっており、現状の水準に応じてアウトプッ
トが設定されている。
・システムとして事業化の見通しが立つレベルの成果が得られた。多くの特許が出さ
れるなど、波及効果が大きいと思われる。
・本研究開発においては、既に実証段階に入ったものも多く、事業化に向けてのいく
つかの問題点の洗い出し、解決策が提示されている点が評価できる。また、低炭素
社会構築に向けての水素エネルギー利用のために、経済性、利便性に優れた灯油
等の石油製品を利用し、既存のガソリンスタンドを活用する経済的優位性も認められ
る。
・石油系燃料を用いた水素燃料の製造・輸送・貯蔵システムについての事業化見通し
は概ね立てられていると思う。特に、有機ハイドライドを用いた輸送・貯蔵のコスト低
減は大変効果があると思う。
（問題点・改善すべき点）
・一部のテーマでは実証段階まで到達しているが、事業化の見通しについては総じて
今後の進展を待つ必要がある。また、波及効果についても、総じて今後の進展を待
つ必要がある。
・波及効果や事業化に向けてのシナリオについての記述をもう少し詳しく明確に記述
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したほうが、成果をアピールできると考える。
・経済性、環境性に優れたオフサイト水素供給技術として、有機ハイドライド法の技術
開発は、将来の事業化に向けた一層の取組を期待する。
・ＳＯＦＣを家庭で実際に利用するうえでの安全性、経済性に関する、石油業界と燃料
電池メーカーとの一層のコラボレーションが求められる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発マネジメント・体制、運営、資金配分、費用対効果及び変化への対応
については、概ね適切かつ妥当に機能したと判断される。
また、本研究開発は、水素社会構築に向けての重要なプロジェクトであり、計画
期間、研究開発主体は適切であった。高度の専門性を有する研究組織からなる有
益な研究成果が生まれており、妥当な計画であるといえる。
特に、オバマ新政権の誕生とともに、新エネルギーの開発への世界的要請が高
まっている中、社会情勢への対応は妥当といえる。さらに、資金の規模や実施体
制、成果の規模や費用対効果のバランスなどいずれも妥当である。
一方、成果を具体的に評価出来るよう、数値目標を設定したがために、数値目
標の達成に傾注しているようにも見えるため、特に達成されなかった点について
は、その理由とプロセスの面からも説明・評価出来ることを望む。また、経済環境の
変動の大きい昨今、長期的な視点に立つことが重要である。
（肯定的意見）
・事業評価資料を見る限り、研究開発マネジメント・体制、運営、資金配分、費用対効
果、および変化への対応については、概ね適切かつ妥当に機能したと判断される。
・資金の規模や実施体制、成果の規模や費用対効果のバランスなどいずれも妥当で
ある。
・所定の目標を計画に沿って達成しており、計画及び運営は適切になされた。資金も
妥当であった。
・本研究開発は、水素社会構築に向けての重要なプロジェクトであり、計画期間、研
究開発主体は適切であった。高度の専門性を有する研究組織からなる有益な研究成
果が生まれており、妥当な計画であるといえる。特に、オバマ新政権の誕生ともに、
新エネルギーの開発への世界的要請が高まっている中、社会情勢への対応は妥当
といえる。
・石油系燃料が将来、担っていくべき姿を描き、シナリオを立てて研究テーマを選定す
る、というプロセスがあったかは不明だが、テーマが選定されて、テーマの難易度に
合わせた研究日程及び機関が選ばれ、適切に資金配分され、全体をマネージしてい
ると判断する。
（問題点・改善すべき点）
・経済環境の変動の大きい昨今、長期的な視点に立つことが重要である。
・有機ハイドライドを利用した水素エネルギーの利用は、既存のインフラストラクチャ
ーを利用することが可能であり、画期的研究といえるが、従来の石油系燃料の利用と
比較して、コスト・ベネフィット分析が今後望まれる。
・成果を具体的に評価出来るよう、数値目標を設定したが為に、幾分数値目標の達
成に傾注しているようにも見える。特に、達成されなかった点については、その理由
等プロセスの面からも説明・評価出来ることを望む。
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６．総合評価
当初の計画・目標は現段階で概ね達成され、石油系燃料を利用した高効率水
素製造・供給に係る研究開発は順調に行われたと評価できる。
水素社会への本格的な対応と既存の製油所、ガソリンスタンドの活用の両立と
いう要請に的確に対応した研究開発として高く評価できる。
低炭素社会の実現という世界的要請の中で、時代の変化に即応し、経済的で利
便性の高い石油系燃料の有効利用という観点からも評価することができる。また、
有機ハイドライド法を一つの柱としていることが特徴である。この技術は欧米では
あまり研究がなされていないので、我が国独自の技術として高く評価できる。さらに
、各研究テーマにおいて、重要な課題が取り上げられており、設定された目標も明
確であり、総合的に見て成果は十分達成されていると判断してよいと考える。
一方、次期事業では、是非とも将来型燃料の高度利用はどうあるべきかをしっ
かり議論し、全体が一つの進むべき方向に向いたテーマになるよう運営することが
望ましい。また、達成した成果を事業化に結びつけるべく、更なる研究開発の継続
が望まれる。

（肯定的意見）
・当初の計画・目標は現段階で概ね達成され、石油系燃料を利用した高効率水素製
造・供給に係る研究開発は順調に行なわれたと評価できる。
・各研究テーマにおいて、重要な課題が取り上げられており、設定された目標も明確
であり、総合的に見て成果は十分達成されていると判断してよい。
・高い設定目標を相当程度達成しており、十分に優れた事業と評価できる。
・水素エネルギーシステムを実用化した社会に広めるために必要な技術的課題を明
らかにし、解決の方策を示したもので、非常に高く評価できる研究開発である。
・要素技術として、種々の触媒や分離膜の開発がなされており、波及効果も大きいも
のと評価される。
・原料の品質や材料の耐久性まで考慮されており、実用化に向けて進展が見られ
る。
・有機ハイドライド法を１つの柱としていることが特徴である。この技術は欧米ではあ
まり研究がなされていないので、我が国独自の技術として高く評価できる。
・水素社会への本格的な対応と既存の製油所、ガソリン・スタンドという石油供給イン
フラストラクチャー活用の両立という要請に的確に対応した研究開発として高く評価で
きる。低炭素社会の実現という世界的要請の中で、時代の変化に即応し、経済的で
利便性の高い石油系燃料の有効利用という観点からも評価することができる。
・概ね今回の将来型燃料高度利用研究開発事業は当初の予定通りに進められ、ほ
ぼ期待された成果を上げられたと思う。特に、水素輸送で有機ハイドライドの有望性
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を見極め、早期に検討着手された点、大きく評価したいと思う。
（問題点・改善すべき点）
・燃料電池のための水素製造技術の開発については、ＮＥＤＯを始めとする国の補助
による他の多くの事業が進行しているので、本事業で得られた成果をそれらの他の
事業と比較・整理することによって、今後は淘汰・集中することが望まれる。
評価するためのデータの提供が不十分であったため、社会的インパクトの定量的評
価が困難であった。
・結果としては十分達成されているものの、個々の技術が実用化されるに至る将来展
望や、開発の水準、課題・問題点などが明確に述べられていない重要な課題である
ため、さらに強力に推進していく必要があるのか、どのような推進体制が望まれるの
か、次に進めていくための判断材料が十分でないように感じる。
・達成した成果を事業化に結びつけるべく、更なる研究開発の継続が望まれる。
・水素社会への移行に当たり、既存の石油資源及び石油インフラストラクチャーを有
効活用し、かつ石油の直接利用と経済的に対等な競争のできるさらなる技術革新が
望まれる。
・次期事業では、是非とも将来型燃料の高度利用はどうあるべきかをしっかり議論
し、全体が一つの進むべき方向に向いたテーマになるよう運営できれば良いかと思
う。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
○本事業で実施したほとんどの研究開発テーマについては、最終目標を達成して
おり、また一部の事業では実証化段階まで終了しているものの、総じて事業化する
ための課題が残っているので、今後積極的にその解決に努めてほしい。副次的な
波及効果については必ずしも顕在化していないが、顕在化に努めることによって、
石油系燃料を利用した高効率燃料電池の開発に留まらず、石油系燃料を利用し
た新たな技術に発展させてほしい。
○将来のエネルギー体系における重要な課題が取り扱われており、その重要
性はよく認識される。一方で各個別テーマの数値目標が細かく設定されてい
るためか、それを達成することに重点が置かれており、成果の社会的意義や、
将来展望、必要な課題、現状レベルの客観的議論などが十分盛り込まれてい
ないように感じる。これらのテーマは単発的に実施するものではなく、継続
性をもって、発展しながら将来の可能性を現実のものにしていく性格を有し
ている。また競合技術、既存技術と常に比較検討しながら将来性を見極めて
いくのが、プロジェクトとして最も重要であると考えられる。その点で、たとえばエネ
ルギー収支的にどう評価されるか、既存技術のレベルとの比較の明確な記述、本
プロジェクトの位置づけや方向づけ、将来へ向けての課題などが必ずしも明確で
はなく将来に続ける課題としてとらえにくい。
○一般家庭に普及されるための経済性向上のためにクリアすべき課題は何
か、既存の技術をどこまで活用でき、そこに新たに加えるべき知見を明らか
にすることが求められる。石油系燃料による水素製造技術を安価かつ安全に
確立するために、求められる技術的なハードルと量産効果を発揮するための
政策支援を明確にすることが求められる。
○重要な点は、将来の脱ＣＯ２社会を構築していくことに対して、石油系燃料が如
何にプレーしていくべきかを議論することだと思う。低炭素社会実現に向けてバイ
オ燃料を利用したライフサイクルアセスメントを比較・検討することも重要である。
将来の青写真が描ければ、それの実現に不可欠な技術・研究開発テーマを見極
め、現状との乖離を明確にして、その乖離を埋めるべく産官学の体制を活用するプ
ロジェクトを発足させれば良いと考える。また、事前の検討会が最も大切で、初め
にステアリングをしっかり方向付ける必要がある。
（各委員の提言）
・本事業で実施したほとんどの研究開発テーマについては、最終目標を達成しており、
また一部の事業では実証化段階まで終了しているものの、総じて事業化するための
課題が残っているので、今後積極的にその解決に努めてほしい。
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副次的な波及効果については必ずしも顕在化していないが、顕在化に努めることに
よって、石油系燃料を利用した高効率燃料電池の開発に留まらず、石油系燃料を利
用した新たな技術に発展させてほしい。
・上記で述べたように将来のエネルギー体系における重要な課題が取り扱われてお
り、その重要性はよく認識される。一方で各個別テーマの数値目標が細かく設定され
ているためか、それを達成することに重点が置かれており、成果の社会的意義や、将
来展望、必要な課題、現状レベルの客観的議論などが十分盛り込まれていないよう
に感じる。これらのテーマは単発的に実施するものではなく、継続性をもって、発展し
ながら将来の可能性を現実のものにしていく性格を有している。また競合技術、既存
技術と常に比較検討しながら将来性を見極めていくのが、プロジェクトとして最も重要
であると考えられる。その点で、例えばエネルギー収支的にどう評価されるか、既存
技術のレベルとの比較の明確な記述、本プロジェクトの位置づけや方向づけ、将来
へ向けての課題などが必ずしも明確ではなく将来に続ける課題としてとらえにくい。
・一般家庭に普及されるための経済性向上のためにクリアすべき課題は何か、既存
の技術をどこまで活用でき、そこに新たに加えるべき知見を明らかにすることが求め
られる。石油系燃料による水素製造技術を安価かつ安全に確立するために、求めら
れる技術的なハードルと量産効果を発揮するための政策支援を明確にすることが求
められる。
・重要な点は、将来の脱ＣＯ２社会を構築していくことに対して、石油系燃料が如何に
プレーしていくべきかを議論することだと思う。将来の青写真が描ければ、それの実
現に不可欠な技術・研究開発テーマを見極め、現状との乖離を明確にして、その乖離
を埋めるべく産官学の体制を活用するプロジェクトを発足させれば良いと考える。個
々のテーマを吟味するよりは、まずは、上記の視点でシンクタンクも視野に入れて時
間をかけて検討してみてはどうか。上記のプロセスを関係者で共有し、共通の認識に
立ってからテーマを選定し、優先順位を付け日程ごとの仕上がりイメージを具体的に
取り決め、研究・開発を開始すれば良いと思う。こうすることにより、全てのテーマが
有機的に結びつき全体像が明確になるものと思う。また、事前の検討会が最も大切
で、初めにステアリングをしっかり方向付ける必要がある。このコメント欄は「今後の
研究開発の方向等」となっているが、委員の方々がそれぞれのビジョンをお持ちの中
で、個々に方向と言っても大きくはズレないでしょうが具体的なアクションになると結
構相違点がでてくると思う。従って、少なくともプロジェクト開始時点での方向付け議
論が必要と思う。
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（個別要素技術に関するコメント）
（１）燃料電池自動車用水素製造・供給技術
【成果に対する評価】
・オフサイト、オンサイト、オンボードのいずれも、目標値をほぼ達成しており、来るべ
き水素社会のための石油系燃料の製造・供給技術の基盤形成への寄与は高いと評
価できる。
・石油からの水素製造・貯蔵について近未来の技術、将来可能性がある技術が、バ
ランス良く配合されており、的確な構成であると考えている。成果は概ね達成されて
おり、大筋で問題はないが、個々の目標達成に固執している感があり、他の競合技
術との比較や、効率の現状、将来性に対する評価まで成果として明確にした方が良
いと考える。
・有機ハイドライド利用オフサイト水素供給技術は、低品位水素の有効利用であり、
意義が大きい。
・スキッドマウント型コンパクト水素製造装置は、実用化に向けたシステム設計であり
、商業規模装置に向けて期待される。
・オンボード水素製造技術では、既存のインフラを活用できる有機ハイドライド法が有
効に水素供給源となりうることを示した。
・有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発は、初期の目標を達
成したと考えられる。燃料電池車の普及に関しては、コスト低減へのたゆまぬ努力が
求められる。
・多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用については、当初の予定通りその可
能性が検証され、達成度・成果の意義ともに高く評価される。
・有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発については、将来の
水素輸送・貯蔵の有望な技術が見出せたことが大きく評価される。特に、ハイドライド
の耐久性改善では重要な知見が得られた。
・オンサイト型の水素製造装置（スキッドマウント型、膜型）については、当初の目標を
達成し成果を上げたが、将来のオンサイト水素製造設備として地位を確立するために
は、炭素成分の固定化技術と整合する必要がある。
・有機ハイドライド式オンボード水素発生システムについては、各コンポーネントの性
能評価を実施し、それぞれ目標性能がクリア出来たが、車両システムとしての評価に
は届いていないと考える。
【実用化の見通しに関する評価】
・今後の実用化に向けて、トータルシステムの設計が肝要となろう。
・上記に述べたように実用化の可能性や時期に関する情報がもう少し踏み込んでほ
しい。例えば有機ハイドライドの水素キャリアとしてエネルギー的な損失がどのぐらい
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か、システムとしての成立要件と課題は何か、膜分離は要求性能に達しているのか、
天然ガスの改質面部連リアクターに対しての技術水準はいかほどかなど様々な関連
技術の比較や将来展望に対する記述があるとよい。
・有機ハイドライド法では、水素供給側の触媒、オンサイト水素供給では分離膜など、
要素技術に改善の余地があるが全体としては十分に実用に耐えるレベルにあると思
われる。
・有機ハイドライドを利用した水素供給システムにおいては、既存のインフラストラクチ
ャーにどれだけのコストをかけることが必要であるかを明確にし、石油製品そのもの
の供給とのコスト競争力をつけるための政策誘導が求められる。
・多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用については、高純度の高圧水素の製
造を実証し、またＣＦＲＰ容器による高圧水素輸送は一つの方向を示すことが出来た
。オフサイト水素製造における脱ＣＯ２技術との整合性は確認が必要であるが、将来
の水素供給イメージを作り上げたと考える。更なるブラッシュアップを期待する。
・有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発については、大変重
要な課題である輸送コストの低減に大きく貢献し、水素充填所への水素補給に道を
開くと思われる。将来の水素輸送・貯蔵システムの中核を担う技術になると考える。
・オンサイト型水素製造については、将来の脱ＣＯ２技術との整合性を今後確認する
必要があると考える。仮に整合性が取れない場合は、今後の展開に障害となると思
われる。
・有機ハイドライド式オンボード水素発生システムについては、起動時間もある程度
必要であることからバス・トラックのフリート使用もしくはフォークリフト等物流運搬車へ
のアプリケーションがふさわしいと思う。
（２）定置式燃料電池（ＳＯＦＣ）用石油系燃料改質技術及び燃料電池用燃料品質標
準化
【成果に対する評価】
・定置式燃料電池（ＳＯＦＣ）用石油系燃料改質技術及び燃料電池用燃料品質標準化
について、目標値をほぼ達成しており、将来的に主流となるであろうＳＯＦＣのための
石油系燃料の製造・供給技術の基盤形成への寄与は高いと評価できる。
・石油系燃料をＳＯＦＣへ応用するための初めてのプロジェクトとして注目される。将
来的には高い効率が達成でき、燃料適応性に優れシンプルなシステムとなると期待
されるため課題として重要であり。このような研究に国プロジェクトとして着手した点は
評価される。改質技術との結合が中心であるが、ＳＯＦＣと組み合わせるための道筋
や、ＡＴＲをどのようにＳＯＦＣと組み合わせるかなどシステム的にどのように構築して
いくか、糸口を示すと将来有意義である。このＳＯＦＣについての課題は継続されない
ということで発展性を欠くことは残念であるが、将来に向かって、どのようなシナリオ
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が考えられるか、技術的ブレークスルーが必要な点はどこにあるかなど明確にすれ
ば発展的に繋がっていけると考える。
・灯油仕様のＳＯＦＣシステムを構築する上での課題を抽出し、解決への方策を提案
した。十分に評価に値する成果である。
・本研究開発においては、十分な目標達成が実現されている。今後は、一般家庭へ
の普及促進への要素技術の開発が求められる。まず、量産目標と1台当たりの販売
価格目標を明示することが求められる。
・定置用燃料電池ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術については、灯油自立運転、脱硫・
改質の耐久性能向上及び小型化の成果は貴重である。
・石油系燃料電池の原燃料標準化については、ほぼ計画通りの成果及び達成度と思
われる。
【実用化の見通しに関する評価】
・ＡＴＲおよび脱硫について要素技術としての基礎的知見が蓄積されつつあるが、今
後の実用化に向けて解決すべき課題がまだかなりあるように見受けられるので、より
一層の研究開発の進展が望まれる。
・将来高い効率を達成できる手法として、重要と考えているが、将来的な課題と開発
ステップについては十分明確にされていない。先行技術としてのＰＥＭＦＣに対する利
点や欠点、転用技術や新規技術を明確にするとともに、天然ガスＳＯＦＣとの比較とし
ての開発項目などについて議論もなされるとよい。硫黄による劣化予測については、
石油を使う以上避けられない重要課題であり、劣化機構などを明確にできるよう官学
との共同検討課題も提案できるのではないか。
・実用化への道は開かれたものと思われる。原料の灯油の脱硫をさらに進めることで
、オンサイトでの脱硫器の負担を軽減できる。
・実用化へクリアすべき問題は、灯油を利用した定置式燃料電池の製造コストをどれ
だけ低減できるかである。そのための改質装置の安価な製造技術等の応用技術開
発が望まれる。
・定置用燃料電池ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術については、灯油燃料駆動のＳＯＦ
Ｃの市場がどこにあるのか、そこを明確にして共同取組み先を選択しシステム検討を
進めた方が効率的と考える。
・石油系燃料電池の原燃料標準化については、ＩＳＯ・ＴＣ１９７において燃料電池用水
素燃料仕様が検討されているので、参考にしたらよいと思う。
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８．評価小委員会としての意見
○ 本件は、全体としてよく練られたプロジェクトであり、評価においても検討が深め
られており、レベルの高いものとなっている。
○ 個々のプロジェクト自体については成果を上げているが、組み込まれる専門技
術がかなり広がっており、これら全体をまとめてうまく実用化されていくには、工夫
が必要であると思われる。
○ 「今後の研究開発の方向等に関する提言」において、「これらのテーマは単発
的に実施するものではなく、継続性をもって、発展しながら将来の可能性を現実
のものにしていく性格を有している。」と記載されているとおり、また、従前より当評
価小委員会でも議論しているように、個別のプロジェクトとしてではなく、研究開発
プログラムとして、ユーザーが安全に、容易に利用できるよう、実際の利便性等の
観点から技術開発課題を明らかにし、対策を立てながら展開していくことが望ま
れる。
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第４章

