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平成 29 年第３回定例会	 経済・産業対策特別委員会	

	

平成 29 年 10 月 3 日	

髙橋(稔)委員	

	 それでは、私もエネルギー施策について何点か伺ってまいりたいと思います。		

資料に高効率燃料電池開発プロジェクトの推進とございますが、このことにつ

いて何点か伺ってまいりたいと思います。	

	 このプロジェクトを伺いましたら旧ＫＡＳＴのプロジェクトということで、

現在、産業技術総合研究所、独立行政法人のＫＩＳＴＥＣ、ここで行っている

ということを承知していますが、この産技総研において、研究開発はどのよう

な体系で行われているのか、まず伺いたいと思います。	

	 そしてまた、このプロジェクトはその体系の中でどのような位置付けになっ

ているのか教えてください。	

産業振興課長	

	 産業技術総合研究所、ＫＩＳＴＥＣの研究開発は大きく三つに分かれており

ます。一つは、大学との有効な研究シーズを育成しますプロジェクト研究、そ

れから中小企業との開発ニーズをもとに研究テーマを設定しまして、中小企業、

大学、産技総研が共同研究します事業加速事業、それから三つ目が産業界に共

通する技術的課題の解決に資する経常研究、この三つでやっております。今回

のプロジェクトは、そのうちのプロジェクト研究、一番最初にお話ししたもの

に位置付けられているものでございます。	

	 このプロジェクト研究につきましても、大学などの研究者から研究テーマを

公募いたしまして、採択された場合には提案した研究者が研究リーダーになっ

て研究を推進します。実用化に向けた研究段階のうちで三つのステージを行っ

ております。一つ目が戦略的研究シーズ育成事業、第２段階目は有望シーズ展

開事業、第３段階として実用化実証事業の３段階ステージゲートという形で、

その都度、成果が出た場合はステップアップしていくというやり方をしており

ます。	

	 今回の高効率燃料電池開発プロジェクトにつきましては、第１段階の戦略的

研究シーズを経まして、25 年４月から 29 年３月までが第２段階の有望シーズ展

開事業として実施しておりましたが、今年からいよいよ第３段階の実用化実証

事業に格上げをして研究しているものでございます。	

髙橋(稔)委員	

	 たしか東工大の先生が中心になっているプロジェクトということで承知して

いますが、この高効率燃料電池開発の事業内容、もう少し詳細に教えていただ

きたいと思います。また、現在のこの燃料電池には様々な課題があると思いま

す。先ほど先行委員の方からも指摘がされておりましたが、どのように課題を

改良しようとしている取組なのか、研究の進捗状況も伺っておきたいと思いま

す。	

産業振興課長	

	 このプロジェクトの事業概要ですが、燃料電池は一般的に水素、空気中の酸

素と化学反応させまして電気を発生させる仕組みですが、反応を促す触媒の劣

化による耐久性のほか、コスト、発生効率などで課題があるというのが現状で
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す。	

