
【再生可能エネルギー】 水素電池 燃料電池  
 

2010 年水素・燃料電池の国際的商業化展開の 
新レポート（米国） 

 
（１）紹介記事：2010 年水素・燃料電池の国際的商業化展開の 新レポートが発表 
 水素経済のための国際パートナーシップ（International Partnership for Hydrogen 
and Fuel Cells in the Economy：IPHE）が 近、米国エネルギー省（U.S. Department 
of Energy：DOE）燃料電池技術プログラムの支援の下で、「2010 年水素・燃料電池の

国際的商業化展開の 新レポート注1」を発表した。同文書では、世界各国が抱えるエ

ネルギー関連課題に取り組むために利用できる技術オプション・ポートフォリオにお

いて、水素・燃料電池が果たすことができる役割がまとめられている。また、技術開

発と商業化を促進する政府方針など、実社会での水素・燃料電池の応用と技術進歩の

例が紹介されている。 
 
 2003 年以降、IPHE のメンバーらは、世界経済への水素・燃料電池技術の導入を加

速させるため活動を調整している。同パートナーシップは、以下の 4 分野を優先度の

高い重点分野としている： 
① 水素・燃料電池技術およびサポートインフラの市場導入と初期市場開拓の促進 
② 広範囲な展開を支援するための方針と規制措置 
③ 政策立案者と一般市民における認知度の向上 
④ 水素・燃料電池と補完的技術の開発に関するモニタリング 

 
出典： 
“2010 Hydrogen and Fuel Cell Global Commercialization Development Update 
Report Released” 
（http://www.energy.gov/news/9908.htm） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
注1 http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/iphe_commercialization2010.pdf 
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（２）レポートの翻訳：2010 年水素・燃料電池の国際的商業化と開発状況 
 

2010 年水素・燃料電池の国際的商業化と開発状況 
 
 水素・燃料電池技術は、排出ガスの削減、エネルギー安全保障の強化、さらに世界

経済の活性化のためクリーンエネルギーシステムの使用を可能にする一つの道筋とな

る。エネルギー効率、再生可能エネルギーと燃料で代表されるクリーンエネルギー技

術のポートフォリオの一つとして、経済性の観点でのバッテリー式電動輸送機器

（battery-electric vehicles）の採用は、これらの目標を達成することをサポートする。

10 年間にわたる国際的研究開発と実証（Research, Development & Demonstration：
RD&D）は現在、水素・燃料電池が市場で競合するために必要な技術的躍進を生み出

している。本レポートは、技術開発と商業化の加速を目的に採用された各国の方針な

ど、世界各地における水素・燃料電池技術の実社会での応用と技術進歩の例を紹介し

ている。 
 

 

 
クリーンエネルギー技術ポートフォリオの一部としての水素・燃料電池技術の利点 
 
 水素はクリーン燃料である。燃料電池として使用された場合、副生物は水と熱の

みである。 
 クリーン水素技術は、国家経済を強化し、燃料電池生産などの産業で質の高い雇

用を生み出す可能性を持っている。 
 水素は再生可能資源から作ることができ、電力と完全に置き換えることができる。

水素を作り出すために電力が使用される一方で、電力を作り出すために水素が使

用される。 
 100 年以上にわたる安全な水素の製造・輸送・使用の事実は、水素が天然ガスや

ガソリンのリスクと同程度であることを示している。 
 水素は様々な国内資源とプロセスにより作り出すことができるため、世界の石油

とガス供給に影響を及ぼす政治不安に影響されない。 
 燃料電池は内燃機関と比較して、2 倍以上のエネルギー効率を持つ。 
 燃料電池には可動部がないため、静かで、振動がなく、メンテナンスもまったく、

あるいはほとんど必要ない。 
 燃料電池は、多くの先進電気・電子デバイスに適した高品質な直流電力を提供す

る。 
 燃料電池は時間の掛かる充電を必要としないため、電気自動車（battery-electric 

vehicles：BEVs）と比較し、ダウンタイムが短く、燃料補給頻度が少ない。 
 燃料電池は、小型の家庭用電気機器のためのマイクロ電源からマルチメガワット

級の発電所に至るまで、あらゆる規模でのエネルギー提供が可能である。 
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 水素・燃料電池技術には、国内の様々な再生可能資源と低炭素資源の使用を可能に

し、定置型、輸送およびポータブル電源部門にまたがる多岐の利用に対応することが

できる。水素・燃料電池技術が本格的商業化に直面している課題は、政策メカニズム

と技術進歩の両面から取り組むことができる。このためには、（首尾）一貫し、重点的

な国際協調を行い、これらの技術を世界のエネルギーポートフォリオに組み込んでい

くことが必要である。 
 
商業活動 

2009 年に、Fuel Cell Today は、世界の燃料電池の出荷が 220,000 ユニットを超え

ると推定した（2008 年比で 40%以上の増加）。これは、政府による奨励策に加え、水

素・燃料電池の性能向上とコスト低減により、従来の技術分野（発電、熱電併給（コ

ジェネレーション）、資材運搬（マテリアルハンドリング）および非常用電源など）に

おける競争力を持つようになってきたためである。 
 
発電とグリッドサポート 

発電と公共事業グリッドサポート向けの、マルチメガワット（MW）規模の燃料電

池システムに対する需要は、増加の一途をたどっている。 
 韓国では、POSCO Power 社が計画通り、Fuel Cell Energy 社（FCE）から 24 基

の溶融炭酸塩型燃料電池（68MW）を購入、設置し、Samsung 社が UTC 社製の

燃料電池（4.8MW）をソウル市郊外の発電所に導入した。 
 
 米国では、オハイオ州の公共事業会社である First Energy 社が、Ballard Power 

Systems 社から実用規模の高分子電解質膜（polymer electrolyte membrane：PEM）

分散型発電燃料電池システム（1MW）を購入した。この設置により、供給側のピ

ーク制御、配電システムのアップグレードの延期、高品質の電力のための電力調

整が可能になり、現地での二酸化炭素（CO2）排出がゼロになる。 
 
 ロシアは、高温合同研究所（Joint Institute for High Temperature）と JSC 社「ケ

ミカル・オートマチックス設計局（Chemical Automatics Design Bureau）」によ

る実証のため、5MW の水素・酸素スチーム燃焼器を設計、試験した。 
 
 2010 年 7 月に、フシナ（イタリア）で Enel 社が操業を開始した水素燃料複合サ

イクル発電所は、この種で初めての工業規模の施設である。この発電所（16MW）

は排出ガスを出さず、約 42%の総合効率を持つ。 
 
 カナダでは、Enbridge 社と FuelCell Energy 社が、公共事業のガス減圧ステーシ

ョン向けに特別に設計されたハイブリッド燃料電池発電プラントの実証を行って

いる。同プラントでは、顧客へ天然ガスを供給する際の副生物である未利用のパ
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イプラインエネルギーを変換し、カナダの約 1,700 世帯の電力を賄うのに十分な

