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【水素・燃料電池特集】 

 

欧州における燃料電池及び水素利用の研究開発の動向 

―平成16年度NEDO成果報告書より― 
 

NEDO技術開発機構パリ事務所が、平成16年度に実施した調査報告書「欧州におけ
る燃料電池及び水素の動向調査」より、ＥＵおよびフランス、イギリスにおける燃料

電池及び水素利用に関する研究開発動向についての調査結果の概要を紹介する。 
 

1.欧州連合（EU） 
 
1.1 概要 

EU は水素のエネルギー利用とそのための燃料電池の開発を、長期的なエネルギー

戦略における柱の一つとして、2002年秋のハイ･レベル･グループの設置以降、取り組
みを強化してきた。取り組み強化の中心策は、 

 
１）欧州の産官学にわたる関連主要組織機関を結集した体制構築、 
２）この体制を通じた欧州の合意に基づく戦略決定、 
３）EUの水素･燃料電池に対する研究開発予算の強化、 
４）研究開発の枠を越えた成長刺激策の中への位置付け 
 

などである。これらは 2002年から 2004年にかけ、次のように具体化されてきた。 
 
･2002年秋：ハイ･レベル･グループの設置 
･2002年冬：第六次研究開発フレームワーク計画の開始 
･2003年 6月：ハイ･レベル･グループによる水素･燃料電池に関する長期ビジョンの

発表 
･2003年 12月：クイック･スタート･プロジェクト構想の発表 
･2004年 1月：水素･燃料電池テクノロジー･プラットフォームの設置 
･2004年 12月：水素･燃料電池テクノロジー･プラットフォームによる「戦略的研究

アジェンダ」と「展開戦略」のドラフト･レポート発表 
 
このうちクイック･スタート･プロジェクト構想は、水素経済への移行準備として、

水素･燃料電池関連の大規模実証プロジェクトを、点ではなく地域レベルなど一定規模

の面において実施するもので、EU の研究開発予算の他、地域開発予算や政府系金融

をテコに民間資金の導入を図るものであり、水素生産を中心とした”Hypogen”と水素
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の広域利用を中心とした”Hycom”という二種のプロジェクトを通じ 10 年間で 28 億ユ
ーロの投資を見込んでいる。この大規模実証プロジェクトは、特に燃料電池技術に関

し、一定の利用規模を保証することでコスト引き下げを可能にしつつ、水素･燃料電池

の利用に伴う法規や技術標準などの環境整備ともなり、2010年以降の本格的な市場導
入を支援する。 

2004年 1月に設置された水素･燃料電池テクノロジー･プラットフォームは、域内メ
ンバー国のエネルギー政策や技術開発政策に大きな隔たりがある現状に対し、水素･燃

料電池に関して整合的かつ集中的な投資を可能にするため欧州が総力を結集するため

の体制である。このプラットフォームに要請された当面の最大の作業が、長期的な見

通しの下での”研究戦略”と、水素経済への移行に不可欠な水素インフラの整備を視野
に入れた”展開戦略”の作成であった。これら二つはいずれも 2004年 12月、ドラフト･
レポートとして発表された。この二つにはクイック･スタート･プロジェクトの実施が

折り込まれているほか、2006 年から 2007 年から開始される第七次研究開発フレーム
ワーク計画を方向付ける内容にもなっている。 
研究開発は第五次フレームワーク計画（1998-2002）で 1億 4500万ユーロ、現行の第

六次フレームワーク計画(2002-2006)で 2億 5000万ユーロ規模として、実施されている。 
 

1.2 戦略的研究アジェンダ 
水素・燃料電池テクノロジー・プラットフォームに対し要請された最初の課題が、

戦略的研究アジェンダと展開戦略の作成であった、この二つについては、プラット

フォーム立ち上げの際、2004年末までの発表が求められていた。この作業スケジュ
ールには、研究開発活動だけでなく、展開活動にも大きく影響する第七次フレーム

ワーク計画の準備スケジュールが反映している。こうして2004年12月6日付けで「展
開戦略」、同12月8日付けで「戦略的研究アジェンダ」が、いずれもドラフト・レポ
ートとしてアドヴァイザリー・カウンシルに提出された。ドラフト・レポートとい

