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これまで議論いただいた主な論点と意見 

 

※ 赤字は、今回のＷＧで特に議論いただきたい論点。 

 

 

Ⅰ．基本的な考え方 第１回ＷＧ（Ｈ26 年 1月 10 日） 

 

（１）水素の果たし得る役割 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 我が国においては、約 30 年間の国家プロジェクト等を経て、2009 年に家庭用燃

料電池が市場投入され、2015 年に燃料電池自動車が市場投入される予定。 

 

b) こうした水素の利活用を進めることは、我が国のエネルギー政策の基本的な視点

である、３Ｅ＋Ｓ（エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合＋

安全性）の観点から意義がある。 

 

c) 具体的には、国内に資源が乏しく、エネルギーの大部分を海外の化石燃料に依存

している日本にとって、水素は、エネルギーの有効活用やエネルギー効率の向上

を通じて、エネルギー供給源の多様化や環境負荷の低減に資すると考えられる。

また、利用用途によっては、非常時対応の観点からも有益。 

 

d) また、水素をエネルギー源とする燃料電池の市場規模は、2025 年に世界で 5兆円

規模に拡大するとの試算もある。また、日本の燃料電池分野の特許出願件数は諸

外国と比べると 5倍以上。日本が競争力を持つ分野として、産業政策の観点から

も水素エネルギー利活用の意義は大きい。 

 

★ 水素・燃料電池の利活用を進める先にある超長期の将来像として、どのよう

なものを想定すべきか。また、そのために、なぜ今から取組を進めるべきな

のか。 

 

 

（２）ロードマップ策定の意義等 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 水素の利活用には、潜在的な意義はあるが、技術面、コスト面、制度面、インフ

ラ面で未だ多くの課題が存在している。 

 

b) このため、多様な技術開発や低コスト化を推進し、実現可能性の高い技術から社

会に実装していくため、戦略的に制度やインフラの整備を進めていく。 
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c) そして、水素の製造、輸送・貯蔵、利用に関する、2020 年、2030 年を一つの目

途とする具体的な取組について、下記の四つの視点からロードマップの検討を行

った。 

・ 視点１：エネルギー政策等における具体的な意義 

・ 視点２．個々の利用主体の受容性 

・ 視点３．リアリティのある導入プロセス 

・ 視点４．関係者の共通認識醸成と役割分担 

 

 

Ⅱ．水素の需要 

 

１．定置用燃料電池 第２回ＷＧ（Ｈ26 年 2月 3日） 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 家庭用燃料電池は、都市ガス・LP ガスから取り出した水素と、空気中の酸素を

化学反応させて電気と熱を発生させるコージェネレーションシステム。 

 

b) 利用段階で反応物として水しか排出せずクリーンであり、また、化学反応から電

気エネルギーを直接取り出すためエネルギーロスが少ない。電気と熱の両方を有

効利用することで、更にエネルギー効率を高めることが可能。 

 

【目標】 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 家庭用燃料電池について、2016 年に市場を自立化し、2020 年に 140 万台、2030

年に 530 万台を普及させる。 

★ 上記を達成するために、エンドユーザーの負担額に関する目標を設定すべき

か。どのような目標があり得るのか。 

 

★ 業務・産業用燃料電池について、どのような目標を設定すべきか。実用段階

にないため、導入時期を目標とするにとどめるべきか。どのような目標があ

り得るのか。 

 

【意義】 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 家庭用燃料電池の普及意義としては、省エネ効果、省 CO2 効果、BLCP（業務・

生活継続計画）効果があると考えられる。 
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b) また、家庭用燃料電池は、関連産業が多岐にわたり、産業政策上の意義もある。

 

c) 業務・産業用燃料電池についても、家庭用燃料電池と同様に、省エネ効果、省

CO2 効果等が期待される。 

  

 

 

（課題１）家庭用燃料電池の経済性の向上が必要 

 