評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「将来型燃料高度利用研究開発事業」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、
以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結
果は「３．評点結果」のとおりである。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成１１年度に評
価を行った研究開発事業（３９プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導
入の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第
９回評価部会（平成１２年５月１２日開催）において、評価手法としての評点法に
ついて、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評
価を行っていくことが確認されている。
また、平成１７年４月１日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、
プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと
が規定されている。
上記を受け、課題（事業）の中間・事後プロジェクト評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、
評価報告書をとりまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書
を補足する資料とする。また、評点結果は分野別評価、制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目毎に４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様
>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０
点に該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参
照し、該当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評
点を付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
評点法による評点結果
将来型燃料高度利用研究開発事業

評

価

項

目

平 均 点

標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

2.80

0.45

２．研究開発等の目標の妥当性

2.20

0.84

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.00

0.00

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.00

1.00

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性

2.80

0.45

６．総合評価

2.60

0.55

平均 点

（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
3.50
3.00
2.80

2.80
2.50
2.00

2.00

2.20
2.00

1.50
1.00
0.50
0.00
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2.60

「将来型燃料高度利用研究開発事業」プロジェクト評価（事後）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提 言

対 処 方 針

○ 本事業で実施したほとんどの研究開発テーマにつ
○ 事業化に向けての課題につきましては、その解決に努めてまいりま
いては、最終目標を達成しており、また一部の事業で
す。また副次的な波及効果につきましては、その顕在化に努め新たな
は実証化段階まで終了しているものの、総じて事業
技術に発展させていきたいと思います。
化するための課題が残っているので、今後積極的に
その解決に努めてほしい。
副次的な波及効果については必ずしも顕在化して
いないが、顕在化に努めることによって、石油系燃料
を利用した高効率燃料電池の開発に留まらず、石油
系燃料を利用した新たな技術に発展させてほしい。
○ 一般家庭に普及されるための経済性向上のために
クリアすべき課題は何か、既存の技術をどこまで活
用でき、そこに新たに加えるべき知見を明らかにする
ことが求められる。
石油系燃料による水素製造技術を安価かつ安全
に確立するために、求められる技術的なハードルと
量産効果を発揮するための政策支援を明確にするこ
とが求められる。

○ 定置式燃料電池（ＳＯＦＣ）に関する技術開発につきましては、事業者
に移行して進めていくこととなります。石油系燃料による水素製造の技
術的なハードルと将来に向けての量産効果を発揮するための政策支援
につきましては、今後それらの研究成果を踏まえ検討してまいります。

1

○ 重要な点は、将来の脱ＣＯ２社会を構築していくこと ○ 石油の長所として「最大の水素供給余力」、「安価な水素製造技術」、
に対して、石油系燃料が如何にプレーしていくべきか
「全国展開し災害に強いガソリンスタンド」があります。一方燃料電池実
を議論することだと思います。将来の青写真が描け
用化推進協議会（FCCJ)では２０１５年を目処に燃料電池車の一般ユー
れば、それの実現に不可欠な技術・研究開発テーマ
ザーへの普及開始を想定し、社会インフラとしての水素ステーションを
を見極め、現状との乖離を明確にして、その乖離を埋
先行的に整備していく必要があります。この水素社会の早期実現のた
めるべく産官学の体制を活用するプロジェクトを発足
めにも石油の優位性を活かして貢献していく必要があると考えておりま
させれば良いと考えます。また、事前の検討会がもっ
す。また本事業や後継事業の開始に際しましては、総合科学技術会議
とも大切で、初めにステアリングをしっかり方向付け
の審議を経ながら進めております。特に後継事業では、定置式燃料電
る必要がある。
池（SOFC）関連の技術開発は事業者に移行し、燃料電池車用水素製
造を実施する等取捨選択しております。
○ 将来のエネルギー体系における重要な課題が取り
扱われており、その重要性はよく認識される。一方で
各個別テーマの数値目標が細かく設定されているた
めか、それを達成することに重点が置かれており、成
果の社会的意義や、将来展望、必要な課題、現状レ
ベルの客観的議論などが十分盛り込まれていないよ
うに感じる。これらのテーマは単発的に実施するもの
ではなく、継続性をもって、発展しながら将来の可能
性を現実のものにしていく性格を有している。また競
合技術、既存技術と常に比較検討しながら将来性を
見極めていくのが、プロジェクトとして最も重要である
と考えられる。その点で、たとえばエネルギー収支的

○ 水素・燃料電池技術開発における社会的意義や将来展望につきまし
ては、「科学技術基本計画」「新・国家エネルギー戦略」「エネルギー戦
略マップ」等において重要な位置付けであることを明確化しております。
エネルギー収支や既存技術レベルとの比較につきましては、今後可能
な限り明確化できるよう努めてまいります。
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にどう評価されるか、既存技術のレベルとの比較の
明確な記述、本プロジェクトの位置づけや方向づけ、
将来へ向けての課題などが必ずしも明確ではなく将
来に続ける課題としてとらえにくい。
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参考資料

研究開発実施者提供資料
（将来型燃料高度利用研究開発事業）

資源エネルギー庁資源･燃料部石油精製備蓄課
（財）石油産業活性化センター
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１．事業の目的・政策的位置付け
１−１ 事業の目的
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将来の燃料電池の普及に伴う水素需要の増大に対し、石油系燃料および製油所水素を高度に利用
するための技術開発の必要性が求められている。石油は経済性、可搬性、貯蔵性等、他エネルギー
対比で優れた特徴を有しており、有限資源である石油をその特性を活用して有効かつ効率的に利用
するための研究が必要とされている。
当事業開始段階においては灯油を含め石油系燃料を利用した水素製造技術、燃料電池用水素供給
に関しては一定の研究開発成果を上げてきていたが、石油系燃料の更なる利用高度化に向け、移動
用燃料電池、定置用燃料電池双方へ対応した利用を促進するための研究開発及び燃料電池用燃料品
質規格標準化等の基盤整備を実施することを目的とした。
一般に移動用燃料電池（燃料電池自動車）への水素供給方式として、水素を製油所等上流で製造
し供給場所に輸送するオフサイト方式、水素を供給場所で製造するオンサイト方式、及び水素を車
上で発生供給するオンボード方式の３方式に大別される。
今回の研究では水素需要増大に対応した水素供給源・供給方式多様化へ貢献すべく、移動体向け
オフサイト方式として「製油所水素を利用した石油系水素オフサイト供給技術の実証」、「有機ハ
イドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発」、オンサイト方式として「給油所（SS）
サイトを活用した SS 併設型高効率オンサイト水素製造技術開発」、オンボード方式として「石油
系水素キャリア（有機ハイドライド）を利用したオンボ−ド水素発生技術開発」を実施する。また、
定置式燃料電池用水素の供給源多様化へ貢献すべく「石油系燃料を利用した高効率燃料電池
（SOFC）用石油系燃料改質技術開発」を実施する。