非常にクリーンな電力を作り出している。 
 
輸送 

世界の自動車メーカーの燃料電池電気自動車（fuel cell electric vehicles：FCEVs）
の開発と販売へのコミットメントは増加しつつある。 
 2009 年に、7 社の自動車メーカー（ダイムラー、フォード、GM/オペル、ホンダ、

ヒュンダイ/KIA、ルノー/日産、トヨタ）が、エネルギー企業および政府機関と基

本合意書を交わした。これは、2015 年以降「かなりの数」の水素 FCEV を商業化

し、欧州（ドイツ）、米国、日本や韓国などの注目市場の水素燃料の支援インフラ

の開発促進を目指すものである。 
 
 2009 年に、ドイツの主要な自動車メーカーとエネルギー企業は政府と協力し、「水

素モビリティ・イニシアティブ（H2 Mobility Initiative）」を策定した。同イニシ

アティブは、2012 年～2015 年の間、年間 10 万台以上の電池および燃料電池電気

自動車を生産・販売するための補完的奨励プログラムを支援するために、広範囲

にわたる全国的水素燃料補給ネットワークを展開する予定である。 
 
 同年、日本では、13 社の国内石油・ガス企業が、2015 年までに水素自動車の補給

インフラを展開するために共同で取り組むことを発表した。2010 年に発表された

計画は、2025 年までに、1,000 ヵ所にスタンドを設置し、200 万台の FECV を生

産・販売するとしている。 
 
熱電併給（Combined Heat and Power：CHP、コジェネレーション） 

日本では、家庭において熱と電気を供給するための住宅用燃料電池システムが、急

速に導入されている。政府資金による実証プロジェクトにより、5,000 を超える住宅

用燃料電池ユニットが設置された。政府奨励策と複数のメーカー（パナソニック、東

芝、エネオスなど）が、現在、商業市場への供給に注力していることもあり、日本で

は数千の住宅用燃料電池システムが販売されている。また、トヨタ/アイシン、京セラ、

JX 日鉱日石エネルギー（旧日本石油）、TOTO およびガスタ/リンナイにより提供され

た固体酸化物燃料電池（solid oxide fuel cell：SOFC）ユニットの実証も行われている。 
 

小売企業とメーカーは、燃料電池システムから得られる CHP の恩恵に価値を認め

ている。 
 米国の Whole Foods 社、Coca-Cola 社および Price Chopper 社などの複数の企業

が、自社の商業用施設へ熱と電力を供給するため、大規模システム（ 大 400kW）

を設置している。 
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 オーストラリアでは、SOFC メーカーの CFCL 社が世界のユーザーに向けて販売

を行っている。同社のシステムは天然ガスと再生可能エネルギーを用い、信頼性

があり、エネルギー効率が良く、高品質で、かつ、排出ガスが少ない電力を供給

している。 
 
バックアップと遠隔発電 

バックアップと遠隔発電に適用

することにより、燃料電池システ

ムにとって重要な初期市場が形成

される。 
 インドの主要通信会社の 1 部

門である Wireless TT Info 
Services 社は、オフグリッド・

セルタワー（グリッドを利用

しない携帯電話の基地局）へ

継続的に電力を供給するため

に 、 Plug Power 社 と 200 
GenSys 燃料電池システムの購入契約を締結した。IdaTech 社と Ballard 社もまた、

インドの Acme Telepower 社に燃料電池システムを供給している。 
 
 Motorola 社は、デンマークの公安通信網の 123 の基地局のバックアップ電力シス

テム用に、Ballard 社の燃料電池を使用する予定だと発表した。 
 
 米国では、Sprint 社や AT&T 社などの企業が、自社の携帯電話用中継塔のバック

アップ電源として燃料電池を採用している。ごく 近では、2010 年 9 月時点で、

エネルギー省（Department of Energy：DOE）の米国再生・再投資法プロジェク

トにより、中継塔の敷地に 24 個の燃料電池が設置されている。 
 
 ドイツでは、Deutsche Telekom 社のプロジェクトを含む電気通信産業界で、5kW

～17kW に及ぶ燃料電池バックアップ電力システムが 5 ヵ所に設置された。同社

は燃料として再生可能な水素のみを使用している。 
 
 2010 年後半に開始したドイツのクリーンパワープロジェクトでは、知識の共有、

情報交換、成功要因の特定および共通課題を克服するための協力を通じて、燃料

電池バックアップ電力市場の構築に向けた準備をより一層進めるため、燃料電池

メーカーとエンドユーザーが結集された。 
 
 オーストラリアの配電会社の Ergon Energy 社は、遠隔地の顧客のために、分散型

Fuel Cell Energy 社（米国） 
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発電向け燃料電池システムを実証している。 
 
資材運搬機器 

政府は重要な早期導入者となることで、燃料電池式フォークリフトの明確な事業例

の確立を助けており、その結果、商業施設への売上が急増している。電池式フォーク

リストと比較し、燃料電池式フォークリフトは出力範囲が大きく、再度使用するまで

の充電時間と冷却時間が短く、放電時に電圧降下し難く、電池交換の際の時間のロス

に悩まされることがない。さらに、燃料電池システムは、補給のための場所もとらな

い。 
 
─ 米国では現在、FedEx Freight 社、Coca-Cola 社、Sysco 社や Wegmans 社などの

主要企業が、保有車輌で水素燃料電池を実証している。 
 
─ DOE の米国再生・再投資法プロジェクトにより、2010 年 9 月時点で、276 台の燃

料電池リフト式トラックが商用ユーザーに提供されていた。 
 
 ドイツでは、ノルトライン・ウェストファーレン州が資金提供するプロジェクト

の一環として、Hoppecke Batteries 社が 3 台の燃料電池式フォークリフトを組み

立てた。現在これらのフォークリフトは、ミュンスター市とブリロン市ホッペケ

の BAS F Coatings 社で導入されている。Heppecke 社によるシステムの 適化は、

車輌の大規模導入を準備するためのドイツ国立イノベーション・プログラム

（National Innovation Program：NIP）が資金提供するプロジェクトの一部であ

る。 
 
 米国国防総省（United States 

Department of Defense：DOD）

は、ペンシルベニア州の全米

大の国防物流拠点で、40 台の燃

料電池式フォークリフトと屋内

水素補給設備を実証している。

また、さらに 40 台の燃料電池式

フォークリフトの購入を開始し、

2 ヵ所の追加補給設備向けの資

金提供を受けている。ここでは、

すでに 18,000 回以上の水素補給

が行われている。 
 
 アルバータ州（カナダ）の新たな Wal-Mart 物流センターは 75 台のフォークリフ

Hoppecke Batterien 社（ドイツ） 
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トに投資した。この投資による温室効果ガス（greenhouse gas：GHG）排出の推