うものの、アドヴァイザリー・カウンシルの作業はこれらの内容を大きく修正する

ものではなく、基本的な内容は固まっている。レポートは一般にも公表され、公式

な形ではないが暗にコメントを求める形にもなっている。ただしすでにヴィジョ

ン・レポートがやはりドラフトのかたちで公表されてから、ほぼそのままの形で最

終採択されたように、これらの内容が最終発表までに大きく変わることはない。 

なお「戦略的研究アジェンダ」には、今後追加が予定される部分が空欄のまま残

されるなど、「展開戦略」に較べ最終版からは遠い状態で発表されている。以下で

は研究アジェンダの概要を紹介する。 

戦略的研究アジェンダは、水素・燃料電池技術を、1)水素生産、2)水素貯蔵と配給、
3)定置利用、4)交通輸送利用、5)携帯利用という五つの分野に分けたうえ、水素経済へ
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の移行には不可欠な研究として、技術や利用の浸透状況に関するモニタリングや見通

しなどに関する6)社会経済研究を加え、合計六つの分野に関する研究開発のニーズや
見通しを分析している。アジェンダの考察は、2050年時点までを見通したものではあ
るが、中心は今後の10年間、2015年までの研究開発におけるニーズ評価と優先提案項
目の取捨選択にある。ここにおける評価判断には、当然、欧州の水素・燃料電池分野

の技術研究開発能力における現状が考慮されている。こうしてアジェンダは六つの分

野毎に、2050年時点と2030年時点に見通される経済と技術の概況を説明した後、それ
らに到るために2015年までに必要な研究開発を、現在の技術レベルを分析しながら詳
細に評価している。 

これらの六つの分野間の研究開発予算の配分としてアジェンダは、表1のように提
案している。この配分については、水素・燃料電池が重要な役割を占めるエネルギ

ー経済を作り出すための重要性を考慮して決められたものとだけ説明されている。

なお水素・燃料電池技術に関する研究開発は、まだ早期の段階にあり、どの分野に

おいても基礎研究や他領域との横断的な研究が少なからず必要である。さらにこう

した基礎的研究と横断的な研究はしばしば、つながっていたり、重なっていたりす

る。このため各研究分野において、配分された予算のそれぞれ16%が基礎研究や横
断的研究に当てられるべきとされている。 

表１ 今後10 年間の水素・燃料電池研究分野毎の研究開発予算配分 

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

現在発表されているドラフト・レポートの中心は、こうした2015年までの研究開発
のニーズと特に欧州が優先すべき項目の説明になっている。最終版では、こうした分

析に続き、水素・燃料電池分野における欧州の弱点が指摘され、それを補うための対

策強化や国際協力方針などが説明されるはずである。またこれに続き、研究開発を運

研究分野 予算配分率 中心的コメント 
1)水素生産 22%  セクター全体の技術的発達に不可欠な技術。CO2 回収隔離技術を

含むCO2フリー生産の増加が必要 

2)水素貯蔵と配給 18%  交通輸送と携帯用分野で、貯蔵密度の改善が決定的に重要 

3)定置利用 20%  熱電併給によるCO2排出削減規模の大きさが、早期市場開拓のチャ

ンスとなる 

4)交通輸送利用 27%  環境性に優れた交通輸送にとって決定的に重要な技術解決。この環

境要因が燃料電池発達の牽引力。 

5)携帯利用 10%  初期市場では重要な用途。今後も増大し続ける小型機械や交通利用

分野でのニーズへの適応 

6)社会経済調査 3%  技術発達のための長期的な道案内 
合計 100%   
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営するうえでのアプローチ、EU内部でのコーディネートやネットワーク作り、各種イ
ンフラの整備や運営、融資ツール、研究者などの人的資源の管理、知的所有権の管理

