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【再生可能エネルギー特集】 
 

水素燃料電池車関連研究開発とインフラ整備状況（EU、北米） 

 
水素社会を構築するための有効な取り組みが多くの国で大いに行われており、この

分野における先進国のインフラ整備、技術開発を支援する政策および政府資金による

プロジェクトの進捗状況に関する情報を提供する。これらの情報はいろいろな会議お

よびインターネットから得られたものである。有力な情報源の一つとしては、Fuel Cell 
Today（http://www.fuelcelltoday.com）がある。このウェブサイトの「ナレッジ・バ

ンク（Knowledge Bank）」欄には各国あるいは世界の水素と燃料電池に関する研究開

発についての多くの調査結果が公開されている。他の情報源としては、Fuel Cells 2000 
(http://www.fuelcells.org/).があり、世界中における水素燃料供給ステーションのリス

ト（注１）も公開されている。 
 水素経済の定義は実にさまざまである。例えば、ある燃料電池は天然ガスを、他の

燃料電池はメタノールを、別の電池は水素含有燃料をそれぞれ直接使うことがある。

政策立案者達は、水素が単体に分離されること無く炭化水素から供給されて使用され

る場合を水素経済に入れるべきかそうでないかについて意見が合わない。ここでは、

エネルギー源として利用するために単体水素を供給するインフラに焦点をあてて検討

し、天然ガス燃料電池のような炭化水素から生成する水素を使用するシステムについ

ては除外する。この理由により、輸送部門利用のための水素燃料電池とインフラ整備

技術開発について主に述べる。 
 
ヨーロッパ 
 
 水素と燃料電池の研究開発は地域および国レベルで行われている。25 ヶ国を含む欧

州連合（EU）は水素と燃料電池を含む広い領域の研究を支援する重要な地域機関であ

る。EU 加盟国以外の西ヨーロッパの国の中で水素経済の構築に向かって大きく前進

しているのはアイスランドである。 
 
インフラ整備 

ヨーロッパは長年の間水素に関する研究を行ってきた。Solar-Wasserstoff-Bayern 
GmbH は 1986 年に Neunburg vorm Wald（ドイツ、ミュンヘン近郊）で開始された最

も初期のプロジェクトであり、太陽－水素エネルギーを利用するために、太陽電池、水

電解による水素製造、貯蔵、水素利用（燃料電池、ボイラー、液体水素スタンド、燃料

                                               
（注１）http://www.fuelcells.org/info/charts.html  
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電池フォークリフト、触媒燃焼）など一貫したシステム技術研究と装置開発を行うプロ

ジェクトである。  
Fuel Cell 2000 のリストによると、現在、ヨーロッパの 18 都市に 21 の水素燃料供給

ステーションがある。ステーション用の水素は種々の方法で製造されている。オンサイト

電気分解（オランダのアムステルダム；スペインのバルセロナ；ドイツのベルリンとハン

ブルグ；スウェーデンのマルメとストックホルム；アイスランドのレイキャビク）、オン

サイト水蒸気改質（スペインのマドリッド；ドイツのシュトゥットガルト）、精油所から

の輸送された水素（英国のロンドン；ルクセンブルグ；ポルトガルのポルト）、ガス企業

から輸送された液体あるいは圧縮水素（デンマークのコペンハーゲン；ドイツのベルリン、

エルランゲン、ハンブルグ、ミュンヘン、Nabern と Russelshelm；ポルトガルのリスボ

ン）。これらのうち 9 カ所のステーション（アムステルダム、バルセロナ、ハンブルグ、

ロンドン、ルクセンブルグ、マドリッド、ポルト、ストックホルムおよびシュトゥットガ

ルト）は CUTE (Clean Urban Transport Europe)バス実証プログラムのためのものであ

り、アイスランドのステーションは ECTOS (Ecological City Transport System)バス実

証のため建設された。残りのステーションも種々の実証プログラムのためのものである。

ロンドンのステーションは CUTE 用であるが、問題が生じ操業開始が遅れている。 
ヨーロッパでは産業用インフラもまた比較的良く整備されてきており、これらも水素経