１−２ 国の関与の必要性
燃料電池実用化戦略会議で燃料電池普及ロ−ドマップが提案されており、NEDO では燃料電池お
よび水素供給技術開発を、
JHFC では水素供給ステ-ションの実証及び燃料電池自動車の公道実験を、
また新エネルギ−財団では、定置用燃料電池実証試験研究を取り進めているところである。石油を原
料とした高効率燃料電池向け水素供給改質技術の開発及び製油所水素のオフサイト水素供給技術開
発・実証等は、水素供給源及び形態の多様化につながりエネルギ−政策上重要な課題である。
このような極めてリスクの大きな技術を効率的に開発していくには、政府が財政上の支援を行い、
当該技術に関する専門的知識を有する大学等の有識者、専門家等と当事者が有機的に連携しながら推
進していく事が必要である。

１−３ 政策的位置付け
本事業は、２００７年３月に資源エネルギー庁で作成された「エネルギー技術戦略マップ２００
７」における「運輸部門の燃料多様化」「化石燃料の安定的供給確保と有効かつクリーンな利用」
に寄与する技術の技術マップにおいて、高度石油利用技術「石油からの水素製造・輸送技術」に位
置付けられている。

4

5

放射性廃棄物処理処分
■地層処分
■余裕深度処分
■浅地中処分

その他革新炉
□超臨界圧水炉、中小型炉 等

高速増殖炉サイクル
■高速増殖炉
■燃料サイクル

高効率発電機
▽超電導発電機

▽●◇省エネ型鉄道

超重質油高度分解・利用技術
◆オイルサンド油等の高度分解・処理技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の超臨界水等
熱分解技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の高度利用
高度石油利用技術
・活用技術
○◇石油からの水素製造・輸送技術

②運輸部門の
燃料多様化

高効率内燃エンジンム
▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン

クリーンエネルギー自動車
▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

天然ガス利用技術
●◆天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガスからの次世代水素製造技術
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

石油精製技術
○◇高度脱硫液体燃料製造技術

石炭利用
◇低品位炭燃焼技術
◇次世代石炭粉砕技術
◇石炭灰の高度利用技術
◆石炭無灰化技術
◆低品位炭改質技術
◇石炭乾留ガス無触媒改質技術
◇石炭乾留ガス有効利用技術
◇高効率石炭転換技術

ガス供給技術
◇ガス輸送技術
◇ガス貯蔵技術

重質原油利用技術
◆高過酷度接触分解等
重質油高度対応処理技術
重質原油利用技術
○◇低品油からの
高オクタン価ガソリン製造技術
石油精製技術
○◇石油残渣コークス・ピッチからの
◇石油精製ゼロエミッション化技術
水素製造技術
○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）
天然ガス利用技術
LPガス利用技術
◇天然ガスのハイドレート化
○◇LPG/DME混合燃料利用技術
輸送・利用技術

○◇自動車用新燃料利用技術
▽○◇高性能船舶
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
▽○◇高効率海運システム ○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

▽○◇高性能航空機

高効率コージェネ
▼☆◇燃料電池コージェネ
燃料電池
▽☆◇リン酸形燃料電池（PAFC）
クリーンエネルギー自動車
▼☆◆溶融炭酸塩型形燃料電池
▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
（MCFC）
▼●☆◇電気自動車
▼★◆固体酸化物形燃料電池
▼●★◇燃料電池自動車
（SOFC）
▽○☆◇水素エンジン自動車

エネルギーマネージメント
▼☆□◇エネルギー利用最適化・負荷平準化技術

高効率送変電
▼☆■◇大容量送電

高効率コージェネ
▽◇ガス・石油エンジンコージェネ
▼◇ガスタービンコージェネ

石炭開発技術
◆石炭高度生産・選炭技術
◇石炭地下ガス化技術

電力系統制御
☆電圧制御技術
☆周波数制御技術
☆潮流制御技術
★系統安定化技術
★広域監視制御技術
☆事故復旧技術

③新エネルギーの開発・導入促進

• 特に政策目標への寄与が大きいと思われる技術については、そ
の寄与が大きい政策目標を、色塗りの記号（▼●★■◆）で示
し、技術名は、赤字・下線付きで記載した。

新燃料活用技術
熱輸送
蓄熱
未活用熱源利用
○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術
燃料電池
▽☆潜熱輸送
▽☆潜熱蓄熱
▽☆雪氷熱利用
水素製造
▼●★◇固体高分子形燃料電池
▽☆顕熱輸送
▽☆顕熱蓄熱
水素製造
▽☆河川熱利用
○★◇ガス化水素製造
（PEFC）
▽☆吸収／吸着
○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術
▽☆都市排熱利用
高効率空調
バイオマス燃料製造
太陽熱利用
▽○☆◇ダイレクトメタノール形
による熱輸送
▽☆地中熱利用ヒートポンプ
○☆◇ジメチルエーテル（DME）
石炭利用
☆太陽熱発電
燃料電池（DMFC）
電力貯蔵
▽☆雪氷冷熱利用
○★◇ガス化BTL製造
○◆石炭液化技術（CTL）
☆太陽熱利用給湯
▽●☆ニッケル水素電池
☆太陽熱利用空調
新燃料活用技術
水素利用
▼●★リチウムイオン電池
●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術
▽☆水素燃焼タービン
▼○☆キャパシタ
太陽光発電
風力発電
バイオマス燃料製造
石炭利用
★系統への影響抑制技術
★系統への影響抑制技術
☆◇石炭付加バイオマス燃料製造技術
○☆◇石炭水素化熱分解技術
バイオマス・廃棄物エネルギー利用
石炭火力発電
太陽光発電
地熱発電
○★バイオマス資源供給
風力発電
★結晶Si太陽電池
★◇バイオマス・石炭ハイブリッド発電
☆地熱バイナリー発電
★陸上風力発電
水素輸送・供給
★薄膜Si太陽電池
石炭利用
バイオマス燃料製造
☆高温岩体発電
★洋上風力発電
○☆水素パイプライン
★化合物結晶系太陽電池
☆◆石炭ガス化多目的利用技術
●★アルコール発酵
☆マイクロ地熱発電
★マイクロ風力発電
○☆圧縮水素輸送・供給
★薄膜CIS化合物系太陽電池
●★セルロース系のエタノール化
○☆液体水素輸送・供給
★色素増感型太陽電池
●★バイオディーゼル燃料（BDF）
水力
●☆水素ガス供給スタンド安全対策技術
○☆メタン発酵
☆中小規模水力発電
海洋エネルギー利用
○☆水素発酵
• 技術名の前に記した色抜きの記号（▽○☆□◇）は、その技術
水素貯蔵
☆波力発電
バイオマス・廃棄物エネルギー利用
○☆無機系水素貯蔵材料
☆潮汐・潮流発電
が寄与する政策目標を示す（▽：総合エネルギー効率の向上、
水素製造
☆ごみ固形燃料（RDF）・古紙廃プラ固形燃料（RPF）
○☆合金系水素貯蔵材料
☆海洋温度差発電
○☆固体高分子水電解
○：運輸部門の燃料多様化、☆：新エネルギーの開発・導入促
☆下水汚泥炭化
○☆炭素系水素貯蔵材料
○☆高温水蒸気電解
☆バイオマス・廃棄物直接燃焼
○☆有機系水素貯蔵材料
進、□：原子力利用の推進とその大前提となる安全の確保、◇：
●☆アルカリ水電解
バイオマス燃料製造
★バイオマス・廃棄物ガス化発電
○☆水素貯蔵容器
化石燃料の安定供給とクリーン・有効利用）。
☆バイオマス固形燃料化 ○★光触媒水素製造

電力系統制御
☆□系統保護技術

電力貯蔵
▽☆□NaS電池

高性能パワエレ
▼高効率インバータ

CO2回収
◆CO2燃焼前回収
◆CO2燃焼後回収
◇酸素燃焼CO2回収

非在来型化石資源開発
◆コールベッドメタン増進回収技術 (ECBM)
◆オイルサンド等重質油生産・改質技術
◆非在来型ガス開発・生産回収技術
◆メタンハイドレート資源開発技術
化石資源開発（在来・非在来型化石資源共通技術）
◆油ガス層把握技術
石炭火力発電
◆原油・天然ガス掘削・開発技術
◇微量物質排出削減技術
◇フロンティア地域化石資源掘削・開発技術
先進交通システム
◆原油・天然ガス増進回収技術（EOR･EGR）
▼◇高度道路交通システム（ITS）
◆環境調和型油ガス田開発技術
▽◇人流モーダルシフト
▼◇物流モーダルシフト

▼◆製鉄プロセス
▼◆石油精製プロセス
▽◇セメントプロセス
▽◇非鉄金属プロセス
▽◇ガラス製造プロセス
▽◇セラミックス製造プロセス

▼◇産業間連携

▽◇高効率工業炉・ボイラー

▼◇コプロダクション

省エネ型産業プロセス
▼◆次世代コークス製造法
▽◇新還元溶解製鉄法
▼◇石油化学プロセス
▽◇製紙プロセス
▼◇化学素材プロセス
▽◇組立・加工プロセス

石油精製技術
▽◇省燃費・高耐久性潤滑油開発技術
LPガス利用技術
▽◇LPガス高効率
石炭火力発電
燃焼機器技術
▽◇IGHAT
▼◇A-PFBC
高効率天然ガス発電
▼◆A-USC
▼◇高温ガスタービン
▼◆IGCC
▽◇AHAT
▼◆IGFC
▼◇燃料電池／ガスタービン
▼◆A-IGCC/A-IGFC
ハイブリッド発電

電力貯蔵
▽★新電力供給システム
▽☆超電導磁気エネルギー貯蔵（SMES）
▽☆超電導フライホイール
エネルギーマネージメント
▽☆レドックス・フロー電池
▼☆地域エネルギーマネージメント
未利用微小エネルギー電力変換
▽☆マイクログリッド
▽☆熱電変換
▽☆圧電変換
電力系統制御
省エネ住宅・ビル
▽★分散電源活用技術
▽☆パッシブ住宅・ビル

電力貯蔵
▽□可変速揚水発電

高効率送変電
▼省エネトランス

高性能デバイス
▽Siデバイス
▼SiCデバイス
▽窒化物デバイス
▽ダイヤモンドデバイス
▽CNTトランジスタ
▽省エネLSIシステム

省エネ型産業プロセス
▽LSI製造プロセス

高効率空調
▽高効率吸収式冷温水器
▼高効率ヒートポンプ
▼超高性能ヒートポンプ

省エネ型ディスプレイ
▽高効率PDP
▽高効率LCD
▽LEDディスプレイ
▽有機ELディスプレイ

▼省エネ型情報機器

省エネ型ネットワーク通信
▽大容量高速ネットワーク通信・光ネットワーク通信

エネルギーマネージメント
▼HEMS
▼BEMS

電力貯蔵
□海水揚水発電
□地下揚水発電
□圧縮空気電力貯蔵（CAES）

軽水炉サイクルから高速増殖炉サイクルへの
円滑な移行のために必要な技術
■回収ウラン転換前高除染プロセス

軽水炉核燃料サイクル
■遠心法ウラン濃縮
■MOX燃料加工

軽水炉
■軽水炉高度化利用
■廃止措置技術
■次世代軽水炉

④原子力利用の推進と
その大前提となる安全の確保

省エネ型家電
▽省エネ型冷蔵庫・冷凍庫
▽待機時消費電力削減

高効率厨房機器
▽高効率ガスバーナー調理器
▽高効率IH調理器

省エネ住宅・ビル
▼高断熱・遮熱住宅・ビル
▼高気密住宅・ビル

CO2貯留
◆CO2海洋貯留
◆CO2地中貯留
▼◇コンビナート高度統合化技術

⑤化石燃料の安定供給とクリーン・有効利用

エネルギー技術 −俯瞰図−
高効率照明
▽高効率蛍光灯
▼高効率LED照明
▼有機EL照明
▽次世代照明
高効率給湯器
▼高効率ヒートポンプ給湯機
▽高効率給湯器
▽高効率暖房機器
▽潜熱回収給湯器

①総合エネルギー効率の向上

図１．エネルギー技術戦略マップ２００７

クリーンエネルギー自動車
▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

バイオマス燃料製造

▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン

石炭利用
○◆石炭液化技術（CTL）

燃料

石油精製技術
○◇高度脱硫液体燃料製造技術

高度石油利用技術

化石資源

自然エネルギー

石炭

○◇自動車用新燃料利用技術
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

バイオマス

石油

天然ガス利用技術

運輸

●★アルコール発酵
●★セルロース系のエタノール化
●★バイオディーゼル燃料（BDF）
○☆◇ジメチルエーテル（DME）
○★◇ガス化BTL製造
○☆メタン発酵

高効率内燃エンジンム

●◇天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

天然ガス

LPガス利用技術

○★バイオマス資源供給

○◇LPG/DME混合燃料利用技術

重質原油利用技術

▽○◇高性能船舶
▽○◇高効率海運システム

○◇低品油からの高オクタン価ガソリン製造技術
○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）

石炭利用

非在来型化石燃料

電気

水素製造

○☆◇石炭水素化熱分解技術

○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術

高度石油利用技術

水素製造

▽●☆ニッケル水素電池
○☆固体高分子水電解
▼●★リチウムイオン電池
○☆高温水蒸気電解
▼○☆キャパシタ
●☆アルカリ水電解

○★◇ガス化水素製造

天然ガス利用技術

バイオマス燃料製造

○◇天然ガスからの次世代水素製造技術

電力貯蔵

水素製造

○★光触媒水素製造

水素製造

○◇石油からの水素製造・輸送技術
▽○◇高性能航空機

原子力

○☆水素発酵

クリーンエネルギー自動車

重質原油利用技術

水素輸送・供給

○◇石油残渣コークス・ピッチからの水素製造技術

○☆圧縮水素輸送・供給
○☆液体水素輸送・供給
○☆水素パイプライン
●☆水素ガス供給スタンド安全対策技術

▽●◇省エネ型鉄道

水素

新燃料活用技術
●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術
○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術

▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
▼●☆◇電気自動車

水素貯蔵

②「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の
技術マップ（整理図）

◇微量物質排出削減技術

CO2回収
◆CO2燃焼後回収

CO2回収
◆CO2燃焼前回収
◇酸素燃焼CO2回収

▼★◆SOFC
▼●★◇PEFC
▽○☆◇DMFC

◇低品位炭燃焼技術
◇次世代石炭粉砕技術
○◆石炭液化技術（CTL）
◇石炭灰の高度利用技術
◆石炭無灰化技術
◆低品位炭改質技術
◇石炭乾留ガス無触媒改質技術
◇石炭乾留ガス有効利用技術
◇高効率石炭転換技術

▽◇AHAT
▼◇燃料電池／ガスタービン
ハイブリッド発電
▽◇ガス・石油エンジンコージェネ
▼◇ガスタービンコージェネ
ガス供給技術
▼☆◇燃料電池コージェネ
◇ガス輸送技術
◇ガス貯蔵技術

▽◇高効率工業炉・ボイラー

ガス

化石資源

石炭利用

石炭開発技術

石炭

石油

天然ガス

高効率コージェネ

燃料電池

クリーンエネルギー自動車

石炭火力発電

◆CO2地中貯留
◆CO2海洋貯留

▼◆次世代コークス製造法
石炭火力発電
▼◆製鉄プロセス
▽◇新還元溶解製鉄法
▽◇IGHAT
▼◆石油精製プロセス
▼◇A-PFBC
高効率送変電
▼◇石油化学プロセス
▼◆A-USC
▼☆■◇大容量送電
▽◇セメントプロセス
▼◆IGCC
産業
▽◇製紙プロセス
▼◆IGFC
▽◇非鉄金属プロセス
▼◆A-IGCC/A-IGFC
電気
▼◇化学素材プロセス
燃料電池
▽◇ガラス製造プロセス
▽☆◇PAFC
▽◇組立・加工プロセス
▼☆◆MCFC
▽◇セラミックス製造プロセス
▼★◆SOFC
▼◇コンビナート高度統合化技術
高効率天然ガス発電
熱
▼◇産業間連携
▼◇高温ガスタービン
▼◇コプロダクション

▼●★◇PEFC
▽○☆◇DMFC

▼●★◇燃料電池自動車
▽○☆◇水素エンジン自動車

CO2貯留
省エネ型産業プロセス

燃料電池

○☆無機系水素貯蔵材料
○☆合金系水素貯蔵材料
○☆炭素系水素貯蔵材料
○☆有機系水素貯蔵材料
○☆水素貯蔵容器

◆石炭高度生産・選炭技術
◇石炭地下ガス化技術

化石資源開発
（在来・非在来型化石資源共通技術）
◆油ガス層把握技術
◆原油・天然ガス掘削・開発技術
◇フロンティア地域化石資源掘削・開発技術
◆原油・天然ガス増進回収技術（EOR･EGR）
◆環境調和型油ガス田開発技術

非在来型化石資源開発

非在来型化石燃料

天然ガス利用技術
◇天然ガスのハイドレート化輸送・利用技術
●◆天然ガス液体燃料化技術（GTL）
○◇天然ガス等からのLPガス合成技術

超重質油高度分解・利用技術
◆オイルサンド油等の高度分解・処理技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の超臨界水等熱分解技術
◆オイルサンド・ビチュメン等の高度利用・活用技術

バイオマス燃料製造
LPガス利用技術

（民生）

重質原油利用技術

○◇LPG/DME混合燃料利用技術 ○◇低品油からの高オクタン価ガソリン製造技術
▽◇LPガス高効率燃焼機器技術 ○◆重質油からの合成軽油製造技術（ATL）
◆高過酷度接触分解等重質油高度対応処理技術

高効率内燃エンジンム
▼●◇ガソリンエンジン
▼●◆ディーゼルエンジン
▼☆□◇エネルギー利用最適化
・負荷平準化技術

○◇自動車用新燃料利用技術
○◇自動車燃費向上・排ガスクリーン化燃料技術
○◇環境負荷低減オフロードエンジン技術

石炭火力発電
★◇バイオマス・石炭ハイブリッド発電

重質原油利用技術

新燃料活用技術

○◇石油残渣コークス・ピッチ
からの水素製造技術

●☆◇バイオマス等非在来石油高度活用技術

水素製造

石炭利用

燃料

○☆◇石炭水素化熱分解技術
☆◆石炭ガス化多目的利用技術

エネルギーマネージメント

○◇石炭利用CO2回収型水素製造技術
○★◇ガス化水素製造

新燃料活用技術

クリーンエネルギー自動車

天然ガス利用技術

高度石油利用技術

▽○◇天然ガス自動車
▼●◆ハイブリッド自動車

○◇天然ガスからの次世代
水素製造技術

○◇石油からの水素製造
・輸送技術

▽○◇高効率海運システム

燃料電池
▼●★◇PEFC

運輸

▽○◇高性能航空機

（電気）

クリーンエネルギー自動車
▼●★◇燃料電池自動車
▽○☆◇水素エンジン自動車

先進交通システム
▼◇高度道路交通システム（ITS）
▽◇人流モーダルシフト
▼◇物流モーダルシフト

⑤「化石燃料の安定供給確保とクリーン・有効利用」
に寄与する技術の技術マップ（整理図）
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○◇GTL等新燃料と石油の共利用技術

水素

▽○◇高性能船舶
▽●◇省エネ型鉄道

○☆◇ジメチルエーテル（DME）
○★◇ガス化BTL製造

☆◇石炭付加バイオマス燃料製造技術

○◇高度脱硫液体燃料製造技術
▽◇省燃費・高耐久性潤滑油開発技術
◇石油精製ゼロエミッション化技術

▽○☆◇DMFC

バイオマス燃料製造

高度石油利用技術

石油精製技術

燃料電池

自然エネルギー

◆コールベッドメタン増進回収技術（ECBM）
◆オイルサンド等重質油生産・改質技術
◆非在来型ガス開発・生産回収技術
◆メタンハイドレート資源開発技術 バイオマス

クリーンエネルギー自動車
▼●☆◆プラグインハイブリッド自動車
▼●☆◇電気自動車

２． 研究開発目標
２−１ 研究開発目標
将来の燃料電池の普及に伴う水素需要の増大に対し、重要な水素供給エネルギーソースとして、
石油が一定の貢献を果たすためには、石油燃料等から効率よく水素を製造する技術開発ならびに石
油由来の水素を効率的に利用するための高度化技術開発と安全性試験が必要不可欠である。
燃料電池は効率の高いエネルギー変換・供給システムであり、また、地球温暖化の要因である
CO2 の発生を抑制するとともに、大気汚染の原因となる NOx、CO、ＨＣ、ＰＭの排出も非常に少
ないという特徴がある。高効率な燃料電池への石油燃料の適用拡大を図ることは、水素供給時の多
様化、エネルギーセキュリティの強化に資するとともに、限りある有用な資源である石油を効果的
に使うことにつながり、エネルギー政策上も重要な意味を持つ。
このような観点から、移動体用燃料電池への利用に関しては、製油所水素のオフサイト供給に関
わる技術開発、SS 併設型オンサイト水素製造技術開発およびオンボード技術開発を行う。定置用
燃料電池への利用に関しては、高効率燃料電池（SOFC）へ、灯油等石油燃料が有効活用できる改
質技術の開発を行う。

２−１−１ 全体の目標設定
上記の背景、事業の位置付けを踏まえ、本事業においては燃料電池自動車(FCV)用石油系水素製
造・供給技術開発、定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術開発について研究を進めること
とした。
燃料電池自動車用石油系水素製造・供給技術開発では FCV への水素供給方式として、水素を製
油所等上流で製造し供給場所に輸送するオフサイト方式、水素を供給場所で製造するオンサイト方
式、及び水素を車上で発生供給するオンボード方式の３方式に分けられ、各方式について複数の研
究テーマを設定し実施した。
また、定置式燃料電池用水素の供給源多様化へ貢献すべく、石油系燃料である灯油を利用した
SOFC 用石油系改質技術開発について３件の研究テーマを実施することとした。さらに、自動車用、
定置用燃料電池用の最適な灯油の供給を行えるようにするために燃料電池用灯油として望ましい
品質を提案できるようにした。
表２−１に各研究テーマ名を記す。また、各テーマの目標について概要を以下に記す。

7

表２−１ 研究テーマ一覧表
大分類

小分類

研究テーマ名
多目的製油所オフサイト高純度水素
製造利用研究

オフサイト水素供給技術
有機ハイドライドを利用したオフサイ
ト水素供給要素技術開発
燃料電池自動車用水素製
造・供給技術

高効率スキッドマウント型コンパクト
水素製造装置の開発
オンサイト水素製造技術
石油系液体燃料用膜型反応分離プ
ロセスの開発
オンボード水素発生技術

有機ハイドライド方式オンボード水素
発生システムの研究開発
灯油を原燃料とする民生用熱自立型
固体酸化物形燃料電池システムの
開発

定置式燃料電池（SOFC)用石油系燃料改質技術

灯油仕様SOFCシステムの研究開発
灯油改質型SOFC技術開発（ATR改
質技術）
石油系燃料電池の原燃料標準化

２−１−２ 個別要素技術の目標設定
（１） 燃料電池自動車用石油系水素製造・供給技術開発
燃料電池車向け水素供給源・水素供給方式の多様化の観点から、製油所で生産される水素の経済
性・環境性に優れるオフサイト水素供給方式の開発、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素
供給方式の開発、水素ステーションをＳＳに併設するために重要な要素となる高効率でコンパクト
なオンサイト水素製造技術開発、燃料電池自動車上で有機ハイドライドから水素を発生させるオン
ボ-ド水素発生技術開発を実施する。
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(1)-②

(1)-①

有機ハイドライドを利用した
多目的製油所オフサイト高

オフサイト水素供給要素技術開発

純度水素製造利用研究
高圧ﾀｲﾌﾟＦＣＶ

CH3

水素供給

ガードナー

水素
ガソリン
水素

CH3

ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝ供給

灯油

ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟＦＣＶ

脱水素
反応器

軽油

ﾄﾙｴﾝ回収

重油

(1)-④
灯油等の配送

有機ハイドライド方式オンボード

定置式燃料電池

水素発生システムの研究開発
(1)-③

(2) –①〜③

(SOFC) 用 石 油 系

給油所（ＳＳ）

燃料改質技術
1)高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造
改質器

装置の開発（＋SOFC 設置）
2)石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発
(2)-④

灯油

燃料電池

石油系燃料電池の原燃料標準化

図２−１ 将来型燃料高度利用研究開発事業の概要
①多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用研究
製油所水素を高純度高圧化し、純水素を使用する燃料電池（FCV,純水素 FC）へのオフサイト
供給を実証する。これにより本方式の安定供給性、原料多様性等を検証する。
また、規制緩和の一つとして、炭素繊維強化プラスティク（CFRP）などを用いた軽量搬送シス
テムが使用可能となったので、本システムの国内初実証も行う。
②有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発
有機ハイドライドとは、トルエンやベンゼンなどの芳香族炭化水素に水素を化合したもので、
常温で液体であるため、水素の輸送及び貯蔵媒体として適している。
既存インフラを利用できる有機ハイドライドを水素キャリアとして利用し、水素の需要先にお
いて高純度水素を発生する脱水素に関する要素技術開発を実施する。
水素純度 80%以下の製油所副生水素を利用するトルエン水素化反応にも適用可能な触媒の選定
及び水素化反応条件の評価を実施する。また、脱水素反応後の回収油のリサイクル使用を確立し、
水素の貯蔵・輸送媒体としての有機ハイドライドシステムの実用課題を抽出する。
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③ 石油のオンサイト水素製造技術の研究開発
給油所(SS)サイトを活用して、石油系燃料から効率的に水素を製造する技術開発として、灯油
等を原燃料とする高効率小型スキッドマウント型水素製造装置の開発、および石油系燃料改質に
水素分離膜を適用させた後処理・精製工程を不要とする膜型反応分離プロセス設計のための要素
技術開発を実施する。
１）高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発
SS に設置可能な洗車機並みの小型水素製造装置
を設計することを目標とする。運転条件と装置効率
の相関、改質触媒、脱硫剤の耐久性評価をするため
に、小規模の水素製造要素技術評価装置を作製し、
この評価装置の実証運転を通して最適化をはかり、
商業規模(300Nm3/hr)装置の詳細設計を行う。
また、水素ステーションの効率的運用をはかるため、

図２−２ スキッドマウント型水素製造装置

オンサイト型水素ステ−ションに燃料電池(SOFC)を併設し、負荷変動、原料ガス変動による燃
料電池への影響、システム追従性を評価する。
２）石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発
水素分離膜モジュールの透過特性データを蓄積する
と共に、プロトタイプ改質器を製作しモデル物質での
反応実験による基本的挙動を把握する。
プロトタイプ改質器を用い特性評価を実施すると
共に、灯油を原燃料とする膜型反応分離プロセスの設
計基礎技術確立と概念設計を行う。

