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調査の意義 

 現在進められてる、水素ステーションの整備にあたっ
ては、限られた資源の中でFCVの需要創出を最大化しつ
つ、FCVユーザーの利便性向上に資するように設置場所

を決定しなければならない。このため、本調査は、既存
の設置場所を考慮しつつ、最適な水素ステーションの配
置を検討した。 
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解析範囲 日本全国 
水素ST設置数 100, 200, 300, 400基 

既存水素ST設置数 92基（建設中を含む/2016年8月末時点） 
需要層 高級車, 中級車 

水素STカバー時間 H22年度全国道路・街路交通情勢調査における
道路ごとの混雑時移動速度による15分圏内 

調査の概要 
 FCV利用者の給水素における利便性を高めるため、水素ステ
ーションを利用者周辺へ効率よく配置することを重視し、最適
配置分析を行い、関連施設の立地等から検証を行った。 

年 METIロードマップ 
本配置解析
対象 
ｽﾃｰｼｮﾝ数 

ステーショ
ンの自立化 

本配置解析における
潜在的FCV購入者 

FCV普及 
目標 

水素ｽﾃｰｼｮﾝ整
備目標 

2016 100箇所 100箇所 高級車 

2020 4万台程度 160箇所程度 200箇所 高級車 

2025 20万台程度 320箇所程度 400箇所 自立化? 中級車 

2030 80万台程度 自立化 自動車一般 
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調査手法と結果 
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FCV需要の所在推定 
 考え方 

ステーション配置の地理的解像度を高めるため、3次メッシュ（ 1km四方
のエリア）単位で需要推定（潜在的ユーザ数を行う。 

 高級車ユーザー・中級車ユーザー 
3次メッシュレベルの販売データが無いため推計を行う 
 高級車販売台数統計（市区町村別）（右下図） 
    ▼ 
 回帰分析 （試行解析結果） 

 高級車=1.20E-07 ×消費支出総額 + 0.0004 ×従業者数 
 中級車=0.0118*就業者数+0.0008*従業者数 
 ＊ この式は民生需要と法人需要を反映 

    ▼ 
 回帰分析結果を1km四方のエリアに適用 
    ▼ 
 潜在的初期購入者の3次メッシュ・マップを作成 
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最適配置のフロー 
自宅周辺（日常の行動経路）へのス
テーションの効率的配置 
   P-median( Location allocation theory )

による配置： 

用地特性 
 GISと統計データを利用して、土地利用

およびおよその地価を把握し、経済性へ
の影響の検討を行う 

既存施設分布から整合性の確認 
 既存ガソリンスタンドおよび高級車販売

店分布から整合性の確認 

水素ステーション配置推奨地域の整理 
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利用者周辺への水素STの配置手法 
p-medianモデルによる配置 

限られた設置基数の中で需要者の利便性を最大化する 

和を最小化するような交差点を設
置候補地点とする 

（需要）×（距離）の和 = 10a + 5b + 7c  需要: 10 

需要: 5 需要: 7 

距離:a 

距離:b 距離:c 

水素STの配置後、各水素STからの

15分間到達圏を近隣の水素STと重複

のないように設定し，各水素STのカ

バーする範囲を算出 
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高級車
200基／15分

利用者周辺への水素STの配置解析（1） 
高級車ユーザー対象：（200基配置） （全国） 



8 

中級車
400基／15分

利用者周辺への水素STの配置解析（2） 
中級車ユーザー対象：（400基配置） （全国） 
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高級車
200基／15分

利用者周辺への水素STの配置解析（3） 
高級車ユーザー対象：（200基配置） （東京都市圏） 
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中級車
400基／15分

利用者周辺への水素STの配置解析（4） 
中級車ユーザー対象：（400基配置） （東京都市圏） 



11 

ユーザー利便性等に関する考察 

○潜在的FCEV購入者は、500万円以上の高級車または250万以上の中級車を購入可能な層であるとする 

○人口カバー率 = (水素STから15分間到達圏内に住む居住者人口) / (国内総人口) 

○個人所有自動車台数カバー率 = (水素ST15分間到達圏内で所有されている個人所有軽・普通自動車台数) / (国内の個人所有軽・普通自動車台数) 

高級車（500万円）ユーザー対象で配置した場合 

 水素ステーションからの到達圏が潜在的需要・居住者人口・個人所
有自動車台数等をどのようにカバーするか分析（15分到達圏） 

全国 

東京都市圏 
（１都３県） 

全国 

東京都市圏 
（１都３県） 

中級車ユーザー（250万）対象で配置した場合 

---○---潜在的FCVユーザーカバー率       - - △ - - 人口カバー率      ・・□・・ 個人所有自動車台数カバー率   
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地域性に関する考察 

 

 水素ST200基及び400基配置の4大都市圏とその他地域への水素ス
テーション配置比率 
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 水素ST立地の妥当性を2つの方法で確認 
既存のガソリンスタンド立地密度 

 既存のガソリンスタンドの立地状況に対して、解析で得られた水素ステ
ーションの配置がどのような分布になっているかをGIS分析により確認 

 10km四方内に含まれる既存ガソリンスタンド数をカウントし、それに対
して水素ステーション位置をプロット 

 ガソリンスタンド数の情報は2015年12月時点の全国のスタンドを対象 
 

既存の高級車販売店の立地との比較 
 200基の水素ステーションと、既存の高級車販売店との立地場所を比

較 
 2016年1月時点のBMW、AUDI、レクサス、メルセデスベンツの販売

店を住所データを元にGIS上にプロット 

 
 

既存施設立地からの 
配置結果の妥当性に関する考察 
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既存のスタンド立地密度との比較 
高級車ユーザー対象：（200基配置） 
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既存の高級車販売店立地との比較 
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 潜在的購入者は想定、その位置と量は推計 
高級車（400基配置）と中級車（200基配置）の販売データを
基に３次メッシュレベル（１km四方）で位置と量を推計 

全体の利便性（時間距離の短い地点）を高めるように配置 

 ステーションのカバー範囲（時間距離）15分は設定値
であること 

 考慮していない点 
近距離のトリップでの行先 
中長距離トリップにおける都市圏内、県内のトリップ 
水素供給方法 
ステーションの点検等に対するバックアップ 
 STの水素供給能力（水素需要が高いSTでは、そこだけでは
将来の水素需要増に対応できない状況が発生する） 

 

 

研究の留意点 
ｌimitation 
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 200基配置では、大都市圏都市域をほぼカバーするように、ま
たほとんどの県庁所在地と人口30万レベルの都市、企業立地
集積地域に水素STが配置され、約3割弱が4大都市圏外。 

 400基配置では、大都市近郊の幹線道路沿いと全国の人口20
万をやや下回るレベルの都市にも水素ステーションが配置さ
れ、約4割強が4大都市圏外。 

 配置分析の結果は、既存ガソリンステーション立地密度、高級
自動車販売店立地の整合する。 

 大半の配置地点は、都市計画法上立地可能な地域に位置す
る。 

 
 

分析結果のまとめ 
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