などについても簡略ながら説明が予定されている。 

1.3 展開戦略 
展開戦略は、ハイレベル・グループが2050年に描いた長期ヴィジョンに応じて、現

在の化石燃料に基づくエネルギー経済から水素経済に到るまでの移行過程で必要とな

る社会的・経済的な努力を見通し、ステップ毎に重要な課題を定め、それらの実現の

ための基本的な方針や道筋を示すものである。戦略的研究アジェンダと並んで、水素・

燃料電池テクノロジー・プラットフォームに要請されたもっとも重要なアウトプット

となっていた。欧州の水素・燃料電池関連の企業代表者を中心に構成された展開戦略

パネルは、2004年12月6日、ほぼ完成されたかたちでドラフト・レポートをアドヴァ
イザリー・カウンシルに提出し、それが一般にも公表されている。以下では、その概

要を紹介する。 

○全体のアプローチ 

展開戦略は、2050年を見通したうえで、中間点としての2020年における状況を描
いたうえ、現在の状況を、技術的側面、社会経済的側面から評価したうえ、2020年
に期待される状況に到達するためには、どのようにしたらよいかと考察している。

これらは次のような問いで論理付けられ論述されている。 

・わたしたちはどこに行こうとしているのか：目指されて通過すべき点として2020年
に期待される状況が、スナップショットとして大まかに描かれる。 

・（それに対し）わたしたちの現在の位置はどのようなものか：水素生産、貯蔵、利

用分野（定置利用、交通輸送利用、携帯利用、ニッチ市場）毎の水素・燃料電池技

術の現状評価。 
・目標点にたどり着くには何をすべきか：社会経済面で実施すべき各種努力の説明と

しての展開戦略 
 
○2020年のスナップショット：2020年に見通される水素・燃料電池の利用 

展開戦略パネルは、ヴィジョン・レポートが描く2050年のヴィジョンに到る中間
点として2020年を選んだことを、戦略的研究アジェンダとの連係で、一定の研究開
発成果（戦略的研究アジェンダが第一のステップとして具体的な研究開発テーマな

どを記述しているのは2015年である）を受けた水素経済の進展が2020年に見通され
るためとしている。ここから展開戦略は2020年の水素・燃料電池市場を、燃料電池
の販売数など端的な経済規模によって提示している。そのうえで燃料電池の利用市
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場に関しては、想定された市場規模に達するために必要な性能などを提示している。

このため戦略的研究アジェンダでは必ずしも明確に打ち出されていない、一定の利

用規模を獲得するために必要な性能目標などをはっきり示している。 

2020年に見通される水素・燃料電池の利用の展開戦略は、主たる用途別に、EUにお
ける水素・燃料電池ユニットの年間販売数、2020年までの累積販売規模、各市場のス
テータス、燃料電池システムの平均出力、燃料電池システムのコスト・ターゲットを

次の表にまとめている。この表は2020年のEUの水素・燃料電池市場に関し、文字通り
のスナップショットとなっている（表2参照）。 
 

表2 2020年の水素・燃料電池のEU市場規模見通し 

 
出典：The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform, Steering Panel, Deployment Strategy  

 
○ 現状認識から2020年へ 
水素生産、貯蔵・配給、FC利用（携帯、定置、交通輸送）の三つの領域に関し、

展開戦略は2020年までに水素・燃料電池の利用拡大に寄与できる技術を同定し、その
時点で必要な性能目標とそれに伴う各市場の規模などを示している。 
 
○  社会経済評価 

2020年のスナップショットに描かれた状況実現のためには、技術的な障害だけでは
なく、エネルギー経済の全体を条件付けている法規や市場環境など、より広範な社会

経済の要因整備が必要である。展開戦略はそうした要因のうちでも最も重要なものを、

次の五つの事項としている。 
•全体的なヴィジョンも含めた水素・燃料電池経済に対する政府のコミットメントと
持続可能な成長の必要性に対する高い意識 

•研究と実証活動におけるニーズへの対応も含めた公的助成政策 

 携帯用FC （電子
機器用） 

移動電源用 定置利用CHP／発
電 

道路交通用 

水素FCユニット年
間販売数 

2億5000万ほど 10万1Gwe規模 10万～20万
2-4GWe  

40万～180万 

2020年までの累積
販売規模 

未詳 60万6GWe  40万～80万
8-16GWe  

未詳 

2020年の市場の状
況 

成熟市場 成熟市場 成長市場 大量市場立ち上が

り時期 

FCシステム平均出
力 

15W  10kW  3kW（ミクロCHP）  
350kW( 産業CHP)  