① イニシャルコストの軽減 

＜委員の主な意見＞ 

a) 部品の調達について、寡占よりも競争を促した方がコスト低減につながる。本格

普及への移行期においては、官民が一体となって業界のすそ野を広げていくこと

が重要。 

 

b) 家庭用燃料電池の機器のコスト低減を進めるだけでなく、施工、流通、メンテナ

ンスにかかるコストを同時に低減していくことが重要。 

 

c) ドイツ等の欧州における、コージェネレーション等に関する優遇策や規制の取組

は参考になるのではないか。 

 

★ SOFC 型については燃料電池スタックや改質器のコスト割合が高いが、技術開

発によるコスト低減は見込めないのか。見込めるのであれば、どのような技

術開発が必要なのか。 

 

★ 部品点数削減や部品共通化等によるコスト低減は見込めないのか。見込める

のであれば、どのような取組が必要なのか。 

 

 

② ランニングメリットの向上 

＜委員の主な意見＞ 

a) 家庭用燃料電池は負荷追従で動作しているが、定格運転が可能になれば、CO2 削

減量や省エネ効果は増加する。また、定格運転によって、家庭の激しい負荷変動

に対応する必要がなくなれば、高い発電効率等の性能向上が比較的容易になるの

ではないか。このためには、定格運転によって生じる逆潮による電力が適正に評

価されて有効利用できる環境が整うことが望ましい。 

 

b) 停電時自立運転機能付きの家庭用燃料電池は、価格は高いものの、多くの方が購

入している。 
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c) 家庭用燃料電池の普及にはコスト低減だけでなく、家庭用燃料電池の販売・設置

後の顧客への対応が重要。 

 

★ 技術開発による出力密度の更なる向上等は見込めないのか（PEFC 型、SOFC 型

のそれぞれについて）。見込めるのであれば、どのような技術開発が必要なの

か。 

 

 

（課題２）家庭用燃料電池の対象ユーザーの拡大が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 家庭用燃料電池の普及拡大に向けては、コンパクト化も鍵。コンパクトにするた

めには燃料電池の性能や耐久性の向上が必要であり、触媒の反応や劣化のメカニ

ズムを含めた基盤的な研究が必要。 

 

b) 機器のコスト低減については、技術開発だけでなく、量産効果を高めていくこと

が重要。量産効果を高めるためには、集合住宅への展開、海外への展開等の取組

が重要。 

 

c) 集合住宅は戸建て住宅に比べて設置制約が多いため、パイプシャフトやベランダ

等への設置も検討することが必要。また、容積率緩和等のインセンティブも重要。

こうした多岐にわたる課題を業界横断で議論する場が重要。 

 

d) 集合住宅の一戸一戸に家庭用燃料電池を導入するのではなく、集合住宅毎に比較

的大型の燃料電池を導入することもあり得るのではないか。 

 

e) 家庭用燃料電池の普及状況について、都市（都市ガス）と地方（LP ガス）、新築

と既築との間で差がある。普及の遅れている地域等について、何かしらのインセ

ンティブが必要なのではないか。 

 

f) 家庭用燃料電池の性能を 大限に生かすという観点からは、地域における家庭用

燃料電池のネットワーク化によって分散型エネルギーシステムを構築していく

ことも重要。また、先進的なモデル事業を実施するという観点からは、地域の合

意形成が重要であり、自治体の積極的な関与が重要。 

 

 

（課題３）家庭用燃料電池の海外展開が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 
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a) 機器のコスト低減については、技術開発だけでなく、量産効果を高めていくこと

が重要。量産効果を高めるためには、集合住宅への展開、海外への展開等の取組

が重要。＜再掲＞ 

 

b) 家庭用燃料電池の国際標準化を進めるに当たっては、日本の家庭用燃料電池の実

績をいかに取り込んでいくかが重要。 

 

★ 海外展開に当たっての具体的な課題は何か。当該課題を解決するために、ど

のような取組が必要なのか。 

 