済の構築に役立っている。インフラとしては、オンサイト使用水素の製造工場、パイプラ

イン輸送、高圧シリンダー輸送、チューブ・トレーラー、あるいは液体状態での輸送が含

まれる。  
 2005 年 2 月の国際水素デーにベルリンで、リンデ AG 社の会長・最高経営責任者で

ある Wolfgang Reitzle 博士は水素ハイウェー・ネットワーク構想を提唱した。ベルリ

ン、ライプチヒ、ミュンヘン、シュトゥットガルトおよび Cologne を結ぶ 1,800 キロ

メートルのアウトバーンリングに約 50 キロメートル間隔で水素供給ステーションを

設置して水素電池燃料車に水素燃料を補給しようとするものである。既設の５つの水

素ステーションを組み込むのはもちろん、ガソリン給油所に設置することを主体にし

て、水素ガスおよび液体水素の供給ポンプを新しく 35 カ所に建設することにしている。

リンデはこの投資費用を約 3 千万ユーロと見積もっている。計画されているルートは

ドイツの主要開発振興地帯とドイツ自動車製造産業地域を通ることになる。 
 この初期インフラは水素インフラ整備発展の核になるものである。リンデ社は、水

素燃料電池車実現に関する 12 の異なるシナリオについてその費用を見積もるための

研究をコンサルタント企業の e4tech およびインペリアル・カレッジ（ロンドン）に委

託した。報告書によると主要な結論は下記のとおりである： 
・ 高い値の得られたシナリオによると、2020 年までには 6.1 百万台の水素燃料電池

車がヨーロッパの道路を走るようになる。年間約 1.1 百万トンの水素が必要とな

り、約 2,800 カ所のステーションから供給される。 
・ 既存の技術を使ってヨーロッパの主要都市・大都市圏および幹線道路に 2020 年ま
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でに水素インフラを建設するのに 35 億ユーロ必要である。  
・ 水素燃料コストによるが、10 年後には投資に対する利潤を、製造業者、販売業者

および小売業者等はヨーロッパの大部分の市場で期待できるようになる。 
 

リンデ社によると、これらの見積もり額は他の総合的インフラシステムの投資額に

比較すると対応しやすいとのことである。例えば、EUの欧州横断輸送ネットワーク

(Trans-European Network for Transport : TEN-T) は2020年までに2,200億ユーロの

費用が必要である。 
水素需要量が変化した場合の検討の他、水素製造法および水素輸送方法の違いにつ

いても検討された。その結果によると、水素の集中型製造は、供給ステーションにお

ける分散型製造に比べはるかに経済的であることが分かった。分散型製造のための初

期投資は集中型製造に比べて低いけれども、分散型製造スキームにおいては水素燃料

電池車の数量が増えるに従って投資額は急激に増加して行くであろう。 
 

技術開発支援のための政策 
 2004 年 11 月、EC の Hugues Van Honacker 氏は 2004 年燃料電池セミナー（2004 
Fuel Cell Seminar）で「EU における燃料電池と水素技術に関する研究：Research on 
Fuel cells and Hydrogen Technologies in the European Union」と題する講演（注２）

を行った。講演によると、水素と燃料電池に関するヨーロッパ戦略の目玉は下記のと

おりである： 
・第 6 次フレームワーク・プログラム(FP6) 

EU のフレームワーク・プログラム(FP)はヨーロッパにおける研究の主要な財政的

支援手段である。第 6 次 FP の期間は 2003 年 1 月 1 日に始まり、2006 年末で終了す

る。1 回目の申し込みで、水素関連技術分野で 20 件の研究が契約され、予算額は 70.4
百万ユーロであった。その後、燃料電池関連技術分野で 22 件の契約が、予算 32.9 百

万ユーロで結ばれた。その他の情報はウェブサイト（注３）で得られる。 
・第 7 次フレームワーク・プログラム(FP7) 

FP7 は 2007 年から 2013 年の期間における学術的研究と技術開発のための主要な

財政的支援手段である。EC は、2005 年 4 月 6 日に FP7 の提案を発表した。詳細はウ

ェブサイト http://www.cordis.lu/fp7/を参照されたい。 
・ヨーロッパ水素燃料電池技術プラットホーム(European Hydrogen and Fuel Cell 
Technology Platform) 

2002 年 10 月、EC の副総裁(Vice-President) である Loyola de Palacio 氏および研

究担当委員である Philippe Busquin 氏は、「High Level Group on Hydrogen and 

                                               
（注２）http://www.fuelcellseminar.com/pdf/2004/720%20Von%20Honacker.pdf 
（注３）http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/



