
 

1 

 

水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク 

水素・燃料電池分野 全体討議議事要旨 

 

日時： 2019年 6月 20日(木) 17:10-17:50 

場所： 経済産業省 本館地下 2階 講堂 

委員： 鈴木委員（トヨタ自動車（株））、高野委員（（株）本田技術研究所）、辻中委員（（一

社）日本ガス協会）、原委員（（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構）、小

野委員（経済産業省） 

 

議事要旨 

小野委員：  私と NEDO の原さんとで全体討議を進める。評価・課題ウィークの後半は

学術的になってきた、前半とは雰囲気が違ってきたという印象。本日はじめに、

経産省から戦略ロードマップの話があり、経産省としては、2030 年に向けて、

国としての水素・燃料電池戦略ロードマップを策定したことをお話した。

NEDO から技術開発ロードマップについての説明があった。続いて、1 月に

開催された課題共有フォーラムにおいて、自動車メーカーから課題の共有が

あった旨の説明があった。本日説明していただいた内容以外にもまだあると

のことだが、国プロとしてどのようにこうした課題に取り組んでいくべきか

については様々な議論があるかと思う。本日は燃料電池に関しては移動体が

中心だったが、定置用についてもまた同じような議論が必要だと感じている。

現在の NEDO 事業については、原委員のご講演にもあったと思うが、2030 年

頃FCVへの実装を目指し、今年度の事業終了までに材料の設計指針を構築し、

その後、5 年間程度は材料開発やシステム開発が続く。その後 5 年間程度は、

燃料電池メーカーの方で製品化、2030 年頃に実用化を目指していく。一方で、

戦略ロードマップで FC に対する目標値を示し、NEDO から技術開発のロー

ドマップが示された。NEDO としては、提案している技術開発ロードマップ

についてどのように考えているかについてコメントいただければと思う。 

 

原委員：     本日の流れを総括していただきありがとうございます。はじめに、経産省江

澤課長から戦略ロードマップを説明していただいた。これには、2030 年にむ

けた国の指標が示されており、さらにそこまでの道筋が提示されている。2017

年発の水素基本戦略において、大きな方向性が出された。それを今年の 3 月

に戦略ロードマップの中で更に目標を時系列に整列していただいている。

NEDO では、さらに国の大きな目標に沿って、技術的な課題を時系列に落と

し込み、研究開発プロジェクトとして率先して研究を進めていく。技術開発ロ

ードマップの取り組みは、オールジャパンで実現させるための取り組みを行
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っている。2000 年代前半から NEDO 全体で水素分野に限らずこうした取り

組みを行っており、どの分野でも産業界やアカデミア、ユーザー、政策立案者

などがそれぞれの言葉で語るため、同じ方向を向くということが難しい。様々

な有識者の意見を取り入れて技術開発の分野のロードマップを作成している

ので、是非、NEDO のホームページを見て活用して欲しい。 

 

小野委員：  本日、METI、NEDO の後、トヨタ・ホンダから課題についてのプレゼンを

していただいた。まだ課題があるということだったが、その課題が全て拾いき

れていないところもあるという中、2030 年の実用化を目指した NEDO のプ

ロジェクトの進捗と課題への対応に対し、どのような印象を持っているか聞

きたい。まず、自動車メーカーの高野委員に意見をお願いしたい。 

 

高野委員：   2015 年からスタートしている NEDO のプロジェクトに関しては、2 年前

（2013 年から 2015 年ごろ）に自動車会社からの要望をまとめている。この

ときはカソード触媒の高性能化についての開発の要望を強く出した。各プロ

ジェクトから、特に高活性化に向けたコアシェル触媒や白金レス触媒、耐久性

を求めたセラミック担体、ビームラインを用いたカソード状態把握など、成果

は出ている。トヨタ・ホンダから発表があったが、両者が実際に FCV を出し

てから、共通の課題が明確になってきている。アノード触媒側の膜劣化、本来

留まって機能しなければいけないラジカルクエンチャーの制御等、車として

出してからはじめて分かってきた共通の課題である。アノード側の過酸化水

素生成の抑制といったテーマに絞ってニーズに対応してもらっていて感謝し

ている。 

 