 

（課題４）業務・産業用燃料電池の経済性や耐久性等の向上が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 家庭用燃料電池で日本が世界に先行して市場を作れたのは、技術開発、実証研究、

導入補助といった流れを計画的にシームレスに行えたためではないか。そうであ

れば、業務用・産業用燃料電池についても同様の流れを作ることが重要ではない

か。  

 

b) 業務用・産業用燃料電池に対する導入補助等を検討する場合には、業務用・産業

用燃料電池に関する省エネ・省 CO2 の定量的なメリットを明確にすることが必要。  

 

c) 業務用・産業用燃料電池は、家庭用と比較して、kWh 当たりの単価といった経済

性が強く求められる。  

 

d) 業務用・産業用燃料電池の分野は海外メーカーが先行しており、日本市場への参

入を検討している海外メーカーもある。我が国メーカーは、危機感を持って早期

の開発に取り組んでいくことが必要。 

 

★ 業務・産業用燃料電池の実用化に向けた具体的な課題は何か。当該課題を解

決するために、どのような取組が必要なのか。 

 

 

２．燃料電池自動車（他の輸送用途を含む） 第３回・第４回ＷＧ（Ｈ26 年 3月 4日・26 日） 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 燃料電池自動車は、水素ステーションから車載タンクに充填された水素と、空気

中の酸素の化学反応によって発電した電気エネルギーを使って、モーターを回し

て走る自動車。 
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b) 燃料電池自動車は、既存のガソリン車と同程度の機能を持ち、実用化水準をほぼ

達成。走行中の排出は水のみであり、電気自動車と比べて航続距離が長く、充填

時間が短い。 

 

【目標】 

 

＜事務局の認識＞ 

★ 燃料電池自動車の普及台数に関する目標を設定する場合、当該目標を達成す

るために、どのような項目に関する目標を掲げるべきか（例．水素ステーシ

ョンの数等）。 

 

★ 自動車の普及はどのように進んで行くと考えられるのか（例．時間軸、場所、

販売車格・価格、販売先、導入台数等） 

 

★ 上記に合わせて水素ステーションを効率的に展開するために、どのような工

夫が必要か（例．時間軸、場所、運営主体、水素価格（製造コスト、輸送・

貯蔵コスト、ST 整備・運営コスト、1ST 当たりの水素供給量、移動式・固定

式等） 

 

【意義】 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 燃料電池自動車の普及意義としては、省エネ効果、省 CO2 効果、BLCP（業務・

生活継続計画）効果があると考えられる。 

 

b) また、燃料電池自動車は、燃料電池スタックや炭素繊維等の我が国が技術力を

有する機器・部材から構成されており、また、高度な制御が必要であるなど、

産業政策上の意義もある。 

 

★ 水素ステーション側での意義（エネルギー政策、産業政策）はないのか。

  

 

 

（課題１）燃料電池自動車の基本性能等の向上が必要 

 

① 車体の基本性能の向上 

＜委員の主な意見＞ 

a) 電解質膜や白金等のコスト低減と、性能や耐久性の向上は、技術的に相反するこ

とであり、これらを同時に解決することが課題。特に、初期の水素需要への貢献
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が期待されるバス等のより耐久性等を要求される車両への展開には、材料や基盤

技術を含めて技術開発を更に進めていくことが必要。 

 

 

② 車体の安全・安心の確保 

＜委員の主な意見＞ 

a) 水素への理解を高めるには、水素自体の安全性や対応についての説明だけでなく、

燃料電池自動車に対する期待感を高めることも重要。燃料電池自動車の市場投入

が間近に迫っているこの時機にこそ、普及啓発活動を引き続き着実に行うことが

重要。＜再掲＞ 

 

★ 車体の安全・安心を確保するために、更にどのような取組が必要なのか。 

 

 

（課題２）燃料電池システム等の更なるコスト低減が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 電解質膜や白金等のコスト低減と、性能や耐久性の向上は、技術的に相反するこ