 29

Fuel Cells(HLG)」を正式に立ち上げた。HLG はヨーロッパ中の投資家を呼び集め、

水素と燃料電池が持続的エネルギー達成にどのような役割を果たせるかについての

EU の全体構想を明確に説明した。 
HLG の提言により、EC は、ヨーロッパにおける国・地域・地場レベルの研究・開

発・展開プロジェクトおよびイニシアティブを統合・協調させる一助とするために「ヨ

ーロッパ水素・燃料電池技術プラットホーム」を設立した。その他の情報および 2004
年 12 月に発表された報告書「展開戦略(Deployment Strategy)」および「戦略的研究

行動計画(Strategic Research Agenda)」は、ウェブサイト（注４，５）で見られる。「展開

戦略(Deployment Strategy)」は 2020 年までの燃料電池の展開に幾つかの想定をした

上でまとめられている。表 1 に、「戦略的研究行動計画(Strategic Research Agenda)」
に提案された相対的な予算配分を示す。 
 

表１ 戦略的行動計画のための予算配分案 

研究分野 予算割当て 
(%) 

主な検討事項  

水素製造 22 全分野における技術的進歩のための必須条件。炭酸ガスの固
定および隔離と共に炭酸ガスを排出しない製造方法を確立す
ること。 

水素貯蔵と供給 18 貯蔵時の密度は重要。特に輸送用および携帯用の貯蔵は効率
的に。. 

定置型利用 20 コジェネレーション由来の炭酸ガス排出削減は重要。市場形
成時に参入チャンスを提供。  

輸送用としての 
利用 

27 環境と調和した輸送手段解決に欠かせない技術。燃料電池開
発の推進力となっている。 

携帯用としての 
利用 

10 市場形成時で重要。市場拡大のためには目新しい小型機器や
小型の輸送用装置の開発が必要。  

社会経済学 3 技術的進歩の長期的指針  

出典：The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform Steering Panel Strategic 

Research Agenda, 諮問委員会ドラフト、2004 年 12 月 8 日  
 
・ヨーロッパ成長イニシアティブ（European Growth Initiative）、クイックスタート・

プログラム（Quick Start Program） 
2003 年 7 月に EC は EU 経済発展を引き上げるために、成長イニシアティブを立ち

上げた。11 月にこのイニシアティブの一部として、EC はヨーロッパにおけるインフ

ラ、ネットワークおよび情報を整備するための民間および公共投資によるプロジェク

トを含むクイックスタート・プログラムを提示した。水素燃料電池技術プラットホー

ム構想達成のための水素製造と利用に関する 10 年間のイニシアティブに公的資金と

                                               
（注４，５）https://www.hfpeurope.org/ および

http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_hlg/article_1261_en.htm 
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民間資金を合わせ 28 億ユーロ計上している。約 1 億ユーロが FP7 の第 1 次提案に使

