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1. 要旨 
燃料電池を中心とした水素エネルギーシステムは、エネルギー問題、環境

問題への解決策としての期待の大きさから各国の大学、研究機関、企業など

において実用化を目指した研究開発が盛んに進められている。これら水素エ

ネルギーに関わる研究のなかで、自動車用、家庭用に固体高分子形燃料電

池（ＰＥＦＣ）を適用したシステムに対象を絞り、我が国の目指す持続可能社

会の中に水素エネルギーシステムが定着する上で必要となるブレークスルー

技術とその実現に不可欠な重要研究課題の抽出を行い、さらに、その研究

開発の推進方法を議論することにより、今後の研究開発戦略の形成に資す

る事を目的とし、本ワークショップを開催した。 

横浜国立大学の太田健一郎教授を代表コーディネータとし、水素エネル

ギー分野の有識者２５名の参加のもと、「水素製造」、「水素貯蔵・輸送」「燃

料電池（水素利用）」「水素エネルギーシステムの評価とまとめ」のセッション

を設け、現状の研究についての発表とそれに基づく討論を行った。 

討論では、水素エネルギーシステムが実用化されるには多くの困難な技

術的課題を抱え、様々な技術分野で大きなブレークスルーが必要であること

が指摘された。燃料電池車の一次エネルギー消費効率を示す総合効率の

解析では、燃料電池そのものの効率は高いものの、水素の製造、貯蔵・輸送

の際のエネルギーロスが大きく、現状の技術の延長ではエンジン自動車（特

にハイブリッド）と比べて効率の面では大幅に優位とはならない。水素を使用

する側である燃料電池の効率改善と共に、貯蔵・輸送の際のエネルギーロス

を少なくすることも必要である。また、効率だけでなく、燃料電池のコストや耐

久性も大きな問題となっている。耐久性では、触媒、および電解質膜などの

劣化メカニズム自体に不明な部分が多いことから、その対策が困難となって

いるのが現状である。水素システム全体で多くのブレークスルーを必要とする

が、特に水素吸蔵材料の吸蔵メカニズムや燃料電池の触媒、電解質膜の劣

化メカニズム解明など、水素エネルギーシステムに関わる現象の基礎的研究

を重視すべきとの意見が多く出された。これら基礎的研究課題に関して産業

界では、それぞれの企業で、個々に電解質膜等の劣化の解明などを行いつ

つ開発を進めているのが現状である。熾烈な開発競争の中、同業者の中で

情報交換が行われにくいことから、必ずしも開発の効率が良いとは言えない。

社会ニーズ、特に産業界からは、大学、公的研究機関で基礎的物理、劣化

現象の解明を進め、それが積極的に社会に発信されることで、企業の開発が

促進されることが期待されている。 

本ワークショップでは、「総合効率を向上するために必要とされる課題」、そ

して効率に関する課題以外に「実用化のためにブレークスルーを必要とする
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技術」「基礎的、長期的研究課題」の項目について課題を抽出した。 

抽出された項目の内、特に大学、公的研究機関等で行うことが期待される

「基礎的、長期的研究課題」として抽出された課題を以下に示す。 

【水素製造】 

・ 多様な水素製造についての幅広い視点からの基礎研究 

【水素貯蔵・輸送】 

・ 吸収量が多く、かつ低温で水素放出が可能な新規水素吸蔵材料の基

礎研究（吸蔵メカニズム解明を含む） 

・ 液体水素のエネルギーロスの低減技術 

【燃料電池（水素利用）】 

・ セルスタック（特に燃料電池システムの最小構成単位である MEA 

(Membrane Electrode Assembly)内部）での反応メカニズム、劣化メカニ

ズムの解明 

・ 現象解明や、性能評価のための測定技術の開発 

・ 触媒・電解質膜等の新規材料の開発を目的とした基礎研究 

 

 上記抽出された重要課題を含め、抽出された課題について今後、詳細

な検討、優先課題の絞り込み、研究開発推進方法の明確化などを進め、

研究開発戦略の立案に資する予定である。 
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2. 開催概要 
2.1. 概要 
（１） ワークショップの目的 

 化石燃料の大量消費に起因する地球環境・エネルギー問題に対処するた

めに様々な研究開発が行われている。その中で、特に燃料電池を中心とした

水素エネルギーシステムの実現に向けて、その研究開発が各国の大学、研

究機関、企業などにおいて盛んに進められている。しかし将来のエネルギー

システムとして実現・普及するためには総合効率や、二酸化炭素排出量など

が従来のエネルギーシステムと比較して改善されると共に利便性やコストを

受容レベルにする必要があり、未だ多くの課題がある。 

現在、様々な分野で推進されている水素エネルギーに関わる研究のなか

で、自動車用、家庭用に応用が期待される固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）

システムの動向に対象を絞り、そのうえで水素エネルギーシステムが広く社

会に定着する上で必要となるブレークスルー技術とその実現に不可欠な重

要研究課題の抽出を行い、さらに、研究開発の推進方法を議論することによ

り、今後の研究開発戦略の形成に資する事を目的とし、本ワークショップを開

催した。 

 

（２） 参加者 

代表コーディネータ： 太田 健一郎 （横浜国立大学） 

招待講演：   平田 賢 （芝浦工業大学） 

基調講演：   太田 健一郎 （横浜国立大学） 

石谷 久 （慶応義塾大学） 

主査：   竹中 啓恭 （産業技術総合研究所） 

    秋葉 悦男 （産業技術総合研究所） 

    渡辺 政廣 （山梨大学） 

    石谷 久 （慶応義塾大学） 

   他 有識者 19 名、主催者側 １７名、オブザーバー ８名 計 50 名 

 

（３） 日程 

平成１６年４月１０日(土)～４月１１日（日） 

 

（４） 場所 

品川プリンスホテル〒108-8611  東京都港区高輪 4-10-30 

TEL：(03) 3440-1111    FAX：(03) 3441-7092 
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（５） 進め方 

セミクローズドディスカッション方式 

 

2.2. 課題抽出と推進方法 
本ワークショップでは、水素エネルギーシステムが社会に定着する上でブレー

クスルーを必要とする技術とその実現に不可欠な重要研究課題を抽出するとと

もに、研究開発の推進方法を議論することにより、今後の研究開発戦略の形成

に資する事を目的としている。本ワークショップで抽出すべき重要技術・研究開

発課題の分野を図 2-1 に示す。 

重要技術・研究開発課題

• 自動車用および分散エネルギーシステム用の
水素製造、貯蔵・輸送、燃料電池（PEFCを対
象）の各分野で実用化のためにブレークスルー
を必要とする技術

• 総合効率の向上と二酸化炭素の排出削減のた
めに必要とされる課題

• 国が支援し、大学・公的研究機関などで行うべ
き基礎的、長期的研究課題

 

図  2-1 抽出する重要技術・研究開発課題の分野 

ワークショップは、図 2-2 に示すような手順で実施した。当研究開発戦略セン

ター（以下 CRDS）において、横浜国立大学の太田 健一郎教授を代表コーディ

ネータに選出し、代表コーディネータと共に、参加メンバーの選定、各セッション

での座長の選定、ワークショップの推進方法の検討などを行った。 

また、開催準備として参加者への事前アンケートを行い、その集約結果（参考

資料１）を当日の資料とした。 
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ワークショップの推進方法

ワークショップ

企画
代表コーディネータ

の選定

事前
アンケート

・重要技術・研究開発課題の抽出

主査、
メンバーの選定

 

図  2-2 ワークショップの推進方法 

 

2.3. スケジュール 
 ワークショップのスケジュールを表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 ワークショップ スケジュール 

    発表者 講演タイトル 

10:00～10:10 井上 孝太郎 ワークショップ趣旨説明 

10:10～10:20   参加者紹介 

招待講演 

10:20～10:50 平田 賢 ２１世紀：「水素の時代」を迎えて 

基調講演 

10:50～11:25 太田 健一郎 水素エネルギーと燃料電池 

11:25～12:00 石谷 久 自動車のWell to Wheel 総合効率 

12:00～13:00 昼食 

水素製造セッション： 主査 竹中 啓恭 

13:00～13:20 竹中 啓恭 
水電解による水素製造技術の現状と研究

開発課題 

13:20～13:40 五十嵐 哲 
化石資源からの水素製造技術の現状と研

究開発課題 

１０

日

（土） 

13:40～14:00 大下 孝裕 
バイオマスからの水素製造技術の現状と研

究開発課題 
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14:00～14:20 塩沢 周策 
原子力による水素製造技術の現状と研究

開発課題 

14:20～15:30 まとめ 

15:30～15:45 休憩 

水素貯蔵・輸送セッション： 主査 秋葉 悦男 

15:45～16:05 武松 敏弌 水素ステーション－開発の現状と課題 

16:05～16:25 斉藤 泰和 有機ハイドライドの現状と研究開発課題 

16:25～16:45 藤井 博信 
軽量水素貯蔵材料の開発の現状と研究課

題 

16:45～17:45 まとめ 

17:45～18:00 休憩 

燃料電池セッション(1)： 主査 渡辺 政廣 

18:00～18:20 渡辺 政廣 
次世代高分子形燃料電池用材料設計と実

用化に向けての評価 

18:20～18:40 吉武 優 燃料電池電解質膜の現状と技術開発課題 

18:40～19:00 高木 靖雄 
内燃機関と比較した燃料電池の技術開発

課題 

 

19:00～19:30 まとめ（１） 

燃料電池セッション(2)： 主査 渡辺 政廣 

9:00～9:20 本田 国昭 
家庭用固体高分子形燃料電池コージェネ

レーションシステム商品化への課題 

9:20～10:30 まとめ(2) 

水素エネルギーシステムの評価とまとめ： 主査 石谷 久 

10:30～10:50 山地 憲治 水素エネルギーシステムの総合評価 

10:50～11:10 福田 健三 水素エネルギー社会へのロードマップ 

11:10～12:00 まとめ 

12:00～13:00 昼食 

総括 

１１

日

（日） 

13:00～15:00 総括 
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2.4. 参加者 
ワークショップの参加者は、有識者２５名、オブザーバーおよび主催者側が２５

名の計５０名である。表 2-2 に参加メンバーを示す。 

 

 