とであり、これらを同時に解決することが課題。特に、初期の水素需要への貢献

が期待されるバス等のより耐久性等を要求される車両への展開には、材料や基盤

技術を含めて技術開発を更に進めていくことが必要。＜再掲＞ 

 

b) 燃料電池自動車のユーザーに魅力あるインセンティブ(補助金、優遇税制等）を

措置することが重要。 

 

 

（課題３）従来のガソリン車等と遜色のない燃費を達成する水素価格設定が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 燃料電池自動車を普及拡大させるためには、燃費性能向上だけでなく、水素自体

を安価に提供することが重要。 

 

b) 燃料電池自動車については、レジリエンス等の付加価値があることは事実ではあ

るが、ガソリン車と遜色ない経済性を確保するとともに、ガソリン車に比べて見

劣りするインフラ等の点を極小化することが重要。 

 

c) 稼働率が低い初期の段階では、水素ステーションや燃料電池自動車の普及によっ

て便益を受ける主体からの協力も得つつ、水素ステーションの運営に対して支援

を行うことが重要ではないか。その際には、先行者が不利益にならない仕組みを

組み込むことが重要。 
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d) パッケージ型の水素ステーション等の低コストの水素ステーションの開発を進

めていくことが必要。 

 

e) 水素ステーションの標準化を妨げる一因として土地の制約がある。また、地方自

治体によって規制の運用が異なることも妨げとなっており、全国一律に展開でき

るような方策を検討することが重要。 

 

f) 水素ステーションの運営費低減のための様々な取組(例．セルフ充填化､メンテナ

ンス費用削減等)を進めて行くことも必要。 

 

g) 欧米での水素ステーションの整備、運営に関する実態を正確に把握することが必

要。 

 

h) 水素ステーションに関する規制見直しを期限通りに完了することが必要。また、

欧米と同じ土俵で勝負できるような環境整備（例．規制見直し等）を進めること

も重要。 

 

 

＜外部有識者等によるプレゼンテーションの概要＞ 

a) 水素ステーションの構成機器メーカーにとっては、80MPa、100MPa といった超高

圧の仕様等は非汎用の業務であり、高コストの機器が多い。このため、構成機器

の量産効果によるコストダウン期待するのであれば、ベースとなる仕様の標準化

を早期に達成することが必要。 

 

b) 燃料電池自動車とともに水素ステーションを技術パッケージとして海外に輸出

できるような取り組みを行うことこそ、長期的な低コスト化にとって重要ではな

いか。 

 

 

（課題４）水素ステーションの戦略的な整備が必要 

 

① 水素供給場所の確保 

＜委員の主な意見＞ 

a) 燃料電池自動車の普及と水素ステーション整備は「鶏と卵」の関係にあるが、水

素ステーション整備の先行が必要。 

 

b) ハイブリッド自動車導入の経験を踏まえると、燃料電池自動車も四大都市圏から

の普及が予測されるため、四大都市圏、中でも都心部への水素ステーションの集

中整備が合理的ではないか。 
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c) 都心部の用地は不足気味で、土地代も高い。このため、官民協力して用地を確保

することが重要。また、パッケージ型や移動式、更には小型といった省スペース

の水素ステーションの活用も有効。 

 

d) 地方自治体の協力等も得つつ、水素ステーションの高速道路沿いへの設置を進め

て行くことが必要。 

 

e) 水素ステーションのきめ細かな展開に関する考え方を確立し、これをコミットす

ることが重要ではないか。同時に、自動車メーカーも、燃料電池自動車の製造・

販売についてコミットするという仕組みが必要ではないか。 

 

f) 水素ステーションの標準化を妨げる一因として土地の制約がある。また、地方自

治体によって規制の運用が異なることも妨げとなっており、全国一律に展開でき

るような方策を検討することが重要。＜再掲＞ 

 

g) 欧米での水素ステーションの整備、運営に関する実態を正確に把握することが必

要。＜再掲＞ 

 

