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１． 福岡水素戦略～Hy‐Lifeプロジェクト～

２．ＦＣＶ普及に向けた平成26年度の取組

３．地域が直面する課題

４．ＦＣＶ初期市場の創出に向けて



設 立 ： 平成１６年 ８月 ３日

顧 問 ： 小川 洋（福岡県知事）
広實 郁郎（九州経済産業局長）
北橋 健治（北九州市長）
髙島宗一郎（福岡市長）
有川 節夫（九州大学総長）
黒木 啓介（（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構副理事長）

会 長 ： 岩城 正和 （新日鐵住金株式会社 取締役）

副会長 ： 舟木 隆 （岩谷産業株式会社 常務取締役兼執行役員）
西島 弘也 （JX日鉱日石エネルギー株式会社 取締役常務執行役員）
渡邉 浩之 （トヨタ自動車株式会社 技監）
佐々木 一成 （九州大学水素エネルギー国際研究センター長）

幹 事 ： 岩谷産業㈱，九州電力㈱，西部ガス㈱，JX日鉱日石エネルギー㈱，
清水建設㈱，新日鉄住金エンジニアリング㈱，
(公財)水素エネルギー製品研究試験センター，電源開発㈱，TOTO㈱，
トヨタ自動車㈱，日産自動車㈱，㈱本田技術研究所，三菱重工業㈱，
九州大学，九州経済産業局，福岡県，北九州市，福岡市

会員数 ： Ｈ２６.４.２３現在 ７００企業・機関
（ 企業 ５５１，大学 １１２，行政、研究・支援機関 ３７ ）

福岡水素エネルギー戦略会議総会
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九州大学
水素材料先端科学研究センター

水素ハイウェイの構築

水素タウンの整備

水素先端世界フォーラム

九州大学
ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ・ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所
次世代燃料電池産学連携研究センター
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福岡水素エネルギー
人材育成センター

水素エネルギー製品研究試験センター
（HyTReC）



水素材料先端科学研究センター（HYDROGENIUS）
国内外のトップレベルの研究者を結集

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I２CNER)
水素を中心に世界11か国、24の大学・研究機関と連携

次世代燃料電池産学連携研究センター（NEXT-FC)
次世代型燃料電池の開発・早期実用化を進める国内初の集中研究所

I2CNER / NEXT-FCHYDROGENIUS

・世界を先導する水素関連研究開発拠点が集積。産学連携のプラットホームに。

・ 九州大学教授陣を座長に、６つの研究分科会を設置。セミナーや名刺交換会を開催し、
産学の情報共有や共同研究プロジェクト創出の場を提供。

「弾性変形シール形ステンレス
金属パッキンの実用化研究開発」

（TOKiエンジニアリング、九州大学）

「下水汚泥消化ガスを原料とした
水素ステーション構築の可能性調査」

（三菱化工機、九州大学、西部ガス）

地元企業の参入促進を図るため、FSや製品開発を支援。
シーズ育成から事業化まで一貫したサポートを実施。

平成26年度 国土交通省「下水道革新
的技術実証事業（B-DASHプロジェク
ト）」に採択。
事業化へ向けてステップアップ！

平成22-24年度 事業化研究枠成果平成24年度 可能性調査枠成果

事業終了後、製品化に成功！
最先端の高圧ガス施設である
HyTReCの新試験棟へ採用。消化ガスタンク ステンレスパッキン
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イノベーションの根幹となる、多様な水素人材を育成。これまでに約１，０００人の人材を輩出。
産業界のニーズを反映し、毎年度カリキュラムを更新。

• 半日、定員40名（延べ受講者 453名）

• 対象：企業の経営者や事業企画担当者等

経営者コース

• 半日、定員40名（延べ受講者 98名）

• 対象：企業の経営者や事業企画担当者等

経営者（燃料電池自動車）コース

• 3日間、定員40名（延べ受講者 243名）

• 水素関連企業の新採や異動により初めて水素事業に関わる技術者

技術者育成コース

• 3日間、定員40名（延べ受講者 165名）

• 将来の水素エネルギー新産業を支える若手人材

高度人材育成コース
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平成２１年３月財団設立、平成２２年４月運用開始。
企業の新しい材料や製品開発を支援、水素ステーションの規制見直しやコスト低減に貢献。