表 2-2 科学技術の未来を展望する未来戦略ワークショップ（エネルギー分野） 

参加者 

－専門家－ 

氏   名 所属機関／役  職 担  当 

太田 健一郎 
横浜国立大学大学院工学研究院機能の創

生部門 教授 

総合コーディネータ、基調

講演 

平 田  賢 芝浦工業大学先端工学研究機構 教授 招待講演 

石 谷  久 慶応義塾大学政策・メディア研究科 教授 

基調講演、水素エネルギ

ーシステムの評価とまとめ

（主査） 

竹 中 啓 恭 
独立行政法人産業技術総合研究所関西セ

ンター 所長代理 
水素製造（主査） 

五十嵐  哲 工学院大学工学部環境化学工学科 教授 水素製造 

大 下 孝 裕 
株式会社荏原製作所 取締役常務執行役

員 
水素製造 

塩 沢 周 策 日本原子力研究所大洗研究所 所長 水素製造 

秋 葉 悦 男 

独立行政法人産業技術総合研究所 

電力エネルギー研究部門水素エネルギー

グループ 総括研究員／グループ長 

水素貯蔵・輸送（主査） 

武 松 敏 弌 岩谷産業株式会社 特別理事 水素貯蔵・輸送 

斉 藤 泰 和 東京理科大学工学部工業化学科 教授 水素貯蔵・輸送 

藤 井 博 信 
広島大学自然科学研究支援開発センター 

センター長 
水素貯蔵・輸送 

渡 辺 政 廣 
山梨大学クリーンエネルギー研究センター 

センター長 

燃料電池（水素利用）（主

査） 

吉 武  優 旭硝子株式会社中央研究所 主幹研究員 燃料電池（水素利用） 

高 木 靖 雄 
武蔵工業大学工学部エネルギー基礎工学

科 教授 
燃料電池（水素利用） 

本 田 国 昭 
大阪ガス株式会社技術部門家庭用コージ

ェネレーションプロジェクト部 部長 
燃料電池（水素利用） 

河 津 成 之 トヨタ自動車株式会社 FC開発本部 FC企 燃料電池（水素利用） 
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画室 開発企画グループ長 

篠 原 和 彦 
日産自動車株式会社総合研究所動力環境

研究所 主任研究員 
燃料電池（水素利用） 

山 地 憲 治 
東京大学大学院新領域創成科学研究科先

端エネルギー工学専攻 教授 

水素エネルギーシステム

の評価とまとめ 

福 田 健 三 
財団法人エネルギー総合工学研究所プロ

ジェクト試験研究部 専門役 

水素エネルギーシステム

の評価とまとめ 

逢 坂 哲 彌 早稲田大学研究推進部長 教授 
水素エネルギーシステム

の評価とまとめ 

鳥 井 弘 之 
東京工業大学原子炉工学研究所システム・

安全工学部門 教授 
アドバイザー 

塩 路 昌 宏 
京都大学エネルギー科学研究科エネルギ

ー変換科学専攻 教授 
アドバイザー 

堤  敦 司 東京大学大学院工学系研究科 助教授 アドバイザー 

名久井 恒司 
新エネルギー・産業技術総合開発機構燃

料電池・水素技術開発部 部長 
アドバイザー 

安 藤 晴 彦 

経済産業省資源エネルギー庁企画官（国

際戦略・燃料電池担当） 

経済産業研究所フェロー 

アドバイザー 

  

－オブザーバー・主催側－ 

氏   名 所属機関／役  職 

川 端 和 明 文部科学省科学技術・学術政策局 計画官 

西 岡 睦 夫 文部科学省科学技術・学術政策局計画官付 補佐 

小 澤 知 弘 文部科学省科学技術・学術政策局計画官付 調査員 

櫻 間 宣 行 文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課 調査分析係長 

庄 崎 未 果 文部科学省研究振興局量子放射線研究課 課長補佐 

大 平 竜 也 
文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター環境・ｴﾈ

ﾙｷﾞｰﾕﾆｯﾄ 特別研究員 

竹 山 典 男 内閣府総合科学技術会議事務局環境・エネルギー推進担当 

松 本 英 之 
財団法人省エネルギーセンターコプロダクション技術開発プロジェクト室 

室長代理  

北 澤 宏 一 独立行政法人科学技術振興機構 理事 

公 野  昇 独立行政法人科学技術振興機構 研究推進部研究一課 主査 

村 井 眞 二 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロ
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ー 

中 西  章 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

企画運営室長 

中 島 啓 幾 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

シニアフェロー 

三 浦  登 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

シニアフェロー 

佐 々  正 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

シニアフェロー 

田 中 秀 治 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー  

吉 田 秀 紀 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 副調査役 

中 山 智 弘 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

アソシエイトフェロー   

福田 佳也乃 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

アソシエイトフェロー   

井上 孝太郎 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

上席フェロー 

和 智 良 裕 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

シニアフェロー  

平井 秀一郎 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー 

永 井 智 哉 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

アソシエイトフェロー 

大 矢  克 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

アソシエイトフェロー 

東  美貴子 
独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

アソシエイトフェロー   
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3. 討議の方向付け 
3.1. セッション構成、討議の方向付け 
広汎な技術によって構築される水素エネルギーシステム（燃料電池自動車、分

散型燃料電池コージェネシステム）を図 3-1に示す。水素エネルギーシステムは、

一次エネルギーからの水素の製造、水素の貯蔵・輸送、および水素の利用として

の燃料電池の技術に大別できる。本ワークショップでは図3-1、および図3-2に示

すように、「水素製造」、「水素貯蔵」、「燃料電池（水素利用）」のセッションを設け、

それぞれの分野の専門家による現状の報告と参加者全員による討議を行った。ま

た、エネルギーシステム全体を俯瞰するためのセッションとして「水素エネルギー

システムの評価とまとめ」を設けた。 

総合効率の議論では、図 3-1 の太線で示す天然ガスを一次エネルギーとする

パスを中心に議論を行った。 

 

水素製造 水素貯蔵・輸送 燃料電池
（水素利用）

改質

熱化学
ガス炉

熱化学
（ISプロセス）

電気分解

光化学分解
光触媒・微生物

生物化学

液体水素

高圧ガス

水素吸蔵材料

有機
ハイドライド

ナノカーボン

分散型
コージェネ

燃料電池車

水素ステーション

水素エネルギーシステム

H2

石油

天然ガス

原子力

バイオマス

一次エネルギー

自然エネルギー
太陽光・風力etc..

 

図  3-1 水素エネルギーシステム 

（燃料電池自動車、分散型燃料電池コージェネシステム） 
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セッション構成

水素製造
竹中・五十嵐・大下・塩沢

水素貯蔵・輸送
秋葉・武松・斉藤・藤井

燃料電池
渡辺・吉武・高木
本田・河津・篠原

水素エネルギー
システムの評価とまとめ
石谷・山地・福田・逢坂

アドバイザー
平田・鳥井・塩路・堤・名久井・安藤

敬称略

総括：太田

 

図  3-2 セッション構成と参加者 

 

セッションでの討議に先立ち招待講演、基調講演を行い、討論の方向付けを行

った後、事前アンケートの集計結果などを参考に、特に水素エネルギーシステム

で早期の実現が期待される固体高分子形燃料電池を用いた燃料電池自動車、

分散型燃料電池コージェネシステムにおいて、必要とされる効率と、その効率を

得るための技術課題、ならびに、コスト、耐久性、炭酸ガス削減効果、実現性など、

水素エネルギーシステム実現のためにブレークスルーすべき技術課題、推進方

法などを討議した。 

 

3.2. 招待講演、基調講演概要 
3.2.1. 招待講演：平田 賢 

講演題目：「21 世紀：｢水素の時代｣を迎えて」（参考資料 2） 

・ 世界の二酸化炭素放出の現状 

・ 世界でのエネルギーシステムの変貌 

 過去、石炭から石油へシフトしたように、現在は石油から天
然ガスへのシフトがおこりつつある。 

・ 日本のエネルギー供給・消費フローチャートの変貌、将来 

 国内のエネルギーの有効利用率は悪化している。 
・ 廃熱を利用したエネルギー効率の改善 

 廃熱の有効利用が進めば、一次エネルギーの総供給量の
大幅な低減が見込める。 
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・ ガスコージェネの現状の紹介（ガスエンジンタイプ） 

・ 各国の燃料電池コージェネの紹介 

・ 天然ガスパイプラインによる水素輸送などの各国のインフラ状況

の紹介 

・ アジア（特に中国）での天然ガス採掘、パイプライン建設の現状 

 

3.2.2. 基調講演：太田 健一郎 
講演題目：「水素エネルギーと燃料電池」（参考資料３ ①） 

・ 地球を閉鎖系としたときのエントロピーについて 

・ 炭素と水の循環について 

・ 水素の基本性質について 

・ 水素の変換効率 

 燃料電池の理論効率は 83％（25℃において） 
・ 水素の製造方法の紹介 

・ 水素の貯蔵方法の紹介 

・ 燃料電池の概要、効率について 

 現状の技術による燃料電池は、内燃機関に比べ、大幅な
効率向上は困難 

・ PEFC の課題 

 コスト、耐久性、効率向上など 
 

3.2.3. 基調講演：石谷 久 
講演題目：「自動車のWell to Wheel 総合効率」（参考資料３ ②） 

・ 燃料電池の役割 

・ 燃料電池実用化、普及への課題 

 基本性能、経済性の向上、燃料、インフラの問題など 
・ 経済産業省の普及シナリオの紹介 

 2020 年に燃料電池自動車約 5百万台 
 定置用燃料電池約 10 百万 kW 

・ Well to Wheel の概要 

・ ライフサイクル分析について 

・ エネルギー収支分析について 

 走行時、および自動車製造におけるエネルギー消費量の
検討 

・ 天然ガス起源の燃料パスについて 

・ 自然エネルギーを用いた場合の効率の考え方 
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・ 副生水素について 

・ Tank to Wheel の課題 

・ Well to Tank の課題 

・ Well to Wheel 効率分析の注意点 

 分析そのものに課題が多いことの認識が必要。評価基準
の全てではない。 

・ Well to Wheel 分析からみた水素の課題 

 

4. 各セクションでの講演 
4.1. 水素製造 
 水素は、多様な一次エネルギーから、もしくは二次エネルギーである電力か

ら製造することができる。本セッションでは化石燃料、再生可能エネルギーで

あるバイオマス、原子力の一次エネルギーからの水素製造技術の現状と課題

について、そして現在の二次エネルギーの主流である電力を使った水分解に

よる水素製造技術の現状と課題について下記の専門家による講演がなされ

た。（講演資料は参考資料４ ①～④） 

 

竹中 啓恭：「水電解による水素製造技術の現状と研究開発課題｣ 

・ 水電解方式による水素製造の役割 

・ 固体高分子形水電解を始めとする水電解方式の課題の紹介 

五十嵐 哲：「化石資源からの水素製造技術の現状と研究開発課題｣ 

・ 天然ガスを始めとする炭化水素類の水蒸気改質による水素製

造の課題の紹介 

大下 孝裕：「バイオマスからの水素製造技術の現状と研究開発課題｣ 

・ バイオマス資源量の紹介 

・ 二酸化炭素削減効果について 

・ ガス化炉の課題について 

塩沢 周策：「原子力による水素製造技術の現状と研究開発課題｣ 

・ 熱化学法 IS プロセスについて 

・ 高温ガス炉の紹介、および開発課題 
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4.2. 水素貯蔵・輸送 
 水素の貯蔵、および輸送には、水素を貯蔵するための材料の開発のみなら

