資料５-２

水素エネルギー社会の実現に向けた
福岡の取り組み

福岡県 商工部 新産業・
新産業・技術振興課
課長 田 代 裕 靖

福岡県 ・ 福岡水素エネルギー
福岡水素エネルギー戦略会議
エネルギー戦略会議

プロジェクト推進の産官学連携組織
プロジェクト推進の産官学連携組織
我が国最大の「福岡水素エネルギー戦略会議」
我が国最大の「福岡水素エネルギー戦略会議」
設

立 ：

平成１６年 ８月 ３日

顧

問 ：

小川
洋（福岡県知事）
廣實 郁郎（九州経済産業局長）
北橋 健治（北九州市長）
髙島宗一郎（福岡市長）
有川 節夫（九州大学総長）
黒木 啓介（(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構副理事長）

会

長 ：

岩城

正和

（新日鐵住金㈱代表取締役副社長）

副会長 ：

舟木
西島

隆
弘也

（岩谷産業株式会社 常務取締役兼執行役員）
（JX日鉱日石エネルギー株式会社
取締役常務執行役員 新エネルギーシステム事業本部長）
（トヨタ自動車株式会社 技監）
（九州大学水素エネルギー国際研究センター長）

渡邉 浩之
佐々木一成
幹

事 ：

新日鉄住金エンジニアリング㈱，トヨタ自動車㈱，HyTReC，岩谷産業㈱ ，
九州電力㈱，西部ガス㈱，JX日鉱日石エネルギー㈱，電源開発，TOTO，
日産自動車㈱，㈱本田技術研究所，三菱重工業㈱、HYDROGENIUS，佐賀大学，
九州経済産業局，福岡県，北九州市，福岡市など

会員数 ：

Ｈ25.8.1 現在 ６８１（ 企業 ５３２ ，大学 １１２，行政、研究・支援機関 ３７ ）
設立当初
１４４（ 企業
６３ ，大学
６４，行政、研究・支援機関 １７ ）
２

プロジェクトの本格的な推進
水素総合戦略「福岡水素戦略（
水素総合戦略「福岡水素戦略（Hy
「福岡水素戦略（HyHy-Lifeプロジェクト）」
Lifeプロジェクト）」
水素の製造、輸送・貯蔵から利用までを一貫して支援する世界唯一の取組
九州大学
次世代燃料電池産学連携研究センター

九州大学
水素材料先端科学研究センター

水素タウンの整備
福岡水素エネルギー人材育成センター

水素人材育成

水素ハイウェイの構築

研究開発

社会実証

① 地球温暖化対策の推進
② 新エネルギーの普及促進
③ 地域イノベーションの創出

水素エネルギー新産業の
育成・集積

（実証活動）

世界最先端の
水素情報拠点の構築
水素先端世界フォーラム

水素エネルギー製品研究試験センター

３

研究開発 水素製造、輸送・貯蔵から利用までの多様な研究
○ 水素材料先端科学研究センター・九州大学におけるナショナル・プロジェクト
・ 水素先端科学基礎研究事業（経済産業省・ＮＥＤＯ）
（事業期間：平成18
（事業期間：平成18年度～）
18年度～）
・ 世界トップレベル研究拠点プログラム
（平成22
平成22年採択、
22年採択、文部科学省
年採択、文部科学省）
・ イノベーション拠点立地支援事業(平成23
平成23年採択、経済産業省
23年採択、経済産業省)
年採択、経済産業省)
SOFCに関する国内
SOFCに関する国内初
に関する国内初の集中研究所
九州大学「次世代燃料電池産学連携研究センター」

カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
・次世代燃料電池産学連携研究センター

○ 戦略会議独自の研究開発助成
戦略会議独自の研究開発助成
① 可能性調査（ＦＳ調査）枠
（シーズ技術の事業化可能性を調査する課題に１年間で５
（シーズ技術の事業化可能性を調査する課題に１年間で５００万円以内）
② 事業化研究枠
（事業化が期待される研究開発に最長３年間、年１，０００万円以内）
平成１７年度から２４年度まで ８年間の採択件数：３１件
メーカーへの試作品納入段階にまで至るテーマも誕生！
例) 「エネファーム用燃焼器の製品化研究」
テック精密（株）、（株）新日本ケミカル・コンサルタント