 

② 近隣住民の受容性の確保 

＜委員の主な意見＞ 

a) 水素への理解を高めるには、水素自体の安全性や対応についての説明だけでなく、

燃料電池自動車に対する期待感を高めることも重要。燃料電池自動車の市場投入

が間近に迫っているこの時機にこそ、普及啓発活動を引き続き着実に行うことが

重要。＜再掲＞ 

 

 

（課題５）燃料電池の利用を他の輸送用途に拡大することが必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) トラックやバスは、市場規模が乗用車に比べて少ないため、価格低減に向けた量

産効果はあまり期待できない。乗用車とシステムを共有化させることで、乗用車

の普及と低コスト化の波及効果が期待できる。 

 

b) 燃料電池バス、燃料電池フォークリフトの市場投入は、より高い耐久性が必要で

あるため、燃料電池自動車と比べて遅れると考えられる。まずはタクシー、公用

車、社用車による普及を進めることが重要。 
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c) 一般ビジネスに使われる宅配車等については、従来の車にほとんど近いような条

件（車両価格、燃費）で使用できる環境が整わないと難しいのではないか。 

 

d) 初期市場においては、燃料電池自動車と燃料電池バスの水素ステーションを共用

化する等の取組が重要。 

 

e) バスやタクシー等の営業用車両の普及拡大には、ユーザーが具体的な購入を検討

できるよう、車両価格、水素価格、燃費等の具体的な数値を示すことが重要。現

段階では情報が少なく、具体的な案件の掘り起こしが困難。 

 

 

＜外部有識者等によるプレゼンテーションの概要＞ 

a) 燃料電池バスの普及に向けては、バスとしての使用環境に適合した品質保証を確

保することが必要。たとえば、12 年 60 万 km 使用に耐えられるユニットの開発

や、都市部以外でも走行できる性能の確保が重要。また、ディーゼル車と同等か

それ以上の経済性の確保も重要。 

 

b) 燃料電池フォークリフトの普及に向けては、低コスト化に向けた水素タンクの使

用材の拡大や、水素供給の利便性向上のための水素ディスペンサの屋内設置が重

要で、そのための規制見直し等の措置が必要。また、燃料電池バスと同様に、現

行の電動フォークリフト等と同等かそれ以上の経済性の確保も重要。 

 

c) 燃料電池船の普及に向けては、航行形態に合わせた操船性能・推進性能の確保（負

荷変動への対応等）、船舶用として耐えうる高い信頼性の確保（塩の影響への対

応を含む）、燃料補給手段・方法の確立等が必要。 

 

 

（課題６）燃料電池自動車の認知度や理解度を向上させることが必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 水素への理解を高めるには、水素自体の安全性や対応についての説明だけでなく、

燃料電池自動車に対する期待感を高めることも重要。燃料電池自動車の市場投入

が間近に迫っているこの時機にこそ、普及啓発活動を引き続き着実に行うことが

重要。 

 

b) 認知度が改善されても購入数が増えるわけではない。消費者に燃料電池自動車を

実際に利用してもらい、価値を理解していただき、充填インフラ等に関するユー

ザーの声を反映するといった PDCA サイクルを早い段階で回し、いち早く自立可

能なビジネスモデルを確立することが重要。 
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c) 2020 年のオリンピック会場で燃料電池バス・自動車を活用することも検討すべ

きではないか。 

 

 

３．水素発電 第４回ＷＧ（Ｈ26 年 3 月 26 日） 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 水素発電は、ガスタービン又はボイラーで水素を燃焼させることによって行う発

電。 

 

b) 発電段階では CO2 を排出しないため、CCS との組合せ等によって水素の製造段階

で CO2 排出量を低減することができれば、クリーンな発電が可能となる。 

 

【目標】 

 