ず、水素を貯蔵・供給するための水素ステーションの技術も重要となる。本セ

ッションでは、水素ステーションの現状と課題、および水素を貯蔵する技術で

ある、高圧ガス、液体水素、有機ハイドライド、合金などの水素貯蔵材料など

の現状と課題について下記の専門家による講演がなされた。（講演資料は参

考資料４ ⑤～⑦） 

 

武松 敏弌：｢水素ステーション－開発の現状と課題｣ 

・ 各貯蔵方法による水素ステーションの現状と課題 

斉藤 泰和：｢有機ハイドライドの現状と研究開発課題｣ 

・ 有機ハイドライドを用いた貯蔵方法の現状と技術課題 

藤井 博信：｢軽量水素貯蔵材料の開発の現状と研究課題｣ 

・ Mg、Li などを用いた水素貯蔵材料の現状と課題 

・ カーボンナノチューブを用いた水素貯蔵の研究の現状と課題 

 

4.3. 燃料電池（水素利用） 
 本ワークショップでは、国内で研究が盛んに行われている固体高分子形燃

料電池（PEFC）を検討対象としている。水素を燃料とする燃料電池自動車、

および家庭用燃料電池コージェネレーションシステムについて下記専門家に

よる講演がなされた。（講演資料は参考資料４ ⑧～⑩） 

 

渡辺 政廣：｢次世代高分子形燃料電池用材料設計と実用化に向けての評

価｣ 

・ 高性能電極触媒の開発の現状および課題 

・ 新規電解質膜（低加湿、低クロスオーバー、高温作動、及び低

コストの電解質）開発の必要性と開発現状例 

・ 硬化性、高選択性の燃料精製触媒の必要性と開発現状例 

吉武 優：｢燃料電池電解質膜の現状と技術開発課題｣ 

・ 燃料電池電解質膜の目標値と現状 

・ 必要となるブレークスルー技術 

高木 靖雄：｢内燃機関と比較した燃料電池の技術開発課題｣ 

・ 内燃機関と比べた燃料電池車の特徴と CO2 排出削減効果 

・ 原料価格比較 

・ CO等による被毒の影響 
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本田 国昭：｢家庭用固体高分子形燃料電池コージェネレーションシステム

商品化への課題｣ 

・ 家庭用燃料電池コージェネレーションの開発の現状と課題 

 

4.4. 水素エネルギーシステムの評価とまとめ 
水素は二次エネルギーであることから、エネルギーシステム全体を俯瞰し、評

価を行うことが重要になる。本セッションでは、エネルギーシステムとして考えた場

合の課題などについて下記専門家による講演がなされた。（講演資料は参考資料

４ ⑪～⑫） 

 

山地 憲治：｢水素エネルギー社会の展望｣ 

・ 水素エネルギーシステムの構成要素とその評価 

・ 水素社会への道筋 

福田 健三：｢水素エネルギー社会へのロードマップ試案｣ 

・ 水素導入ロードマップ試案 

・ 燃料電池自動車、および水素コストの試算 

・ 水素開発課題 
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5. 重要研究課題（各セッション、およびアンケートから抽出された技術課題） 
5.1. 燃料電池自動車の総合効率の現状と効率改善に関する研究課題 
5.1.1. 燃料電池自動車の総合効率の現状 

採掘される前の化石燃料が持つエネルギーに対する最終的な動

力、あるいは熱として用いられるエネルギーの比である総合効率の現

状について、石谷教授が講演時に示した内容とワークショップでの議

論に、その後の CRDS 内での若干の検討を加えて以下に示す。ここ

では、一次エネルギー源を天然ガスとし、改質により水素製造を行う

場合を考える。製造した水素は高圧ガス(35MPa)、あるいは液体水素

によって水素の貯蔵・輸送を行い、燃料電池自動車（回生ブレーキ

搭載のハイブリッドタイプ）により動力に変換する。このエネルギーシ

ステムでの総合効率を、ガソリン自動車（ハイブリッドタイプ）、圧縮天

然ガス（以下 CNG：Compressed Natural Gas）車（ハイブリッドタイプ）、

およびディーゼル自動車（ハイブリッドタイプ）と比較した。 

なおここで示す数値は試算のひとつであり、今後、より詳細な検討

を要するが、ここではエネルギーシステムのどの部分で効率が低減し

ているのかを明確にすることを目的とした。また水素の圧縮・液化の

工程では、電力を用いている。効率を議論する場合、電力を作るまで

のエネルギーロスを一次エネルギーまで遡って議論すべきであるが、

一次エネルギーから発電までは様々なパスが考えられるため、ここで

は一次エネルギーまで遡らず、使用した電力の持つエネルギーをエ

ネルギーロスとしてある。よって、一次エネルギーまで遡った場合、圧

縮、および液化の総合的な効率はより低下すると考えるのが妥当で

ある。 

 

 

(a) Well to Tank 効率 
図 5-1 に一次エネルギー採掘から、自動車の燃料タンクに貯

蔵するまでの効率である「Well to Tank 効率」を示す。ガソリン、

CNG、およびディーゼルオイルを製造、タンクに充填するまでの

効率はそれぞれ 0.8～0.9 前後と高い数値を示しているが、天然

ガスからの改質により水素を製造し、さらに高圧タンク（35MPa）

に貯蔵した場合の効率は 0.45～0.55 程度と低い。 
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図  5-1 Well to Tank 効率（石谷講演資料を元に CRDS で作成。水素は未確定要素
があるため幅のある数値となる（茶色で示す範囲）。） 

この問題をより明確にするために、CRDS 内で、天然ガス採掘

から改質による水素製造、高圧タンクへの注入までの様々な過

程での効率を詳細に検討したものを図 5-2 に示す。 

図 5-2 で示すように天然ガスから改質による水素製造過程

（η3≒0.72）および高圧にしてタンクに貯蔵する過程  （η4×

η6≒0.81）におけるエネルギーロスはWell to Tank 段階でのエ

ネルギーロスの約 8割を占めている。 
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天然ガス採取地

天然ガス(NG)資源

NG採取
η１＝0.97 NG NG液化

η2＝0.88
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圧縮水素
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タンカー輸送

大規模改質
η3＝0.72

水素圧縮
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ローリー輸送
η５＝0.97

LNG

水素

圧縮・貯蔵
η６＝0.90

40MPa
圧縮水素

充填
η７＝0.98

車両の燃料タンク

総合効率（Well to Tank 効率）＝ η１× η２× η３× η４×η５× η６× η７≒0.47

 

図 5-2 高圧ガスを用いた場合のWell to Tank 効率（CRDS で試算） 

 

次に液体水素を利用した２種類のパスについて検討を行った。 

図 5-3 に示すように、前述した圧縮水素に変わり、液体水素を

用いた場合のパスである。圧縮水素のパスと同様、天然ガスを

LNG として輸送、国内で水素製造を行い、製造した水素を液化し

て用いた場合である。図 5-3 に示すように、効率は 0.39 程度と圧

縮水素の効率に比べ大幅に低下する。これは水素を液化する際

のエネルギー損失が 25%弱と大きい事が主な原因となっている。

液体水素は高圧ガスに比べエネルギー密度では優れている（同

体積で大量の水素が運べる）ことから、燃料電池自動車の航続距

離が圧縮水素に比べ長くできるなど優位性を持ちうる。しかし、液

化のエネルギーロスの大幅な改善が行われない限り、効率の面で

高圧ガス方式に対して優位性を持つことはない。このエネルギー

ロスの改善には、磁気冷凍など新しい液化技術の開発だけでなく、

各プロセス相互の熱やエネルギーの授受により効率を向上させる

ことなどが考えられ、図 5-3 の赤線で示される LNG の冷熱を水素

の液化に用いることで、効率の改善が可能となる。 
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天然ガス採取地

天然ガス(NG)資源

NG採取
η１＝0.97 NG NG液化

η2＝0.88
LNG

タンカー輸送
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LNG

水素

車両の燃料タンク

総合効率（Well to Tank 効率）＝η１×η２×η３×η４×η５×η６×η7 ×η８ ≒0.39
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η4＝0.74

液体
水素
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η5＝0.97

ローリー輸送
η6＝0.94

液体水素貯蔵
η7＝0.98

充填
η8＝0.95

NG

冷熱

 

図  5-3 液体水素を用いた場合のWell to Tank 効率（国内で液化）（CRDS での試算） 

二つ目のパスとして、採取した天然ガスを液化して LNG として

国内に輸送するのではなく、採取地で直接、水素製造、および水

素の液化を行い、液体水素として国内に輸送した場合を考える。

この場合、前述のパスに比べ、天然ガスの液化プロセスがいらな

いことから効率の改善が期待できる。 

図 5-4 にパスを示すが、ここでは簡単のため、タンカーによる液

化水素の輸送での損失がない理想的な場合を想定している。実

際は、ボイル・オフ・ガスによるエネルギー損失は大きいと考えられ

る。 

この場合でも、効率は 0.43 程度となり、圧縮水素の効率（0.47）

と比べ優位にはならない。このパスでも同様に、液化の際のエネ

ルギーロスの改善が必要となる。 
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図  5-4 液体水素を用いた場合のWell to Tank 効率（採取地で液化）     
 （CRDS での試算） 

  

(b) Tank to Wheel 効率 
図 5-5 に各自動車の燃料搭載後の効率（Tank to Wheel）を示
す。ただし、車重の異なる車種の比較を可能とするために同一

機能の自動車のエネルギー消費を表す指標である等価効率を

用いている。等価効率は、「基準ガソリン車の力行時の軸出力エ

ネルギー」/ 「その車種の入力燃料エネルギー」で定義している

（「日本の条件における先端技術自動車のWell to Wheel 総合

効率」（馬場、石谷著）参照）。 

10.15 モードでの比較を行った場合、ガソリンハイブリッド車、

および CNG ハイブリッド車で～0.25、ディーゼルハイブリッド車

で～0.31 の効率であるのに対し、燃料電池ハイブリッド車の効

率は～0.5 となる。Tank to Wheel 効率だけを考えた場合には、

燃料電池ハイブリッド車の効率はガソリンもしくはディーゼルハイ

ブリッド車に対して高い。 
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図  5-5  Tank to Wheel 効率 