	 そこで、このプロジェクトでは、発電する際に必要となります新しい触媒や

電解質など、これを開発して高耐久、それから低コストで高効率の発電が可能

となる次世代型の燃料電池を開発しようとする内容でございます。	

	 進捗状況ですが、28 年度は開発した電解質膜を使用することによりまして、

高温、低湿度の環境下でも高い電池性能の発現に成功するなどの研究成果が得

られると報告を受けております。今年度は引き続き実用化に向けた研究と外部

企業での評価を進めていると伺っているところでございます。	

髙橋(稔)委員	

	 今おっしゃっていただきました水素と酸素、酸化剤、それが反応して電気を

取り出していくというものと承知していまして、この先生を中心に固定高分子

系の研究ということで、今ありました電解質膜、それから触媒層の開発という

ことで、炭素の劣化に伴うことも不安要素もありますので、そういったことで

改良を加えていくということかと概略承知していますが、これは高効率、高耐

久性、なおかつ高出力、いろいろ求められることがやはり多いのですが、いよ

いよ実用段階ということになってくるのですが、白金は使うのですが、それら

をうまく活用していくというか、研究としては先進的なものだと承知しますが、

実用化段階で最大のネックは何なのですか。	

産業振興課長	

	 実用化段階のネックといいますと、やはり私が報告を受けている限りでは、

白金使用量の低減、それから何よりも高効率信頼向上を妨げている要素がある

という形で、そこら辺をどう解決するかというのが課題と伺っております。	

髙橋(稔)委員	

	 白金が排ガスの浄化のための触媒として非常に有用な役割を果たしていると

一般的に言われていまして、白金にかわるものが最近は注目されているという

ことで、ジルコニア、Ｚｒ、ジルコニア酸化物ということが言われて、白金の

20 分の１ぐらいのコストだということも言われているのですが、非常に白金の

小さなカプセル化ということもさることながら、そういうジルコニアという違

う酸化物、こういったものもあわせて視野に置きながら取り組んでおられるの

かなと思うのですが、何か情報ありますか。	

産業振興課長	

	 報告を受ける段階で、先生からお伺いして恐縮なのですが、ジルコニアとい

うところについては具体的なお話を伺っていないところでございます。	

髙橋(稔)委員	

	 コストが高いということは一つのネックということになりますので、そうい

った先進技術、こういったことも東工大の先生を中心にいろいろプロジェクト

を展開していらっしゃると思うのですが、もう一つは、課長もおっしゃいまし

たが、発電効率です。それが思いのほかなかなかうまくいかないということが

言われていまして、どうやって発電効率を担保していくのかというのが非常に

課題だと思っていますが、こういった高効率燃料電池開発プロジェクトに本県

が先進的に取り組んでいるということは、大変大きな意義があると思いますが、

是非このＫＩＳＴＥＣとともに、新しく立ち上がった組織ですから、やはり大

きな、実用段階に入ったがゆえに、大きな発信力をさらに発揮していただきた
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いことを期待しておきたいと思います。	

	 次に関連ですが、水素ステーションについて何点か伺っておきたいと思いま

すが、この水素ステーションに関する技術開発における支援は、どういう支援

をしているか、もう一度伺っておきます。	

エネルギー課長	

	 先ほど、水素ステーションの関係、御答弁させていただきました、非常にコ

ストがかかるということで、低コスト化が不可欠でございます。県内の中小企

業の持つ技術力が活用できるのではないかと考えているところでございますが、

現時点で水素関連分野は大企業が中心で研究開発が進められている分野でござ

います。ですので、この中小企業が独自に研究開発を進めて参入していくには

かなり高いハードルがあるのかなというところでございます。	

	 そこで、平成 26 年度から本県でも中小企業が行う水素燃料電池関連の技術開

発、製品開発を支援するため、セミナーやアドバイザーによるアドバイス支援

みたいなことを実施させていただいております。	

髙橋(稔)委員	

	 水素ステーション関連は大企業が先進的でして、東芝、ＪＸエネルギー、千

代田化工建設、日立製作所、東京ガス、日産自動車、それから岩谷産業、やは

りそういったところが非常に我が国における先進的な技術開発力はあるところ

と承知していますが、具体的に今の本県においても、そうはいっても様々な取

組をしているということですが、具体的にどのような技術開発を期待している

のか、もう少し詳しく教えてください。	

エネルギー課長	

	 水素ステーション関連の技術開発といたしましては、まず水素を高圧で圧縮

する機器、それから充填する際に水素を冷却する、冷やすプレクーラーと言わ

れるもの、あとは高圧に耐えられる配管機器、そしてそれらをつなぎ合わせる

弁や接ぎ手類、こういったものの低コスト化の技術開発を想定しているところ

でございます。	

髙橋(稔)委員	

	 取り巻く環境の整備、付随する接ぎ手の開発は我が国のみならず世界で期待

される技術ではないかと思うのですが、先ほどもいろいろと質疑が出ていまし

たが、水素のエネルギー源というのは、ＳＤＧｓではありませんが、持続可能

な社会の構築、つまり持続可能なエネルギーの創出ということを考えますと、

水素は避けて通れない。国でもそういった意味では 2020 年ないし 2025 年、2050

年ぐらいをにらんで水素社会のグリーン水素社会ということで動き出している

ということが言われております。	

	 そういった意味では、日本はかつて壮大なプロジェクトをたしか考えていま

したよね。アイスランドの水力及び地熱発電を使って水素に転換して、それを

輸入してくるということや、パタゴニア地方の強大な風の力をエネルギー転換

して、これを逆輸入してくるというようなことを言われておりましたが、風が

強過ぎて風車がもたないのだそうです。横浜と風が違ってパタゴニアは風車が

もたないのだそうです。そういうことが言われていると、風車の技術から始ま

らないと、水素発電までいかないわけです。	

	 港南区のある中小企業の技術が我が国を代表する企業のパーツをつくってい
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るのです。ですから、中小企業にしっかり光を向けていただきたいということ

