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１．地域における取組
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 水素の利活用に当たっては、政府が国全体としての方向性の決定や、大枠としての支援措置を行う一方で、
水素インフラ整備のための場所の確保や、初期需要の掘り起こしなど、地域に根ざした対応も必要となる。

 このため、各地域において、国の支援措置を活用しつつ、それぞれの地域特性や状況に応じて、取組を進め
て行くことが重要。

 特に、普及初期においては、関係者が必ずしも同じ方向を向いていないことや、参画が不十分であることか
ら、地域のレベルにおいても、地方自治体が中心となり、関係者間の調整や巻き込みを行っていくことが有
効であると考えられる。

１-１．地域における水素利活用に向けた取組（総論）

全国一律の基盤的な支援・規制 国レベルでの方向性の決定 我が国の強みの活用・強化（技術開発等）

地域ごとの方向性の決定
全体調整

地域における水素利活用に向けた取組

地域資源の活用地域の状況に応じた追加支援 地域の関係者の巻き込み

地方自治体

政府の取組

各地域の取組

例：地域の普及戦略等

事業者 大学地域住民
地域の状況・特性
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 燃料電池自動車が２０１５年に市場投入することが予定されている四大都市圏（首都圏、中京圏、関西圏、
北部九州）においては、関係地方自治体や、地方経済産業局等が中心となり、関連事業者が参画する広域
連携のための協議会が設置されている。

 各協議会においては、国レベルでは対応できないような地域の状況を踏まえた、燃料電池自動車等の普及
に向けたきめ細かな情報交換や意見交換等を行っている。

１-２．四大都市圏における燃料電池自動車普及に向けた協議体

地区 首都圏 中京圏 関西圏 北部九州

関係自治体を
含めた協議の場

(参加機関は正式メ
ンバーのみを掲載)

注）「●」は事務局を
表す

広域関東圏水素供給
インフラ整備に関する
会合
（参加機関）

トヨタ、日産、ホンダ、
ＪＸ日鉱日石、
出光興産、
昭和シェル石油、
コスモ石油、
岩谷産業、
東京ガス、
関東経済産業局●、
その他関東自治体

中部ＦＣＶ水素供給
インフラ整備推進会議

（参加機関）

トヨタ、日産、ホンダ、
ＪＸ日鉱日石●、
岩谷産業、
大陽日酸、
日本エア・リキード、
豊田通商、
東邦ガス●、
名古屋大学、
愛知県、
岐阜県、
三重県、
名古屋市、
豊田市、
中部経済産業局●

関西ＦＣＶ・インフラ
整備推進連絡会議

（参加機関）

トヨタ、日産、ホンダ、
ＪＸ日鉱日石、
岩谷産業、
大阪ガス、
日本エア・リキード、
京都府、
大阪府、
兵庫県、
京都市、
大阪市、
堺市、
神戸市、
近畿運輸局、
近畿経済産業局●

北部九州燃料電池自動車
普及促進構想実行委員会

（参加機関）

トヨタ、日産、ホンダ、
日鉄住金パイプライン&
エンジニアリング、
ＪＸ日鉱日石、
岩谷産業、
西部ガス、
ＨyTReC、
福岡県、
佐賀県、
福岡水素エネルギー戦略
会議●

［2013年6月現在］

[出典］ＨｙＳＵＴ資料

四大都市圏における協議会
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 個別の地方自治体においても、燃料電池自動車を中心とする水素利活用に向けて、国レベルでは対応でき
ないような地域の状況を踏まえた、きめ細かな独自の支援措置等が講じられている。