（「日本の条件における先端技術自動車のWell to Wheel 総合効率」（馬場、石谷著）

を元に CRDS で作成。*: CNG ハイブリッドは、CRDS での推測値。） 

(c) 総合効率の比較 
次に一次エネルギー採掘から消費までの総合効率について

検討を行った。図 5-6 には、一次エネルギー採掘から、自動車

による消費までの総合効率（Well to Wheel 効率）を示している。

ここで示す燃料電池車の総合効率は、天然ガスから改質によっ

て水素製造を行い、35MPa の高圧ガスタンクに貯蔵し、ハイブリ

ッド化（回生ブレーキ内蔵）したものを対象としている。燃料電池

車は、未確定要素などがあることから、ある程度計算値に幅があ

る（茶色で示す部分）結果になる。燃料電池ハイブリッド車の総

合効率は、ガソリンハイブリッド車に比べ、20％以上効率がよくな

る。わが国の現状では、ガソリン車が主流であることを考慮すると、

この総合効率は優位性があると考えられるが、将来技術としての

ディーゼルのハイブリッド車と比較した場合、効率の面では優位

ではない。今後のハイブリッド技術の進歩を考慮すれば、燃料

電池車が効率の面で優位に立つには、さらなる総合効率の改

善が必要である。 

しかし、燃料電池車の検討は効率面のみではなく、環境面で

も検討を行う必要がある。例えば様々な一次エネルギーから水
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素が製造できることから、石油以外のエネルギー資源へのシフト

や、温暖化の原因とされる二酸化炭素の削減のために二酸化

炭素の隔離を水素製造の際に取り入れることなどにより将来的

には寄与できる可能性もあり、これらのメリットも考慮にいれて検

討するべきである。特に燃料電池車は、ディーゼル車等から排

出されるスス状微粒子などが発生せず、水分しか排出されない

など、環境面での優位性を有している。 

また、ここでの評価では、天然ガスから改質による水素を燃料

として効率を算出しているが、製鉄所のコークス炉で生成される

副生水素を用いることも検討されている。この場合は、燃料の一

部として利用されていた副生水素を製鉄所外で用いることで製

鉄所内のエネルギー消費量が増加することを考慮し、そのうえ

で、その効果を検討する必要がある。 
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図  5-6 総合効率（Well to Wheel 効率） 

（石谷講演資料を元にCRDSで作成。*: CNGハイブリッドは、CRDSでの推測値。） 
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5.1.2. 総合効率改善に関する研究課題 
5.1.1.での検討で示すように、化石燃料からの改質によって水素を製造した場合の現

状の効率は、普及を目指す上では充分な値とはいえず、さらなる高効率化のための改善

が必要と考えられる。セッションでの討議、およびアンケートから、効率改善につながる課

題として以下が抽出された。 

 

1) 水素製造について 
 化石燃料からの改質による水素製造高効率化のための改
質プロセス、反応プロセスの最適化 

 水素透過膜を使用した高効率水素製造方式の研究な
ど 

 水からの水素製造の高効率化 
 光触媒を用いた水素生成、夜間電力を用いる水電解の
研究など 

 

2) 水素貯蔵・輸送について 
【高圧ガス】 

 高圧タンクに注入するための圧縮機の効率の向上 
 

【有機ハイドライドなどの水素貯蔵材料】 

高圧ガスに比べ、低圧で水素が貯蔵できる利点があるが、水

素吸蔵後に脱水素を行う際に熱源が必要となる。燃料電池自動

車に搭載する場合、脱水素の際の熱源を燃料電池の廃熱に依

存する必要がある。よって、脱水素の温度を燃料電池の目標動

作温度以下である 100℃前後まで低下させることが目標となる。 

 

【液体水素】 

現状では、液化、および輸送、貯蔵中に液体水素が気化し洩れ

出すボイル・オフ・ガスによるエネルギーロスが非常に大きいことから、

これらのエネルギーロスの大幅な改善が必要不可欠である。しかし、

エネルギー密度が高いことから長距離輸送等に利用される可能性

がある。エネルギーロスを大幅に低減させるために必要とされる課

題は下記の通り。 

 液化の際のエネルギーロスの低減 
 磁気冷凍、LNG冷熱利用等の技術開発 

 クールダウンロスの低減技術開発 
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 ボイル・オフ・ガスの低減技術開発 
 

3) 燃料電池について 
 燃料電池の動作温度を上げることが効率の改善につながる。
目標とされる１２０℃の高温作動に耐えられる電解質膜の開

発。 

 電極に用いる触媒の高活性化による活性化分極の低減 
 

以上の課題を、図 5-7 に模式図として示す 

29
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図  5-7 
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5.2. その他の技術課題 
5.1.2.で示した課題以外で、普及のために必要な研究課題として

抽出された課題を以下に示す。 

 

5.2.1. 水素製造 
(i) 化石燃料からの改質について 

 触媒の耐酸化性・信頼性の向上 
 COの除去技術の開発 
 触媒での貴金属使用量の低減または代替技術の開発 

(ii) 電気分解（括弧内は該当する電気分解方法）いついて 
 化石燃料などから発電される電力による水の電気分解は、

総合効率が大きく低下し、エネルギーシステムとしては現状

のシステムに比べ優位性をもつことができない。しかし、水力

発電、太陽電池などによる再生可能エネルギーから水素を

生産することが可能となり、電力が貯蔵しにくい場合に水素

に変換して貯蔵するなど、電気分解による水素生産は重要

な技術である。電気分解の技術課題は以下の通りである。 

 低過電圧電極触媒の開発（アルカリ水電解方式、固体
高分子形水電解方式） 

 大きなエネルギーロスとなっている過電圧を低減さ
せるための触媒の開発 

 電極材料および電解質膜材料の低コスト化（固体高分
子形水電解方式） 

 耐久性のある材料、加工設計技術の開発（高温水蒸気
電解方式） 

 高温水蒸気電解方式での動作温度は 800℃～

1000℃程度になるため、その高温に耐えられる材料

開発が重要 

 酸素の発生反応の基礎研究 
 触媒上での酸素の発生メカニズムの解明などの基
礎研究 

(iii) バイオマスについて（発電との比較を前提に） 
 次世代の低温・無酸素ガス化方式の技術開発 

 バイオマスのような低発熱量原料からも高濃度の有
価ガスを製造するには、現在の高温ガス化・混合ガ

ス化方式から、低温・無酸素ガス化方式(ICFG)の移
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行が不可欠 

 タール・チャーの課題解決のための技術開発 
 燃焼に用いるタール・チャーなどの流動媒体の大量
移動制御技術の確立が ICFG方式の最大の課題 

(iv) 原子力（ＩＳプロセス）について（発電との比較を前提に） 
 反応器構造の最適化 
 ヨウ化水素分解効率等の向上 
 高温高圧条件下で腐食性の強い酸環境に耐える経済
的な実用材料の開発 

5.2.2. 水素貯蔵について 
(i) ガス・ステーション 

 漏洩検知装置の開発 
 腐臭剤の開発が困難なため、検知装置が重要 

 研究課題とは別であるが、法規制整備 
(ii) 有機ハイドライド 

 車載用および大規模輸送等など車載用以外での使用
方法の検討 

 大規模輸送に向いている可能性や、安全かつ秤量
で計れるメリットなどを再評価 

 熱輸送など新たな使用方法の研究 
(iii) 水素貯蔵材料 

 高吸収率の材料開発 
 幅広い視点からの材料探索 

 

5.2.3. 燃料電池（水素利用）について 
 電解質膜の長期耐久性の向上 
 加湿を必要としない電解質膜の開発 
 電解質膜の機械的強度の改善 
 電極に用いる白金触媒の低減技術、代替材料開発、耐
被毒材料の開発 

 セパレータの材料開発、量産成型加工技術、低コスト化
の技術開発 

 家庭用コージェネの改質器、補機などの効率向上、耐
久性、コストの改善 

 セルスタックでの反応メカニズム、劣化要因の解明
（MEA、およびスタック化したときの劣化要因解明） 
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 セルスタックでの水等の挙動の測定・評価技術（可視化
など） 

 

 

5.3. 基礎的、長期的研究を要する研究課題 
前述された研究課題の中で、企業が個別に行うには開発リスクが

大きく、大学、国研などで、基礎的、かつ長期的に研究を行うことが

期待される課題の抽出を行った。下記、および図 5-8 に抽出された

課題を示す。 

(a) 水素製造について 
 幅広い視点からの基礎研究による水素製造の多様化 

 再生可能エネルギー、原子力からの高効率水素製造な
ど 

(b) 水素貯蔵・輸送について 
 高吸収、かつ低温で水素放出を可能とする新規水素吸蔵
材料の基礎研究 

 液体水素のエネルギーロスの大幅な低減技術（磁気冷凍な
ど） 

(c) 燃料電池（水素利用）について 
 セルスタック（特に MEA）内部での反応メカニズム、劣化メカ
ニズムの解明 

 測定技術（評価技術）の開発 
 新規材料の開発を目的とした基礎研究 

 触媒、電解質膜等の基礎研究 
(d) システム全体について 

 水素エネルギーシステムを構成する各コンポーネント相互の
熱・エネルギーの授受を利用した総合効率の向上の研究 
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長期的・基礎的研究を要する
研究課題

製造 貯蔵・輸送 燃料電池

・高吸収、かつ低温
で水素放出を可能
とする新規水素吸
蔵材料の基礎研究
・液体水素のエネ
ルギーロスの低減
技術

・幅広い視点からの
基礎研究による水
素製造の多様化

・セルスタック（特に
MEA）内部での反応
メカニズム、劣化メカ
ニズムの解明
・測定技術（評価技
術）の開発
・新規材料の開発を
目的とした基礎研究

・耐久性のある燃料
電池の開発
・動作温度の高温化
・触媒の高活性化

 

図 5-8 
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6. 結言 
燃料電池を始めとする水素エネルギー技術は、燃料としての水素が水から生成でき、

かつエネルギーを取り出す際に、水しか排出されないイメージが先行したことからエネ

ルギー問題、あるいは環境問題解決への切り札として注目をあびてきた。2002 年には

燃料電池車が市販されるなどその実用化が間近に迫っているとの印象が広まっている

と言えよう。しかし、研究現場の大学、企業研究者からはその実用化には多くの課題を

抱えておりブレークスルーを必要とするとの意見が多く聞かれる。 

本ワークショップでも水素エネルギーシステムが、エネルギー問題、環境問題に大き

く寄与する可能性を持ちうることを認めつつも、このシステムが社会に普及するには多

くの困難な課題があることが指摘された。短期的にはエネルギーロスの少ない水素貯

蔵方法の開発、燃料電池での触媒、電解質膜の耐久性向上、コスト低減、および燃

料電池の効率改善を始めとする総合効率の改善などが、また長期的には化石燃料に

依存しない再生可能エネルギーによる水素製造が重要研究課題として上げられた。

特に本ワークショップでも強く示された問題として、基礎研究の不足が上げられた。燃

料電池では、触媒、電解質膜の劣化が大きな問題となっているが、この劣化メカニズ

ムが未だに不明なだけでなく、触媒、電解質膜での反応そのもののメカニズムも未解

明な部分は多い。また同様に、水素の貯蔵材料でもそのメカニズムには不明な点が多

い。実用化に向けて企業などでの技術開発が困難に直面している原因の一つは、こ

のメカニズム解明を含めた基礎研究の不足ということができる。 

今後、実用化のための技術開発を促進するためにも、大学、国研を中心としたアカ

デミアで水素エネルギーに関わる様々な基礎研究を確立することが急務となっている。

本ワークショップで抽出された課題を元に更に詳細な検討を行い、基礎研究の確立を

行うための研究開発推進方法を明確化し、研究開発戦略の立案に資する予定であ

る。 

最後に、本ワークショップの代表コーディネータをして頂いた太田健一郎先生、招

待講演をして頂いた平田 賢先生、各セッションの主査をして頂いた石谷久、竹中啓

恭、秋葉悦男、渡辺政廣各先生をはじめ、ご参加頂いた諸先生に謝意を表します。 
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参考資料１ 