○ 研究分科会
研究分科会
水素利用技術の最新動向の共有、共同研究のきっかけとなる出会いの
水素利用技術の最新動向の共有、共同研究のきっかけとなる出会いの場
となる出会いの場
４

「福岡水素戦略」の成果 ～社会実証 （１）～
（１）～
福岡水素タウン
「水素エネルギー社会」を実証するため
家庭用燃料電池を集中的に設置する世界最大の「水素タウン」を整備（平成２１年２月完成）
・ 水素エネルギーの本格導入に向けた実証により、本格普及に向けた課題を抽出。
・ 水素エネルギーに対する県民理解(
水素エネルギーに対する県民理解(社会受容性)
社会受容性)の向上、水素エネルギーに対する不安の解消。

平成２３年度１年間に水素タウン全体で
平成２３年度１年間に水素タウン全体で
６４トンのＣＯ２を削減
６４トンのＣＯ２を削減

集中的に設置
（１５０世帯）

（約４，５７０本の杉の木が吸収する量）
（約４，５７０本の杉の木が吸収する量）

糸島市

ＬＰＧ仕様１kW級(家庭用)
燃料電池システム

５８万ＭＪの１次エネルギーを削減
５８万ＭＪの１次エネルギーを削減
（灯油１５，８００リットル）
（灯油１５，８００リットル）

〔協働企業〕
協働企業〕
JX日鉱日石エネルギー
JX日鉱日石エネルギー(
日鉱日石エネルギー(株) 糸島市 南風台団地
（旧 新日本石油（株））
新日本石油（株））
〃
美咲が丘団地
西部ガスエネルギー（株）

平成２３年１１月「スマートハウスin
平成２３年１１月「スマートハウスin福岡水素タウン」誕生！！
in福岡水素タウン」誕生！！
「福岡水素タウン」の地域内で、企業が主体となって
停電時の電源としてSOFC
停電時の電源としてSOFC型エネファームを利用する
SOFC型エネファームを利用する
国内初の実証
〔実施企業〕
実施企業〕 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱
西部ガスエネルギー㈱
㈱へいせい

ＳＯＦＣ形機

エネウィンドウ
スマートハウスin福岡水素タウン
スマートハウス 福岡水素タウン

５

「福岡水素戦略」の成果 ～社会実証 （２）～
（２）～
北九州水素タウン（2011年
年1月
月15日実証開始
日実証開始）
日実証開始）
副生水素をパイプラインで市街地に直接供給し、地域で本格利用する「世界初」の実証。
※水素供給･利用技術研究組合が実施する経済産業省補助事業｢
水素供給･利用技術研究組合が実施する経済産業省補助事業｢水素利用社会システム構築実証事業｣
水素利用社会システム構築実証事業｣と連携。

〔主な実証〕
主な実証〕
・１．２㎞のパイプラインによる水素供給技術の実証
１．２㎞のパイプラインによる水素供給技術の実証
・集合住宅や商業施設、公共施設に設置した１４台
・集合住宅や商業施設、公共施設に設置した１４台の純水素型燃料電池の運転実証
１４台の純水素型燃料電池の運転実証
・フォークリフトや自転車など燃料電池で稼動する小型移動体の実証

開始から現在まで事故な
開始から現在まで
事故な
安全に
実証を
開始から現在まで事故な
事故なく
く安全に実証を
安全に実証を
実証を継続
継続
開始から現在まで事故なく
事故なく
安全に実証を継続
実証を継続

パイプライン

いのちのたび博物館
100kW 燃料電池 1台

燃料電池フォークリフト

集合住宅等
1kW 燃料電池 8台

・1kw燃料電池12台の総合エネルギー効率
・1kw燃料電池12台の総合エネルギー効率
93.3％を達成。
93.3％を達成。
・水素配管の圧力制御方法等の技術的課題
・水素配管の圧力制御方法等の技術的課題
を抽出。
を抽出。

燃料電池アシスト自転車

ホームセンター
1kW 燃料電池 1台
燃料電池フォークリフト

北九州水素ステーション
3kW 燃料電池 1台

エコハウス
1kW 燃料電池 1台

エコクラブハウス
1kW 燃料電池 2台
燃料電池アシスト自転車

平成２４年１１月「北九州スマートコミュニティ創造事業との連携を開始！
「水素による余剰電力の貯蔵／水素・燃料電池を利用した地域需給
バランスの調整」 ～水素を地域レベルでの需給バランス制御に活用～
〔事業主体〕
事業主体〕 岩谷産業株式会社