１-３．各地域における水素利活用に向けた主な取組

山梨県

神奈川県

さいたま市

静岡県

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援。
（１ステーション当たり最大９,０００万円）

鈴鹿市

愛知県

大阪府

神戸市

岡山県

福岡県

周南市

・県内を６つの地域に区分し、それぞれの地域特徴を踏まえた水素
ステーションの整備目標を策定。
・市町村用地の情報を取りまとめ、水素ステーション事業者に提供。

・施設設置奨励金（固定資産税相当額を翌年度に全額
キャッシュバック）、用地取得助成金（用地取得費の
５％を５年間に分離して補助）等を実施。

・ＦＣＶ導入促進協議会を通じて、産官の連携した取組を検討中。

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援。
（１ステーションあたり最大２,２００万円）

・初期需要創出のため、ＦＣＶタクシーの導入を支援。
（１台あたり１００万円）

・次世代自動車普及推進協議会や勉強会を通じて、産
官の連携した取組を検討中。

・ＦＣＶ普及促進協議会を通じて、産官の連携した取組
を検討中。

燃料電池自動車等の普及に向けた地方自治体の取組例

・中小企業者の水素インフラ開発を積極的に支援。
（１件当たり上限500万円）

・水島コンビナートの水素供給拠点化を目指し、

今後、水素利活用に向けた研究会を設置予定。

・ステーション含めた水素関連事業に係る固定資産税相当額
のキャッシュバック。
（大企業：最大３億円、２年間 中小企業：１億円、３年間）
・水素ステーション事業者への市有地の無償貸与の検討。

＊全国の取組を網羅的に示すものではない。

川崎市

・水素社会の実現に向けて民間企業と包括協定を締結。
・関係する事業者等を交え「川崎臨海部水素ネットワー
ク協議会」を立ち上げ、具体的検討を実施。

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援。
（１ステーション当たり最大９,５００万円）

・水素ステーション事業者に用地賃借料を補助
※ ただし、整備支援と併せて上限９,５００万円
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 地方自治体がイニシアティブを取ることで、各地域における水素の需給双方の具体的な取組のすり合わせ
等の全体調整を行うことも可能となる。

１-４．水素利活用に向けた地方自治体等の取組の類型①（地域ごとの方向性の決定）

地域の状況を踏まえた関係事業者の巻き込み

地方公共団体

事業者

水素供給事業者
自動車メーカー ユーザー事業者

協議体

水素供給 水素利用

水素の需給双方のマッチング

全体調整

普及戦略等の策定
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 水素利活用に向けて、地域の状況を踏まえつつ関係者の巻き込みを図っていくことは重要。

 例えば福岡県では、県が中心となり、地域をあげて燃料電池自動車の普及を推進するとともに、地元経済界
を中心とする「ふくおかＦＣＶクラブ」を設立し、官民による率先導入や理解促進活動を行うことを検討中。

１-５．水素利活用に向けた地方自治体等の取組の類型②（関係者の巻き込みⅰ）

燃料電池自動車の普及を促進し、水素の製造、貯
蔵・輸送から利用に至る広範な過程において、多様
な産業が関係する水素エネルギー産業の発展につな
げることなどを目的に、地元経済界や関係自治体等
が一体になった設立を検討。

燃料電池自動車の率先導入や魅力発信などに取り
組み、地域をあげて燃料電池自動車の普及促進を
図っていく。

ふくおかＦＣＶクラブ（仮称）

地元経済会と連携したセミナー
［出典］ 九州経済産業局

燃料電池タクシーの導入支援
［出典］ 福岡タクシー協会

消防職員向けの勉強会
［出典］ 福岡県

バス乗務員に対する試乗会
［出典］ 福岡県

地域をあげた関係者の巻き込み

地域の状況を踏まえた関係事業者の巻き込み

地方公共団体

事業者

水素供給事業者
自動車メーカー ユーザー事業者

協議体

水素供給 水素利用

水素の需給双方のマッチング

全体調整

普及戦略等の策定
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 水素エネルギー利活用の初期においては、水素需要が少ないため、水素供給コストが高止まりしがち。また、
石油等の既存エネルギーのサプライチェーンが長期間を経て既に整備されている中では、市場原理だけで
水素需要を見込んで水素利活用インフラを整備することは困難。

 こうした課題に対する対応として、複数の水素利用アプリケーションの一括導入等により、一定の地域内で水
素の需要と供給を一度に立ち上げていく取組も有効であると考えられる。