 

 

科学技術の未来を展望する未来戦略ワークショップ 

（エネルギー分野）： 

「水素エネルギーシステムの可能性と課題」 

 

 

 

 

アンケートまとめ（技術分野での整理） 



 

 

 

 

水素製造 

 

 

 

質問内容 

① ご研究の水素製造技術の研究開発状況について 

(ア) 本製造技術における目標値とその達成時期、および現状（効率（算定条件含む）、コ

スト、耐久性など） 

(イ) 本製造技術が実用可能となるために必要とするブレークスルー技術（課題の重要

度、難易度、実現性（実現時期）など） 

② 現在の改質方式と比較して本製造技術のメリット・デメリット（二酸化炭素削減効果、コス

ト、耐久性、効率など。またそれらの前提条件） 

③ 本製造技術の国内、海外動向。競合研究機関など 

④ その他 
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ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向 DOE（米国）と競合　（五十嵐）

水素製造（化石燃料からの改質 ）

・触媒の耐酸化性　（五十嵐）
・COの除去(PEFC)　（五十嵐）
・触媒の信頼性　（五十嵐）
・負荷変動に対する流量、温度などの制御システムの確立　（五十嵐）
・電極、触媒等での貴金属使用量の低減または代替技術　（五十嵐）
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効率

現状

目標値（達
成時期）

可及的に高電流密度で電気から水素へ
の変換効率90～100%

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

その他

・二酸化炭素、およびコストが一次エネルギーに依存する

水素製造（水電解）(竹中）

【アルカリ水電】両極の低過電圧電極触媒の開発（難易度高い）、低抵抗化、低コスト化

【固体高分子形水電解】酸素発生極の低過電圧触媒の開発（難易度高い）、電極材料お
よび電解質膜材料の低コスト化（代替材料の開発：難易度が高い）。

【高温水蒸気電解】高温水蒸気電解：耐久性のある材料および加工設計技術（難易度が
高いが、SOFC技術の進展によってブレークスルー技術が開発できる可能性もある。）

・電気と水さえあれば、場所や規模を問わず水素を製造できる
・二酸化炭素削減効果：一次エネルギーに依存するが、原子力・再生エネルギーなら削減
効果大
・コスト：電気代に依存するが、減価償却がすんだ水力発電電力や、発電所の余剰電力、
あるいは水素の輸送貯蔵等の流通コストが上乗せされるエンドユースの水素使用サイト
においては、水電解方式がコスト的に有利な場合もありうる。
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効率 耐久性 コスト

現状

目標値
乾燥木質系バイオマスで、正
味水素回収効率４８％

達成時期 2004年10月 評価困難 評価困難

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

【国内】下水汚泥のガス化研究は、三菱重工業、日本碍子、電力中央研究所、石川島播磨
重工業、神戸製作所、旭化成など。
【国外】Ｔｅｘａｃｏ、ＡＢＢ、ドイツＳＣＨＷＡＲＺＥ　ＰＵＰＥ、米国ＦＥＲＣＯ、Ｔｈｅ ＬＵＸＯＴＨＥＲＭ
Ｐｒｏｃｅｓｓ（ルクセンブルク）、ドイツＤＭＴ社
研究機関；Ｂａｔｔｅｌｌｅ、ウイーン工科大学

水素製造（バイオマス）(大下）

・低発熱量原料からでも高濃度有価ガスを取り出す事が必要。そのためには高温ガス化・
混合ガス化方式から、低温・無酸素ガス化方式の技術が必須。
・タール・チャーの課題解決は高難度

・大量の再生可能資源を有効活用、かつ二酸化炭素排出削減可能。
・実現性は見えている。バイオマスを用いてガスエンジン発電->メタノール合成->水素製造
と発展。
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製造量 耐久性

現状
工学基礎実験で毎時35リットル

（20時間連続運転）

目標値
（達成時
期）

HTTRと直接接続する試験機で1000m3/h

（計画中のパイロット試験では30m3/hを予定）
５年

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

その他

・原研において基盤研究とともにパイロット試験装置（30Nm3/hの水素製造能力）の検討
を進めている。
・米国、DOEは「原子力水素イニシアティブ」を2003年9月に発表。熱化学法（ISプロセス
他）、高温水蒸気電解法等で水素を製造する次世代原子力プラント（NGNP）計画を作成。
NGNP計画は電力水素併産の原子炉を2010年にアイダホに建設予定で現在上院で審議
中。また、第４世代原子力システム国際フォーラム（GIF）では、水素製造を目的とする超
高温ガス炉（VHTR）の国際協力が検討されている。
・フランス原子力庁（CEA）は、原研が既に実施。水素製造に成功している工学基礎試験
装置規模のISプロセス研究開発を、米国GA社及びサンディア国立研究所と分担して2003
年から開始。

水素製造（原子力）（塩沢）

・高温高圧条件下で腐食性の強い酸環境に耐える経済的な実用材料の開発
・反応器構造の最適化
・分解効率等の向上が必須
（現状でも新材料の適用やコンピュータ支援エンジニアリングを活用した反応器構造の最
適化手法、効率向上のための電気透析膜の適用などの見通しがあり、パイロット試験装
置の設計と製作（平成17年度から）に現時点での解決策を織り込み、試験を通してその
検証と高度化のための要因摘出を行う。また水素分離膜等の開発を発展させ分解効率
等の向上を目指す。）

・炭酸ガスをほとんど排出しない。
・高温で動作するので必然的に効率が高い。

・水蒸気改質法により製造された水素のコストに比べ、本技術のコストは約1.5倍高くなる
可能性。
（炭酸ガス処理処分費用を含めると、逆転する可能性がある。）
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水素貯蔵・輸送 

 

 

 

質問内容 

① ご研究の水素貯蔵・輸送技術の研究開発状況について 

(ア) 本貯蔵・輸送技術における目標値とその達成時期、および現状（効率（算定条件含

む）、コスト、耐久性など） 

(イ) 本貯蔵・輸送技術が実用可能となるために必要とするブレークスルー技術（課題の

重要度、難易度、実現性（実現時期）など） 

② 現在の高圧ガス（35MPa）による貯蔵・輸送技術と比較して本技術のメリット・デメリット（貯

蔵量、運搬量（単位重量、単位体積あたり）、安全性、利便性、コスト、耐久性など。また

それらの前提条件） 

③ 本貯蔵・輸送技術の国内、海外動向。競合研究機関など 

④ その他 
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重点圧力
平均充填車両台
数

車両１台当たり充
填量

平均充填ガス量
オンサイト水素製
造能力

現状 ３５MPa １０台／h ３０Nm3/台 ３００Nm3/h ３００Nm3/h

目標値

達成時期

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

水素貯蔵・輸送（水素ステーション）(武松）

・米高圧ガス協会（ＣＧＡ）が、現在禁止されている液体水素および高圧水素の地下貯蔵タン
クの実現に向けた基準整備を検討中。　特に市街地に設置する水素ステーションへの適用
を念頭においた措置。当然実証試験も実施されるものと思われる。
・ISO / TC 220 CD 20421-1, および CD 21029-1において、大型（１０００以上）および小型
（１０００ℓ未満）の移動用コンテナの液体水素充填率を９８％と規定。
・ISO / TC 197 DIS 13985.3において、車載液体水素タンクの充填率を９５％と規定。

・上記のスペックをみたす方式の異なるステーションを運用中。上記実験結果を踏まえ、実用
機を開発。
・貯蔵タンクのタイプの選択は、充填密度だけでなく、上記に掲げられているさまざまな要素
と、システム全体との整合性による。現在進められているステーションのプロジェクトの目的
の一つが機器構成の最適化を明らかにすることでもある。

実証テストは２００５年度まで

・高圧ガス保安法、建築基準法、消防法等の現行法規制の規制緩和
・安全性の検証と技術基準の見直
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有効水素量・体積密度 効率 利便性 コスト

現状
5.0wt%(35MPa)（秋葉）
24kg/m3（秋葉）

目標値 5.5wt%(70MPa)（秋葉）
放出温度150度以下（秋
葉）

達成時期

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

有効水素量・体積密度 効率 利便性 コスト

現状 数wt％程度（秋葉）
液化に燃焼熱の1/3を
使用（秋葉）

蒸発によるロス（ボイルオ
フ）が2～5％／日程度（秋
葉）

目標値
液化エネルギーの低
減（磁気冷凍技術）
（秋葉）

達成時期
磁気冷凍は１０年後に
実証機？（秋葉）

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

水素貯蔵・輸送（高圧ガス）

・軽量な構造体の実現と配管、継ぎ手、バルブ等の周辺技術の蓄積
・100MPaの圧力に耐える構造を構築するために必要な重量と実際に容器中に入っている水
素の重量との最適なバランスの導出

水素貯蔵・輸送（液体水素）

液化エネルギーの大幅な低減（磁気冷凍など）（秋葉）
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水素貯蔵容量 水素放出温度 コスト 耐久性

現状 7.3 wt%
280℃・1時間の加熱還流条件
下、ほぼ100%の脱水素転化率

目標値

達成時期

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

動向

その他

水素貯蔵・輸送（有機ハイドライド）(斉藤）

・平成16年度末までに、加熱面積1 m2で水素生
成速度がPEM・FC 50 kW出力に見合うよう、水素
発生器・車載型プロトタイプの諸元を決定。
・プロトタイプ、ベンチ・パイロットスケールと段階
を踏んで規模を大きくすれば、2010年には実現
可能

水素発生器・車載型プロトタイプの諸元決
定後に検討

・穏和な条件で速やかに水素の出し入れを行う技術開発。250～300℃加熱での効率良い水
素生成技術の確立が最重要課題

・高圧ガスを凌ぐ水素貯蔵量（7.3 wt%、64.8 kg-H2 / m
3)