図２−３ 膜型反応分離装置

④ オンボ−ド水素発生技術研究開発
有機ハイドライドを利用した燃料電池搭載車輌用のコンパクトな水素発生システムの技術開発
を実施する。オンボード方式水素発生システムに用いる触媒を改良するとともに、マイクロリア
クターユニット製造法の検討では、触媒プレート(Al)、水素分離膜(Pd 合金)と水素流路(Al)の異
種金属接合法を確立し、燃料電池自動車に必要な水素供給装置の容積（目標 25L 以下）の見積を
行う。次に、コンパクトな車両搭載型高性能水素発生システム（容積目標 50L 以下）の構築に向
け、マイクロリアクターへの熱供給方法につき検討する。さらに、マイクロリアクターユニット
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を多積層化しリアクタースタックの試作・評価を実施すると共に、シミュレーションによる自動
車システムの検証を行う。

（２） 定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術開発（①〜③）
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、発電効率が高く、発熱温度も高いため熱を有効に活用でき高
い総合効率が期待できる。SOFC セルスタックの発熱を利用して石油系燃料の改質を行う技術を開
発し、家庭用および業務用の熱自立型 SOFC システムを構築する。また、改質器のコンパクト化、
SOFC システムの効率的運用を目指し、ATR（Auto Thermal Reforming:自己熱改質）法と SOFC
との組合せも検討する。

灯油型SOFCフロー
灯油

①難脱硫成分の
脱硫法の開発

④灯油改質ガスの
セルへの影響

③難改質成分の
改質法の開発

脱硫

改質

水蒸気

SOFC

⑤ＳＯＦＣ排熱利
用技術 の開発

②灯油の気化法
の開発

図２−４ 灯油型 SOFC システムのフロー図

④ 石油系燃料電池の原燃料標準化
灯油を原料とする燃料電池システムの普及を促進するため、石油系燃料電池の脱硫システムで使
用する脱硫剤の寿命を予測する加速試験法を確立する。さらに灯油性状と脱硫性能との相関解析か
ら、燃料電池用原燃料として望ましい灯油性状を提言する。
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表２−２ 個別要素技術の目標（オフサイト水素供給技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
多目的製油所オフサ ① 製油所水素利用による高純度高圧 安定供給性、経済性、省エネ性と
イト高純度水素製造 水素の供給を実証し、経済性、環境性、 環境適応性およびフレキシビリ
利用研究
機動性、利便性を確認する。
ティについて既存の調査報告内容
（将燃丸の内研究室） ②鋼鉄製およびCFRP容器を含む新搬 の検証と、実証により見出された
（将燃品川研究室） 送システムを搭載した高純度高圧水素 課題抽出を目標とする。
搬送設備による水素搬送を実証する。
③ 前項水素搬送設備によるFCV、純水
素FCへの水素供給を実証する。
有機ハイドライドを利
用したオフサイト水素
供給要素技術開発
(将燃戸田第三研究
室）

①50Nm3/hrの脱水素反応装置の設計：
脱水素反応転化率90%確保、水素回収
率90%以上、水素純度99.99%の確保
②水素貯蔵率 ： 4.5wt%
③副生水素の利用：水素純度80%以下
の製油所副生水素の場合に水素化反
応転嫁率95%達成条件の設定
④有機ハイドライドリサイクルの概念設
計：問題となる不純物の確定、対応策の
策定
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①パイロット規模の50Nm3/hr脱水
素反応器の設計のために
1Nm3/hr規模のベンチ装置にて、
脱水素反応転化率90%確保、水素
回収率90%以上、水素純度99.99%
の運転条件の把握
②水素貯蔵率＝理論水素貯蔵率
×脱水素反応転化率×水素回収
率の式より各反応の転化率を設
定して求めた。
③安価なブリード水素の利用が目
的
④有機ハイドライドのリサイクル使
用のための課題抽出とその対策

表２−３ 個別要素技術の目標（オンサイト水素製造技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
高効率スキッドマウ ①総合効率の向上 ： 水素製造装 ①現状：JHFC等でのデータによる
ント型コンパクト水素 置の総合効率（HHV） ； 61%→68% と、石油系燃料改質の総合効率は
製造装置の開発
内訳
約61％（HHV）である。
（将燃浜松町研究
・改質装置効率 ； 82％→85％以 総合効率61%の内訳は改質装置＋
室）
上
シフト反応器装置効率：約82%
・水素精製装置効率 ； 74％→
水素精製装置効率（PSA)：約75%
80％
目標は現在実用可能性の高い技術
②水素製造装置の小型化
の組合せや最適化により効率向上
3
（300Nm /hr） ： 設置面積50平方 を目指す。
②現状：JHFC等での水素製造装置
メートル、高さ3.5メートル
③石油系実ガスを原料としたSOFC の敷地面積は水素製造量30〜
システム評価 ： セルの劣化目標； 50Nm3/hrで約20m2であり、現状のス
0.5%以下／1000時間、原料の変更 ケールアップでは普及期の水素ス
目標；熱量変化率10%以上／時間 テーション規模である300Nm3/hrの
給油所併設は不可能である。
目標：3年後の目標値は、給油所に
おける洗車機スペース或いは自動
車整備エリアを設置エリアと想定し,
小型化を行う。
③総合効率向上の一方法として
SOFCを併設して効率の向上を図
る。
石油系液体燃料用 ①水素回収率 ： 90%以上
①液体燃料中のアロマ等に起因す
膜型反応分離プロセ ②改質反応温度 ： 運転圧力によ る夾雑物が多い条件下でもPSAより
スの開発
るが、同等条件下で既存プロセスに 高い水素回収率を達成する。また、
（将燃戸田第一研究 比較して150℃以上低減する。
低圧条件下でもPSAより高い回収率
室）
550〜650℃を目標
を達成する。
③水素製造効率 ： 70%以上
②実績に基づく目標設定。なお、
④プロセス簡略化 ： PSA、シフト、 S/Cは3を想定。改質用燃料消費量
選択酸化工程の削減
を抑制する。
⑤占有容積（装置サイズ） ： 実証 ③PSA型既存装置の水素製造効率
機では従来型PSA型水素製造装置 実績約60％を上回る。NEDO開発機
の占有容積の2/3以下、或いは最 における効率定義を参考に原燃料
新型水素製造装置と同等のサイズ の差を考慮する。
水素製造効率＝製品水素の熱量／
投入熱量
投入熱量は原燃料、燃料、補機電力
等の合計
④⑤高回収率、改質温度低下、下流
工程削減により、コンパクト化、高エ
ネルギー効率化を実現しSS併設型
水素ステーションでの省スペースに
寄与する。実証フェーズ移行時は、
50Nm3/hr規模で占有容積100m3を
目標とする。
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表２−４ 個別要素技術の目標（オンボード水素製造技術）
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
有機ハイドライド方式 ①起動性 ： １分以内（水素発生 ①DOEで実施されているガソリンオン
オンボード水素発生 開始まで）
ボード改質での目標値
システムの研究開発 ②水素純度 ： 99.99%以上
②JHFC仕様相当（水素搭載車と同
（将燃横浜第一研究 ③触媒活性 ： 触媒容積 15L程 等）
度
室)
③水素発生システム容積に対して30%
④リアクター ： 容積 25L程度
(将燃日立研究室）
④水素発生システム容積に対して50%
⑤水素発生システム ： 容積 50L ⑤有機ハイドライドタンクと水素発生シ
ステムの合計容積を現状のFCVのタ
ンク容積170Lと同一にし、かつガソリ
ン車と遜色ない航続距離を達成する
ために必要なタンク容積120L（発生水
素5kg相当）を確保した場合に要求さ
れる容積
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表２−５ 個別要素技術の目標（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
灯油を原燃料とする ①灯油を原燃料とした熱自立型
①SOFCの普及には経済性に優れ，イ
民生用熱自立型固体 SOFCシステムの構築
ンフラの整った灯油を利用することが
酸化物形燃料電池シ ②SOFCに適した灯油用脱硫・改質 必要となる。そのための技術開発を行
ステムの開発
技術の開発
う必要がある。
（将燃袖ヶ浦研究室） ・ 脱硫寿命：4千時間以上（実測1千 ②改質はSOFCモジュ−ル内部で行う
時間以上）
ことが想定されるので，SOFCの耐久
・ 改質寿命：4万時間以上（実測1千 性と同等のものが要求される。（普及
時間以上）
段階のSOFCの目標耐久性能は4万時
③発電効率 ： 40%（送電端，
間）脱硫は技術のハードルの高さから
HHV)
PEFC用に開発されている脱硫性能と
④民生用へ普及するための小型化
同等（4千時間）とした。
検討 ： 発電規模の等しいPEFC
③発電効率は，都市ガス型SOFCの開
システムサイズの2/3以下とする。
発目標と同等とした。
④サイズは，改質器をSOFCモジュ−
ル内部に設置できることから，PEFC
サイズと比較し、改質器に占める容積
を低減できると想定し、目標値を設定し
た。
灯油仕様SOFCシス
テムの研究開発
（将燃横浜第二研究
室）

灯油改質型SOFC技
術開発
（ATR改質技術）
（将燃戸田第二研究
室）

①SOFCセルモジュールから発生
する熱と改質器で必要となる熱をバ
ランスさせることによる高効率シス
テムの構築 ：
・ｼｽﾃﾑ容量 100kW級を想定した
10kW級実証機
・発電効率 40%HHV、送電端
・総合効率 80%HHV以上
②外部からの加熱を行わないこと
による比較的低温における反応、な
らびに効率を向上させるための低
S/C条件での改質触媒の耐久性確
認 ：
・耐久性 4万時間以上 （改質触
媒）
①改質器容量 ： 10L/kW以下
②改質器熱自立の確認（定常運転
時）
③SOFCシステム ： 1kWシステム
運転実証
・システム発電効率 ： 40%HHV
以上(DC発電端）
④5kW級SOFCシステムの概念設
計
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①・ホテル、病院等への提供を目標
に、都市ガスと比較し開発が遅れてい
る灯油仕様SOFCシステムの実現を図
る。灯油仕様とすることで、既存の燃料
インフラが利用可能な分散電源が実用
化できる。本研究開発では10kW級 シ
ステムで実証を行う。
・系統連系と比較して高効率な分散型
電源とする。
・既存コジェネレーションと比較して高
効率な分散型電源とする。
②5年間の耐久性を目標とする。本研
究開発では改質に対して加速劣化試
験で4万時間相当の検証を行う。
①②灯油を改質原料とする高効率化、
コンパクト化等を考慮し熱自立型ＡＴＲ
法を選定した。
③ＰＥＦＣに比べ高発電効率が可能
④想定するシステムは民生用でありＡ
Ｃ２００Ｖ給電を前提とした。

表２−６ 個別要素技術の目標（（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
設定理由・根拠等
原燃料品質基準の標準化 ①加速評価法による脱硫剤の寿命評 ①5年以上の実寿命を１年以内の加速
（将燃ＰＥＣ基盤研)
価法の確立 ： 実寿命時間／加速寿 評価試験で判るようにしたい。
命時間が4以上の評価法の確立
②脱硫剤寿命へ影響を及ぼす灯油成
②灯油成分中の脱硫剤への劣化因子 分の把握並びに濃度の寿命に及ぼす
特定と寿命への寄与率算出 ： 劣化 影響との相関式を構築して脱硫剤寿
因子による破過寿命推定式の構築
命を推定できるようにしたい。
③燃料油側からの脱硫剤の寿命向上 ③脱硫剤の破過寿命推定式の精度向
： 難脱硫物質の寿命への寄与率算 上と難脱硫物質の除去技術の提案を
出と除去技術の検討
するようにしたい
④原料灯油の組成から加速試験によ ④原燃料として望ましい灯油品質を把
る脱硫剤寿命の推定 ： 破過寿命推 握する
定式から実寿命精度を±10%以内に
する
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３．
成果、目標の達成度
３−１ 成果
３−１−１全体成果
本事業は、石油から製造した水素の高度利用技術開発を実施することにより、石油系燃料を利用した
高効率燃料電池商品化のための技術課題を解決する。また、石油由来の水素を安全にかつ経済的に供給
するシステムを検証すること等を目標に事業を実施した。石油系燃料を利用した高効率燃料電池商品化
のための技術開発では、発電効率が高い上、その排熱温度が高く熱を有効に利用でき、実用におい

て高い総合効率が期待できる SOFC を用いた。この SOFC 排熱は発電状況により異なり、燃料利
用率を一定とした場合、定格発電時に最も発熱が多く、また低負荷運転時は発熱量が減少する。そ
のため SOFC の改質触媒としてはこの運転変動を想定して幅広い温度で改質活性を示し、特に低
温（低負荷運転時）において活性を示す改質触媒を選定した。さらに、市販灯油を脱硫できる前事
業で開発した高性能吸着剤の適用、過熱水蒸気導入による灯油の気化促進、システム起動・停止時
への部分酸化法の適用等により、AC 発電効率 40％以上、システムサイズ 300L 以下の 1kw 級家庭
用システムを製作できる見込みを得た。また、石油由来の水素を安全かつ経済的に供給するシステム
の検証に関しては、オフサイト製造の水素について製油所水素の高純度化、蓄圧、移送、車等への供給
と一連の実証試験を実施し、安全に且つ比較的安価に供給できることを実証した。