 地方公共団体が核となり、民間事業者が協力してこのような水素サプライチェーンを構築しようとする取組が
検討されている。

空港

FCﾄｰｲﾝｸﾞ
FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

水素スタンド

水素スタンド

FC 大型AGV

臨海部

FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

水素発電

市街地

水素スタンド FCバス

FCタクシー FC行政車両

構内物流

FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

FC AGV

水素スタンド

FC牽引車

工場・倉庫

１-６．水素利活用に向けた地方自治体等の取組の類型③（地域の関係者の巻き込みⅱ）



将来の横展開も見据えた、低炭素社会の実現／エネルギー供給の
安定化／経済活性化に資する水素エネルギーの活用
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【参考①】 水素エネルギーフロンティア構想（川崎市）

［出典］ 川崎市

 川崎市では、川崎臨海部において水素供給グリッドを構築し、石油化学コンビナートや、水素発電に用いる
水素エネルギーフロンティア構想を検討中。

 域内供給される水素は海外の井戸元で天然ガスや随伴ガスから製造し、有機ハイドライドの形で輸入。

水素エネルギーフロンティア構想



 関西国際空港では、空港におけるエネルギー利用に当たって、太陽光、風力、水素燃料などを活用した「ス
マート愛ランド構想」を検討中。

 大阪府や関西国際空港株式会社が中心となり、大規模な水素エネルギーの空港施設への導入や、燃料電
池フォークリフトなどの水素関連アプリケーションの実用化のための実証事業を展開する予定。
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 将来の水素社会の到来を見据えて、空港に
おける水素エネルギーの大規模活用を目指
す「水素グリッドプロジェクト」を推進。

 具体的には下記の水素エネルギー活用を
検討。
 空港で活用されるフォークリフトやトーイングトラ

クターへの燃料電池の活用。

 災害時のＢＣＰも念頭に置いた定置用燃料電池
による電力供給

 空港を拠点とした燃料電池バスの運行 など

 将来的には、空港内に設置する再生可能エ
ネルギー設備で発電した電力を用いて製造
した水素も活用。

【参考②】 水素グリッドプロジェクト（関西国際空港）

［出典］ 大阪府

1MW級

スマート愛ランド構想「水素グリッドプロジェクト」
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 地域における水素利活用に向けては、国の施策に追加して、地域の状況に応じた追加的な支援措置が講じ
られている。

１-７．水素利活用に向けた地方自治体の取組の類型④（地域の状況に応じた追加支援）

地域の状況に応じた追加的な支援措置の例

水素ステーションの整備に向けた追加支援

愛知県

 市町村を通じて、水素ステーション用地として提供可能な公有地、私有
地情報を取りまとめ、水素ステーション事業者に提供。

山梨県

 国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援。
（１ステーション当たり最大９,５００万円）

 水素ステーション事業者に用地賃借料を補助
※ ただし、整備支援と併せて上限９,５００万円

周南市

 ステーション含めた水素関連事業に係る固定資産税相当額のキャッ
シュバック。（大企業：最大３億円、２年間 中小企業：１億円、３年間）

 水素ステーション事業者への市有地の無償貸与の検討。

需要の掘り起こしに向けた取組

福岡県

 地域をあげて燃料電池自動車の普及を図
る。 例：タクシー事業者の燃料電池自動
車導入に際し経費の一部を助成。

 地元経済界を中心とする「ふくおかFCVク
ラブ（仮称）」の設立と官民による率先導入
や理解促進活動の実施等を検討中

燃料電池タクシーの導入支援
［出典］ 福岡タクシー協会

 大阪府では、平成２３年度より、府内のものづくり企業に対して、水
素ステーション及び関連製品等に係る技術開発等を支援する「水素
インフラ開発支援等プロジェクト」助成事業を平成23年度から実施。

 本助成事業を通じて、各種団体と連携し、ＦＣＶの導入推進、水素イ
ンフラの整備促進、そして来るべき水素エネルギー社会における大
阪府内企業の躍進をめざす。

地場企業による研究開発の促進

［出典］ 大阪府

大阪府
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 地域における水素利活用に向けては、地域の水素源などの地域資源の活用が考えられる。

 例えば山口県では、瀬戸内コンビナートで生成される副生水素を有効活用する観点から、「水素先進県」の
実現を目指し、周南エリアを先行的モデル地域として、水素エネルギーの利活用に向けた取組を実施。