鈴木委員：   水素・燃料電池に対して、国としてバックアップしていただいていることに

感謝を申し上げる。国プロの 5 年のプロジェクトの途中で大きくテーマを追

加するなど柔軟な対応をとっていただいたことに感謝する。産業界としても、

今まで出そうと思っていなくて出さなかった情報があったことは、燃料電池

そのものに対して良くないということに気づいた。今まで以上に課題を適宜

共有して、必要に応じて方向を修正していく。こうしたやり方や方向性は今後

も検討し、強化していって欲しい。 

 

小野委員：  FCV に関する進め方は、今後も課題を共有しながら進めていくことが明ら

かに良いと思われる。このような機会は我々経産省にも貴重と思うが、事業の

進め方として原様の意見はどうか。 
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原委員：   温かいご意見に感謝する。冒頭で本日の趣旨を申し上げたが、実際にユーザ

ー企業からの生の共通課題というのを共有させていただく機会という点で勉

強しているところである。1 月 23 日に FCV 課題共有フォーラムとしてトヨ

タ、ホンダの協力のもと、課題を共有する場を作らせていただいたが、このよ

うに複数のメーカーから共通課題を聞き取るタイミングをオーガナイズする

ことは公共機関としての NEDO の役割と思っているため、そういうところに

NEDO を使ってもらいたい。共通課題として出てきたもののうち、足の長さ

という観点があると思っており、すぐに実施すべきものと、10 年後 20 年後を

見据えるといった長期的に見るべきものがある。業界個社で、民間で取り組ん

でいくものと、国家プロジェクトのフレームワークで産学連携のスキームの

中で取り組むべきものというものがあるが、そうしたことを吟味しながら、

METI の政策の中の位置づけ等議論しながら、適宜必要なものをプロジェク

ト運営に反映させていくような活動を展開していきたい。 

 

小野委員：  本日のメインは移動体の燃料電池ということなのでこうした形になってい

るが、定置用の PEFC の観点から見ても、本日の講演、研究の進捗状況等を

通してどのような課題があるか、あるいはどのように感じられたか、辻中委員

からコメントいただきたい。 

 

辻中委員：  都市ガス業界では燃料電池が 2 種類あり、本日議論になった PEFC は家庭用

のエネファームである。冒頭で話があったように、家庭用燃料電池は 27 万台

あり、うち 21 万台程度が PEFC である。発売は 2009 年であるが、価格もそ

れから 10 年で 1/3 まで落ち、ますます普及に努めなければならないという認

識である。移動体については、おそらくボンネット内の高温環境下や廃棄物な

どの不純物による触媒被毒による性能低下対応などが大きな課題であろうと

思う。我々都市ガス業界で使っている PEFC でも、発電効率の向上や小型化、

耐久性の向上、廃熱の更なる有効利用、効率化、脱硫装置の低コスト化などの

課題があるが、移動体と課題は同じであると考えている。その意味で、本日発

表のあった NEDO 事業の取り組み内容は定置用 PEFC にも反映できるので

ないかと感じた。今後の話だが、FCV フォーラムのように、研究者やメーカ

ーの間での課題の認識を共有化する試みを続けていくべきと認識している。 

 

小野委員：  定置用についての課題は、移動用の PEFC についてある程度把握すれば転

用できるのではないかと思うが、例えば定置用だから移動体とは違う評価を

しなければならないという部分は特には無いという理解で良いか。 
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辻中委員：   細かい部分には課題があると思うが、大きくは無いと思っている。おそらく

移動体のほうがより細かい課題があるのではないかと思っている。 

 

小野委員：  移動体の PEFC の燃料電池に関する NEDO プロジェクトについて、本日報

告があり、本年度評価対象のものは今年度で終了予定だが、今後、得られた成

果についてはどのようなスケジュールでどのような形で実用化に結びつけて

いくかについて皆様に何か考えはあるか。 

 

原委員：     国家プロジェクトをやらせていただいている中で、先ほど申し上げたように、

すぐに実用化するところは、先の方を見据えている。PEFC は有機系の非常に

複雑なものを評価・解析する部隊と、それを活用しつつ材料の設計指針（コン

セプト）のアイデアを作っていく部隊という二つの大きなテーマがあり、その

中で先生方に研究開発を展開していただいている。プロジェクトの中では、コ

ンセプトやアイデアを作っていき、材料メーカーに組んでいただいているチ

ームもあるが、ここからプロジェクト終了後にそのようなところで具体的な

技術移転等していただき、材料メーカーに材料の開発等をやっていただくの

が、プロジェクト終了後 5 年間程度かと想定している。材料、部材の開発が終

われば、そこから燃料電池メーカー等にその材料を提供しいていただいて、そ

の後量産化、燃料電池に実装する開発を 5 年間程度続けていただき、プロジ

ェクト終了後 10 年後ぐらいに燃料電池車に実装される、という 2030 年の出

口に今のプロジェクトが進んでいる、というところで、立案当初から相談させ

ていただいている。 

 