定削減量は年間 530 トンで、7 年間で約 200 万ドルの作業費削減にもなる。 
 
エネルギー貯蔵 

水素システムが実現可能なエネルギー貯蔵オプションの役割を果たす。 

 カナダでは、連邦政府、BC Hydro 社、Powertech 社および G.E.社間の協力によ

り、オフピーク時の余剰電力を変換、電解槽を用いて水素として貯蔵している。

結果として、ブリティッシュコロンビア州ベラクーラのディーゼル消費量が年間

20 万リットル削減され、GHG 排出も年間 600 トン削減されると推定されている。 
 
 ロシアのパイロットプロジェクト「いけばな」は、エネルギー貯蔵のため水素を

用い、再生可能エネルギーなどの様々なエネルギー源による発電効率の改善を目

指している。 
 
 ドイツでは、エネルギー貯蔵媒体として水素を使用したいくつかのプロジェクト

が進められている。 
─ 世界 大の風力発電会社のひとつであるドイツの Enertrag AG 社は、エネルギー

を貯蔵するため、風力発電により作り出された水素を活用した、ドイツで第 1 号

となるハイブリッド発電所を建設中である。 
─ メクレンブルク州（西ポメラニア）の RH2-WKA プロジェクトは、変動する風力

エネルギーのバランスをとるため、180MW のウィンドパークと共に、300 バール
注2の水素貯蔵システムを開発している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
注2 圧力の単位のひとつ。 
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政策展開とプログラム 

基本・応用技術の研究開発活動の支援に加え、世界各国では、水素・燃料電池技術

の市場への導入を後押しするため、税制上の優遇措置や補助金などの政策が実施され

ている。水素・燃料電池の研究、開発、実証および展開の取り組みのための政府の財

政援助の総額は、年間 10 億ドル超と推計されている。 
 ドイツでは 2006 年、官民協力体制の NIP 注3が設立され、水素・燃料電池技術の

市場参入を加速するため、10 年間で（産業基金への 7 億ユーロを含む）14 億ユー

ロを提供する。このプログラムには、輸送、定置型および特別な市場向け用途の

ための資金が含まれる。ドイツは 2020 年までに、電池式自動車と燃料電池式自動

車の販売を、それぞれ 100 万台と 50 万台まで拡大することを目標とし、2015 年

に燃料電池式自動車の大量販売を予定している。また、 高 1,000 ヵ所に水素ス

タンドを建築する計画も進んでいる。 
 
 2008 年、欧州燃料電池・水素共同技術イニシアティブ（European Fuel Cell and 

Hydrogen Joint Technology Initiative：FCHJTI）は、欧州での燃料電池と水素

エネルギー技術分野の研究、技術開発および実証（RTD）活動を支援するための

官民協力体制として発足した。同イニシアティブの目標は、カーボンクリーンエ

ネルギーシステムを実現する手段として燃料電池と水素技術の可能性を実現し、

                                                  
注3 水素・燃料電池技術革新プログラム（NIP） 

 
商業化への課題 
 
 水素・燃料電池技術には多くの利点があるが、広範囲な導入を達成するには課

題がある： 
 他のいくつかの代替エネルギーと同様に、水素・燃料電池技術もまた、既存技

術の能力を上回る段階まで開発されていない。技術コストと性能が改善され続

けるにつれ、商業化も増すだろう。 
 現在、安全で、軽量かつ小型の水素システムは利用可能だが、依然としてコス

トが問題となっている。 
 水素・燃料電池システムに対する社会の認知度が低く、水素は安全でなく、信

頼できないという誤解がいまだに広く普及している。より幅広い宣伝と一般へ

のさらなる教育が、こうした障壁を取り除くのに役立つだろう。 
 今日では、炭素回収や貯留システムなど、コスト効率が良く、排出ガスゼロの

水素製造方法が可能で、さらなる開発を通じて改善され続けるだろう。 
 現行の規制と基準は、水素・燃料電池技術の実社会での使用を反映しておらず、

また、国によってまちまちである。しかし、国際協力と調整に対する強力なコ

ミットメントにより、この問題を解消することができる。 
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市場導入を大きく加速することである。欧州委員会（European Commission）は

同プログラムに、2008 年～2013 年に 4 億 7000 万ユーロを資金提供し、産業界に

よる 50％の所要コスト負担を含めると約 10 億ユーロになる。 
 
 日本の大規模住宅実証プログラムは、CHP 燃料電池システムの設置を拡大するた

めに、システムのメーカーとユーザーに補助金を提供している。2010 年 3 月時点

で 5,000 ユニット以上が設置された。定置型燃料電池の設置に向けた政府の補助

金は 2010 年には 7,500 万ドルに上ると推計されている。 
 

 
 米国は 2009 年に、燃料電池の商業化と設置を促進するため、米国再生・再投資法

に基づき 4,200 万ドルを拠出すると発表した。産業界からの参加者によるコスト

分担資金の約 5,400 万ドルと合わせ、この新たな資金は 高 1,000 ヵ所の燃料電

池システムの設置（主に、非常用電源と資材運搬）に向けられる。 
 
 オーストラリア水素エネルギー協会（Australian Association for Hydrogen 

Energy：AA HE）は、水素エネルギーの生産、貯蔵、輸送、安全な流通および

終用途（end use）の知識と理解を深めるために、2010 年 9 月に設立された。 
 
 英国は、新自動車産業成長チーム（New Automotive Industry Growth Team：

NAIGT）および自動車評議会（Automotive Council）、ならびに低公害車局（Office 
of the Low Emissions Vehicles）を設立し、2011 年 1 月から、電気自動車（ 高