当該技術開発は概ね順調に進められ、当初目標とした成果が得られた。以下にその概要を示す。
３−１−２ 個別要素技術成果
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術開発
本技術開発では、水素供給源・供給方式の多様化へ貢献すべく、オフサイト、オンサイト、オン
ボードそれぞれのロケーションに適した技術について、実証試験および研究開発を実施し、計画目
標をほぼ達成している。これらの技術開発の結果は、今後拡大が見込まれる水素需要に対して、安
定的で効率的な石油由来の水素供給の足がかりとなり、また、石油というエネルギー密度が高く、
運搬性に優れた燃料を原料とすることで、既存の設備を最大限活用できることからも、経済的、社
会的貢献が極めて大きいものといえる。
① オフサイト水素供給技術開発
原油から石油製品を製造する製油所では、この製造過程で大量の高純度水素を必要とし、大規模
な水素製造が行われているため、既に高品質な水素の製造技術と供給余力を持ち、経済性、環境性
に優れた水素供給源といえる。このような背景から本技術開発では、国内で初めて製油所の水素を
利用した水素ステーションの実証試験を実施し、当該システム実現に向けて大きく貢献した。実証
試験は、大きく分けて水素製造・出荷と運搬・供給の 2 つの工程からなり、前工程では、製油所敷
地内に水素の精製・圧縮・出荷設備を設置し、純度 99.99%、圧力 40MPa の水素を出荷した。この
結果、当該設備で問題なく出荷できることを実証したほか以下の知見が得られた。
・水素精製・圧縮工程でのエネルギー効率が 90%以上であり、製油所における高純度高圧水素製造
は LCA 的にも高いレベルを確保できる可能性がある。
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・製油所内で回収または副生する水素の割合を増やすことでよりエネルギー効率が高く、経済性に
優れた水素を供給できる可能性がある。

PSA
圧縮機ユニット

図３−１ 製油所高純度高圧水素製造設備全体

後工程では、既存の鋼製 40MPa の容器に加え、先の規制緩和で利用可能となった炭素繊維強化プ
ラスチック(CFRP)を用いた最新の軽量搬送システムにより、合計 3,000km 以上を走行し、イベン
ト会場での充填や遠距離遠征での中継充填を行うシステムとして問題ないことが実証できた。また、
当該設備により、FCV、純水素 FC へそれぞれ 723Nm3、187Nm3 の水素供給を行い、連続充填でも問
題ないことを実証した。

図３−２ 新搬送システム外観およびシステムフロー図
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帝産観光バス
（名古屋市中切町）
ＦＣＶへの水素供給

ＦＣＶユーザー
愛知県、名古屋市
および出光興産

移動式水素ステーション
保管基地
純水素駆動燃料電池運転

大陽日酸三重ガスセンター
（三重県桑名市）

ｱﾎﾟﾛﾎｰﾑｶﾞｽ中部㈱
（愛知県豊田市）

水素製造・出荷基地
出光興産愛知製油所
（愛知県知多市）

図３−３ 移動式水素ステーション運用の地域展開
オフサイト水素製造ではこのほか有機ハイドライドを用いた輸送システムの要素技術開発とし
て、各部装置の検討を行うとともにシステム運用上の課題を抽出した。
② オンサイト水素製造技術開発
エネルギー密度が高く、運搬性、貯蔵性、利便性に優れている石油系液体燃料の特性と、既設給
油所設備を有効に活用出来ることから、本技術開発では、灯油等を原料とする既設給油所併設のた
めの、高効率小型スキッドマウント型オンサイト水素製造装置の開発を実施した。この結果、水素
製造量 30Nm3/hr の評価装置を設計・製作し、脱硫剤においては 1,576 時間、改質触媒については
875 時間の耐久性を確認するとともに、運転最適化検討により、総合効率 69％を確認した。また、
これらの試験データを元に、装置設置面積 50m2、高さ 3.5m 以下、水素製造量 300Nm3/hr の高効率
小型スキッドマウント型水素製造装置の詳細設計を実施した。
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図３−４ 水素製造要素技術評価装置（30Nm3/hr)

図３−５ 300Nm3/hr の水素製造装置イメージ図
オンサイト水素製造ではこのほか、膜型反応分離プロセスを適用した水素製造装置の要素技術の
確立と概念設計を実施するとともに、この主要部材として適用できるパラジウム系水素分離膜の水
素透過特性把握のための各種試験を実施した。
③ オンボード水素製造技術開発
既存の自動車用燃料の輸送・供給システムを最大限に活用しながら、水素社会を実現することは
経済性、効率性、環境性に優れ、大きく社会に貢献できると考えられる。このために、水素を有機
ハイドライドという形で液体として貯蔵し、既存のタンクローリーで輸送、既存のスタンドにて
FCV に液体のまま供給し、FCV において水素を発生・発電し、走行に必要な電力を得るシステム
は極めて有効な手段であるといえる。また、当該システムによる給油作業は、既存燃料であるガソ
リンや軽油による作業とほとんど変わらないことから、ユーザーフレンドリーなシステムと言える。
このようなシステムの実現を目指して本技術開発では、FCV に搭載して有機ハイドライドより
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水素を発生することが出来る小型システムの開発を実施し、以下の能力を確認した。
・ コンパクト性：水素発生システム容積 50L リアクター容積 25L 触媒容積 15L
・ 起動性

：加熱用の燃料（トルエン）着火後、水素発生まで 1 分以内

・ 水素純度

：99.99%

水素流路
水素流路

水素
水素分離膜
CH

有機ハイドライド CH 3
ﾒﾁﾙｼｸﾛ
ﾍｷｻﾝ

3
ﾄﾙｴﾝ

燃料流路
ナノポア多孔質触媒
陽極酸化アルミナ

廃熱

触媒プレート
高熱伝導触媒層

図３−６ マイクロリアクターの構成

Feed

H2

熱交換器型触媒

toluene

H2

水素分離膜

透過ガス (H2)

H2

Pd水素分離膜
熱交換器型触媒

非透過ガス

内部フィンあり

図３−７ 膜分離反応器
（２） SOFC 用石油系燃料の改質技術開発
本技術開発では、定置式燃料電池用水素供給源多様化へ貢献すべく、現状最も高効率が期待され
る SOFC システムの開発に取り組み、計画していた目標をほぼ達成した。これらの技術開発の結
果、経済性に優れ且つ供給インフラの整っている灯油を原燃料とした高効率な燃料電池システムを
提供でき、都市ガスのインフラが整っている都市部に限らずより広範囲な地域において、CO2 削減
に貢献できる。
SOFC システムの開発にあたって、石油を原料とする場合、前述の通り地域を選ばず適用するこ
とが出来るが、都市ガスと比較して燃料改質部においてより大きな熱量が必要なため、運転条件に
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よってはこの熱を十分賄いきれず、未改質のガスがセルスタック内部に導入され、出力低下や劣化
を招くといった技術的課題を解決する必要がある。
本技術開発では、より低温で反応する改質触媒の選定により課題を克服するとともに、市販灯油
を脱硫できる前事業で開発した高性能吸着剤の適用、過熱水蒸気導入による灯油の気化促進、シス
テム起動・停止時への部分酸化法の適用等により、AC 発電効率 40％以上、システムサイズ 300L
以下の 1kw 級家庭用システムを製作できる見込みを得た。
◆保有触媒のSOFC運転条件下での寿命の把握
10
10

評価条件：保有触媒，LHSV=0.5，S/C=3，脱硫灯油

y=-3E-04x+4.4058
反応中の温度分布

傾きが1/3へ
触媒層平均温度：575℃

触媒top

触媒層長

y=-9E-05x+4.1641

触媒bottom
触媒bottom

55
00
電圧低下率（％）

触媒層温度

触媒層平均温度：660℃

Voltage Degradation （％）

触媒top
反応前の温度分布

-5
-5

Reformate Composition
＠700℃

-10
-10

%
49.1
10.1
9.8
0.3
30.7

H2
CO
CO2
CH4
STM

-15
-15
-20
-20
-25
-25

− Reference （H2＋30% Steam）
− Kerosene Reformate
Condition
・Reforming System + Single Cell
・Current Density : 0.3A/cm2
・Temperature
: 750℃

-30
-30
0
0

・SOFCの灯油運転時の触媒層温度を把握。（500〜650℃）
・SOFC運転条件にて保有触媒は長寿命を示すことを確認。
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図３−９ 灯油改質ガスのセル寿命への影響
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項目
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DC発電出力
1.12 kW
灯油流量
2.88 g/min
水流量
10.69 cc/min
S/C
2.89
Uf
0.75
DC発電効率 （HHV)
0.487
(LHV）
0.522
インバーター効率
0.92
AC発電端出力
1.03 kW
AC発電端(HHV)
0.438
(LHV)
0.470
補機動力
100 W
AC送電端出力
0.928 kW
補機効率
0.90
AC発電効率、送電端（HHV)
0.405
（LHV)
0.434
パッケージサイズ
700×520×800 mm
容積
291 L

T

T

T

P

P

P

B

T：タンク
B：ブロワ
P：ポンプ
HEX：熱交換器

制御

B
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正面図

モジュール
800

図３−８ 改質触媒寿命
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脱硫
純水

B

HEX

B

T

T

T

P

P

P

700

T

制御

A'
灯油型SOFCシステム配置検討図

※起動用部分酸化反応器を省略したシステム
を想定

当初目標を達成する灯油型SOFC
システムに目処を立てた。
当初目標を達成する灯油型SOFCシステムに目処を立てた。
目標：40%
-HHV@AC端，
300L※
目標：40%HHV@AC端，300L
※ サイズ目標の表現は，『PEFCの2/3以下』。目標設定当初は1kW灯油型PEFCが存在しなかった。
そこで弊社が保有する5kW灯油型PEFCサイズ（2079L）から1kW灯油型PEFCサイズ（450L）を想定した。

図３−１０ 開発システム仕様

本技術開発ではこのほか、改質技術をさらに進め、高効率化、コンパクト化を目指した ATR 改
質技術の開発、業務用システムについて 10kw 級システムの試作機による試験を行い、100kw 級シ
ステムの概念設計等を実施した。
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３−１−３ 特許出願状況等
特許・対外発表等実績については、表３−１に示すように 60 件以上の実績を上げることができ
た。これら特許出願、論文発表、国内外学会・シンポジウム等での発表、雑誌投稿・新聞掲載を推
進することにより、広く世の中への成果の普及・広報に努めてきた。
各テーマで開発した新規要素技術は、特許出願を行うとともに、実証化・実用化検討で得られた
成果は、国内外の石油・自動車関連の技術雑誌、学会、研究会、シンポジウム等に積極的に公表し、
広く世の中への技術・情報の公開と普及活動に努めてきた。
表３−１ 成果の公表と普及（特許・対外発表等実績）
分野

特許出願

FCV 用水素製造・供給技術
ＳＯＦＣ用石油系燃料改質技術
合 計

特許実施件数
等

論文発表

学会発表

雑誌投稿
新聞掲載

１８

０

０

１６

７

８

０

１

３

８

２６

０

１

１９

１５

〔平成２０年１２月１６日現在〕
・論文の被引用度数：不明
・国際標準形成への寄与：無し

３−２ 目標の達成度
本事業は計画どおりに進行し、全体として当初の目標を達成した。以下に各技術開発分野の達成状
況を示す。なお、表３−２から表３−６の「成果（目標の達成度）
」欄の評価基準は、
「○：目標達成」
、
「△：目標をほぼ達成」
、
「×：目標未達成」とした。
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表３−２ 個別要素技術の成果（オフサイト水素供給技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
多目的製油所オフサ ①製油所水素利用による ①製油所水素利用による高純度高圧水素の製
イト高純度水素製造 高純度高圧水素の供給を 造実証
実証し、経済性、環境性、 設備仕様が水素純度99.99%、圧力40MPa、出荷
利用研究
（将燃丸の内研究室） 機動性、利便性を確認す 能力50Nm3/hrの設備を製油所内に設置し、国内
（将燃品川研究室） る。
で初めて実証試験を行った結果、当該設備で問
題なく出荷が可能であるとともに以下のことが判
明した。
・水素精製・圧縮工程でのエネルギー効率が90%
以上であり、製油所における高純度高圧水素製
造はLCA的にも高いレベルを確保できる可能性
がある。
・製油所内で回収または副生する水素の割合を
増やすことでより経済性に優れた水素を供給でき
る可能性がある。
②鋼鉄製およびCFRP容器 ②鋼鉄製およびCFRP容器を含む新搬送システ
を含む新搬送システムを ムを搭載した高純度高圧水素搬送設備による水
搭載した高純度高圧水素 素搬送実証
搬送設備による水素搬送 既存の鋼製容器に加え国内で初めてCFPR容器
を実証する。
を用いた水素搬送の実証試験を行った結果、当
該設備により3,000km以上を走行し、イベント会場
での充填や遠距離遠征での中継充填を行うシス
テムとして問題ないことが確認できた。
③ 前項水素搬送設備によ ③ 前項水素搬送設備によるFCV、純水素FCへ
るFCV、純水素FCへの水 の水素供給実証
素供給を実証する。
FCV、純水素FCへのトータル水素供給をそれぞ
れ723Nm3、187Nm3行い、連続充填でも問題ない
ことを確認した。
有機ハイドライドを利 ①50Nm3/hrの脱水素反応 ①水素精製にＴＳＡ方式を採用し、90%を超える水
用したオフサイト水素 装置の設計：脱水素反応 素回収率と、99.999%の高純度水素を40MPaGで
供給要素技術開発 転化率90%確保、水素回収 供給できることを示した。次に水素分離膜を用い
た水素精製を検討した。膜そのものの性能は
(将燃戸田第三研究 率90％以上、水素純度
99.99％以上の分離能を示すが、膜分離器の加
室）
99.99%の確保
工上の課題が残り、1Nm3/hr規模の脱水素反応
器、膜分離の一連の工程における水素純度は目
標に若干及ばず99.95%であった。