・安全性・コスト競争力が高い
・既存の貯蔵・輸送設備類がそのまま使用可能

海外には研究報告がなく、国内では北大 市川勝教授が類似の研究を進めておられる。
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利便性 コスト

現状

目標値

・100度以下での作動（秋
葉）
・150度以下での水素放出
（藤井）

数千円/kg（秋葉）

達成時期

ブレーク
スルー技
術

メリット

デメリット

動向

その他

中性子非弾性散乱実験やラマン散乱実験などによる、物理吸着と化学吸着の中間にあるC-
H結合状態の把握、その結合形態の生成法の構築等、原点に立ち返った基礎研究を、広島
大学を中心とした日英共同研究として進める予定である。本研究で、カーボン系材料の水素
貯蔵材料としての有望性を確かめる（藤井）。

2006年（物質開発）（藤井）
2008年（製造技術）（藤井）

5.5wt%

・3wt%、数十kg/m3（秋葉）
・リチウム系複合材料で6wt%、放出温度
200度の材料を発見（藤井）。

有効水素量・体積密度

【水素吸蔵合金】
（国内）ニッケル水素電池用として10年以上の期間、実用合金としての製造実績がある。
（国外）大量生産の実績は無い。
【水素貯蔵輸送材料】
（国内）広島大学のグルーフﾟは、高圧ミリング処理技術や空気非接触装置による生成・評価
プロセス技術およびナノ複合化水素貯蔵物質の研究において世界的な優位性を保っている
（藤井）。
（国外，米国）
・２０１５年レベルで「システム」としての目標値は9wt％。従来からある水素吸蔵合金ではな
く、アラネイトと呼ばれる無機化合物および炭素材料を中心とした開発が進められている（秋
葉）。
・米国エネルギー省に属する１２の国立研究所が中心となり、水素輸送貯蔵用材料の開発を
進めることとなっている。サンデア国立研究所では、アラネイド系材料NaAlH4の可逆的な化学
反応を利用した材料を設計、再生エネルギー研究所では単層カーボンナノチューブの水素貯
蔵材料の開発を行っている（秋葉、藤井）。
（国外，欧州）
・日本および米国に遅れた形で、水素エネルギーの研究開発が進められる予定であるが、未
だ水素輸送貯蔵用材料の開発を開始したという情報は無い。材料開発のプロジェクトは、大
学および国立研究機関が研究主体になると予想（秋葉）。
・スイス・フリブール大学ではリチウム系LiBH4の化学反応の不安定化研究、イギリスのバー
ミンガム大学ではマグネシウム系の反応速度への触媒効果、ドイツのマックスプランク研究所
ではナノカーボン水素貯蔵材料の開発を行っている（藤井）。

水素貯蔵・輸送（水素貯蔵材料）

・現状のほぼ２倍の水素吸蔵量を持つ新たな材料の開発（秋葉）
・マグネシウム系：目標限界に近い特性が発揮できる段階（藤井）。
・リチウム系：より一層の高性能を持つ物質探索が有効。5.5wt%の目標値を上回る物質の発
見をターゲットとした物質開発研究を継続し、今後２年以内に6 wt%以上の水素を１００℃以下
で吸蔵放出できる材料創製技術を構築予定（藤井）。
・カーボン系：物理・化学吸着の中間的なC-H結合が存在するか否かの確証。その結合形態
をもった構造の創製等の基礎研究が必要（藤井）。

・利便性、コンパクト性、安全性：　高圧水素ガス貯蔵方式より高い（秋葉、藤井）
・コスト面：　高圧水素ガス貯蔵方式による価格低下に期待（藤井）
・資源面：　マグネシウム、リチウムともに供給の問題は無い（藤井）

・重量密度が低い（秋葉）。
・吸収、放出に冷却水・温水が必要となる（秋葉）。
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燃料電池 

 

 

 

質問内容 

（主に固体高分子型燃料電池について） 

① ご研究の燃料電池技術の研究開発状況について 

(ア) 本燃料電池技術における目標値とその達成時期、および現状（効率（算定条件含

む）、コスト、耐久性など） 

(イ) 本燃料電池技術が実用可能となるために必要とするブレークスルー技術（課題の

重要度、難易度、実現性（実現時期）など） 

② 現在の燃料電池以外のシステムと比較して本燃料電池技術のメリット・デメリット（効率、

安全性、利便性、コスト、耐久性など。またそれらの前提条件） 

③ 本燃料電池技術の国内、海外動向。競合研究機関など 

④ その他 
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効率 作動寿命 耐久性 コスト

現状
発電効率27%(HHV 1kW級）（渡
辺）

１万～２万時間（～２
年）(吉武）

目標値
(達成時
期）

・発電効率：31.5％（定格）（2006
年３月）（本田）
・発電効率40%(HHV・定格）（吉
武）
・発電効率32%(2010年）・
40%(2020年）(HHV 1kW級）（渡
辺）
・スタック効率55%(HHV・定格）
（吉武）
・排熱回収効率：41.0％（定格）
（2006年３月）（本田）

・１０年（吉武）
・１０年(2006年３月）
(本田）
・4万時間(2010年）・
9万時間（2020年）
（渡辺）

・１０年
(2006年３月）
(本田）
・4,000時間
(MTBF)

(2006年３月）
(本田）

・100万円以下(2006年
３月）(本田）
・スタック費用4万円/kW
（吉武）

ブレークス
ルー技術

メリット

デメリット

燃料電池（家庭用燃料電池コージェネ）

重要度順に
【吉武】
１．信頼性、寿命の向上・確保　（特にDSSモードを想定した改質器）
２．効率の向上（触媒の改良、電極作製法の改良）
３．低コスト化
４．作動温度の上昇（スルホン酸膜単味で高温耐性を向上した膜が開発されつつある。無機
材料との複合膜は研究段階である。高温で安定性に優れた無機材料の探索も必要）

【本田】（１０年間の耐久性を実現するために）
１． セルスタックでの反応メカニズムの解明
２． セルスタックの劣化要因分析
３． セルスタックの加速試験方法
４． 補機（特に回転系）の耐久性

【本田】
１． 燃費の削減
２． ＣＯ2の削減
３． ＣＯ２以外のエミッションの削減

【本田】
１． 価格が高い
２． 耐久性が短い
３． 設置スペースが大きい
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動向

【本田】
・国内：システムメーカーとして開発をしているのは、①松下電器産業②三洋電機③東芝ＩＦＣ
④エバラバラード⑤三菱重工⑥富士電機⑦日立製作所⑧ＩＨＩ⑨三菱電機⑩トヨタ・アイシン

・海外：システムメーカーとして開発しているのは、①Ｐｌｕｇ　Ｐｏｗｅｒ　②Ｎｕｖｅｒａ　③ＩＤＡ　Ｔｅｃ
④ＵＴＣ　ＦＣ

【吉武】
・電解質技術：
　フッ素系電解質技術：　旭化成、Gore、DuPont、３Ｍ、UTC Fuel Cells、Ballard、旭硝子
　炭化水素系電解質技術：　日立、東レ、ホンダ、東洋紡など
　その他複合系電解質技術：　DuPont、Hoku Scientifc（三洋電機）、
・MEA技術
　Gore、３Ｍ、Johnson・Matthey、umicore、旭硝子
　その他、Ballard、自動車会社、電機会社等が独自に開発中
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効率 耐久性 コスト

現状
38%(25%負荷時）(渡辺）
>０．６V @1A/cm2　（大気圧）
（篠原）

目標値（達
成時期）

・50%(～2010)（渡辺）
・60%(～2020)（渡辺）
・>０．７V @1A/cm2（大気圧）
（2010)（篠原）
・現在の動力の２倍以上(2020
年）（高木）

・3千時間、3万回起動停止
（～2010)（渡辺）
・5千時間、6万回起動停止
(～2020)（渡辺）
・内燃機関並み（2015)(篠原）

・普及期(～2020)４千円/kW
（渡辺）
・内燃機関並み(2015)(篠原）
・現在の動力源の+10%～
20%(2020)（高木）

ブレークス
ルー技術

燃料電池（FC車）

【効率】
・セル運転温度の向上のための膜の開発（現状80℃　導入期（～2010）＞80　普及期(～
2020)＞120℃　その為、先ずフッ素系膜の改良（低加湿作動）、次いで高温作動膜（耐熱型
フッ素系膜、非フッ素系膜の開発））（渡辺）
・電極触媒高性能化（触媒利用率の向上、触媒高活性化　その為、先ずMEA技術のアカデ
ミックアプローチによる検討（～2010）、Ptの合金触媒の設計（～2010）、実用性評価が不可
欠。白金代替等の新規触媒材料の開発を普及期に向け検討）(～2020)（渡辺）

【耐久性】
・電解質膜の改良（機械的強度など）（2010)(渡辺）
・電解質膜のイオン伝導機構・劣化機構の解明（～2010）（渡辺）
・電極触媒の加速劣化試験法の開発、評価手法の開発（～2010）
・電極触媒の構造改良、耐被毒触媒（新材料）の開発（～2015）（渡辺）

【コスト】
・フッ素系電解質膜の低コストプロセスの開発（～2010））（渡辺）
・非フッ素系電解質膜での系高温作動耐久膜の開発(～2020)（渡辺）
・電極触媒開発（GDL/MEA：製造技術開発、量産技術開発、白金量低減技術開発（～
2010）、Pt代替触媒の開発 (～2020) ）
・セパレータの成形加工技術開発、量産技術開発（～2010）、金属セパレータの開発（～
2015））

【電解質膜】
現在主に用いられている電解質膜+αの機能を持つ電解質膜（作動温度：120℃以上・加湿：
不要）（高木）

【出力密度】
基本的にコージェネの課題と同様だが、開発目標のハードルは高い。コージェネの課題に加
え、出力密度の向上も重要（吉武）
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メリット

デメリット

動向

その他

【渡辺】
　日米欧の先進国は、近年、横並びで産学官の協調の下に国家重要課題として研究開発を
支援する体制を計画又は発足させている。特に最近は、韓国以外に中国、ブラジルなど開発
途上国を含め参入が目立っている。
従来のアメリカの国立研究所など以外に、アメリカ、カナダ、ドイツ、中国などに大学などに付
置研究所として、燃料電池研究を行うための研究所の設置が相次いでいる。

【篠原】
・基礎・基盤となる技術に関する研究の広がりが、海外では広い。
・海外では、大学・国研がブレークスルー技術に積極的に取り組んでいる。
・ベンチャー企業を中心に研究開発が盛んで、ＤＭＦＣや自動車用などを想定した要素材料
技術の開発が、幅広く取り組まれている｡