2 億 5,000 万ポンド）、プラグイン電気自動車および水素燃料電池自動車を対象に、

1 台につき 5,000 ポンドの補助金交付を開始した。 
 
 政府による燃料電池技術支援が拡大すると共に、CHP の商業展開が拡大すると予想

されている。韓国では 2010 年、家庭用燃料電池を購入する際、価格の 80％を国が負

エネファーム 住居用 CHP 燃料電池（日本） 
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担する助成金プログラムが開始した。同プログラムの助成規模は、2013 年～2016 年

には購入価格の 50％まで、2017年～2020年には 30％へ縮小される予定である。また、

2025 年までに世界の燃料電池の出荷の 20％を供給し、国内で 56 万の雇用を創出する

という意欲的目標を発表した。ソウル市の戦略的計画には、2030 年までに再生可能エ

ネルギー全体の 47％を燃料電池により作り出すことが含まれている。これは、ソーラ

ー、地熱およびその他すべてのクリーンエネルギー技術を合わせて作り出される電力

量を超える。 
 
 デンマークは、2025 年以降に販売される全ての新車を、電気自動車あるいは水素

駆動自動車にすることを目標に掲げた意欲的なクリーン自動車プログラムを発表

した。 
 
技術開発 

実証プロジェクトは、水素・燃料電池技術の有効性を確認し続けている。過去数年

間の急速な技術開発により、世界各国の自動車メーカーや政府機関は、2015 年までに

FCEV（燃料電池電気自動車）と水素燃料補給用インフラを商業展開することを示唆

している。 
 
水素インフラ 
 世界には、操業中または計画段階にある水素スタンドが何百もあり、その数は急増

し続けている。ドイツ、日本および韓国は、2015 年～2017 年までに、操業する水素

スタンド数が 300 を超えると予想している。 
 
 ドイツのクリーンエネルギーパートナーシップ（Clean Energy Partnership：CEP）

は 2013 年までに、ベルリン、ハンブルグ、ノルトライン・ウェストファーレンの

3 地域に、合計 8～10 ヵ所の

水素スタンド（欧州 大のス

タンドを含む）を設置予定で

あり、2015 年までにこれら

スタンドの再生可能エネル

ギー由来水素の割合を 50％
まで増やす計画である。既存

の CEP スタンドでは、2005
年のプログラム実証活動の

開始以降、12,000 回を超え

る補給が行われている。 
─ ドイツのノルトライン・ウェ

ストファーレン州は、既存の

TOTAL Deutschland GmbH 社、（ドイツ） 
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工業パイプライン（220km）を利用し、ライン・ルール地域の様々な実証プロジ

ェクトと設置プロジェクトへ水素を補給する計画である。 
 
 日本の水素・燃料電池実証プロジェクト（Japan’s Hydrogen and Fuel Cell：JHFC）

は現在、東京の都市部、中部地方、関西地方、九州地方で、14 ヵ所の水素スタン

ドと水素液化施設を１ヵ所運用している。 
 
 ノルウェーでは、（水素自動車が走行できるように水素スタンドを各所に設置した）

水素ハイウェイの水素補給スタンドと小規模用途の需要を満たすために、新たな

電解槽が開発された。その電界槽の開発には、PEM（高分子電解質膜）技術に基

づいた加圧型電解槽と新技術が用いられている。より多くの水素補給スタンドが

操業を始めるにつれ、一部の（水素）製造方法と供給方法が試験される。 
 
 燃料電池式フォークリフトの販売の増加に後押しされ、米国では、資材運搬市場

での水素補給回数が 2008 年の 20,000 回から、2009 年には 120,000 回に達した。

50 ヵ所以上の水素補給スタンドが設置されている米国では、DOE の技術検証プロ

グラム（Technology Validation Program）も軽自動車向けに製造または供給され

た 150,000 キログラム以上の水素が実証された。 
─ カリフォルニア燃料電池パートナーシップ（California Fuel Cell Partnership）

は、2017 年までに、同州に 45 以上の水素補給スタンドを設置するための行動計

画を発表した。同パートナーシップによる世界の自動車メーカーの調査は、同州

の FCEV 数は 2014 年までに 4,300 台以上に、2017 年までには約 50,000 台にま

で増加すると予測している。 
─ 2010年 10月、カリフォルニアエネルギー委員会（California Energy Commission）

は、追加の水素補給スタンドの設置（11 件）用に 1,900 万ドルの資金提供を発表

した。 
 
 韓国では、水素補給スタンド（操業中 6、計画中 4）が備った水素ハイウェイを開

発する取り組みが続けられている。 
 
 英国ではミッドランズ水素リング（Midlands Hydrogen Ring）注4の一環として、

バーミンガムとラフバラに 2 ヵ所の水素補給スタンドがオープンし、ロンドン水

素バス・タクシー実証プロジェクト（ London Hydrogen Bus and Taxi 
Demonstration）の一環として、ロンドン市に水素補給スタンド 1 ヵ所の建設が

                                                  
注4 イーストミッドランズとウェストミッドランズ州に、水素補給設備の集合体を設置することを目的と

したイニシアティブ。（参照：

http://www.hy-ramp.eu/hyramp-members/united-kingdom/british-midlands/british-midlands-ne
ws/launch-of-midlands-hydrogen-ring） 
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計画されている。また、タクシー、バスおよび一般市民の使用のために、補給ス

タンド 6 ヵ所の設置が予定されている。 
 
 カナダでは、Air Liquide 社が、1 日あたり 1,000 キログラムの水素、または 23

台のバスに補給するのに十分な量の水素を供給することができる水素補給スタン

ドを建設し、操業している。このスタンドは、ブリティッシュコロンビア州の 20
台の無公害燃料電池バスに燃料を補給している。 

 
 実証施設の数が毎年増加するにつれ、再生可能水素の製造も拡大を続けている。米

国では、GM 社とハワイ州の天然ガス会社が 2015 年までに、20～25 ヵ所に水素補給

スタンドを建設する意向を発表した。 
 ハワイ州では、米国空軍が水素の製造と補給スタンドの実証を行っている。水素

は、太陽光・風力エネルギーハイブリッドのシステムを用いた電解により、製造

されている。同州では、開発中の燃料電池シャトルバス実証プログラムが実施さ

れており、オフピーク時の地熱電力により製造された水素が利用されている。 
 
 廃水バイオガスを用いた溶融炭酸塩型燃料電池を基にした、熱・電気・水素を供

給するトリジェネレーションシステムは工場試験され、2010 年カリフォルニア州

オレンジ郡で作動開始した。 
 
 ドイツでは CEP の一環として、ベルリンブランデンブルグ国際空港に世界初の

CO2 を排出しない水素補給スタンドが建設され、近隣のウィンドファームで発電

された電力を利用している。同ウィンドファームは再生可能な水素を製造するた

めに建築された。Linde 社は現在、バイオディーゼルを生産する際の副生物である

グリセリンから水素を製造するために、ロイナの実証プラントを運転している。

このプロセスは、 適化された場合、水蒸気（メタン）改質（steam methane 
reforming：SMR）と比較して、CO2 の排出を 80％削減できる可能性がある。同