○

○

○

△

②水素貯蔵率 ： 4.5wt% ②上記50Nm3/hr規模脱水素反応装置のプロセ ○
スフロー計算結果に基づく水素貯蔵率は、理論
水素貯蔵率6.17wt%×脱水素転化率94.9%×水素
回収率90.8%＝水素貯蔵率5.3wt%。
③副生水素の利用：水素
純度80%以下の製油所副
生水素の場合に水素化反
応転嫁率95%以上達成
④有機ハイドライドリサイ
クルの概念設計：問題とな
る不純物の確定、対応策

③貴金属系のPd-Pt／アルミナ触媒を用いて水 ○
素純度80%以下の副生水素モデルガスを利用し
た水素化反応で、トルエン転化率95%を達成した。
④二量化生成物のみがトルエン水素化反応の転 ○
化率に影響を及ぼすことを見出した。二量化物を
生成しないよう反応条件を設定したプロセス、ま
たは、水素化反応の前に予め二量化物を除去す
る機能を有するプロセスが適すると考えられる。
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表３−３ 個別要素技術の成果（オンサイト水素製造技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
高効率スキッドマウン ①総合効率の向上 ： 水素製造 ①熱回収システム、運転条件の最適化
ト型コンパクト水素製 装置の総合効率（HHV） ；61%→ および改質器の小型化により総合効率
造装置の開発
68%
69%を達成した。また、脱硫剤は累積時
（将燃浜松町研究室） 内訳
間1,576時間の耐久性を確認し、改質触
改質装置効率；82%→85%以上
媒は875時間の耐久性を確認した。
水素精製装置効率；74%→80%
②実証試験結果をもとに、目標とする装
②水素製造装置の小型化
（300Nm3/hr） ： 設置面積50平 置設置面積50m2以下（高さ3.5m）で所定
方メートル、高さ3.5メートル
の水素量（300Nm3/hr）を製造可能な水
素製造装置を設計した。
③石油系実ガスを原料とした
③水素製造装置からのオフガス並びに
SOFCシステム評価 ： セルの劣 実ガスを用いたSOFC評価試験におい
化目標；0.5%以下/1000時間、原 ては、セルの劣化0.5%以下/1000時間と
料の変更目標；熱量変化率10%以 いう目標並びに原料切り替えによる負
上／時間
荷変動に対する追従性検証し、熱量変
化率10%以上/時間という目標を達成し
た。さらに、高純度水素を原料に用いた
場合はセルの破損にが起こることが判
り、SOFCの運転や劣化に関する情報を
得ることができた
石油系液体燃料用膜 ①水素回収率 ： 90％以上
①水素回収率90%達成した。
型反応分離プロセス ②改質反応温度 ： 運転圧力に ②改質温度150℃低下は達成できた。ま
の開発
よるが、同等条件下で既存プロセ た、170℃低下も期待できる
（将燃戸田第一研究 スに比較して150℃以上低減す
室）
る。 550〜650℃を目標
③水素製造効率 ： 70%以上
③水素製造効率は70.7%を達成した。
④プロセス簡略化 ： PSA、シフ ④プロセスの簡略化は膜分離型反応器
の使用によりPSA，シフト選択酸化工程
ト、選択酸化工程の削減
の削減が可能になった。
⑤占有容積（装置サイズ） ： 実 ⑤装置の占有容積は53m3程度（目標
証機では従来型PSA型水素製造 100m3）に小型化できる見通しである。
装置の占有容積の2/3以下、或
いは最新型水素製造装置と同等
のサイズ
表３−４ 個別要素技術の成果（オンボード水素製造技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
有機ハイドライド方式オ ①起動性 ： １分
①起動性
ンボード水素発生シス
（水素発生開始まで） 加熱用燃料（トルエン）着火後1分以内
テムの研究開発
の水素発生を確認した。
（将燃横浜第一研究室) ②水素純度 ： 99.99%以上
②水素純度
(将燃日立研究室）
メッキ型パラジウム水素分離膜を試作
し、改良を重ね、水素純度99.99%を達成
した。
③触媒活性 ： 触媒容積 15L程 ③触媒容積
度
350℃、LHSV=5の条件で、転換率94%
を実現し、触媒容積15Lを達成した。
④リアクター ： 容積 25L程度
④リアクター容積
リアクターユニットを積層したリアクター
スタックの試作・評価の結果、ＦＣＶに必
要な35m3/hの水素を供給するリアク
ター容積が25Lとなることを確認した。
⑤水素発生システム ： 容積 50L ⑤水素発生システム容積
車両シミュレーションを実施した結果、エ
ンジンハイブリットシステムの採用により
容積が46Lとなることを確認した。
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○

○

○

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

表３−５ 個別要素技術の成果（SOFC用石油系燃料改質技術）
成果（目標の達成度）
要素技術
目標・指標
灯油を原燃料とする ①灯油を原燃料とした熱自立 ①市販灯油にてSOFCを動か ○
民生用熱自立型固体 型SOFCシステムの構築
すための要素技術開発を行っ
酸化物形燃料電池シ
た。開発技術を搭載した灯油型
ステムの開発
SOFCプロト機を製作した。本プ
（将燃袖ヶ浦研究室）
ロト機において、起動〜停止ま
で完全に灯油にて運転できるこ
とを実証した。
②脱硫剤、改質触媒の開発を ○
②SOFCに適した灯油用脱
行った。目標性能を達成した。
硫・改質技術の開発
・ 脱硫寿命：4千時間以上（実 ・ 脱硫寿命：実測8千時間
・ 改質寿命：実測2千時間（推定
測1千時間以上）
・ 改質寿命：4万時間以上（実 4万時間以上）
また、開発触媒を灯油型SOFC
測1千時間以上）
プロト機に搭載し、性能を満た
すことを確認した。
○
③発電効率 ： 40%（送電端、 ③実測は、発電端効率で
48.7%(HHV)であった。この値を
HHV)
利用し、補機類・インバータ効率
を推定し、送電端効率を計算す
ると40.5%(HHV)となった。
④民生用へ普及するための ④プロト機の部品配置の見直し ○
小型化検討 ： 発電規模の や制御部の基板化などのパッ
等しいPEFCシステムサイズ ケージ検討を実施し、実用機の
の2/3以下とする。（現在は， 設計を行ったところ、サイズは
1kW級システムの開発計画） 291Lまで小型化が可能となっ
た。
灯油仕様SOFCシステ ①ＳＯＦＣセルモジュールから ①ＳＯＦＣシステム試験機結果 △
ムの研究開発
発生する熱と改質器で必要と による100kW級概念設計にて
（将燃横浜第二研究 なる熱をバランスさせることに 84.1%HHVの性能発現を検証し
室）
よる高効率システムの構築 ： た。
・ｼｽﾃﾑ容量 100kW級を想定 ・発電効率：35%HHV送電端
した10kW級実証機
・発電効率 40%HHV 送電端
・総合効率 80%HHV以上
○
②外部からの加熱を行わない ②LHSV4倍加速条件下にて
ことによる比較的低温におけ 10,020時間の耐久性を確認し、
る反応、ならびに効率を向上 加速度数より、耐久性4万時間
させるための低S/C条件での 相当以上の性能発現を検証し
た。
改質触媒の耐久性確認：
・耐久性4万時間以上（改質触
媒）
灯油改質型SOFC技 ①改質器容量 ： 10L/kW以 ①灯油用の改質器として容量 ○
術開発
下
は2.6L/kWを達成した。
（ATR改質技術）
②改質器熱自立システム
②改質器が運転負荷50〜100% ○
（将燃戸田第二研究
で熱自立することを確認した。
室）
③ＳＯＦＣシステム ： 1kWシ ③ATR改質ガスによる1kWのシ ○
ステム発電運転を実証した。
ステム運転実証
・40%HHV(DC発電端)に目処
・システム発電効率：
がついた。
40%HHV以上(DC発電端)
④5kW級SOFCシステムの概 ④40%HHV（AC送電端）が見込 ○
めるコンパクトな5kW級システム
念設計
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の概念設計をした。

表３−６ 個別要素技術の成果（SOFC用石油系燃料改質技術)
要素技術
目標・指標
成果（目標の達成度）
原燃料品質基準の標 ①硫黄濃度50ppbを破過寿命と ①硫黄濃度50ppbを破過寿命とする破過 ○
準化（PEC 基盤研) する脱硫剤加速試験法の確立 寿命予測式を構築した。長期実証試験
： 実寿命時間／加速寿命時間 により、8倍の実寿命まで破過寿命予測
式が成立することを実証した。
が4以上の評価法の確立
②原料灯油の性状と脱硫反応
性の関係の定量化 ： 劣化因
子による破過寿命推定式の構
築

②脱硫剤の劣化因子として硫黄化合物 ○
のほかに多環芳香族が劣化を促進する
ことが判り、破過寿命予測式に多環芳香
族影響を補正項として反映した。

③難脱硫性物質の除去技術検 ③50ppbレベルにおいては、燃料油中の ○
討 ： 難脱硫物質の寿命への 硫黄化合物の脱硫の難易度は化合物の
寄与率算出と除去技術の検討 タイプに有意差がないことを確認した。こ
の結果からこのレベルでは特段難脱硫
物質の除去の必要がないことがわかっ
た。
④必要脱硫剤量の検討

④破過寿命予測式をベースに家庭用小 ○
型規模、水素SS用大型規模の必要脱硫
剤の使用量が求められるようになった。

⑤改質用灯油原料の性状標準 ⑤灯油中の硫黄濃度および多環芳香族 ○
化・提言
成分濃度により、脱硫剤の寿命が大きく
変動することが明らかとなったことから、
燃料電池用原料灯油としてこれらの成分
が可能な限り少ないことが望まれる。
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４．事業化、波及効果
４−１ 事業化の見通し
本事業のほとんどの研究開発テーマにおいては、最終目標を達成しており、それらの成果を広
く公表している。一部の事業では実証化段階まで終了し公表しているが、事業化するための課題が
残り、その解決策を図ることで実用化が可能であるといえる。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
多目的製油所オフサイト高純度水素製造利用研究においては平成１７年度に製油所原料水素を
高純度高圧化し、炭素繊維強化プラスティク（CFRP）などを用いた軽量搬送システムでの使用を
可能とする国内初実証を行った。製油所水素の高純度化および出荷設備と移動式水素ステーション
の組み合わせは、水素社会の黎明期に、特にその特長（効率、経済性、利便性など）を発揮できる
ものと考えられる。具体的には、例えば、固定したユーザーへの水素供給だけでなく、スポット的
なユーザーへの水素供給や遠隔地への水素搬送の実施が考えられる。国の他のプロジェクトとの連
携、連動した運用とデータ取得を行うことにより実用化が図れる。
有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発においては製油所の副生水素を
有機ハイドライドの形で蓄積し、既存のインフラが使用できるシステムの構築を目指しているが、
本研究で目標とした有機ハイドライドへの水素添加反応、脱水素反応条件の検討による水素利用率
の向上、副生水素を用いる場合の課題把握等を実施したが、本研究結果をベースとして自社研究を
継続し、各要素技術の更なる開発・蓄積を進めている。
② オンサイト水素製造技術
高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発においては JHFC 事業等、現在継続
中の燃料電池自動車・水素ステーションの実用化研究・実証研究を通じて、商業段階の水素ステー
ションの運用実証を行なうことが重要であり、燃料電池自動車の初期ユーザー（地方自治体、バス
会社、運送会社等）との連携も十分に考慮しつつ、開発した水素製造装置の実証試験、更には、SOFC
システムの組み合わせによる総合エネルギーステーションの実証試験の実施を検討中である。
石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発に関してはパラジウム系水素分離膜の評価手法
そのものは公知の技術と考えられるが、使用する水素分離膜の形状により評価装置の変更が必要と
なり、膜の形状固有の評価ノウハウが見出される可能性はある。プロセスの実用化には今後大幅な
膜形状の変更もあり得ることから、プロセス実用化と平行して膜評価技術、更には膜の性能改善ノ
ウハウの実用化を検討する。そこで、次期事業でこの膜分離型反応技術をさらに展開させ、改質触
媒、反応器の要求性能を明らかにし、反応器設計技術を確定する。また、分離膜の耐久性向上に向
けた検討に取り組む。
③ オンボード水素発生技術
本事業で得られた「マイクロリアクター技術（水素発生装置を小型化）
」を平成２０〜２２年度
に実施予定の「将来型燃料高度利用技術開発：有機ハイドライドからの高純度水素回収技術開発」
に適用し、新たに水素ステーション向けの超小型水素発生装置を開発する。
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（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
本研究では SOFC 用の原燃料に灯油を用いた改質システム構築の研究を行った。各研究室
共本研究における目標はほぼ達成したが、ここで得られた成果を実用化するためには、SOFC メ
ーカが主に研究を進めているセルスタックのコストならびに耐久性が実用レベルに達すること
が条件であり、システムとして経済性を見極め、実用化を判断することになる。
そまた、石油会社としては SOFC モジュールメーカー及び燃料電池システムメーカーとの共同
取り組みが必要になる。現在、共同取り組み先を探索中である。