水素貯蔵タンク
水素吸蔵合金ﾀｲﾌﾟ
（３0Nm3 30kW相当）

水電解装置
（1～5Nm3/h）

６

「福岡水素戦略」の成果 ～社会実証 （３）～
（３）～
水素ハイウェイ
北九州市(
北九州市(東田地区)
東田地区)，福岡市(
，福岡市(九州大学)
九州大学)の２カ所に水素ステーションを整備し、
北九州～福岡間に「水素ハイウェイ」を構築。（平成21
（平成21年
21年9月18日
18日 始動）
北九州水素ステーション
日本初！
副生水素をパイプラインで
直接供給するステーション
国内
唯一！
九州大学 水素ステーション
太陽光発電の電気を利用した
水電解方式のステーション

多様なアプリケーションに充てん

燃料電池自動車等が自由に実証
燃料電池
自動車等が自由に実証
走行できる環境を提供
Ｈ２３年度連携開始！
鳥栖水素ステーション
木質バイオマスから水素を製造
するステーション

燃料電池フォークリフト

燃料電池スクーター
スズキバーグマン

NEDO地域実証事業に採択（
NEDO地域実証事業に採択（H23
地域実証事業に採択（H23～）
H23～）
鳥栖水素ステーションを加えた３ステーションで広域に連携。
燃料電池自動車の広域走行実証、規制合理化のための「模擬セルフ充てん実証」などを実施。
７

「福岡水素戦略」の成果 ～水素人材育成～
水素人材育成～
福岡水素エネルギー人材育成センター
国内唯一の水素関連人材育成機関
産業界の人材育成を支援するため、「福岡水素エネルギー人材育成センター」
（校長：トヨタ自動車（株） 渡邉浩之 技監）を平成17
技監）を平成17年
17年10月に開講。
10月に開講。

① 経営者コース
水素関連分野への参入を
目指す経営者等を対象
（延べ受講者 422名）
422名）

②経営者(
経営者(燃料電池自動車)
燃料電池自動車) ③ 技術者育成コース
コース
水素関連企業の最前線で
自動車関連企業の経営幹部等を
自動車関連企業の経営幹部等を
対象に、2015
対象に、2015年の市場化に向け
2015年の市場化に向け
たFCV開発動向と業界予測を講義
FCV開発動向と業界予測を講義
(延べ受講者 68名）
68名）

活躍する技術者を育成
（延べ受講者 243名）
243名）

④ 高度人材育成コース
将来の水素エネルギー新
産業を支える若手人材を育成
を支える若手人材を育成
産業
（延べ受講者 151名参加）
51名参加）

８

世界最先端の水素情報交流
世界最先端の水素情報交流拠点の構築
交流拠点の構築
国際水素燃料電池パートナーシップ（IPHE）運営会議福岡開催
）運営会議福岡開催
国際水素燃料電池パートナーシップ（
○ IPHEとは
IPHEとは
① 燃料電池・水素の世界的な普及により、水素社会の一日も早い
実現を目指す国や国際機関による国際協力の枠組み
② ２００３年１１月設立、現在１７カ国＋欧州委員会がメンバー
③ 議長国：
議長国：日本（２０１３年～）
日本（２０１３年～）

○ 運営会議（Steering
運営会議（Steering Committee）
Committee）
① ＩＰＨＥ運営に関する方向性を決める会議（年２回開催）
② 議長：橋本
議長：橋本 ＮＥＤＯ新エネルギー部長

○ 運営会議 in 福岡
議長国として国内初開催！
① 期日：２０１３年１１月中旬
期日：２０１３年１１月中旬
② 場所：福岡市内ホテル、九州大学伊都キャンパス等
場所：福岡市内ホテル、九州大学伊都キャンパス等
③ 内容：２０１３年末からの第２期アクションプラン（１０年間）
内容：２０１３年末からの第２期アクションプラン（１０年間）を
第２期アクションプラン（１０年間）を
決定
④ 特記事項：福岡水素エネルギー戦略会議は２０１０年に
「ＩＰＨＥ優秀リーダーシップ賞」を受賞
「ＩＰＨＥ優秀リーダーシップ賞」を受賞
９