１-８．水素利活用に向けた地方自治体の取組の類型⑤（地域資源の活用ⅰ：地域の水素源）

山口県においては、瀬戸内コンビナート生成の水素を活か
した「水素先進県」の実現のため、県の産業戦略である「や
まぐち産業戦略推進計画（平成２５年７月策定）」において、
「水素利活用による産業振興と地域づくり」を重点プロジェ
クトとして位置付け。

周南エリアをモデル地域と捉え、周南市と一体となり地域
における水素利活用構想の策定・実現に向けた取組を実
施するとともに、これを県内他地域へ横展開する予定。

山口県における瀬戸内コンビナートの水素活用

［出典］ 周南市水素利活用協議会資料
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 将来的な水素の利活用に向けては、再生可能エネルギー由来のＣＯ２フリー水素を活用していくことも必要と
なる。特に、水素は貯蔵性に優れることから、再生可能エネルギー由来の電力を水素に変換して貯蔵し、必
要に応じて利用していく取組も有効と考えられる。

 現時点においては、再生可能エネルギー電力自体のコストが一定程度高いため、直ちに経済性を持たせた
形で普及していくことは困難であるものの、貯蔵の形態や利用の在り方を含め、再生可能エネルギーの余剰
電力の活用などを念頭に置きつつ、最適なシステム設計を検討していく必要がある。

１-９．水素利活用に向けた地方自治体の取組の類型⑥（地域資源の活用ⅱ：地域の再エネ）

［出典］ ＨｙＧｒｉｄ研究会

地域における再生可能エネルギー由来水素の活用

再生可能エネルギー

水素

燃料電池自動車 電熱利用

地域の再エネ資源の有効活用

地域のエネルギー的自立

再生可能エネルギーの導入拡大

再生可能エネルギーの変動吸収

貯蔵



13

 特に欧州を中心として、再生可能エネルギー由来の電力により水素を製造し、活用する取組が進められてい
る。また、日本においても、北九州市による実証で、再生可能エネルギーの余剰電力を水素で貯蔵する取組
が行われている。

【参考】再生可能エネルギー由来水素の活用に向けた取組

デンマーク・ロラン島での水素コミュニティプロジェクト

 デンマークのロラン島では、ロラン市が中心となり、世界
初の水素コミュニティプロジェクトを実施（２００７年開始）。

 再生可能エネルギー電力（風力発電）による余剰電力を
利用して水を電気分解し水素を生産。生産された水素
を低圧タンクに貯蔵する。

 地元の家庭に燃料電池を設置し、パイプラインで水素を
各家庭に送って使用。

プロジェクト ↑
イメージ図

水素発生装置と
水素タンク →

北九州市のスマートコミュニティ実証における水素活用

 北九州市のスマートコミュニティ実証事業においては、
再生可能エネルギーの余剰電力を水素で貯蔵する実
証も実施。

 具体的には、高齢者介護施設の太陽光発電の余剰電
力で水素を製造して貯蔵し、必要に応じて燃料電池の
燃料として活用して電熱供給を行うもの。

［出典］ ＢＡＳＳ社 ［出典］ 岩谷産業資料よりエネ庁作成

太陽光発電
Ｈ２

Ｈ２
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 中でもドイツでは、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、エネルギー貯蔵に関する課題を解決するべく、
「エネルギー貯蔵イニシアティブ」を２０１１年に発足させ、こうした取組を通じ、再生可能エネギー由来の電力
から水素を製造するPower to Gasの取組を進めている。

【参考】ドイツにおけるPower to Gasの取組①

ドイツにおけるPower to Gasプロジェクト

 メタネーションや水素による化学的貯蔵は、大規模かつ
長期間のエネルギー貯蔵手段と位置づけられている。

［出典］ ドイツ連邦環境省

 再生可能エネルギー由来の水素活用ルートとしては３
種類が存在。

再生可能エネルギー

水素

①

②

③

水素として貯蔵、活用

水素のまま天然ガス網に供給
（混入量には一定の上限）

メタネーションで、メタンにした上で
天然ガス網に供給（量の上限無）

水素によるエネルギー貯蔵の位置づけ

 ドイツ国内においては、１４ヵ所（稼働中１０ヵ所、建設中
４ヵ所）、１１．５ＭＷ分の規模のPower to Gas（風力、太
陽光等）プロジェクトが実施されている。