① 試作品等に関する製品試験
② 製品試験方法の開発
③ 水素関連製品の開発
④ セミナー・広報活動

（株）キッツ

• 高圧ボール弁の耐久性評価を実施

• 2012年に製品化に成功

NOK（株）

• Oリングシールの耐久試験を実施

• 2012年に材料開発に成功

（株）ハマイ

• WEH（独）製充填ノズルのサイクル試験を実施

• KHKの認可を取得、国内導入が可能に

サムテック（株）
•水素ステーション蓄圧器用Type3高圧複合容器の水圧破
裂試験を実施

•本試験結果はKHK特認取得のためのデータとして活用

世界最⾼性能の試験設備
を整備、⼩型FCV⽤から
⼤型⽔素ステーション⽤
までほぼ全ての⽔素貯蔵
タンクの試験が可能に！

平成26年4⽉22⽇、⼤型⽔素貯蔵タンク⽤
新試験棟（CRADLE棟）が運⽤開始

クレードル
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製品化に至った事例提供するサービス・事業

＜竣⼯式でのテープカット＞



日本が初めて議長国となった会議を福岡県で開催。

１８ヶ国・機関の水素・燃料電池関連施策の担当者

が結集。

（期間：平成２５年１１月２０日（水）～２１日（木））

水素材料分野の専門家が一同に会し、最先端の研究成果を発信するフォーラム。

福岡の拠点性を国内外にアピールすると共に、地元企業と世界トップレベルの人材の交流機会を創出。

２００７年からこれまで８回毎年開催（２０１４年は世界９カ国、１５８名が参加）
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2010年、「福岡水素エネルギー戦略会議」が受賞。
団体の受賞は世界初。

IPHE「優秀リーダーシップ賞」

「福岡水素戦略」の最先端の取組みは世界的にも高い評価



副生水素をパイプラインで市街地に直接供給、地域で本格利用する世界初のモデル地区。
水素パイプラインの安全性、純水素型燃料電池の運用性、様々なタイプの流量計の検証などを実施。

家庭用燃料電池１５０台を集中的に設置する世界最大の水素タウン。
類似の世帯規模、使用環境で運転されるエネファームのデータを蓄積、企業の製品開発に貢献。

スマートハウス in 福岡水素タウン

停電時の電源としてSOFC型エネファームを利用する
国内初の実証を開始

糸島市 南風台団地
／美咲が丘団地

LPG仕様 １KW級（家庭用）

燃料電池フォークリフト実証 Ｖ２Ｈ（Vehicle to Home）実証

北九州市が進める「北九州スマートコミュニティ創造事業」と連携

世界を先導する社会実証の実施

水電解装置水素貯蔵タンク

水素による余剰電力の貯蔵
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北九州市(東田地区)、福岡市(九州大学)の２カ所に水素ステーションを整備し、北九州～福岡間に
「水素ハイウェイ」を構築。

福岡県庁や北九州市の公用車にFCVを導入。通常の公務に利用するほか、試乗会、展示会等
理解促進活動でも活用。

企業が実施する燃料電池バス実証、燃料電池スクーター実証も本地域で展開。

九州⼤学⽔素ステーション

北九州⽔素ステーション
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１． 福岡水素戦略～Hy‐Lifeプロジェクト～

２．FCV普及に向けた平成26年度の取組

３．地域が直面する課題

４．FCV初期市場の創出に向けて
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自治体による燃料電池自動車の率先導入

市販FCVを公用車として導入（福岡県2台）

県内市町村に対する導入要請

官民一体となった燃料電池自動車の導入運動

地元経済界、大学と県内自治体等が一体となって、FCVの普及に取り組む
「ふくおかFCVクラブ」を設立

率先導入や理解促進活動、魅力発信により、地域を挙げてFCVの普及を
歓迎する機運を醸成

タクシー事業者への導入助成

多くの水素需要が見込まれるタクシーへのFCV導入について、経費の一部
を助成（100万円×5台）
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財政面からの支援