 

FCシステム・コス
ト目標 

1-2ユーロ/W  500ユーロ/kW  2000ユーロ/kW 
（ミクロCHP）  
1000-1500ユーロ
/kW （産業CHP）  

年15万ユニットで
100ユーロ/kW 以
下 
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•水素・燃料電池及び関連水素転換技術に関し、メーカー、インフラ整備事業者、ユ
ーザーにとり信頼でき長期的なセキュリティーを提供できる調和化された税制・

経済支援政策 
•公共行政活動（公共輸送プロジェクトや行政公共活動関連水素車輌群など）を含ん
だ教育と一般の意識向上活動 

•水素利用を可能にし、効率的な熱電併給システムの給電網アクセスを容易にする法
規制度上の障壁除去と法規・標準の設置 

 
○ 展開戦略のスケジュール 
展開戦略は最後に、これまでに説明された活動を2020年に向け、どのようなスケジ

ュールで実施すべきかを示している。そこにおける基本的な目安は、定置利用に関し

ては2015年までに、交通輸送利用に関しては2020年までに商業化が達成される一方で、
フォークリフトなどの特殊車両や電子デバイス用携帯利用などのニッチ市場・初期市

場に関しては2007-2010年までに商業化が開始されるというものである。 
 
 

1.4 EUレベルの研究開発の状況 

EUとしての水素・燃料電池関連の研究開発はフレームワーク計画の下で実施さ
れている。1999-2002年の第五次フレームワーク計画では1億4500万ユーロほどが
水素・燃料電池関連の活動に投入されていた。 

現在進行中の第六次フレームワーク計画(2002-2006) において水素・燃料電池関
連活動は、主に「持続可能なエネルギー・システム」プログラムの下で実施されて

いるが、2002年以降の水素・燃料電池の戦略的な位置付けから、助成予算は大幅に
強化されている。この他、「持続可能な陸上交通」「航空宇宙」「ナノ科学・ナノ

技術・プロセス」のプログラムにおいても、水素・燃料電池関連のプロジェクトが

実施される。 

また第六次フレームワーク計画全体の戦略方針から、プログラムの下で助成され

る活動はEUにとって有意義なインパクトを持ちうるべく、欧州の主要な、もしく
は最低でも一定規模の研究開発能力を結集したものとなるように運営されている。

水素・燃料電池関連でもこの方針は、すでにみた水素・燃料電池テクノロジー・プ

ラットフォームの設置の動きと相まって、着実に適用されている。 

第六次フレームワーク計画における水素・燃料電池関連のプロジェクト公募は、主

要なものとしては2002年12月に開始され2003年３月に締め切られた「持続可能なエネ
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ルギー・システム」第一回公募と、2004年12月に締め切られた第三回公募の二回であ
る。第一回公募では約1億ユーロ分のプロジェクトが選択され、実施されている。欧州
委員会はこの後、第三回公募とそれ以外の他のプログラムとの合同プロジェクト公募

などを通じて、1億5000万ユーロほどの助成を予定しており、第六次フレームワーク
計画における水素・燃料電池に対するEUの助成規模は2億5000万ユーロ程となる。 

1.5 法規・標準関係 

水素・燃料電池の利用拡大に必要となる各種設備機器の安全基準などEUの準備
は、フレームワーク計画の下で行われている。水素・燃料電池に関する標準など技

術基準は、自動車など世界市場製品に係わるものであり、欧州レベルさらには世界

レベルで調和化される必要がある。このため欧州メンバー国レベルでも関連の安全

基準などに係わる作業があるが、中心はEUレベルでの標準や法規関連のルールを
準備し、それを日米など世界の他の市場においても有効にすべく努力が進められて

いる。 

EUレベルの標準関連作業としては基本的に二つのプロジェクトに整理される。一つ
は第五次フレームワーク計画において実施されたEuropean Integrated Hydrogen 
Project（EIHP）で、EUにおける水素・燃料電池自動車と水素補給スタンドに関する
標準を準備するもの。もう一つは”Hysafe”と呼ばれる第六次フレームワーク計画下で
現在進行中のプロジェクトで、こちらは水素の利用全般における広範な安全などの技