[出典] Strategieplattform Power to Gas 

準備段階
計画中
建設中
稼働中
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【参考】ドイツにおけるPower to Gasの取組②

ドイツ・ファルケンハーヘンでのPower to Gasプロジェクト

 ドイツのファルケンハーヘンでは、風力発電の電力を用
いて製造した水素をそのまま天然ガスパイプラインに供
給するプロジェクトも実施されている（２０１３年８月に供
給開始） 。

 2,000kWの風力から360Nm3/hの水素を製造して、２％

の割合でパイプラインに混入する実証を行っており、技
術的な課題（風力変動性や水素製造等）を明らかにす
る。

ドイツ・プレンツフラウでのPower to Gasプロジェクト

 ドイツのプレンツフラウでは、風力発電の余剰電力（夜
間など）を水素化し、貯蔵・利用する実証プロジェクトを
実施（２０１１年に開始）。

 作られた水素は、水素ステーション等に供給されるとと
もに、バイオガスと混合されてコジェネの燃料となり、電
力及び熱の供給に活用される。

 ドイツでは、様々な形で、再生可能エネルギー由来の水素を活用しようとする取組が行われている。

［出典］ E.ON社 ［出典］ EnerTrag社



２．水素社会を形作る基盤づくり
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 水素の利活用における人材育成については、
ⅰ）企業の技術者や大学の研究者など、燃料電池等の技術開発の担い手の育成
ⅱ）地場の中小企業経営者など新たな水素関連産業の担い手の育成
ⅲ）一般市民への理解促進

の３種類が考えられる。

 これらは、定量的な評価は困難であるものの、将来の技術進歩に向けた基盤づくりと、多くの一般市民や多
様な事業者の参画を得た、裾野の広い水素社会の実現に向けて必要ではないか。

２-１．水素社会を担う人材の育成

水素社会を担う人材の育成

研究開発人材の育成

一般市民の理解促進 事業の担い手の育成

将来の技術進歩に向けた基盤づくり

社会的需要性の向上 水素関連産業の拡大

裾野の広い水素社会の実現

担い手の創出

ビジネスチャンスの拡大

共創による
技術開発の促進



〇学部：工学部・機械航空工学科生への徹底的な機械系基礎教育（四力学中心）
○修士課程：院試で厳選した修士学生への、視野を広げる教育（電気化学、機能材料学、政策論など）
○修士+博士課程：水素エネルギー・燃料電池に関係する最先端研究に従事
○グロ－バルに活躍できる研究者・技術者の育成（国際会議積極派遣、英語公用語化、留学支援等）
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 水素の利活用にあたっては、様々なプロセスで水素や燃料電池、燃料電池システムに精通した人材が必要。

 また、本格普及や別のアプリケーション展開などの将来に向かった新たな課題への研究・開発・周辺環境整
備を担う多くの人材が不可欠。さらに、産業化に向けては、評価・検査・品質保証や必要な規格・基準の検
討・整備などの人材もますます必要と考えられ、水素利活用の本格化に伴い、様々な場面・場所で必要な人
材は増加すると想定される。

 アカデミアにおいては、基盤研究での企業のサポートだけでなく、これら人材輩出のための裾野の拡大と将
来の大学、企業での研究開発や、水素関連分野での事業を担う人材の育成も大きな役割と考えられる。

２-２．研究開発人材の育成

[出典］九州大学

研究開発人材の育成

九州大学における取組

 九州大学においては、水素エネルギーに関わる科学、技術を一
貫して学ぶことのできる、「水素エネルギーシステム専攻」を大学
院に設置市、水素エネルギーを柱とする環境共生型エネルギー
技術の基礎学理を習得した、技術者・研究者の養成に努めてい
る。