社はロイナプラントで製造された水素を使用し、ベルリンとハンブルグの燃料バ

スと乗用車に燃料供給し、また、その他の用途にも使用する予定である。 
 
 米国東部に再生可能な水素の補給スタンドネットワークを構築するための民間の

投資家主導による取り組みである「SunHydro」は、コネチカット州に第 1 号とな

る水素スタンドを建設した。同スタンドは、まず、トヨタハイランダー（FCEV）

10 台に水素を供給する予定である。 
 
 Air Products 社は 2010 年 9 月に、Structural Composites Industries 社との連携

が、ガス状水素の供給コストを大幅に削減するとされるコンプレッサーが不要な

水素補給スタンドの開発につながったと発表した。 
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燃料電池自動車（自動車とバス） 
 次世代 FCEVは有望な試験結果を示している。軽自動車 FCEVについての発表には、

Hyundai/KIA 自動車グループの「Borreg FCEV（SUV 車）」の公開と、早ければ 2012
年の FCEV の量産開始にむけ準備中という同社の声明、Mercedes-Benz 社の 新型

FCEV「200 Series B Class F-Cell」の生産、マツダ社「Premacy Hydrogen RE Hybrid」
の商用リース、そして、英国に拠点を置く Riversimple 社によるレスターでのパイロ

ットプロジェクト向け小型・都市型燃料電池自動車 30 台の導入が含まれる。路上での

走行試験のために 100 台の「Chevy Equinox FCEV」を消費者に提供した GM 社の「プ

ロジェクトドライブウェイ」プログラムでは、2010 年に 140 万マイル以上の走行距離

を達成した。同社によれば、次世代の燃料電池システムは、現世代の「Equinox FCEV」

と比較すると、サイズが半分で、重量が 220 ポンド（約 99.8 キログラム）軽く、貴金

属の使用も半分以下である。 
 
 米国では、トヨタ社、サバンナリバー国立研究所（Savannah River National Lab）

および再生可能エネルギー研究所（NREL）による路上運転試験で、トヨタの「ハ

イランダー」燃料電池ハイブリッド車が、圧縮水素ガスを満杯にしたタンクひと

つで約 431 マイル（約 693.6 キロ）を走行することができ、またガソリン換算で

の燃費が 1 ガロンあたり平均 68.3 マイルであることが検証された。 
 
 政府と産業間の実証パートナーシップは進展を続けている。中国は 2010 年上海万

博で、90 台の中型車、100 台の小型観光カートおよび 6 台の大型シティバスから成る

196 台の燃料電池自動車群を展示した（これまで配備された単一自動車群で 大規模）。

また、2008 年北京オリンピックでは 20 台の Lingyu 社製 FCEV と 3 台の燃料電池バ

スが無公害の輸送サービスの提供に成功し、2009 年には FCEV などの新エネルギー

自動車を実証するパイロットプ

ログラムが 13 の都市で開始さ

れた。さらに 2011 年に、宗明島

を電気自動車のみの実験場にし

て、同島のすべての輸送手段を

FCEV と電気自動車にする計画

である。 
 
 また、カナダもブリティッシ

ュコロンビア州ウィスラー

市での 2010年冬季オリンピ

ックのため、20 台の水素燃

料電池バス（無公害）の運用
2010 年世界万博（中国） 
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を開始した。Ford 社と Daimler 社は燃料電池開発のため、バンクーバー市の

Automotive Fuel Cell Cooperation 社（AFCC）に助力を求めた。AFCC は Ballard 
Power Systems 社自動車部門の後継企業であり、カナダに拠点を置いている。ま

た、世界 大の燃料電池開発センターのひとつである。 
 
 欧州委員会は 2009 年に、当時の世界 大規模の水素バス実証プロジェクトだった

「HyFLEET：CUTE」プロジェクトを完了した。同プロジェクトは、3 大陸 10
都市で、33 台の燃料電池自動車と 14 台の水素 ICE（内燃エンジン）自動車を走

行させた。プロジェクトが実施されている間、10 ヵ所の水素補給スタンドが開設

され、うち 6 ヵ所のスタンドにはオンサイトの水素製造設備が備えられていた。 
 
 米国では、産業界が 152 台の FCEV と 24 ヵ所の水素スタンドの実証を行ってお

り、路上走行において 280 万マイル（約 451 万キロ）を達成し、また 75,000 マイ

ル（約 12 万キロ）の路上耐久性を実証した。カリフォルニア州では、自動車企業、

エネルギー企業および地方・州・連邦政府の連携により、2001 年以降、約 300 台

の FCEV が路上を走行しており、走行距離が約 250 万マイル（約 402 万キロ）に

達した。 
 
 欧州 FCHJTI 注5は 2010 年、CHIC プロジェクト（Clean Energy for European 

Cities）を始動した。これは、過去のすべてのプロジェクトから得た知識や経験を

集めて統合し、安全で、効率的で、商業化が可能で、技術的かつ人間的なシステ

ムを作り出そうとするものである。 
 
 
 CHIC プロジェクトの要点は以下の通りである： 
─ 28 台の中型水素燃料電池バスの導入と水素インフラの整備を通して、欧州の 5 つの

主要都市でクリーンな都市移動性を実証する。 
─ 欧州の 14 地域で、クリーンな都市公共交通システムの開発と、移動性行動計画を

促進する。 
 
 欧州 大の水素自動車実証プロジェクトである CEP は、2008 年～2010 年の間に、

ドイツにおいて、 大 47 台の自動車と 4 台のバスを実証し、2013 年末までに自

動車数を 85 台に拡大する予定である。CEP で使用された自動車は、2005 年に実

証の取り組みが開始されて以降、83 万キロ以上を走行している。 
 

                                                  
注5 欧州 FCHJTI（Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative：燃料電池・水素共同技術イニ

シアティブ） 
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 オランダとドイツの（ノルトライン‐ウェストファーレン）プロジェクトコンソ