われた。2004 年 3 月に EC 研究担当委員の Phillipe Busquin 氏は公共投資と民間投

資による 3 億ユーロ（EU 資金 1.5 億ユーロ）の研究開発の提案を公募した。これらの

プロジェクトはクイックスタート・イニシアティブの初期段階にあたるものである。

クイックスタート・イニシアティブは、域内の水素製造と利用に関する研究・開発・

実証・展開を含む 10 年間の二つの主要なパートナーシップからなっている。水素製

造・発電ための“Hypogen”プロジェクトの予算は約 13 億ユーロであり、水素コミュニ

ティー（Hydrogen Communities）ための“HyCom”プロジェクトの予算は約 15 億ユ

ーロである。“Hypogen”プロジェクトには、化石燃料の改質による水素製造および発

電の大規模実証装置や炭酸ガスの回収隔離も含まれている。“HyCom”プロジェクトは、

戦略的な場所数ヶ所に単独で機能する水素コミュニティーを構築するための支援を行

う。これらのプロジェクトのための公的資金と民間投資はほぼ同額になるであろう。

その他の情報は下記ウェブサイト（注６）で見られる。                     

・国際協調 
EC は、米国、日本、カナダ、ロシア、中国、オーストラリア、ブラジル等を含む

多くの国と二国間協調合意を交わしている。EC は国際エネルギー機関にも参加して

いる。EC および加盟国の数カ国は、米国の水素経済のための国際パートナーシップ

（International Partnership for the Hydrogen Economy : IPHE）にも参画してい

る。 
 
政府資金によるプロジェクトの進捗状況 

資金援助を受けた EC プロジェクトを最も良くまとめた要約は、EC が 2003 年に

発表した「European Fuel Cell and Hydrogen Projects 1999 – 2002」である。この

レポートはウェブサイト（注７）でダウンロードできる。それぞれのプロジェクトの情

報は、ヨーロッパ水素関連分野のネットワークである“HyNet” ウェブ（注８）の中に

あるサイト（注９）で見られる。その他の情報源としては、国際エネルギー機関(IEA)
の水素プログラムに関するウェブサイト（注１０）がある。  

IEA は既に下記 13 件の研究課題を終了している：  
• 熱化学的分解 
• 高温反応装置 
• 将来の市場の見込み 
• 電気分解による水素製造 

                                               
（注６）http://europa.eu.int/comm/research/transport/news/article_955_en.html  
（注７）http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_pu/article_1260_en.htm  
（注８）http://www.hynet.info/site  
（注９）http://www.hyweb.de/pro/  
（注１０）http://www.ieahia.org/  
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• 固体酸化物による水の電気分解 
• 光触媒による水の電気分解 
・貯蔵、改質および安全 
• 水素の技術－経済的アセスメント  
• 水素製造  
• 光による水素の製造 
• 集積システム 
• 水素貯蔵合金 
• 集積システムの設計と最適化 

次の 6 課題については現在進行中である：  
• 光触媒による水素製造 
• 光合成細菌による水素製造 
• 炭素含有物質からの水素分離 
• 固体および液体水素貯蔵物質 
• 集積システム 
• 安全 

 

北 米 
 

米国とカナダはそれぞれ水素と燃料電池に関する技術開発を発展させている。米国

にとっては外国産の石油依存を低減することがその要因であり、カナダにとっては環

境保全、経済発展および技術開発そのものも要因に含まれている。 
2005 年には、ウェブサイト「http://hydrogen.gov/」が開始された。このサイトは水

素と燃料電池の研究開発に関する米連邦政府の中心となる情報源として企画された。

カナダの水素社会に対する取り組みについては、http://www.hydrogeneconomy.gc.ca/ 
にまとめられている。 

 
インフラ整備 
 Fuel Cell 2000 には、米国の 25 の都市にある 26 カ所の水素供給ステーションと、

2005 年に建設予定の施設がリストアップされている。米国における水素インフラは、

2005 年に始まるエネルギー省(DOE)の「燃料電池車及び水素関連設備実証プロジェク

ト（Controlled Fleet and Hydrogen Infrastructure Demonstration and Validation 
Project）」より急速に開発されるであろう。 元々、2004 年 4 月に DOE は、水素燃料

電池車、インフラ、およびシステム全体を巧く調和させるための車とインフラとのイ

ンターフェースにつての試験・実証・認証を事前に行うための 5 つの参加チームを選

択した。DOE によると、各実証プロジェクトは総合的な安全プラン、コードと基準を

策定する活動および総合教育・訓練キャンペーンをも含んでいる。これらの実証活動
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は、研究プログラムの進展により 2015 年までに燃料電池車が商業化できるかどうかを