水素エネルギー製品研究試験センターの概要
【運営組織】
運営組織】
公益財団法人 水素エネルギー製品研究試験センター
〔理事長〕
理事長〕 渡邊 正五

【センター施設】
センター施設】 ※平成２１年９月着工，
平成２１年９月着工，平成２２
年９月着工，平成２２年３月完成
平成２２年３月完成
延床面積 ： 約２,０００㎡
００㎡ （ＲＣ造）
土地面積 ： 約５,３００㎡
００㎡
【提供するサービス・事業】
提供するサービス・事業】

センター施設
九州大学
伊都キャンパス

① 試作品等に関する製品試験
水素関連製品や材料について、耐久性試験、性能試験、振動試験、
気密試験、圧力サイクル試験、ガス透過試験、材料評価試験等を実施。
8km

② 製品試験方法の開発
国や民間企業からの委託を受け、水素関連製品の試験方法を開発。

③ 水素関連製品の開発

水素エネルギー
製品研究試験センター

民間企業との
民間企業との共同研究で
共同研究で、バルブ・継手等の小物製品や、材料の開発を実施。
研究で、バルブ・継手等の小物製品や、材料の開発を実施。

④ セミナー・広報活動

福岡空港から25
福岡空港から25分
25分
天神･博多駅から20
天神･博多駅から20分
20分

水素エネルギーに関する最新技術セミナーや安全講習等を開催。
１０

北部九州燃料電池自動車普及促進構想
産学官が連携し、北部九州におけるＦＣＶ及び水素供給インフラの自立的な市場を率先して立ち上げ
ることで、本地域におけるＦＣＶ関連産業の育成・集積を進め、地域経済の活性化を図る。
 ２０１５年までに、北部九州において水素ステーションの先行整備を行い、FCV
２０１５年までに、北部九州において水素ステーションの先行整備を行い、FCVの初期市場
FCVの初期市場
を創出することを目指す。
 ２０２０年までに、北部九州で円滑なFCV
２０２０年までに、北部九州で円滑なFCVの普及を可能にするために必要となる水素ステー
FCVの普及を可能にするために必要となる水素ステー
ションの整備を促進することを目指す。
 産学官が一体となって導入促進策を講じ、全国に先駆けて北部九州においてFCV
産学官が一体となって導入促進策を講じ、全国に先駆けて北部九州においてFCV及び水素供
FCV及び水素供
給インフラの自立的な普及の開始を目指す。
北部九州でFCV需要を創出するために求められる
需要を創出するために求められる
北部九州で
水素ステーション配置シナリオ

北部九州における
FCV普及目標
普及目標
２０１５年時点で
２０１５年時点で、ハイブリッ
年時点で、ハイブリッ
ド自動車の累積販売台数
シェアの2
シェアの2倍を目指す！
倍を目指す！

・・・FCVユーザーの「出発地」
・・・高速道路の主要パーキングエリア
・・・広域的に移動する際の「目的地」
・・・都市間幹線道路の中間地点
・・・主要なバス営業拠点
・・・既存の水素ステーション

～２０１５年
① FCVユーザーの「出発地」となる地点に配置
② 高速道路の主要パーキングエリアに配置
③ 広域的に移動する際の「目的地」として特に
重要な地点に配置

国道3号線北九州市～
福岡市間の中間点

山口市

下関市

宇部市
国道10号線北九州市～
大分市間の中間点

唐津市（主要なバス営業拠点）

中津市
宇佐市

旧福島町
平戸市

別府市

日田市

大分市

佐世保市
玖珠町・九重町

全国に先駆けてFCV
全国に先駆けてFCV及び
FCV及び
水素ステーションの自立的
拡大開始を実現する！

周南市

山陽小野田市

～２０２０年

国道207号線佐賀市～
長崎市間の中間点

湯布院市
竹田市

植木町

阿蘇市

荒尾市・長洲町

④ 広域的に移動する際の「目的地」となる
地点に配置
⑤ 都市間幹線道路の「出発地」と「目的地」
との中間地点に配置

大村市

菊陽町
玉名市

長崎市

熊本市

諫早市
延岡市

宮崎市

⑥ 主要なバス営業拠点に配置

鹿児島市

2020年時点配置イメージ
2020年時点配置イメージ
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構想実現に向けた取り組み
（「水素エネルギー理解促進活動」の集中実施）
○ 燃料電池自動車をはじめとする水素エネルギー
分野の市場拡大に貢献し、関連産業の育成等を
図るため、水素エネルギーに関する理解促進活動
図るため、水素エネルギーに関する理解促進活動
を集中的に実施。
を集中的に実施。