ーシアムは 2010 年末までに、ケルン市とアムステルダム市に 4 台の燃料電池バス

（全長 18 メートル）を配置する予定である。これらバスに補給する水素インフラ

もすでに設置されており、今後数年間でより多くのバスが配置されると予測され

ている。さらに CEP の一環として、ノルトライン・ウェストファーレンで、 大

10 台の自動車を導入し、1 ヵ所の水素スタンドを設置する予定である。 
 
 初の「Zemship（Zero Emission Ship：排出ガスのでない船）」は、ハンブルグ

市（ドイツ）のアルスター川で定期航路用船として利用開始された。同船は、2 つ

の海上燃料電池（48kW）と 1 つの鉛ゲル蓄電池を利用するハイブリッドシステム

から推進力を得ている。また、従来のディーゼル船と比較して、2 倍弱の効率性を

持ちながら、100 名の乗客を輸送することができる。 
 
 インドでは、5 社の主要

インド自動車メーカー

と共に、水素・圧縮天然

ガ ス 車

（ hydrogen/compresse
d natural gas）の実証

プロジェクトが実施さ

れている。プロジェクト

の戦略的計画は、2020
年までに 100 万台の水

素燃料自動車を普及さ

せることを呼び掛けて

いる。 
 
 日本では、約 60 台の水素自動車が、JHFC 実証プロジェクト（水素・燃料電池実

証プロジェクト）に登録され、14 ヵ所の水素スタンドを操業している。同プロジ

ェクトに参加しているトップクラスの自動車は 61.3％の効率性と水素 1 キログラ

ムあたり 159 キロの燃費を記録した。 
 
 英国は 2012 年のロンドンオリンピックに備え、少なくとも 20 台の燃料電池ハイ

ブリッドタクシーを開発中であり、さらに 5 台の燃料電池バスがロンドン市内を

運行する予定になっている。 
 

Hamburger Hochbahn AG 社（ドイツ） 
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 2010 年 5 月に、ブラジルのリオデジャネイロ市で、バッテリーと燃料電池とのハ

イブリッドによる都市バスの運行が成功裏に開始され、また補給スタンドを設置

したことは同国にとって実証プロジェクトのハイライトだった。 
 
 近導入された新たな燃料電池バスには、Mercedes 社の Citaro FuelCELL Hybrid
や Proton Power 社の Triplehybrid 旅客バス（燃焼機関を使わず、燃料電池、バッテ

リー、ウルトラキャパシタのみを動力とする）などが含まれる。 
 
技術的分析と経済的分析 

 多くの重要な研究は、石油の輸入量や GHG（温室効果ガス）の排出量を減少させる

ために、様々な軽量自動車の可能性のあるコストや代替案についての、切望されてい

る情報を提供している。 
 
 独自に実施されたこれらの調査は、いくつかの確実な結論に至っているが、その中

でも、水素と燃料電池技術が他の代替技術に対してコスト競争力を持つ可能性が高く、

各国は世界のエネルギー、環境および経済問題に取り組むためにポートフォリオアプ

ローチを取るべきであることを示している。 
 
 30 名以上の業界利害関係者から成るグループの後援の下、McKinsey 社により行

われた 2010 年の調査は、すべてのパワートレインの所有コストの総額が今後 10
年～20 年間で収束していき、電気と水素インフラのコストは同程度の、手ごろな

価格になる可能性があることを明らかにしている。同調査は、今日の ICE からパ

ワートレイン技術のポートフォリオへの進化が起こり、小型車分野と都市部の移

動パターンにおいては、BEV（Battery Electric Vehicles：電気自動車）が特に魅

力的で、より長距離を走行することから中型～大型車分野では FCEV が大きな可

能性を示していると結論付けている。 
 
 米国では、米国学術研究会議（National Research Council）が、水素燃料電池自

動車（Hydrogen Fuel Cell Vehicles：HFCV）とプラグインハイブリッド電気自

動車（Plug-in Hybrid Electric Vehicles：PHEV）についての 2 つの調査を発表し

た。同調査は、HFCV と PHEV の限界コストの増加が同様なものである可能性が

あるとしている。 
 
 国際エネルギー機関（International Energy Agency：IEA）の「輸送、エネルギ

ーおよび二酸化炭素（CO2）：持続可能性への動き」は、水素 FCEV と EV が、石

油の使用削減という点で、2050 年までに大きな役割を果たすと予測している。 
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 2009 年の GermanHy 注6による調査は、自動車の開発目標を達成することができ

れば、燃料電池と水素を使用した移動は現在のコストレベルで実現可能だろうと

結論付けた。同調査は、水素価格が 2020 年には 1 キログラムあたり 4 ユーロ～5.5
ユーロの間になり、2030 年には 3.5 ユーロ～4.5 ユーロになると予測している。

2050 年までに、自動車からの CO2 排出は 1 キロあたり平均 40g まで（採掘から走

行による消費まで注7）、軽量自動車では平均 20g まで（燃料タンクから走行による

消費まで）、大幅に削減することができる。 
 
 2010 年 9 月に、米国の組織 Fuel Cells 2000 は、38 企業による燃料電池利用の成

功例を紹介した「燃料電池を利用した事業の実例」を発表した。 
 
研究成果 

 広範な国際協力と革新的研究開発に加えて、トランスフォーマティブな革新的エネ

ルギー技術の開発に対する投資の拡大により、水素と燃料電池技術、そして、これら

の成長を支援するのに必要な生産・貯蔵・輸送インフラにおいて、相当な進歩がもた

らされた。 
 
燃料電池 

 推定される燃料電池システムは、今日の 高技術を用いているため、コストが減少

し続けている。今日の 高技術を使い 80kW の自動車 PEM 燃料電池（高分子電解質

膜：Polymer Electrolyte Membrane：PEM）システムを年間 50 万個生産する計画に

基づいた米国 DOE のモデル化されたコスト評価は、2003 年の 1 キロワットあたり 275
ドルから、2010 年には 51 ドルへと減少した。これにより、燃料電池コストは高性能

内燃機関システムのコストと同程度まで下がり、FCEV が量産された場合には、数年

でコスト効果を持つと考えられる。固体高分子形燃料電池 
 
 研究者らは、燃料電池の耐久性改善とコスト削減において成果をあげつつある。

PEM 燃料電池に関しては、白金（Pt）触媒担持を低下させることがコスト削減を達成

するための主要な目標となっている。米国では、3M 社の研究者らが 2008 年当時の膜

と比較して Pt 含有量が 40%少ない膜（PEM）を、そして、ロスアラモス国立研究所

（Los Alamos National Laboratory：LANL）の研究者らが 2010 年の DOE 研究目標

を上回る、非白金族金属触媒を実証した。 
 
 オーストラリアでは、国家水素材料協会（National Hydrogen Materials Alliance）

の 一 環 と し て 、 オ ー ス ト ラ リ ア 連 邦 科 学 産 業 研 究 機 構 （ Australia’s 
                                                  
注6 GermanHy：ドイツにおける水素供給可能性（水素導入量、水素源、水素供給方法など）の評価検討

プロジェクト（参照：http://www.jhfc.jp/data/report/2008/pdf/eaa_report_01.pdf） 
注7 Well-to-Wheel：1 次エネルギーの採掘から車輌走行による消費まで。Tank-to-Wheel：燃料タンクか