術基準に係わっている。 
 
２．フランスおよびイギリスの状況 

 
2.1 概況 
フランスとイギリスにおける水素･燃料電池に関する取り組みでは現在、いずれの国

も EU の枠組みに自国のプロジェクトを組み入れることを基本的な戦略にしている。
これは特に、EU が打ち出しているクイック･スタート･プロジェクトの誘致に係わっ

ている。 
イギリスの場合、エネルギー市場の規制緩和の流れから、地域・地方レベルで、水

素・燃料電池を柱にした地域経済プロジェクトが複数あり、それを介してクイック・

スタート・プロジェクトの誘致を目指している。これと関係して、従来これらの国で

実証プロジェクトを立ち上げにくかったのは、実証用の燃料電池を米国もしくはカナ

ダのものに依存していたことが主因であった。この状況を変えるため、フランスもイ

ギリスもニッチ市場（すきま市場）での初期の利用が見込める定置用PEMFC（高分子
電解質形燃料電池）に関し、国内メーカーの育成に力を注いできた。仏Axane 社、英
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Intelligent Energy社がその成果である。 

研究開発体制では、フランスがPACo（燃料電池技術研究ネットワーク）を通じた助
成スキームで実施機関の中心を仏原子力庁（CEA）としているのに対し、イギリスは
DTI（貿易産業省）と物理工学リーサーチ・カウンシル（ESPRC）を助成スキームと
して、実施は企業か大学、もしくは両者の共同プロジェクトとして行われている。フ

ランスはプロジェクト助成と機関助成を合わせて年間4000万ユーロ、イギリスはDTI 
の年間助成予算を200万ポンドほどとして研究開発が行われている。研究開発努力は両
国ともさらに強化されるが、燃料電池（PEMFCとSOFC（固体酸化物燃料電池））を
中心にした支援である。水素関連ではCEAを持つフランスに対し、イギリスは実施組
織が大学中心で層が薄い。 
 
2.2 フランス 

フランスは水素・燃料電池に対する取り組みに関して、他の新エネ技術と同様に、

欧州内では別格のドイツを除いても後発国に属する。しかし国立科学研究センター

（CNRS）と大学の提携を中心にした学術的な研究の他、仏原子力庁（CEA）の様
に公的研究開発では、エネルギー分野での基礎から応用にいたる優れた技術研究開

発能力を持っている。これに対しごく最近まで国営であった電力ガスのユーティリ

ティーを含め、企業における研究開発は、工業ガス最大手のAir Liquideを除けば積
極的なものは少ない。 

研究開発上の戦略的課題としては、実証プロジェクトの実施が少なく、今後の水

素・燃料電池の利用拡大において、技術提供面に限らずユーザー・サイドの需要面

も含め、全体的に遅れをとることが懸念される。EUレベルでの実証プロジェクトへ
の仏企業の参加はかなり多いが、EUプロジェクトは小回りが効かず、開発製品の実
証には必ずしも適していない。フランスは自国の助成スキームPACo（燃料電池技術
研究ネットワーク）の枠組みで、ドイツとの共同実証プロジェクトの立ち上げを画

してきたが、これまでそれはすべて失敗したという（仏環境・エネルギー管理庁

ADEMEの研究開発部長のインタビュー）、こうして現時点では、EUが積極的に準
備している大規模実証プロジェクトなどの国内実施など、EUの枠組みを最大限に活
用することを重視している。 