＜事務局の認識＞ 

★ 水素発電について、どのような目標を設定すべきか。実用段階にないため、

導入時期を目標とするにとどめるべきか。どのような目標があり得るのか。

 

【意義】 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 水素発電の発電効率は従来の方法より高いわけではなく、水素発電の普及意義

は水素の供給方法による。 

  

 

 

（課題１）水素発電の導入に関する具体的な検討が必要 

 

＜事務局の認識＞ 

★ 水素発電の導入に関する技術面、コスト面、制度面、インフラ面の具体的な

課題と対応の方向性に関する議論は十分に尽くされていないのでないか。そ

うであれば、別途の専門的な検討を行うことが必要ではないか。 

 

 

（課題２）水素発電ガスタービン等に関する制度的・技術的な環境整備が必要 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 水素を本格的に利活用していく水素社会を構築するためには、発電分野において

も水素を利用していく事が重要。大量かつ安定的な水素需要によって、水素コス
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トが低減し、それが燃料電池自動車や定置用燃料電池の更なる普及拡大につなが

る。 

 

b) 水素発電導入にとっての一番のハードルは、技術的課題ではなく、経済性ではな

いか。 

 

c) 水素発電の代替先は、ＬＮＧではなく、主に石炭や石油になるのではないか。 

 

d) 水素発電にシフトしていくきっかけ、シナリオが明確になっていない。 

 

e) 水素専焼ではなく、混焼から始める方がハードルは低いが、いずれにせよ、安全

性を含めて検証課題は残っており、事前に検証することが必要ではないか。 

 

f) 水素は天然ガスより価格が高いことから、発電に大量の水素を導入する場合には、

まずは政府主導でやっていくべきではないか。 

 

g) 水素発電が普及すれば原料水素はコスト低下することが想定されるが、これは将

来の話であり、足下の燃料電池自動車向けの水素価格の議論とは区別して整理す

ることが必要。 

 

★ 水素発電について（産業用、発電事業用のそれぞれについて）、具体的な技術

的・制度的な課題にはどのようなものがあるのか。当該課題を解決するため

に、どのような取組が必要なのか。 

 

 

Ⅲ．水素の供給 第５回ＷＧ（Ｈ26 年 4月 14 日） 

 

（１）国内の水素供給（～2030 年） 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 化石燃料改質等の目的生産（水素製造設備の新設を含む）や副生水素が大半を占

める。ただし、地域の状況等によって再生可能エネルギー等を活用した水素製造

もあり得る。 

 

b) 高圧水素輸送や液化水素輸送が大半を占める。ただし、地域の状況等によって一

定の水素需要が見込める場合には液化水素もあり得る。2020 年頃からは、有機

ハイドライドも商用として広く活用される。 

 

 

c) 水素ガスパイプライン（都市ガス導管への水素混合を含む）は極めて限定的。た
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だし、水素供給源の近傍への水素供給（水素ステーションから工場（産業ガス、

ＦＣフォークリフト等）、港湾から水素発電所等）にはあり得る。 

 

★ 国内の水素供給（特に再生可能エネルギー等を活用した水素製造、メチルシ

クロヘキサンを活用した水素輸送）について、具体的な技術的・制度的な課

題にはどのようなものがあるのか。当該課題を解決するために、どのような

取組が必要なのか。 

 

 

（２）海外からの水素供給（～2030 年） 

 

＜事務局の認識＞ 

a) 海外からの水素供給は、環境制約や経済性等の状況次第では、2030 年頃から徐々

に必要性を増すとの試算もあるところ、環境制約や経済性等に関するシナリオは

不透明。 

 

b) ただし、ＬＮＧ導入の歴史を踏まえ、ＬＮＧ導入時との類似点・相違点等も考慮

しつつ、2030 年頃の海外からの水素供給の本格導入開始を見据え、今から検討

を深めることが必要。 

 

c) その際、海外からの水素供給に大きな影響を与え得る水素発電の導入可能性につ

いて、電気事業者等のユーザーも巻き込んだ議論を行うことが重要。 

 

d) 海外からの水素輸送について、技術的な課題（例．液化水素運搬船の開発・実証

等）や制度的な課題（例．トルエンを循環的に使用するなど従来の制度が想定し

ていなかった技術への制度的対応）、経済性の課題に関する検討を行い、必要な

取組を計画的に行っていくことが必要。 

 