「グリーンアジア国際戦略総合特区」を活用した、水素ステーション整備への
税制上の支援 （法人税の軽減）

地元企業との共同運営水素ステーション整備に対する助成（1か所2,200万円）

水素ステーション設置市町村への固定資産税減収分の補助

候補地の確保

県内市町村と連携して候補地を選定

事業者に提供し、地権者との交渉まで

一貫してサポート

水素ステーション運営事業者と共同出店できる地元企業とのマッチング
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【 FCVの普及 】

 車両販売価格、水素の価格、ステーション整備の見通しなどの、購入の判断に
不可欠な情報がない。

【 水素ステーションの整備 】

 ＦＣＶ販売台数（水素需要量）、水素価格の見通しなどの投資判断に不可欠な
情報がないため水素ステーション整備や水素のサプライチェーン構築の検討が
進まない。

 特に自立化までのランニングコストをいつまで負担し続けなければならないのか
見通せない。
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若松区

八幡西区
八幡東区

門司区

小倉南区

戸畑区

小倉北区

準工業地域では水素輸送用トレーラーへの水素充填が認められていない。

水素供給源あっても、マザーステーションとしての活用が困難。

［建築基準法、一般高圧ガス保安規則］

北九州水素タウン

パイプラインで供給
北九州⽔素ステーション

（準⼯業地域）

課 題

＜製鉄所の副生水素を活用したステーションの例＞
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都市部での大量の水素源となりうるが、工業専用地域において水素の販売を

行うためには、工業専用地域での水素供給事業（販売業）の許可が必要。

［建築基準法］

西区

早良区

城南区 南区

博多区

東区福岡市

中央区

課 題

福岡市中部⽔処理センター
（⼯業専⽤地域）

出典：三菱化⼯機株式会社プレスリリース

＜下水汚泥消化ガスを活用したステーションの例＞



福岡県内で整備が決定している水素ステーションは、現在福岡市内1か所、
北九州市内1か所に留まっている。

ＦＣＶ初期市場の円滑な立ち上げに向けて、エリアを面的にカバーできるだけの
ステーション網の展開が不十分。

整備決定箇所

実証⽔素ステーション

2015年度までに整備が
必要なエリア
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１． 福岡水素戦略～Hy‐Lifeプロジェクト～
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（１） 具体的なビジネスモデルの設定

（２） 全国一律の安全規制の適用

（３） 地産地消を進める用途地域の規制緩和

（４） 自立化に向けた支援策の拡充
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FCVの普及は、本格的な水素社会の実現の突破口になる。
そのためには、ユーザーにとって、便利で安心できる水素ステーション網の

早急な構築が不可欠である。
FCV の初期市場の創出に向けて、以下のことについて更に検討が必要。



（１） 燃料電池自動車 展示・同乗試乗会 （２）燃料電池教室の開催

専門学校での実習福岡モーターショー2014

購入意欲を喚起させるため、県内各地で開催。

水素ステーション見学会
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日本青年会議所福岡ブロック大会

＜参考＞

水素に対する心理的な壁を取り除き、親しみを
持ってもらうことを目的に開催。

地域のバス会社が導入する際の課題、
ニーズ把握のため、運転士等を対象に開催。

（３） 燃料電池バス運転試乗会・説明会

バスの説明 運転士による運転試乗

（４）規制担当部局への情報提供

高圧ガス保安、建築許可、消防関係者を対象
とした見学会、意見交換会を開催

水素ステーション見学会 許認可法令所管部局と
の意見交換



（１） 燃料電池自動車広域走行実証

（２） 「九州地域戦略会議」での一体的取り組み

福岡県のＦＣＶで大分県庁
及び熊本県庁を訪問する広域走行実証を実施。

九州各県及び経済界等で構成される「九州地域戦略会議」において、今後、九州が
アジアと一体になって成長する分野として、水素エネルギーの産業化に向けた施策
のあり方を検討することを決定。

大分県及び熊本県での同乗試乗会の様子
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＜参考＞

福岡

北九州

熊本

大分

総走行距離：519km
充填回数：2回（北九州、鳥栖）