ら車輌走行による消費まで。（参照：http://www.toyota.co.jp/jp/news/04/Nov/nt04_1110.html） 
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Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization：CSIRO）、ク

イーンズランド大学、ウロンゴン大学、サウスオーストラリア大学およびオース

トラリア国立大学が、固体高分子型燃料電池（PEFC）の膜と触媒向けの新材料に

ついて研究開発を行っている。CSIRO は自己呼吸型 PEM 燃料電池スタックを開

発し、この技術の商業化を目指している。 
 
 カナダでの研究は、PEM 燃料電池用の低コスト加湿器（dPoint Technologies 社）

の開発をもたらし、加湿器 1 台あたりのコストを 2,500 ドルから 60 ドルへと大幅

に削減した。Hydrogenics 社もまた、19,800 時間の連続運転が可能な PEM 水電

解槽を実証した。 
 
 中間温度での運転能力を備えた「Nafion」の代替膜、SOFC のエタノール酸化の

ための特定アノードの開発、そして、小さなセルでの出力密度を 85％増加させた

ガス拡散電極界面への改良が、ブラジルの ProH2 プログラムの力強い研究努力の

ハイライトである。 
 
水素製造と流通 

再生可能水素製造のためのより安価な低コスト化が研究されている。再生可能エネ

ルギーを動力源とした電解槽を使用して水から水素を製造することは、有望かつ再生

可能な経路である。例えば、米国では現地で分配された電解を利用した水素製造の独

立したレビューによれば、量産すれば、1 キログラムあたり 4.90 ドル～5.70 ドルの範

囲になるとのことである。 
 
 オーストラリアでは、CSIRO と複数のパートナー大学により、太陽熱改質による

水素製造についての研

究開発が行われており、

クイーンズランド大学

が、いくつかの大学のバ

イオマス由来水素製造

関連プロジェクトを調

整する国際ソーラー・バ

イオ燃料コンソーシア

ムを指揮している。 
 
 欧州では、HYDROSOL

プロジェクトにより、

100kW 規模のパイロッ

トプラントが設立され、
Hydrogen Park（イタリア） 
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実際の条件で、集中太陽放射を用いた熱化学的水分解による水素製造が可能であ

ることを実証する。同プロジェクトは現在、1MW の実証プラントの建設に焦点を

合わせている。 
 
 原子力による水素製造が継続的に進展している。米国は 2009 年、原子力による水

素製造のための 3 つのプロセスをテストした。研究室規模の統合高温電解ユニットが、

アイダホ国立研究所（Idaho National Laboratory：INL）で 45 日間運転され、1 時間

あたり 5,650 リットルという 大生産量を達成した。サバナリバー国立研究所

（Savannah River National Laboratory：SRNL）は、硫黄蓄積による制限を受けず

に、ハイブリッド硫黄電解槽の運転実証に成功した。サンディア国立研究所（Sandia 
National Laboratories：SNL）、General Atomics 社およびフランス原子力庁（French 
Commissariat à l’Energie Atomique：CEA）が共同開発したヨウ化硫黄（SI）熱化学

サイクルは、1 時間あたり約 100 リットルの水素を作り出し、統合運転に成功した。 
 
 ガス状水素・液化水素の流通経路の将来の予測コストは減少を続けている。水素の

流通コストの減少は、より高容量のチューブトレイラー、より低コストのパイプライ

ン材料、圧縮・液化技術についての研究開発により可能となっている。米国のガス状

水素・液化水素の流通経路の推定コストは 2005 年のコストと比較し、約 15％～30％
減少した。 
 
 化学産業からの副生水素は、初期のインフラ開発を支援するための良い機会を与え

ている。ドイツのノルトライン・ウェストファーレン州で行われた調査は、化学産業

からの副生水素の可能性を強調しており、同州には 6,000 台のバスまたは 300,000 台

の乗用車（年間 35,000 トン）の燃料を賄うのに十分な副生水素が利用可能であるとし

ている。カナダは現地の電気化学プラントを通して、水素が豊富に含まれている産業

排水を利用し続けている。液化施設と燃料施設の開発は、同国の水素ハイウェイイニ

シアティブに貢献し、経済状態を改善し、また、輸送分野の炭素強度と大気汚染物質

を削減するために、現地で排出された水素の燃料利用への実用性も改善するだろう。 
 
水素貯蔵 

 圧縮タンクと極低温タンク技術は、研究開発により改善されている。米国は 2009
年、水素貯蔵エンジニアリング研究拠点（Hydrogen Storage Engineering Center of 
Excellence（COE））を設立した。この新たな拠点は、車輌に搭載された水素貯蔵シス

テムのシステム統合と試作品開発に取り組む予定である。これは 5 年間の取り組みと

して計画され、 終的に、 高で 3 つのサブスケール試作システムを製造予定である。 
 
 米国の研究者らは、350～700 バールの圧縮ガスを貯蔵するための車輌用水素燃料

タンクシステムの設計を修正・改善し、容量が増加され、増分コストが削減され
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た 。 ロ ー レ ン ス ・ リ バ モ ア 国 立 研 究 所 （ Lawrence Livermore National 
Laboratory：LLNL）も、従来の液体水素と比較しコスト結果が有望な、極低温圧

縮水素貯蔵のための極低温容器を設計・製造した。 
 
 オーストラリアでは、いくつかの大学が大学の枠を超えて、リチウム、マグネシ

ウムと他の軽金属、炭素および多孔質材を用いた、水素貯蔵についての重要な研

究プログラムを実施している。 
 
 欧州では、NESSHy プロジェクトが、低圧水素貯蔵のための固体材料の開発、評

価を続けている。また、ロシアも先進水素貯蔵開発を継続して重視している。 
 
規制、規格および基準（RCS） 
 現在、国際規制、規格および基準（RCS）の策定が行われている。協力的・国際的

RCS の 取 り 組 み に 関 与 し て い る 標 準 開 発 機 関 （ Standards Development 
Organizations： SDOs）と国際組織には、国際エネルギー機関水素実施協定