福 岡地域

北 九州地域

10月20日(土）

10月13(土)〜14日(日)

燃料電池⾃動⾞展⽰会

『北九州エコライフステージ
』
北九州エコライフステージ』

『環境フェスティバル』
バル』エコカー展示・試乗会

○ 実施に当たり、企業の支援を得たほか、北九州市、
福岡市、糸島市、佐賀県、熊本県とも連携し、
試乗会等実際に体験できる形での活動を実施。

内容：北九州水素タウン展示
燃料電池⾃動⾞同乗試乗
場所：北九州市役所周辺広場・勝山公園

10月21日(日)

燃料電池⾃動⾞同乗試乗会

『ガス･スタイル2012
』inマリ
イル2012』
inマリンメッセ

10月25(木)

10月22日(月)

主催：福岡水素エネルギー戦略会議
協⼒：J X⽇鉱⽇石エネルギー㈱、北九州市
場所：ヒューマンメディア創造センター、
北九州水素ステーション
内容：2013年度からの水素ステーション
整備を控えた勉強会を開催

NEW！

消防局による水素ステーショ
消防局による水素ステーション
講習会・⾒学会

時間：10:00〜16:00 ※最終受付15:30
場所：マリンメッセ福岡

燃料電池バス 運転試乗会

内容：地域内の主要バス会社を対象に、
燃料電池バスの運転試乗会を実施
場所：⻄⽇本鉄道㈱⾃動⾞教習所（大野城市）

NEW！

10月22(月)

〔時
期〕 ２０１２年１０月を中心に実施
〔主
催〕 福岡水素エネルギー戦略会議
〔協働企業等〕
協働企業等〕
産：自動車メーカー、エネルギー事業者、地元企業 など
学：九州大学、 水素エネルギー製品研究試験センター など
官：九州経済産業局、佐賀県、熊本県、北九州市、
福岡市、糸島市
〔開催状況〕
開催状況〕
延べ開催件数・・・約３０件
延べ参加人数・・・約４，０００人

多くの方に
体感していただきました！
【燃料電池自動車】
燃料電池自動車】
同乗試乗 約６００名
６００名
運転試乗 約３０名
【燃料電池バス】
燃料電池バス】
同乗試乗 約２００名
運転試乗 約１０名

『エコテクノ2012』
2012』
http://www.eco-t.net

内容：北九州水素タウン展示
燃料電池⾃動⾞展示会他
場所：⻄⽇本総合展示場

こども燃料電池教室

NEW！

主催：岩谷産業(株）

10月16⽇(火) 赤崎⼩学校
11月 9⽇(⾦) 曽根東⼩学校
11月12⽇(月) ⼩森江東⼩学校
11月13⽇(⾦) 南ヶ丘⼩学校

11月4日(日)

燃料電池⾃動⾞展示会

『到津の森公園ちからまつり』
場所：勝山公園
問い合わせ先：北九州市

燃料電池⾃動⾞ 講座・実習

○ 今後は、連携の輪を広げ、広域的な取り組みへ
今後は、連携の輪を広げ、広域的な取り組みへと
連携の輪を広げ、広域的な取り組みへと
発展させていく。

10月11(木)〜13日(土)

http://www.ecolife-stage.org

場所：福岡市役所 ⻄側ふれあい広場（南側広場）

主催・場所：専門学校⿇生⼯科⾃動⾞大学校（福岡市博多区東⽐恵）
協⼒：⽇産⾃動⾞㈱
内容：⾃動⾞整備、⾃動⾞開発設計を学ぶ学生400名を対象に、
燃料電池⾃動⾞に関する講義、実習を実施

11月4日(日)