小野委員：  2030 年ごろの実用化に向けてまだまだ課題があるということを示されたの

が、トヨタ・ホンダのプレゼンだったと思う。今後どのような形で NEDO 事

業を進めていくべきか、燃料電池に関する技術開発を進めていくかというこ

とに関してどのようなことを期待されているのかについて、できれば自動車

会社の委員の方にコメントいただきたい。 

 

高野委員：   原様からあったように、今回のプロジェクトとしては 2030 年を目処として

いたが、NEDO の技術開発ロードマップの 2040 年目標が、今後の本格的な

普及にむけて必要なレベルだと考えている。正直なところ、この目標レベルは

全てにおいてかなり高く、トヨタ・ホンダ単体で取り組むには難しいと思われ

る。FCV フォーラムのように共通課題を出してもらい、アカデミアと共有し

ていくのは良い動きだと考えている。特に FCV フォーラムに関しては、燃料

電池の専門研究者以外にも、材料の研究者（樹脂材料や金属材料など）にも参
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加していただき、課題を共有いただいた。本日は両者とも MEA が中心になっ

た課題を PR したが、他の部材にも課題がある。その課題に対して、燃料電池

以外の研究者がどのように直結、貢献できるかという部分のイメージが難し

いため、予算のスキームなどなどにより、燃料電池の研究をする研究者が増え

るとありがたい。いずれにせよ、2040 年の目標はかなり高く、2030 年以降も

燃料電池の開発が続けられるような事業が継続して欲しいというのが感想で

ある。 

 

鈴木委員：  今の NEDO プロは、触媒性能や耐久性について 10 倍との高い目標を置い

ている。高野委員も言っていたように、2040 年の目標はもっと高い。これを

実現する上で、基盤技術の研究開発は是非、進めていただきたい。基盤があっ

てこそ、将来の普及やコスト低減につながると思っているので、無くてはなら

ない技術である。 

今後できたら良いなということが 2 つある。1 つは、海外に行くと、FC の

学会等には若い人が多い。若い人が継続的にそのような場に参加するという

環境は、将来の燃料電池研究を継続的に高レベルで進めるためには必要な条

件である。我々は若手をどう巻き込むかということについてあまり議論でき

ていないので、そのあたりの取り組みを形にしたい。もう 1 つは、燃料電池の

発電関係、耐久性関係については様々な課題に取り組んでもらっているが、FC

は単に FC があれば動くのではなく、燃料タンクが必要であり、水素貯蔵とい

う分野がある。かなり根本的な課題であり、車として成立するためには、様々

な難しさが分かってきているので、水素貯蔵という分野も今後の NEDO プロ

ジェクトの中のテーマに入れていただけると、移動体をやっている者にはあ

りがたい。 

 

小野委員：  水素貯蔵について高野委員にお伺いしたい。 

 

高野委員：  課題は同様。スタックだけでは何もできないので、水素を入れる容器が必要。

かなり高コスト、かつ様々な技術的な課題があるため、そのあたりに関して

NEDO のプロジェクトの中にいれていただくということに期待している。 

 

原委員：     鈴木委員コメントの、若い人の学会への参加についてだが、電気化学分野は

歴史があると思っている。燃料電池、バッテリー等には流行り廃りはあるが、

そういったところでいかに若い人を惹きつけるか、魅力的に映るようにする

ための取り組みも必要。我々にできることもあると思っており、例えばプロジ

ェクトで成果をあげているのだという点を PR していく等、地道な活動を継続
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したい。 

貯蔵については、多方面から話がある。どのように貢献できるか、政策の中

で経済産業省とも議論しながら進めたい。 

 

小野委員：    評価・課題共有ウィークについては、水素・燃料電池分野の予算をもっと増

やすことにつなげいきたい。そのためには何をしていくか明確にすることが

重要である。もし予算が獲得できて、さまざまな技術課題を解決して実用化に

つなげていく場ができたときに、若い人たちが魅力的に感じて来るようにな

る環境を同時に作っていけると良いのではと思っている。時間となったので

ここで終わりとする。 

 

以上 