DOE が評価するために使われることになる。このプログラムは、燃料電池車と水素供

給インフラが実際に何時実現するかを判断するに最も分かり易いものの一つになるで

あろう。 
米国 DOE の「エネルギー効率化および再生可能エネルギー（Energy Efficiency and 

Renewable Energy）」ウェブサイト（注１１）には、米国と他の地域の運輸部門以外で行

われている技術検証プロジェクトがリストアップされている。 
連邦政府プロジェクトに加え、幾つかの州は水素・燃料電池イニシアティブを開始

している。 
カリフォルニア州は、カリフォルニア州燃料電池パートナーシップ(California Fuel 

Cell Partnership；http://www.fuelcellpartnership.org/) により、どの州よりも大規

模な車のための水素インフラを適切に既に構築している。このパートナーシップによ

ると、65 台の燃料電池車がカリフォルニア州にはあり、15 ヶ所の稼動中の水素供給ス

テーションを利用している。さらに 9 ヶ所のステーションが計画されている。カリフ

ォルニア州におけるインフラの地図はウェブサイト（注１２）で見られる。 
2004 年 4 月、アーノルド・シュワルツネッガー・カリフォルニア州知事は、2010

年までにカリフォルニア州内に水素ハイウェーを建設するためのパートナーシップに

関する行政命令に署名する意向を表明した。州政府によると、州内に建設するたった

150～200 の水素供給ステーションからなる初期のネットワーク（幹線ハイウェー約

20 マイル毎に 1 ステーション）でカリフォルニア住民のほとんどに水素燃料を供給で

きるとのことである。知事は、このネットワークを 75～200 百万ドルかけて 2010 年

までに完成するとしている。2005 年 3 月にカリフォルニア環境保護局（庁）は、「Draft 
Final California Hydrogen Highway Blueprint Plan」文書を知事に送付した。この

プランは、水素供給ステーション 250 カ所と水素燃料電池車 20,000 台達成のプロセス

についてまとめてある。これらの文書は、http://hydrogenhighway.ca.gov/からダウン

ロードできる。 
Fuel Cells 2000 によると、カナダにはトロントとサリーの 2 都市に水素供給ステー

ションが 5 カ所ある。カナダにおける主要な実証プロジェクトは下記のとおりである。 
 

・ブリティッシュ・コロンビア水素ハイウェー（BC Hydrogen Highway） 

このプロジェクトの目的は、コンソーシアムを立ち上げて、バンクーバーからウィ

スラーまでの重要な交通路とそれを延長してヴィクトリアまでのハイウェーに水素燃

料インフラをつくるための設計、建設、稼働、実証および評価を行うことである。こ

のハイウェーの完成目標は、バンクーバー／ウィスラーで 2010 年に行われる冬季オリ

ンピックとパラリンピックまでとされている。カナダの水素ハイウェー計画は、2004

                                               
（注１１）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/tech_validation/  
（注１２）http://www.fuelcellpartnership.org/fuel-vehl_map.html  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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年 4 月にポール・マーティン首相から発表された。 
・水素村（Hydrogen Village） 

このプロジェクトの資金は数百万ドルで、投資・技術提供・技術統合の 3 分野を代

表する 38 のメンバーが集まり、水素－燃料電池技術の実証を行うものである。Fuel 
Cells Canada は 2003 年 12 月 9 日にこのパートナーシップの成立について発表した

が、その後の進捗状況についてははっきりしていない。 
・バンクーバー燃料電池車プログラム（Vancouver Fuel Cell Vehicle Program：

VFCVP） 
VFCVP は、予算 580 万ドル、3 年の期間で 4 台の水素燃料電池車をカナダにおいて

初めて試験・実証するものである。これに共同参画するのはフュエルセルズ・カナダ

（FCC ）、フォード・モーター・カンパニー、カナダ政府、そしてブリティッシュ・

コロンビア州政府である。2005 年 3 月 31 日のバンクーバーにおけるパシフィック・

国際オートショウの開会式に先だって、フォード・モーター・カンパニーは 5 台のフ

ォード・フォーカス燃料電池車(FCV) を実証試験のために VFCVP に引き渡した。フ

ォード・フォーカス FCV は第 3 世代のハイブリッド車で、バラード・パワー・シス

テムズ社がカナダ国内で生産した Mark 902 シリーズ燃料電池スタックと、ダインテ

ック社製の水素貯蔵タンク（圧力 5000psi、約 340 気圧）を搭載している。それぞれ

の車両の性能は今後 3 年間詳細にモニターされ、燃料電池技術の継続的な発展に不可

欠なデータが提供される。 
 

技術開発支援のための政策 
米国においては、2005 年 2 月に発表された「Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure 

Technologies Program Multi-Year Research, Development and Demonstration 
Plan」が水素と燃料電池に関する 2010 年までの研究・開発・実証の活動計画につい

て述べている。この計画はウェブサイト（注１３）で見られる。この計画は、エネルギー・

水資源開発・内務省・関連省庁を含む多くの政府機関からの予算によって支援されて

いる。主要な活動と予算額は表 2 に示されている。 
 水素と燃料電池技術開発プログラムに含まれるものの他に、水素燃料電池車開発を

支援するものに“FreedomCAR”プログラムがある。米国エネルギー省水素・燃料電

池 ・ イ ン フ ラ 技 術 局 （ Office of Hydrogen, Fuel Cells, and Infrastructure 
Technologies）の Amy L. Manheim 氏の 2004 年 11 月の声明によると、米国政府は、