・高効率（セルスタック：４０～５５％）、低公害（CO２の著しい低減、NOX皆無）（渡辺）
・ NOX輩出が皆無で、ガソリン車の３倍、ハイブリッド車の1.5倍の効率が期待（渡辺）
・ 20～30年後の水素エネンルギー時代には最適なエネンルギー変換システム（渡辺）
・燃料電池は、エネルギー利用社会形態を根本的に変革。多岐にわたる素材産業、製造業、
サービス業を包含した我が国の基盤産業に発展する大きなポテンシャルを有する。（渡辺）
・地球温暖化問題、環境汚染問題の低減の切り札（渡辺）（高木）
・車両としてのZEVの実現（篠原）
・H2社会における高効率システム（篠原）

・コスト、耐久性などは、まだこれから実用化を目指しているものであり、在来システムとの比
較は出来ないが、普及期にはそれに対抗できるものでなければならない。（渡辺）
・耐久性・利便性など、内燃機関を使用したシステムと比較し、技術的に未熟（篠原）
・価格（高木）
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水素エネルギーシステムの評価とまとめ 

 

 

 

質問内容 

① 石油精製を含めたディーゼル車、ガソリン車（ハイブッリド車含む）、電気自動車システム

と比較して、水素製造を含めた燃料電池車システムのメリット・デメリット、問題点、二酸化

炭素削減効果 

② 現行システムと比較して定置型燃料電池コージェネシステムのメリット・デメリット、問題点、

二酸化炭素削減効果 

③ 水素エネルギーシステムの将来像 

④ その他 
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メリット クリーン化が全面におしだしやすい（逢坂）

デメリット

（逢坂）
①改質による水素エネルギーの場合、改質時による二酸化炭素問題
②水素スタンドの整備問題
③水素高圧下によるエネルギーロス

問題点

【コストについて】（福田）
水素燃料が市場的に自立するためにはユーザーと、燃料供給業者が共に経済的メ
リットを享受する必要。揮発油税を含めたガソリン価格をベースに、車両効率が仮定
しても、両者がメリットを共有できるのは2017年以降と解析(税を含まなければより厳
しい）。水素のコストをどう解決するかが問題。

メリット

デメリット

（逢坂）
①コスト・パフォーマンスの悪さ
②コスト負担システムの問題
③改質時のCO2の問題
④H2の各仮定配送システムの問題等

CO2削減
効果

約260万tC/年（化石燃料の代替、NEDO目標1,000万kW(2020年）が達成した場合）
（福田）

問題点
・電力需要に合わせた運転よりも、熱受容に合わせた運転がもっとも効果的。よっ
て、家庭用FCの姿は「時に電気もとれる給湯器」である。（福田）

水素エ
ネル
ギーシ
ステム
の将来
像

水素エネルギーシステムの評価とまとめ

燃料電
池車

定置型
燃料電
池コー
ジェネ

（福田）
【超長期的】
「水素をキャリヤーとする再生可能エネルギーの供給・活用システム」
【2030年ぐらいまで】
「水素をエネルギーキャリヤーとして利用することによる化石燃料の高効率利用システム」

　METIの目標が達成されたとしても高々３％程度であり、水素エネルギーは補完的なものにな
る。しかし、自動車に関しては、2030年で全自動車ストックの約20%が燃料電池車になるので社
会的インパクトは大きい。都市域の大気汚染・騒音低減には効果がある。
　燃料電池の応用としてロボット電源が潜在的に大きい市場と考える。新しい市場を創り出す可
能性が大きい。

（逢坂）
H2エネルギーシステムが立ち上がれば、現状のガス、ガソリンスタンド等に比べてメリットが出

やすいが、その立ち上げまでのイニシャルの社会的整備コストと実際に自動車スタンド等を考
えるとそのスタンドを稼働させるための電気自動車が、（１）どのくらいの量で、てその対応する
システム整備がどのように連携して立ち上げられるか、等のタイムスケジュールと、水素エネル
ギーが必要な都市とそうでない地域との棲み分けの問題等。
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吉武

　コージェネと異なり、並行して進めるべき課題が多い。効率、作動温度、コストなど、克服すべき
技術的障壁はより高い。水素エネルギーシステムの構築も並行して進めることが必須と思われ
る。自動車は国際商品であり、水素エネルギーシステムも含めてできるだけ早くから国際連携を
とることが必要と考えられる。月並みだが、開発課題は以下の通りと考える。
・ 効率の向上

・ 信頼性、寿命の向上・確認

・ 運転温度の上昇

・ 低コスト化

・ 水素エネルギーシステムの構築

藤井 価格低下と耐久性、水素供給ステーションの整備

大下
・コスト
・寿命
・白金触媒の代替

竹中
　基本的にはコージェネと同様である。　その他、高エネルギー密度の水素貯蔵タンクの開発が
必要。水素ステーションや安全基準、規制緩和等の水素供給系の課題についてはＭＥＴＩの開発
中の課題でよい。

秋葉

　コージェネと同じ課題を有しているが、順番としては、まず定置式の1kW級の固体高分子形燃料
電池において前述の指摘されている課題を解決することが、当面の喫緊の課題。そこでの技術
的進展と実際に利用される事によって蓄積された知見に基づいて自動車メーカーが自社技術とし
て、燃料電池技術の一層の展開を図ることになると予想される。
　自動車は世界市場において取引される製品であるので、最終的な製品の詳細が明らかになる
に先駆けて、標準、規制、法規について国際的な合意の形成が必要不可欠である。その取り組
みを進める必要がある。
　水素の燃料系については、燃料電池本体の技術課題よりも一定の性能が実現すれば当面は
良いと割り切ればハードル必ずしも高くないと予想される。しかし、普及期が近づくと数十年はエ
ネルギーシステムを変えることは現実的に許されないので、慎重な検討が必要になろう。

武松
①７０－１００MPa高圧水素タンクの実用化
②液体水素タンクの断熱性の向上とＢＯＧ（ボイルオフガス）の低消費電力再液化装置の開発

福田
水素貯蔵材料の開発と高効率小規模水素製造技術の開発、室温近傍、１０気圧未満で作動し、
かつエネルギー密度が5～10wt%の新規材料が開発されれば、システム全体がドラスティックに変
わる可能性がある。

高木 ・水素製造と供給のインフラ確立（全国で最低3000拠点必要）

逢坂
①コストとデューラビリティ
②消費者負担ととのかたの工夫

燃料電池自動車システムの実現に向けて優先的に解決すべき課題
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全体 

 

 

 

質問内容 

① 分散型燃料電池コージェネシステムの実現に向けて優先的に解決すべき技術課題 

② 燃料電池自動車システム（水素の供給系を含む）の実現に向けて優先的に解決すべき

技術課題 

③ 水素エネルギーシステムの実現に向けて、大学、公的機関が優先的に取り組むべき研

究開発課題 

④ 研究開発推進方法に対する提言 

⑤ その他 
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塩路

　水素の製造・貯蔵・利用の各プロセスにおいて、個々の要素技術のブレークスルーを図ること
が必要である。具体的な対象としては、各種オンサイト水素製造、ＭＨ、ケミカルハイドライド、炭
素系水素吸蔵材、および各種ＦＣの高効率化に引き続き期待している。しかし、これらの研究開
発は現時点では未だ基礎技術のレベルに留まっており、大規模システムへの適用・実用化には
かなり遠い現状を考えると、大学、公的機関においてはそれぞれの専門の立場から新規な提案
や現象解明を含む研究開発課題に優先的に取り組み、得られた科学的知見は汎用性のある形
でデータベースとして公開・提供することが必要と考える。

吉武 高性能水素貯蔵媒体の開発など

藤井 水素製造技術の多様化とそれへの対応、水素貯蔵技術の構築、

大下
・水素の安全性の確認
・国民の啓蒙・・・例えばヒンデンブルク飛行船の爆発との認識の修正（爆発ではなく燃焼）

竹中

大学、公的機関が取り組むべき課題としては、上記のように劣化機構の解明や新規材料の開
発を目的とした基礎研究、新規水素貯蔵技術など水素エネルギー利用拡大につながる技術シー
ズの発信、様々な新規材料に対して実用化可能性を検証できる評価技術の確立などがあげら
れる。
とくに大学においては、国際競争力を強化するためには将来の水素エネルギーシステムを支え
る人材育成が重要である。

秋葉

①水素エネルギーシナリオの策定
　現時点では、短期的および中長期的な観点からの水素エネルギー研究開発の方向性を示す
「シナリオ」が存在していないことが、研究開発を難しくしている。
　産学官の叡智を集めて、我が国としての「水素シナリオ」を作成することが、喫緊の課題であ
る。

②水素製造技術の研究開発
　当面の水素需要は副性水素でまかなえるとの想定であるが、中長期的には何らの手段で水素
を製造することが必要となる。具体的な候補としては、石炭、天然ガス等の化石燃料からの水素
製造と再生可能エネルギーからの水素製造である。二酸化炭素の排出を削減することを考慮に
入れると化石燃料からの水素製造の過程で必然的に発生する二酸化炭素の回収・隔離技術の
研究開発を進めなければ片手落ちである。
　従って、二酸化炭素の回収・隔離技術と再生可能エネルギーからの水素製造技術の研究開発
が重要課題として浮かび上がってくる。

③水素輸送貯蔵技術
　水素の輸送貯蔵に関しては圧縮ガス、液体水素および水素貯蔵材料の三種が検討の対象で
ある。それぞれの技術が異なる規模や用途で活用されることが想定されるので、様々な可能性
をにらみつつ研究開発を進める必要がある。

塩沢

　炭酸ガスをほとんど排出しない原子力を用いた水の熱化学法（ISプロセス）、とくに高温ガス炉
を用いるISプロセスの研究開発は米仏においても着手され、米国ではアイダホに電力水素併産
の原子炉を2010年に建設する計画を打ち出している。このため、高温ガス炉を用いるISプロセス
の研究開発は近い将来を目指したものとなり、原研が検討している30Nm3/h規模の水素製造能
力を有するISプロセスパイロット試験及びその後の高温工学試験研究炉接続ISプロセス試験
（1000Nm3/h規模）の実現に向けた開発研究及び実証試験が急務と考えられる。

福田
　燃料電池セル内での化学反応、物質輸送等の基礎的解明、新規貯蔵材料の可能性に関する
基礎的研究。水素エネルギーシステムの社会経済学的評価、パブリック・アクセプタンス促進の
ための啓蒙的研究

大学・公的機関がなすべきこと
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福田
・改質装置の高効率化
・耐CO性、耐S性電極の開発
・長期安定性・信頼性・低コスト化