山梨大学における取組

 山梨大学では、燃料電池なの材料研究センターやクリーンエネ
ルギー研究センターを設置。国プロも活用しつつ、人材育成を実
施。

 社会人学生の受入や、留学生の受入による人材交流も実施。

[出典］山梨大学

政策論政策論
エネルギー政策、社会受容性

低炭素エネルギー学

マネジメントマネジメント
研究開発マネジメント、普及戦略

電気化学電気化学
燃料電池、触媒

水素エネルギー工学

熱力学・熱工学熱力学・熱工学 材料力学・強度学材料力学・強度学

安全工学安全工学
保安技術、脆化、燃焼

機能材料学機能材料学
金属、高分子、セラミックス

エネルギー工学エネルギー工学
製造・輸送・貯蔵・利用、風力、太陽光、原子力、再生可能技術

実学教育・
産学連携

企業インターンシップ、
戦略会議との連携、

産業界技術者との交流、
産業界向け発表機会提供

実学教育・
産学連携

企業インターンシップ、
戦略会議との連携、

産業界技術者との交流、
産業界向け発表機会提供

国際性を高める
教育

海外インターンシップ（留学）、
外国人教授陣と英語講義の

充実、国際会議発表
機会提供

国際性を高める
教育

海外インターンシップ（留学）、
外国人教授陣と英語講義の

充実、国際会議発表
機会提供

材料・プロセス・システムを理解する機械系人材の輩出材料・プロセス・システムを理解する機械系人材の輩出

機械系基礎科目機械系基礎科目
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 水素の利活用の促進に向けて、幅広い事業者の参画を促すため、地場の中小企業経営者等の水素関連事
業の新たな担い手の育成に向けた取組も進められている。

２-３．事業の担い手の育成

事業の担い手の育成

福岡水素エネルギー人材育成センター

 平成１７年１０月、全国初の水素関連人材育成機関『福岡水素エネ
ルギー人材育成センター』（校長：渡邉浩之トヨタ自動車㈱技監）を開
講。産業界の人材育成を支援。

 平成２０年度から、九州大学・ＮＥＤＯと連携し、将来を担う大学生・大
学院生等も育成。

 平成２３年度からは、「経営者（燃料電池自動車）コース」を新設。

福岡県における取組

① 燃料電池自動車・運転試乗会

九州大学伊都キャンパスにおいて、タクシー
会社や銀行等を対象に燃料電池自動車の運転
試乗会を実施。

② 燃料電池バス・運転試乗会

西鉄自動車教習所において、地域内の主要バ
ス会社の運転士等を対象に燃料電池バスの運転
試乗会を実施。

地元のバス会社・タクシー会社等への理解促進活動

山梨県における取組

やまなし燃料電池塾

 燃料電池分野に参入意欲のある県内企業に対して、燃料電池関連
製品の製品製作技術面でのアドバイス等を行える開発担当者を招
聘し、技術相談会やマッチングを目指した個別相談会を開催。

 県内企業が行う燃料電池に関する人材育成や研究開発を「燃料電
池関連産業集積・育成支援事業費補助金」により支援。

① 燃料電池技術相談会

・関連産業への参入意欲の醸成

・燃料電池の技術力の蓄積

② 燃料電池研究開発補助金

・山梨大学大学院の入学金・授業料（１／２）

・燃料電池又は関連製品の事業化、製品化の

ための研究開発

やまなし燃料電池実用化研究スペース

 燃料電池技術の実用化に向けた研究開発活動を支援するとともに、
山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター内に県で設置した共同研
究室 ４ 室を民間企業へ無償貸与。

• 共同研究室 19.41㎡ × 4室 → 無償貸与
• セミナー室 58.23ｍ²× 1室 → 共用
• 県研究室 19.41㎡ × 1室 → 県工業技術センター職員駐在

【実用化研究スペース】
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 裾野の広い水素社会の実現に向けては、一般市民を対象とした理解促進活動も重要となる。

 特に、各地方自治体等が中心となり、地域社会における普及啓発活動を行うことで、水素エネルギーの導入
に向けた社会受容性の向上を図るとともに、小中学生等の次世代を担う人材育成にもつなげることができる。