（International Energy Agency（IEA）Hydrogen Implementation Agreement（HIA））、

国連欧州経済委員会（United Nations Economic Commission for Europe：UNECE）、

国 際 技 術 規 制 （ Global Technical Regulations ： GTR ）、 国 際 電 気 標 準 会 議

（ International Electrotechnical Commission ： IEC ）および国際標準化機構

（International Organization of Standardization：ISO）が含まれる。RCS に関する

国際協力の注目すべき例として、以下が挙げられる： 
 
 IEA HIA タスク 19： 水素エネルギーの幅広い導入に対する安全性関連の障壁の

克服に取り組む国際専門家の連携。取り組みには、リスク分析法の改善、知識の

差を埋めること、実験データと試験データの共有が含まれる。これは、必要以上

に制限しない規格や基準を作るためのリスク情報告知という基礎を築くことを目

指す。 
 
 欧州連合（EU）HySafe プログラム： 水素スタンドを承認するためのハンドブ

ック（HyApproval）、水素スタンドの設置許可ガイド（HyPer） 
 
 IEC/技術委員会（Technical Committee：TC）105 と ISO/TC197： 水素・燃料

電池技術のための基準 
 
 水素燃料の品質規格の科学的基礎を構築するための共同テストとモデリング 

 
 UNECE 研究報告書 29 に基づいた、水素自動車システムのための GTR 第 1 草案

がほぼ完成段階 
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 既存の水素 RCS は、主に、工業的使用と経験に基づいたものである。水素の工業的

使用のための要件は、商業化後の消費者に優しい環境における水素・燃料電池の安全

な使用を管理するのに必要な RCS を必ずしも反映していない。専門用語と規制アプロ

ーチの国際的統一という課題は、国際協力と調整に対する強力なコミットメントをも

とに、取り組み、克服されなければならない。 
 
 欧州では、水素自動車の EU 統一型式認証のための法律が採択された。 

 
 ブラジル技術基準協会（Brazilian Association of Technical Standards：ABNT）

は 2010 年に、以下に役立つ規制を含む、いくつかの規制と規格を策定した： 
─ 燃料電池技術に関する専門用語の統一された定義 
─ 基本的な水素システムの安全性問題への取り組み 
─ 水素燃料の製品規格の定義 
─ 燃料処理技術を利用した水素発生機の使用 
─ 地上車に圧縮水素を補給するための接続装置の使用 
─ 一般的な燃料電池技術 

 
 米国では 2010 年に、大量の水素貯蔵に必要な隔離タンクの設置を縮小するための

重要な研究開発を組み込んだ、新たな規格の草案が発行された。同草案は、構築

環境のためのすべての水素規格要件もひとつの文書に集約している。同文書は許

可プロセスと水素インフラ規制を簡素化し、改善する一助となるだろう。世界各

国の産業界や主要な利害関係者は、材料の水素適合性のための専門的参考文献、

Air Liquide 社（カナダ） 
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優良事例マニュアル、書誌のデータベース、許可の要約、水素事故とそこから

得た教訓のデータベース、そして緊急要員と規格担当官のためのオンライン講座

を利用することができ、実際に使用している。 
 
 カナダでは 2007 年に、ケベック州標準局（Bureau de normalization du Québec：

BNQ）が、カナダ国家基準として、カナダ水素スタンド設置規格（Canadian 
Hydrogen Installation Code：CHIC）を発表した。同規約は、カナダの産業界と

規制当局、エネルギー担体としての水素を承認し、国内での水素設置の承認を促

進するためのガイドとなる。 
 
世界経済における水素・燃料電池 
 水素・燃料電池を世界の経済に組み入れることで、産業、経済、環境および社会の

発展に、多くのチャンスが提供される。これにより、政策立案者、地方や中央の政府

機関、金融と保険機関および広範囲の産業界が関与することになるだろう。政府とし

ては、信頼でき、かつ長期的な奨励策を提供し、国内外の両方で研究開発の協調を促

進することにより、新たなチャンスを活かすことができる。 
 
 協調により、希少資源の 善の利用を奨励するだけでなく、その勢いを維持かつ高

めることになるだろう。水素・燃料電池技術の広範な導入を促進するために多くの活

動を実施することができる。また、技術的障壁を克服するために研究開発と実証への

投資が必要である。 
 
 技術的障壁を克服し、コスト削減するために、研究開発と実証へ投資する 
 産業界、学界、非営利団体を横断したネットワークなど、研究開発での協力を促

進する 
 水素・燃料電池技術の有効性を確認し、RCS についてのフィードバックを実社会

に提供し、インフラの基盤を確立し、水素・燃料電池システムの一般の受け入れ

を後押しする実証プロジェクトを促進する 
 国の RCS や国際 RCS を策定し、採択し、調和させ、そして促進するために、既

存の国際協定を通じて取り組む 
 （水素・燃料電池についての）認知度と市場への取り込みを高めるために、社会

への働きかけと教育を拡大する 
 将来の水素・燃料電池エネルギーシステムを構築、維持、管理する熟練労働力を

創り出すための方法を策定する 
 自ら、水素・燃料電池技術の早期導入者になる 
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 経済における水素・燃料電池のための国際パートナーシップ（ International 
Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy：IPHE）のメンバーは、

水素・燃料電池技術の世界経済への導入を加速させるため、2003 年以降、活動の調整

を行っている。以下が、同パートナーシップの優先度の高い 4 分野である： 
1. 水素・燃料電池技術とそれを支えるインフラの市場浸透と早期導入の加速 
2. 広範な導入を支援するための政策的・規制措置 
3. 政策立案者と一般社会に対する認知度の向上 
4. 水素・燃料電池と補完的技術開発のモニタリング 

同パートナーシップのメンバーには、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、欧

州委員会、フランス、ドイツ、アイスランド、インド、イタリア、日本、韓国、ニュ

ージーランド、ノルウェー、ロシア連邦、南アフリカ共和国、英国および米国など、

18 ヵ国の政府がメンバーになっている。メンバー国の人口を合わせると約 35 億人に

なり、彼らは世界で作られる電力の 4 分の 3 を使用し、世界のエネルギー消費と CO2

排出の 3 分の 2 を占めている。 
 

IPHE および IPHE メンバーの詳細については、以下のウェブサイトから参照でき

る： www.iphe.net 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典：本資料は以下の EERE 記事を翻訳したものである。 
“2010 Hydrogen and Fuel Cell Global Commercialization & Development Update” 
（http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/iphe_commercialization2
010.pdf） 
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