吉武
以下の順番に解決していくべき
① 信頼性、寿命の向上・確保　② 効率の向上　③ 低コスト化　④ 作動温度の上昇　⑤ 更なる低
コスト化

本田
　信頼性・耐久性を高める為結果としてコストダウンに繋がる、セルスタックでの反応メカニズムの
解明、劣化要因の解析、加速試験方法の開発が何よりも重要

渡辺

【効率】
・セル運転温度の向上
・電極高性能化
【耐久性】
・電解質膜
・電極触媒
【コスト】
・電解質膜
・電極触媒

藤井 価格低下と耐久性

大下
・コスト
・寿命
・白金触媒の代替

竹中

【短期的】耐久性の向上につながる劣化要因の解明とその対応技術の開発、および経済性向上
につながるシステムエンジニアリングの課題。
【中長期的】経済性向上やより高温作動可能性につながる膜、電極、セパレータなど新規代替材
料の開発。

秋葉

①固体高分子形燃料電池技術の確立
　性能、耐久性およびコストなどの観点で技術的に確立されていない。普及に関して、これらの課
題を技術的に解決することが最も重要。

②分散型電源がそれぞれ独立に運転されることは、高効率な発電技術により集中して発電するよ
りも発電効率とロスの大きさにより一次エネルギー換算で効率が悪くなることを意味する。分散電
源同士をネットワーク化して効率およびコストをミニマムにするシステム技術の確立が急がれる。

武松
①燃料電池の低価格化の実現と耐久性の向上
②都市ガス、ＬＰガス等の改質器の小型化と耐久性の向上

高木
・電解質膜の耐久性（4万時間運転）
・価格（1ｋWのシステムで50～70万円以下）

逢坂
①コストとデューラビリティ
②消費者負担ととのかたの工夫

分散型燃料電池コージェネシステムの実現に向けて優先的に解決すべき課題
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高木
・各種材料開発
・使用するシステムの高性能要素技術開発

堤

【水素利用技術】
（１）分散型電源と燃料電池自動車以外の燃料電池応用技術開発：特にロボット用と一般の電気
機器、家庭電化製品への応用
（２）水素̶酸素燃焼技術：特に水素燃焼タービンが重要。他に、マイクロロケットエンジン、内燃
機関等
【水素輸送・貯蔵技術】
（１）水素ガス体輸送・貯蔵システム：水素輸送船（スカイタンカー）、ビル屋上でのバールーン水
素貯蔵システム、巨大飛行船による大量物質輸送システム
（２）液体水素輸送・貯蔵システム：ボイルオフの問題は、すべて燃料電池に利用して、電気は蓄
電しておくことによって解決する。高断熱材の開発、高効率液化技術は重要。水素の冷熱エクセ
ルギーの有効利用法を考える。
【水素製造】
　今世紀中で最もコストが安いのは石炭ガス化水素製造である。バイオマス、廃棄物、重質油も
可能性があるが、これらから水素を製造するのは石炭ガス化炉に放り込むのが最も経済性があ
り、確実である。従って、まず石炭、バイオマス、廃棄物、重質油をガス化し水素を製造する技術
を優先的に開発すべきである。このとき、環境汚染物質等は完全に分離除去する。次に、重要な
のは既存産業の中から水素を生産するコプロダクション化である。化学、製鉄、紙パなどエネル
ギー多消費産業は十分に水素を併産できるポテンシャルをもっており、これは大幅な省エネル
ギーにもつながる。
【その他】
　この他に、排熱、廃棄物から水素を製造する新しい技術開発が重要。
　光触媒、熱化学水素などは、基礎研究として細く長く続けていくことが重要。

　以上が、水素エネルギーの要素技術であるが、水素エネルギーシステムを実現させるには
ゴールイメージを描ききること、ロードマップ化が最も重要な課題。

逢坂
①ハイリスクが伴う開発研究の部分
②政策的に助成を公正、適正に行うファンクションの部分として働くこと
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塩路

　言うまでもなく水素は二次エネルギーであり、一次資源の直接利用と比較して本質的に負荷を
負っている。したがって、電気の利便性に比肩し得る、あるいは電気エネルギーを補完するメリット
があれば社会に受容されようが、それが明確でない場合には早期の普及は難しく、化石燃料の安
定供給に翳りが出た時点から大規模な展開が実現されることとなろう。
　ただし、アイスランドやアラスカのように分散型電力が豊富に供給され、さほど多量のエネルギー
を必要としない地域では、現時点でも水素社会が成り立つ環境にあり、水素の導入プロジェクトが
具体的に進められている。同様に、水素導入の可能性を持つ地域は国内でも存在するであろう
し、そのような地域をモデル地区として実験的に導入を進め、その過程で水素エネルギーシステム
の成立要件や課題の抽出を行う方法も考え得るのではないか。また、水素貯蔵とインフラ整備は
水素社会の基盤となるので、水素へも適合するパイプライン敷設は現時点から考慮すべきであろ
う。

吉武

　自動車用では、効率、作動温度、コストなど、克服すべき技術的障壁はより高くなっているので、
電極触媒、将来型電解質など、ハードルが高い材料については、企業の経験者、大学人、国研な
どからできるだけ多くの分野の研究者が一堂に会して、公的な立場で研究を進める体制が有効で
はないかとの声をよく聞く。特に、新規な材料系については小職も特にその必要性を感じている。
また、システムの評価についても、公的な機関が積極的に評価法、評価基準の開発を進めるべき
かと思われる。

本田
現在ではメーカー間で技術開発に大きな差異が出ている。しかし、産・官・学が協力して基礎技
術の解明を促進する事が期待されている。そこで、先行しているメーカーにどのようなインセンティ
ブを与えられるかを考えた、フォーメーション作りが大切である。

渡辺

(ア) 文科省関係では、一つの形態として、年間研究費を比較的少なくし、幅広く挑戦的なテーマ
に、期間を５年程度（中間評価で中断又は強化を実施）保証した研究支援。
(イ) 前項に関しては、どんな研究が最も、直近、将来求められているかの情報を十分開示し、これ
とのどんな相関があるか本人の申告を受け、目標設定と達成度評価が出来ることをより徹底し、
応募方式で採択する。
(ウ) 別の形態として、経験、設備の整った研究拠点を、他の省庁とも十分な連携の下に形成し、こ
ことの協調で他の多くの大学・国権研究者が研究活動するスキームを作る。ここには、重点的研
究支援、人的支援を行う。

藤井 基礎研究、特に、物質機能開発研究への投資

秋葉

水素エネルギーは今世紀の半ば頃から社会に定着することが想定される。それまでの数十年に
もわたる期間を民間の資金のみで研究開発を継続することは実際問題として不可能である。国が
水素エネルギーに対する骨太な指針を示し、研究開発に対する支援をし続けることが、水素エネ
ルギー社会の実現に不可欠である。

塩沢
　高温ガス炉を用いるISプロセスの研究開発では産官学の連携が重要であり、とくに、将来の商用
システム建設においては産業界が中心となることから、ISプロセスパイロット試験の検討段階から
産業界の参加が促進されるように予算計画、参加体制等を急ぎ策定する必要がある。

武松 産・官・学が参加するプロジェクト方式

高木 ・産官学が一体となった開発体制を作ることに，国が主導すること

提言
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堤

　水素は二次エネルギーであり、カロリー当たりのコストが一次エネルギーより安くなることはない
（ただし、吸熱反応により低レベル熱エネルギーをエネルギー再生させる場合は安くなる可能性が
ある）。まして、ガソリンのようにタンクに入れるだけのシステムと比べて水素の輸送貯蔵に大きな
コストがかかる可能性がある。従って、水素エネルギーが利用されるには、水素に変えることによ
り大幅な高効率化ができるなど、何らかのメリットがあることが必要となる。あるいは、水素でなけ
ればできない利用分野、市場を開拓する必要がある。
　応用研究と基礎研究にわけ、応用研究は、絞り込まれたテーマについて短期に集中的に技術開
発を進める。基礎研究については、できる限り広く、長く、薄く。
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参考資料２　招待講演：平田 賢 （芝浦工業大学）
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参考資料３　基調講演資料：①　太田　健一郎（横浜国立大）
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参考資料３　基調講演資料：　②　石谷　久（慶應義塾大）
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参考資料４ セッション講演資料：① 竹中 啓恭 （産総研）
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参考資料４ セッション講演資料：② 五十嵐 哲 （工学院大）
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参考資料４ セッション講演資料：③大下 孝裕（（株）荏原製作所）
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参考資料４　セッション講演資料：④　塩沢　周策　（原研）
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参考資料４ セッション講演資料：⑤ 武松 敏弌 (岩谷産業(株））
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参考資料４　セッション講演資料：⑥　斉藤　泰和　（東京理科大）



参考資料４ ⑥　(斉藤）（2/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（3/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（4/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（5/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（6/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（7/8)



参考資料４ ⑥　(斉藤）（8/8)



参考資料４ ⑦　（藤井）（1/6)
参考資料４　セッション講演資料：⑦　藤井　博信　（広島大）



参考資料４ ⑦　（藤井）（2/6)



参考資料４ ⑦　（藤井）（3/6)



参考資料４ ⑦　（藤井）（4/6)



参考資料４ ⑦　（藤井）（5/6)



参考資料４ ⑦　（藤井）（6/6)



参考資料４ ⑧（渡辺）（1/13)

参考資料４　セッション講演資料：⑧　渡辺　政廣



参考資料４ ⑧（渡辺）（2/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（3/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（4/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（5/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（6/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（7/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（8/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（9/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（10/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（11/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（12/13)



参考資料４ ⑧（渡辺）（13/13)



参考資料４　⑨　（吉武）（1/7)

参考資料４　セッション講演資料：⑨　吉武　優　（旭硝子（株））



参考資料４　⑨　（吉武）（2/7)



参考資料４　⑨　（吉武）（3/7)



参考資料４　⑨　（吉武）（4/7)



参考資料４　⑨　（吉武）（5/7)



参考資料４　⑨　（吉武）（6/7)



参考資料４　⑨　（吉武）（7/7)



参考資料４　⑩　（高木）（1/5)

参考資料４　⑩高木　靖雄　（武蔵工業大）



参考資料４　⑩　（高木）（2/5)



参考資料４　⑩　（高木）（3/5)



参考資料４　⑩　（高木）（4/5)



参考資料４　⑩　（高木）（5/5)



参考資料４　⑪　（山地）（1/5)

参考資料４　⑪　山地　憲治　（東京大）



参考資料４　⑪　（山地）（2/5)



参考資料４　⑪　（山地）（3/5)



参考資料４　⑪　（山地）（4/5)



参考資料４　⑪　（山地）（5/5)



参考資料４　⑫　（福田）（1/7)
参考資料４　⑫　福田　健三　（（財）エネルギー総研）



参考資料４　⑫　（福田）（2/7)



参考資料４　⑫　（福田）（3/7)



参考資料４　⑫　（福田）（4/7)



参考資料４　⑫　（福田）（5/7)



参考資料４　⑫　（福田）（6/7)



参考資料４　⑫　（福田）（7/7)
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