2004～2008 年度間の“FreedomCAR”および水素燃料電池イニシアティブのために

全体として 17 億ドルを要求した。 
 米国は 2003 年 11 月 20 日に 15 カ国および EC と水素経済のための国際パートナー

シップ（International Partnership for the Hydrogen Economy : IPHE）設立の枠組 

                                               
（注１３）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/mypp  
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文書に署名した。パートナーシップの目的は水素経済への移行を促進することである。 

2004 年 11 月のプレス発表によると、IPHE の 2 年目に、各国の水素と燃料電池に

関する研究開発プログラムをより良く連携させるために総合ロードマップを作成し、

世界における水素－燃料電池関連技術の実証プロジェクトをリストアップし、さらに 2
回の国際会議を開催するとしている。 
 カナダは、これまでに 20 年以上も水素と燃料電池の研究開発を行ってきた。2003
年 3 月にカナダ政府は燃料電池商業化のためのロードマップを発表した。このロード

マップは、 http://www.hydrogeneconomy.gc.ca/publications_e.html からダウンロー

ドできる。 

表２ 米国の水素・燃料電池関係研究予算（百万ドル）                 

 2004年度 2005年度  2006年度 
要求額 

水素関連技術 

 製造と輸送・供給 10.1 14.2 32.2 

 貯蔵  13.2 23.7 29.8 

 インフラ評価 5.8 9.5 14.9 

 安全、コードおよび標準 5.6 6.0 13.1 

 教育 2.4 0.0 1.9 

 システム分析 1.4 3.4 7.1 

  水素関連技術 
計 

80.41 94.02 99.1 

燃料電池技術 

 輸送システム 7.3 7.5 7.6 

 分散型エネルギーシステム 7.2 6.9 7.5 

 燃料処理装置R&D 14.4 9.7 9.9 

 燃料電池スタックR&D 24.6 32.5 34.0 

 技術認証 9.8 17.8 24.0 

 技術プログラム支援 0.4 0.5 0.6 

  燃料電池技術 
計 

63.8 74.9 83.6 

水素、燃料電池およびインフラ技術 
総計 

 
144.2 

 
169.0 

 
182.7 

1. 議会案件 42 百万ドル分を含む。 
2. 議会案件 37.3 百万ドル分を含む。 
注記：2004 年度および 2005 年度の予算額は、年々の予算額の増減を直接比較出来るように仕分・

調整されている。  
出典：http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/budget.html  
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2004 年 5 月 26～27 日に中国・北京で開催された IPHE 第 2 回運営委員会議におい

て、カナダは連邦政府および州政府レベルにおける水素と燃料電池の研究開発活動に

ついて下記のようにまとめた： 
連邦政府 
・この分野への政府の 1980 年代初期からの投資は 200 百万ドル以上になる。 
・今後の 5 年間の投資は年約 70 百万ドルの見通し 
・国内および協調戦略の策定と、主要処置の実施 
・カナダ水素・燃料電池委員会（Federal Hydrogen and Fuel Cell Committee：H2FCC）

の設立  
州政府 
・ブリティッシュ・コロンビア州は大規模な総合実証プロジェクト支援し、水素戦略

を策定する。 
・アルバータ州は水素製造戦略を策定する。 
・マニトバ州の水素戦略は発表されて、実施に移っている。 
・オンタリオ州の戦略は策定中であり、実証と展開を支援している。 
・プリンスエドワードアイランド州は水素燃料電池を再生可能エネルギー源として取

り扱っている。 
 
政府支援プロジェクトの進捗状況 
 米国 DOE の水素プログラムの資金援助を受けた組織は毎年その進捗状況を報告し

なければならない。2005 年プログラム・レビュー委員会（2005 Annual Program 
Review meeting）は 2005 年 5 月 23～26 日にヴァージニア州アーリントンで開かれ

た。2004 年度の水素と燃料電池に関する研究開発成果をまとめた「2004 年度 DOE 水

素プログラムのプログレス・レポート（FY 2004 Progress Report for the DOE 
Hydrogen Program）は、ウェブサイト（注１４）で見られる。 
                                    以上 

編集：情報・システム部

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                               
（注１４）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/annual_report04.html  