燃料電池分野について一定の研究開発活動をもつフランスであるが、エネルギー

としての水素については、戦略的な位置付けを与えられてはいなかった。ここには

二つの理由がある。 

第一はエネルギー・キャリアとしての水素の将来性自体に、フランスの中では懐



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.971,  2006. 1. 25 

27 

疑的な見方が少なくないことが挙げられる。これは今後のフランスのエネルギー技

術分野での研究開発戦略を勧告した報告書「新しいエネルギー技術」（2004年6月）
にはっきり言われている。同報告書は、政財界の有識者を中心にした報告書作成グ

ループが、官民の関連主体から幅広く意見を聞き、今世紀半ばまでという長期的な

見通しのうえで、フランスのエネルギー技術に関する研究開発の指針を提示するも

のである。この作成過程で、バイオガソリン、化石燃料、原子力、水素に関しては

報告書作成グループ内でも意見が分かれ、特に水素については次のように言われて

いる。 

水素：原子力、化石燃料、バイオガソリン、水素の四つに関して報告書作成メン

バーの中で意見が分かれたが、もっとも激しい議論が交わされたのは水素に

関するものであった。CO2フリーの利用となるために必要な技術的課題、イ

ンフラ整備に莫大な投資が必要になる他、水素利用の実現可能性自体に懐疑

的な見方をする側からは、日本や米国のように水素・燃料電池への取り組み

に熱心な国は、他のエネルギー技術にも等しく取り組んでいることが指摘さ

れた。ここから最終的に報告書作成メンバーは、将来のエネルギー・キャリ

アとしての未知な部分はあっても、世界的な動向と欧州レベルの決定に対応

しつつ、将来的に水素経済が実現された場合に取り残されないための備えと

しても、水素研究を重視すると結論した。 

こうした報告書の記述からは、水素はエネルギー政策上の今後の選択肢の一つに

止めるべきとし、それ以上の役割を現時点からあてがうことに対する反対が強いこ

とが分かる。燃料電池開発の必要性は明白でも、水素経済への移行というエネルギ

ー戦略上の大きな流れの上にそれを位置付けることに関しては、フランスの決定責

任者間で意見は一致していない。 

水素・燃料電池に関する総合的な戦略がフランスに欠如しているもう一つの原因は、

エネルギー技術に関する研究開発体制にある。これも報告書「新しいエネルギー技術」

が指摘している通りで、この分野でのイニシアチブは特定エネルギーの開発を使命と

する事業エージェンシーに委ねられており、米国 DOEや日本の経済産業省のように、
エネルギー技術政策を管轄している省庁が政治的なイニシアチブを発揮するのが不可

能なことである。フランスの水素・燃料電池関連の研究開発助成予算は、研究省、経

済・予算・産業省、国土交通省、環境省などの予算が、CEA（管轄省は国防省と経済・
予算・産業省）、ADEME（管轄省は環境省、研究省、経済・予算・産業省）、CNRS
（研究省）などを通じて使用されている。このため水素・燃料電池活動にどの規模の

助成があるかといったデータはまとめにくいし、プログラムにどれだけの予算を配す

といった決定は、省庁間で大きな調整が必要になる。報告書「新しいエネルギー技術」
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は、エネルギー環境分野は大きな転換期にさしかかっており、エネルギー技術に関し

ても戦略的な判断が不可欠であり、研究開発実施主体を中心にしたこれまでの研究開

発の方向性決定体制を、政府が決定するプログラム主導型にすることを提案している。 
 
 
 

2.3 イギリス 

イギリスは燃料電池分野の国内産業競争力の強化のための体制作りを2002年に開始
し、2003年には産学官の共同体制を設置し、燃料電池技術の強化と発達のための戦略
を策定した。2004年にはそれに続き水素関連分野について、同様の作業が行われ、水
素戦略の大枠が示されたところである。 

2003年9月に発表されたビジョン・ペーパーは、燃料電池の利用に関する未来のス
ナップショットを、短期（2003-2007）、中期（2008-2012）、長期（2013-2023）と
区切って概観したうえ、その状況にイギリスの現状を照らし合わせながら、何が必要

かを提示している（表3参照）。 

イギリスの水素・燃料電池関連の研究開発は、燃料電池を中心にDTIが技術開発
活動を助成する一方、物理工学リサーチ・カウンシル（EPSRC）が大学における研
究開発を助成している。DTIは1992年から燃料電池に関する研究開発を助成してき
たが、当初は調査研究が主体で、イギリス国内の技術開発能力の育成に力を入れだ