★ 海外からの水素供給（特にメチルシクロヘキサンや液化水素を活用した水素

輸送）について、具体的な技術的・制度的な課題にはどのようなものがある

のか。当該課題を解決するために、どのような取組が必要なのか。 

 

 

＜外部有識者等によるプレゼンテーションの概要＞ 

a) ＬＮＧ導入の歴史を踏まえると、割高な新たなエネルギーの導入にあたっては、

環境規制・エネルギーセキュリティ等が大きなドライバーとなるのではないか。 

 

b) 導入決定後も、技術的・コスト的な要因から事業開始までには多くの投資と時間

を要し、事業開始後の立ち上げ加速には補助金・優遇税制の活用や、適切な価格

決定方法の設計も重要。事業立ち上がり後はスケールの拡大に伴うコストダウン
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が発生し、燃料代替が加速し市場が自律的に拡大していくのではないか。 

 

c) ＬＮＧ導入よりも長い時間軸が必要な可能性がある水素の市場拡大、新規創出に

向けて、特に発電等の需要側の取りまとめと受容性を高めることが必要。 

 

 

Ⅳ．横断的な取組 第６回ＷＧ（Ｈ26 年 4月 23 日） 

 

（１）地域における取組 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 地方自治体から地場企業に対して、燃料電池自動車の購入や、水素ステーション

の整備を促す際に、燃料電池自動車や水素ステーションについての業界からの積

極的な情報提供が必要（例．車両価格、水素価格、普及見通し等）。 

 

b) 高圧ガス保安法や建築基準法等の規制について、全国一律の安全規制の適用を更

に明確化していくことが必要ではないか。たとえば米国カリフォルニア州では、

規制運用を統一化するため、州が市や郡の関係者に対して説明会を開くなどして

いるが、日本でも参考になるのではないか。 

 

c) 他方で、地方自治体は許認可権限を持っていることから、安全規制の運用につい

て柔軟な運用を行うべきではないか。 

 

d) 国が本協議会等で大枠の方針を示すことで、地方自治体がもう少し動きやすい状

況となり、地方自治体での検討がより具体的なものになるのではないか。そして、

各地域の点の取組を、線にして、更に面に広げていくことが重要ではないか。 

 

e) 水素社会を実現する上では、地域にある水素源（例．副生水素、再生可能エネル

ギー等）を活用していくことが重要。 

 

 

（２）人材育成、産学連携 

 

＜委員の主な意見＞ 

a) 製品の実用化が進展するに伴って企業の競争領域となる部分が拡大しており、国

の役割も変わりつつある。成果を公にする共通領域と、成果を公にしない個別領

域を分けて対応を考えることが重要。ただし、水素の貯蔵や輸送といった分野は

まだこれからの状況であり、共通領域に関する研究開発等が必要。 

 

b) 一部の大学等では水素・燃料電池関連の人材育成に関する取組が進められている
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が、まだまだ人材育成を行う環境が不足しているのではないか。 

 

c) 家庭用燃料電池の現場施工・メンテナンスに係る人材、水素ステーションに係る

人材等の現場人材の不足も懸念されており、こうした人材の育成を全国規模で行

っていく環境整備が必要（例．トレーニング場所、研修プログラム、設備機器の

提供等）。 

 

 

Ⅴ．ロードマップの実効性を確保するための仕組 

 

＜事務局の認識＞ 

 

★ ロードマップの実効性を確保するための仕組として、具体的にどのような工

夫が必要なのか。 