４−２ 波及効果
国が進める水素社会の早期実現に向けて、安価な水素の安定供給方法を確立し、導入準備を進め
ることは重要なことである。理想的な水素の供給方法としては温室効果ガスの発生が無い再生可能
なエネルギーを使用する事が究極の方法であるが、まだこれらの方法は研究開発の初期段階にあり、
経済性、安定供給等の解決すべき課題が多く山積している。これらが実現するまでの過渡期におけ
る早期導入可能な水素供給手段としては、石油業界、鉄鋼業界、ソーダ業界等において、水素製造
余力または副生される水素の利用、更には可搬性、貯蔵性、利活用に優れた石油系燃料からの水素
製造が考えられ、その方向で研究が進められている。石油業界においても国の指導の基に水素社会
に向けた早期に実現可能な水素供給方法の検討がなされ、水素供給の一手段としての波及効果が明
確になった。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
製油所オフサイト水素を高純度高圧化し、CFRP 容器を含む新搬送システム（高純度高圧水素搬
送設備；移動式水素ステーション）により水素を搬送し、燃料電池車、純水素駆動型燃料電池への
水素供給・利用の国内初の実証ができ、次の利用形態への適応が可能である。
・水素ステーションの低圧バンク補助としての利用
・ステーションの水素供給源としての利用
・カードルやボンベなどに移充填する為の小型ローリー車としての利用
・小型トレーラーとして利用先で駐車車上から地上設備への水素ガス供給
有機ハイドライドによる製油所水素の利用方法については有機ハイドライドへの水素添加反応
率、有機ハイドライドからの水素の脱水反応率の向上をすることにより、水素蓄積率の向上化が図
れ、現状の石油供給インフラが利用できる水素供給システムの見通しが立った。
② オンサイト水素製造技術
スキッドマウント型オンサイト水素製造装置のプロセス最適化検討、小型化検討、高効率化検討
の成果により、エネルギー密度が高く、可搬性、貯蔵性、利便性に優れている石油系液体燃料の特
性と、既設の給油所の立地を生かした、灯油等を原燃料とする既設給油所併設のための水素製造シ
ステムの早期実現への波及効果があると考える。
また、石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの開発において膜の調査、選定、水素透過性能等
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の膜の基本特性把握、プロセスへ適用するための初期検討を行い、本システム利用の可能性が高ま
った。
③ オンボード水素発生技術
有機ハイドライドから水素を高効率で取り出す超薄型膜型反応器の基本的な設計ができたこと
から、次の２通りの利用の波及効果が期待できる。
1) SS における超小型の水素発生装置への利用
2) 車載用水素製造装置への利用（車メーカからの開発協力が必要）
（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
灯油を原料とした各規模の SOFC の設計が可能になり、ガス供給のインフラが整っていない地
域、工場等への利用の波及効果が期待できる。
また、市販灯油を燃料電池用原燃料として使用する際に、脱硫剤に影響を与える因子として灯油
中の硫黄以外に多環芳香族成分が脱硫反応に影響をおよぼすことを確認し、破過寿命予測式に補正
項を追加した。その結果、燃料電池用原燃料として灯油を用いる場合、脱硫剤の寿命予測が可能と
なり、脱硫剤の充填量、交換頻度等の予測が可能となる。

５．研究開発マネージメント・体制・資金・費用対効果等
５−１ 研究開発計画
石油から製造した水素の高度利用技術開発を実施することにより、石油系燃料を利用した高効率
燃料電池商品化のための技術課題を解決する。また、石油由来の水素を安全にかつ経済的に供給す
るシステムを検証するというプログラムになっており、これらを研究開発する計画において３年間
という研究期間は必要かつ適切であった。図５−１ に本研究開発の計画を示す。
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年
研究開発テ−マ

度

平成１７年度

平成１８年度

平成１９年度

１０月

１０月

１０月

〔燃料電池自動車用水素製造・供給技術〕
① オフサイト水素供給技術開発
１） 多目的製油所水素オフサイト高純度水素製造利用研究
製油所水素の安定供給性、経済性、環境性検討
FCV,純水素ＦＣへの水素搬送・供給の実証
SS併設型水素ステ−ションなど将来課題の調査
２）有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発
水素製造(1Nm3/hr)脱水素反応装置の製作・運転
脱水素反応ガスの精製法検討

平成18年度か
ら開始

トルエン水素化設計・製作・運転

② オンサイト水素製造技術
１） 高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発
プロセス最適化検討
水素精製システムの検討・最適化
スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の詳細設計

ＳＯＦＣの原料ガス評価とＳＯＦＣ評価システム製作・運転
２） 石油系液体燃料利用膜型反応分離プロセスの開発
膜モジュール評価
改質器プロトタイプの設計・製作・試運転
メンブレンリフォーマーの基本設計

③ オンボ−ド水素発生技術
１） 有機ハイドライド方式オンボード水素発生システムの研究開発
高性能触媒の開発
マイクロリアクターの製造法の検討
高性能水素発生システムの検討

〔定置式燃料電池(SOFC)用石油系燃料改質技術〕
固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）用石油系燃料の改質技術開発
改質触媒・システムの開発、耐久性評価
ＳＯＦＣモジュールと灯油改質器の熱バランス設計
灯油型ＳＯＦＣシステム設計・製作・試運転

石油系燃料電池の原燃料の標準化
吸着脱硫剤加速試験法の確立
原料灯油の性状と脱硫性能との関係把握
難脱硫物質の除去技術検討
必要吸着脱硫剤量の検討

図５−１ 将来燃料高度利用研究開発の研究開発計画

５−２ 研究開発実施者の実施体制・運営
事業の実施に当たっては、
（財）石油産業活性化センターに研究開発事業に即した専門の研究室
を設置し、研究開発を行った。その上で、平成１７年度は１グループ、平成１８年度以降は２つの
研究開発グループに大別し、当該専門分野の最先端研究者である大学、公的研究機関、民間会社の
技術者からなる「将来型燃料高度利用技術小委員会」
（平成１７〜１９年度）及び「将来型燃料Ｓ
ＯＦＣ用改質技術小委員会」
（平成１８〜１９年度）を（財)石油産業活性化センターに設置した。
各委員会は年３回の報告会等を開催し、専門家並びに有識者からの適切な助言、指導を受け、研究
開発目標に対する達成度、進捗管理等を実施し、研究開発の効率化を図りつつ、研究室間の技術情
報交換並びに技術課題の共有化を行った。平成１７年度の履行体制図を下記に示す。
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経済産業省資源エネルギー庁
石油精製備蓄課

（平成１７年度）

委託契約

（財）石油産業活性化センタ−

将来型燃料高度利用技術小委員会
１．燃料電池自動車用水素製造・供給技術
（１）オフサイト水素供給技術
① 多目的製油所オフサイト高純度水素製造
利用研究
将燃丸の内研究室（出光興産㈱）
将燃品川研究室（大陽日酸㈱）

（２）オンサイト水素製造技術
② 高効率スキッドマウント型コンパクト水素
製造装置の開発
将燃浜松町研究室（コスモ石油㈱）

ＰＥＣ新燃料部
研究開発

③ 石油系液体燃料用膜型反応分離プロセス
の開発

協力契約

将燃戸田第 1 研究室（㈱ジャパンエナジ−）

（３）オンボ−ド水素発生技術
④ 有機ハイドライド方式オンボード水素発生
システムの研究開発
将燃横浜第 1 研究室（新日本石油㈱）
将燃日立研究室（㈱日立製作所）

２．定置式燃料電池（SOFC）用
石油系質技術開発
⑤ 灯油を原燃料とする民生用熱自立型固燃
料電池システムの研究開発
将燃袖ケ浦研究室（出光興産㈱）

⑥ 灯油仕様 SOFC システムの開発
将燃横浜第 2 研究室（新日本石油㈱）

⑦ 灯油改質型 SOFC 技術開発
将燃戸田第２研究室（㈱ジャパンエナジ−）

⑧ 石油系燃料電池の原燃料標準化
将燃 PEC 基盤研究室

図５−２ 平成１７年度履行体制図
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平成１８〜１９年度はより高度で専門的な議論が出来るようにするため、それぞれの分野の専門
家委員を追加し、将来型燃料高度利用技術小委員会からＳＯＦＣに関連する事業を分離し、新たに
将来型燃料ＳＯＦＣ用改質技術小委員会を設け２委員会体制とした。

平成１８〜１９年度
将来型燃料高度利用技術小委員会
① 有機ハイドライドを利用したオフサイト
水素供給要素技術開発
戸田第３研究室室（㈱ジャパンエナジ−）

② 石油系液体燃料用膜型反応分離プロセスの
開発
将燃戸田第 1 研究室（㈱ジャパンエナジ−）

③ 有機ハイドライド方式オンボード水素発生シ
ステムの研究開発
将燃横浜第 1 研究室（新日本石油㈱）
将燃日立研究室（㈱日立製作所）

④ 石油系燃料電池の原燃料標準化
将燃 PEC 基盤研究室

将来型燃料 SOFC 用改質技術小委員会
⑤ 灯油を原燃料とする民生用熱自立型固燃料
電池システムの研究開発
将燃袖ケ浦研究室（出光興産㈱）

⑥ 灯油仕様 SOFC システムの開発
将燃横浜第
図 2 研究室（新日本石油㈱）
−
履行体制図

⑦ 灯油改質型 SOFC 技術開発
将燃戸田第２研究室（㈱ジャパンエナジ−）

⑧ 高効率スキッドマウント型コンパクト水素製
造装置の開発
将燃浜松町研究室（コスモ石油㈱）

図５−３ 平成１８〜１９年度委員会
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５−３ 資金配分
各事業への資金配分はそれぞれの設備規模の大きさ、貴金属類等の高価な原材料を使用せざるを
得ない研究等には必要な配分を行い、資金の効率的な使用、配分により予算額の中で当初の目的を
ほぼ達成できた。

表５−１ 資金度配分
年度 平成
燃料電池自動車用水素製造・供給技術
SOFC用石油系燃料改質技術
合計

17
682
553
1,252

18
607
544
1,169

（単位：百万円）
19
合計
495
1,784
368
1,465
882
3,249

５−４ 費用対効果
本事業は、約３２億円（平成１７年度から平成１９年度までの３年間の委託費）を投入した事業
であるが、全体的に見ると各分野において当初設定していた目標がおおむね達成されており、水素
社会の早期実現に向け、本事業の費用対効果は大きいものと考えられる。
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
製油所には高品位な水素の製造技術と供給余力を有する。この製油所水素を高純度高圧化し燃料
電池車及び純水素型定置式燃料電池へ供給実証出来たことにより、製油所水素が、経済性、環境性
に優れた水素供給源と成り得る事を示した。さらに、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素
供給要素技術開発で、副生水素利用の可能性も見出した。これらの実証及び技術開発により、既存
の設備を最大限活用できる事から、経済的、社会的貢献が極めて大きいものと言える。
② オンサイト水素製造技術
本技術開発では、高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発及び石油系液体燃料
用膜型反応分離プロセスの開発を実施したが、両テーマとも既存の給油所への併設を可能とするコ
ンパクトな水素製造装置を目指した。これらの成果は、既存の自動車と燃料電池車が混在する水素
黎明期においてインフラ整備の大幅な変更を伴うことなく、スムーズな移行を可能とすると考えら
れる。
③ オンボード水素発生技術
本技術は、有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給技術を用い、ガソリンなどと同様に
液体燃料としてローリーなどで SS に輸送し、オンボード水素発生システムを備えた燃料電池自動
車に給油する。脱水素後の芳香族炭化水素は、SS で給油時回収する。本技術では、製油所から SS
まで既存のインフラを活用できる。さらに水素吸蔵合金やカーボン材料については水素貯蔵密度が
低く、高密度貯蔵が当面の課題であるのにたいし、有機ハイドライドの貯蔵密度は高圧ガスに換算
すれば約 70MPa に相当するレベルである。これらの特徴を有した有機ハイドライドを用いたオン
ボード水素発生技術の成果は、既存のガソリンインフラを活用できることに繋がる。
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（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
本技術開発で用いた SOFC は、固体高分子形燃料電池（PEFC）と異なり、燃料として水素の他
に CO も利用する事が出来、C/H 比の高い原燃料が使えることや、メタン等を電極上で改質するこ
とも可能であり、原燃料改質に対する制約が低いという特徴を有している。本技術開発では、目標
を達成しており、今後実用化されていけば十分な費用対効果が得られると期待される。

５−５ 変化への対応
（１） 燃料電池自動車用水素製造・供給技術
① オフサイト水素供給技術
本技術開発では、平成１７年度にオフサイト水素供給方式として製油所水素の高圧搬送を行った
が、第二の方法として「有機ハイドライドを利用したオフサイト水素供給要素技術開発」を実施す
ることとした。これは、有機ハイドライドは、オフサイト水素の安全・安価な供給システムとして
有望なものであるが、有機ハイドライドから水素を取り出す反応は吸熱反応であり、既存の熱源を
持たない水素ステーションにおいてこの吸熱反応の熱源をいかに効率よく賄うのか、また有機ハイ
ドライドを水素キャリアとして循環使用する際の問題点もクリアーにされていない。よって本テー
マを平成１８年から２年間かけて実施することとした。
②オンサイト水素製造技術
本技術開発では、
「高効率スキッドマウント型コンパクト水素製造装置の開発」を実施している
が、当該テーマにおいて、水素の高度利用技術開発として「水素ステーション効率化技術開発」を
追加した。これは、総合効率向上を目指して、水素ステーションからの余剰オフガス等を利用した
SOFC 利用のための基礎データ採取を行うと共に、給油所併設水素ステーションの将来型総合エネ
ルギーステーションのモデル検討を行うものである。
③オンボード水素発生技術
変化への対応となる事項は無い。
（２） 固体酸化物型燃料電池（SOFC）用灯油改質研究開発
変化への対応となる事項は無い。
（３） 研究開発実施者の実施体制・運営
平成１７年度の事業の実施にあたっては、
（財）石油産業活性化センター内に専門的知見を有す
る学識経験者、業界関係者等を構成員とする「将来型燃料高度利用技術小委員会」を設置し、定期
的に委員会を開催し、研究の全体計画、実施状況、成果等について評価・審議を行い、助言を頂き
ながら取り進め、研究の効率化を図った。平成１８年〜１９年度には、将来型燃料高度利用技術小
委員会から SOFC に関連するテーマを分離し、新たに「将来型燃料 SOFC 用改質技術小委員会」
を設け、２委員会体制とした。
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