したのは最近という。この他にカーボン・トラストがCO2排出削減のためのプロジ

ェクトを支援助成している。大学でもDTIの研究開発助成でも、燃料電池関連の助
成財源は新エネルギー・再生可能エネルギー技術の予算ラインで管理され、これま

では全体的にみて再生可能エネルギーの優先度が高かった。 

これらの政府助成の他、2000年以降、地域レベルで水素・燃料電池の利用発達を介
した地域産業の活性化を図る取り組みが数多く開始されている。 

以 上 
 
出典：「100005891 欧州における燃料電池及び水素の動向調査」NEDOパリ事務所、2005.3 

 
上記の報告書はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）

より閲覧・ダウンロード可能 
なお、ドイツの状況については下記のNEDO成果報告書をご参照下さい。 

「100005739 ドイツにおける燃料電池・水素の開発動向調査」NEDOパリ事務所、2005.3 
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表3   燃料電池の利用に関する未来のスナップショット（イギリス） 

 

出典：A Fuel Cell Vision for the UK 2003  

 短期2003-2007 中期2008-2012 長期2013-2023 

イギリスにおけ

るアプリケーシ

ョン 

・ニッチ市場：非連系発電、バッ

テリー代替、バッテリー充電、補

助電源、軍事用 

・ニッチ市場：発電及び熱電併給

（家庭用熱電併給）、公共サービ

ス／商用の専用車輌群 

・定置・携帯・交通輸送などの用

途で一般市場に拡大 

実証活動 ・定置用では発電／熱電併給（数

kW-数百kW）、交通輸送用では
バス・商用車・専用車輌群の実証

プロジェクト（燃料インフラも含

む）への政府助成 

・都市部で専用車輌群の大規模実

証。定置用では家庭用熱電併給を

含む分散型発電（数kW からMW 
規模）。 
・水素グリッドと再生可能エネル

ギーによる水素生産の連係 

・改善目的の実証活動が、企業の

ニーズにより、企業の資金で実施

される 

政府 ・関連業界、特にFuel Cell UK と
の協力により、経過点とスケジュ

ールを明示したロード・マップと

長期ヴィジョンの作成。 
・エネルギー環境政策上の目標に

貢献するための税制ツールや公

共調達支援の設置。 
・パイロット・プロジェクトとし

て水素クラスターを可能にする

ための給電網へ接続ルールの決

定 

・継続性を重視した明確な政策設

定。 
・分散型発電（再生可能エネルギ

ー発電を含む）の給電網接続ルー

ルの確立。 
・利用拡大の立ち上がりを促進す

る新たな目標設定 

・クリアーで整合的な政策フレー

ムワークによる、将来に対する安

定した見通しの提供 

研究 ・競争段階前の産学協同メカニズムとして、DTI、関連リサーチ・カ
ウンシル、カーボン・トラストによる総合的なプログラム。世界の他

の地域の資金と重複努力を避けるため、国際プロジェクトへの参加増

加。以下を焦点とする。  
・次世代材料（触媒／電解質膜／電極） 
・燃料（特に再生可能エネルギー）と燃料プロセス 
・水素貯蔵と水素グリッド 
・水素経済（燃料電池との統合） 
・制御、製造、自動化技術を含めた総合的な燃料電池システム 
・供給チェーンの開発 
・健康安全面 
・高温PEMFC  
・エレクトロライザー 
・マイクロ燃料電池 
・ライフ・サイクル・コスト評価も含めた社会経済調査 

・次世代システム（ミニチュア化

やバイオ・システムなどに焦点を

当てた） 

法規・標準 ・通常のルートを通じた国際標準

開発プロセスへの参加貢献。 
・国内のテスト認証能力の開発 

・期間終了までに全アプリケーシ

ョンに関する整合的かつ分かり

やすい標準設置 

・国際・国内の両面で、新しい展

開を反映させた標準の見直し修

正 
融資 ・融資手段は限られ、ハイ・リス

ク、ハイ・リターン投資。 
・公的融資としてはカーボン・ト

ラストに一本化。 
・場合によっては、官民合同融資

スキームの設置 

・融資は容易になり、リスクに対

するリターンも小さくなる 
・簡素かつ多様な融資手段が可能

になる。 
・ベンチャー・キャピタルではな

く事業拡大融資となる 
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