まつり起業祭八幡

場所：北九州水素タウン、北九州水素ステーション、北九州市環境ミュージアム
内容：
・⾒てみよう！水素のまち！ 10:30／11:30／12:45／13:45／14:45／15:45
・乗ってみよう！燃料電池⾃動⾞ 10:00〜16:00 ※最終受付15:30
・水素ステーション⾒学会 随時（環境ミュージアム前集合。燃料電池⾃動⾞でご案内します）
・やってみよう！「水素de発電！」13:00／15:00 ※各回30分先着10名。開始10分前から受付
問い合わせ：福岡水素エネルギー戦略会議 TEL092-643-3448

10月24日(水)

燃料電池⾃動⾞ 運転試乗会

内容：マスコミ･地域の主要企業・タクシー会社
等を対象に、運転試乗会を開催
場所：九州大学伊都キャンパス（福岡市⻄区）

11月14日(水)〜16日(⾦)

糸 島地域

『再生可能エネルギー先端技術展』
再生可能エネルギー先端技術展』
http://www.he-t.jp

NEW！

こども燃料電池教室

高圧水素・貯蔵研究分科会 11月15⽇ 午前
燃料電池セミナーin福岡 11月15⽇ 午後
中⼩・ベンチャー企業企画展示 11月14⽇〜16⽇
燃料電池⾃動⾞同乗試乗会 11月14⽇〜16⽇
場 所：⻄⽇本総合展示場
問い合わせ：福岡水素エネルギー戦略会議
TEL092-643-3448

9月20⽇(木) 二丈中学校（主催：
福岡水素タウン）
11月下旬 桜野⼩学校（
主催：JX⽇鉱⽇石エネルギー）
10月6日(土)〜7日(日)

熊 本地域

『糸島市⺠まつり』
http://itoshimamatsuri.com/

10月23日(火)

内容：福岡水素タウン･エネファーム展示、
燃料電池⾃動⾞試乗会
対象：⼀般参加。事前申し込み不要
主催(展 示)：福岡水素タウン
(試乗会)：福岡水素エネルギー戦略会議
場所：志摩中央公園（福岡県糸島市）

内容：燃料電池⾃動⾞の環境性能や、
将来性についてのセミナーを開催燃料電池⾃動⾞ 同乗試乗会も開催します。
場所：グランメッセ熊本
問い合わせ：（⼀財）九州産業技術センター TEL 092-411-7394
http://www.kitec.or.jp/

他

『九州燃料電池⾃動⾞セミナー』
ナー』

広域

『秋の祭典』
秋の祭典』
内容：福岡水素タウン、エネファームの展示
★☆燃料電池教室もあります☆★
場所：サンレイクかすや 11月17〜18日
JA糸島農営センター「アグリ」11月23〜25日

地域内で実施される国の実証事業

10月2日(火)〜10月21日(日)
環境省チャレンジ２５地域づくり事業
「燃料電池バス⾛⾏実証」10月
受託者：
トヨタ⾃動⾞九州
★トヨタ⾃動⾞九州での通勤送迎実証
★福岡〜⼩倉間⻑距離⾛⾏実証10月20･21日
内容：燃料電池バスの環境性能や事業性を検証。

10月23日(火)
NEDO支援事業「
地域水素供給インフラ技術・社
NEDO支援事業「
会実証／地域実証研究／福岡県・
佐賀県にお
ける実証研究」
★燃料電池⾃動⾞広域⾛⾏実証
内容：北九州･九大･鳥栖の水素ステーション
を利⽤して福岡・
北九州・佐賀から、
熊本県庁を目指す。

10月20(土)〜21日(日)

⻑距離路線バス実証

内容：⼩倉砂津営業所 〜 天神、天神 〜 ⼩倉砂津営業所
詳細はこちら http://www.toyota-kyushu.com/
当⽇参加OK

展示会

参加型

試乗会

燃料電池教室

セミナー

実証

水素エネルギーを体験できるイベントが盛りだくさん！当日参加可能なイベントも
ありますので、ぜひお出かけください！！
もあり
◎問い合わせ先

福岡水素エネルギー戦略会議

〒812-8577福岡市博多区東公園7-7

事務局

TEL.092-643-3448
〔E-mail〕info@f-suiso.jp

最新のイベント情報は、戦略会議のホームページをご覧ください。

http://www.f-suiso.jp
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