２-４．一般市民の理解促進

一般市民の理解促進

地域住民向けのセミナー 小中学生向けの普及啓発活動燃料電池自動車等の展示・試乗会

小学校での次世代自動車教室【山梨県】

燃料電池自動車に対する理解、感
心を深めるため、全国各地で展示・
試乗会が実施されている。

燃料電池車試乗会【出典：山梨県】

一般市民を対象とした水素エネル
ギーの理解促進活動も全国各地で
実施されている。

【出典：神奈川県】

燃料電池自動車展示会【出典：福岡県】

将来の水素社会を担う小中学生に
向けた普及促進活動も展開されて
いる。

地域単位での普及啓発活動【福岡県】



耐久性試験

 水素の利活用に向けては、関連技術のさらなる高度化や低コスト化が不可欠。

 特に燃料電池については、耐久性の向上や低コスト化に向けて一層の取組が必要であり、そのために産学
官が連携して取り組む事は重要。

 ただし、製品の実用化に伴い、企業の競争領域となる部分も拡大してくることから、より共通基盤的な領域に
注力しつつも、国プロの成果が迅速に実用化につながるような仕組みづくりをしていく必要がある。

２-５．産学官連携による研究開発①

高性能セルのための基礎材料研究

材料メーカー

大学

コンセプトの作成

評価・解析

製品化

ＮＥＤＯプロジェクト

自動車メーカー

新規材料の開発

製品としての
活用可能性評価

ある程度高性能な
製品ができたところで
ユーザーによる評価

フィードバック

【固体高分子形燃料電池実用化推進開発事業】

固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価

開発・改良

評価・解析

得られた知見を元に、高耐久・
低コストなセルスタックを開発

民間事業者

運転時間

性
能

0 数ヶ月 10年

耐久性迅速評価方法の開発

ＮＥＤＯプロジェクト

21

劣化機構の解明

【固体酸化物形燃料電池等
実用化推進開発事業】



22

 産学連携またはシステム、材料・部品等の垂直型連携体制によって、燃料電池セルスタックを構成する材料
開発や材料開発を支援する解析・計測技術の開発が行われている。

 大学の有する基礎研究成果を活用し、企業の共通的課題・個別課題などの多様なニーズに対しても、研究
者との連携により解決を図る取組が行われている。

２-６．産学官連携による研究開発②

燃料電池に関する産学官連携の取組

山梨大学での取組 九州大学での取組

[出典］山梨大学 [出典］九州大学

 山梨大学においては、材料メーカーや燃料電池システムメーカー
と連携して、燃料電池の劣化機構の解析と材料研究を行ってい
る。

 研究成果の早期実用化に向け、自動車メーカーと成果活用協同
研究を進めている。

 九州大学においては、共同研究を行う企業専用のスペースを確
保し、各事業の研究分室開設により、共同研究や評価解析研究
が可能。

 各企業の研究開発ニーズとその進捗に合わせて、学際的課題
対応できる研究陣が、各社の研究開発を総合的にサポート。
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 産学連携拠点や研究支援機関において、水素・燃料電池の低コスト化のための研究開発、規制見直しや国
際標準化に資するデータ取得が進められている。

【参考】水素・燃料電池試験研究機関

水素エネルギー製品研究
試験センター(HyTReC)

水素関連製品（素材、部品等）の研究試験
を行い、産業界の製品開発を支援

産総研・水素材料先端科学研究センター
（HYDROGENIUS）

高圧での水素物性の研究などの基礎的研究や高圧水素
環境下での材料物性研究を実施

次世代燃料電池
産学連携研究センター（NEXT-FC）

固体酸化物型燃料電池の開発・早期実用化を
可能とする産学連携研究拠点

山梨大学
燃料電池ナノ材料研究センター（HiPer-FC）

高性能・高耐久・低コストの固体高分子型燃料電池を目指し、

電極触媒、電解質、MEA等の新規材料の研究開発を推進

技術研究組合（FC-Cubic）
国内有数の大学の叡智と産業界の先端技術を融合し、

産業界が必要とする固体高分子型燃料電池技術を創出

SPring-8 燃料電池用ＸＡＦＳ計測装置
実触媒の反応条件下でのIn-situ構造解析を実現し、

燃料電池触媒開発の設計指針を提供