をここで言いたいのですが、膝元にあるのです。そこでロケットならず風力発

電、こういったところのパーツをつくっているのです。これは本当にすごいこ

とだと思います。我が国の技術力は、この火を消してはいけないなと思うので

す。是非技術開発していく上で、常にエネルギー課長はじめ皆さんにおかれま

しては、もう毎日油まみれになって、本当に汗していらっしゃる技術者の方々

のすごい魂、エネルギーを本当に大事にしていただきたい。現場を見ていただ

きたいです。	

	 それで、昨年はどういう技術支援をしてきたのか、併せて伺っておきます。	

エネルギー課長	

	 地道な取組でございますが、昨年、セミナーを３回実施させていただきまし

て、159 名の参加をいただきました。アドバイズ支援の内容でございますが、国

のＮＥＤＯへのプロジェクト応募のための書類の作成の関係や、開発アドバイ

ザーを派遣して技術的なアドバイスを実施したり、関東経済産業局主催のビジ

ネスマッチングに向けての準備もアドバイス、そういったことを実施させてい

ただきました。	

髙橋(稔)委員	

	 セミナーをやって、いろいろ成果を聞いて、流布していく、それも一つの角

度なのです。現場に足を運んで、是非激励していただきたい。何か困っている

ことはありませんかということをやっていただければありがたいと思いも込め

ながら、幾つか質問をさせていただくのですが、千代田化工はさすがです。安

定稼働の触媒開発で頑張っておられまして、300℃で安定稼働の触媒発見という

ことが報じられておりましたが、千代田化工は技術力を持っておられます。こ

ういう安定稼働の触媒開発が何につながるかというと、しゃかに説法ですが、

先ほどおっしゃっていた長距離輸送の、いわば可能性を探ることにつながるの

だということが言われているのです。是非、長距離輸送を可能にしているとい

うところに着目して、本県の水素ステーションもさらなる設置拡大に取り組ん

でいただければという思いなのです。	

	 しかし、県西部の方が水素ステーションはないのです。圏央道がしっかり走

って、東名も走っているのに、何で県西部がないのか、どういうふうに理解し

たらよろしいのでしょうか。	

エネルギー課長	

	 委員御指摘のとおり県西部にはなくて、海老名が一番西という状況です。や

はり人口が多いところの方がペイしやすいということもあるのかと考えていま

す。ただ、水素ステーションにつきましては、確かに偏在しておりまして、国

が基本的に太平洋ベルトと呼ばれているところを中心に整備を進めるという御

意向がありまして進めているところなのですが、水素ステーションをつくる合

弁会社が間もなく立ち上がる、自動車やエネルギー産業、水素産業が皆さん出

し合って、合弁会社をつくる。そうすると、今まではエネルギー産業主導で水

素ステーションの立地を決めていたと思うのですが、今後は自動車メーカーや、

いろいろな方が意見を言いながら水素ステーションの設置位置も決めていくと

いうことになりますので、私ども県としても是非、西につくっていただきたい

という希望はありますので、そうしたことを事業者とも相談しながら西の方に
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つくっていただけるように進めていきたいと思っています。	

髙橋(稔)委員	

	 県西部の活性化のためにも、圏央道のみならず第二東名、東名、これだけ自

動車網が充実してきていますから、やはり県西部も視野に入れるというのが一

つあってもいいかなと。もう少しマクロな視点だと、おっしゃったように国は

東京圏、それから中京圏、大阪圏、それから福岡圏、４ゾーンでやっていると

いうことが言われています。そういうこともにらみながらエネルギー源をしっ

かり担保していこうということなのでしょうが、本県としてはまちづくりも念

頭に置きながら、水素ステーションと一体となった持続可能な開発のあり方を

模索してほしい。特に先ほども出ていましたが、綱島ステーションは、正にサ

スティナブルシティの一つのモデルケースとして取り組んでいるではないです

か。場合によっては、来年３月稼働整備予定の川崎水素ステーション、これは

どういうまちづくりをイメージされているのか教えてください。	

エネルギー課長	

	 全体の構想は承知していないのですが、現在、殿町のステーションにつきま

しては、もう既に建設に入っておりまして、現在、基礎、建屋の土木工事をし

ているところでございます。その後、機器、設備、配管工事をやりまして、来

年３月から営業開始と聞いております。	

髙橋(稔)委員	

	 是非エネルギー政策全般としてはまちづくりを視野に入れてほしい。まちづ

くりとエネルギー施策は欠かせない。何のためのエネルギーか、生活していく

ためのエネルギーである。どのようにリンクしていくのか、全体的に情報、方

向性を共有化していってほしい。そういったことを要望しておきたい。	

	 また、水素は見えないです。気体ですから、室内では液体化してしまいます

よね。水素は燃えて、見えないですね。	

消防課長	

	 そのとおりでございます。	

髙橋(稔)委員	

	 水素は燃えていても見えないのだそうです。私たちは物が燃えると見えると

思ってしまうのです。去年、安全防災局の視察に行きまして、防災訓練で勉強

したのですが、水素は燃えても見えないのだということを学んだわけですが、

見えないものでも赤々と燃えているものがあるのだということです。	

	 それで、今、いろいろ技術開発、支援の状況も伺いました。今後こういう技

術開発支援は、今、申し上げましたが、どう生かされていくのか、どう展開さ

れていくのか、確認しておきます。	

エネルギー課長	

	 中小企業にとりまして、こういった研究開発が直ちに結果に結び付くという

ものではもちろんございません。県が進めたアドバイザーによる御支援を引き

続き息長く継続いたしまして、国の実施する大手企業とのマッチングや、ＮＥ

ＤＯ事業への参加に結び付けていきたい。その成果としまして、将来的に水素

ステーションに係る周辺機器のコストダウンという形で成立をしていくことを

期待しているところでございます。	
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髙橋(稔)委員	

１点だけ、ドローンも結局エネルギーがなければ飛びません。このドローンの

エネルギー源の開発というのは、最終的に今どの辺まで来ているのですか。	

産業振興課長	

	 技術につきまして、詳細には把握していないところなのですが、私どもが開

発に絡んでいるドローンの一つの見込みとして、20 分くらいしかもたないとい

うことなので、電気ですが、20 分したら戻ってきて、自分で充電して飛んでい

くと、そういう開発もされている企業もあると聞いていますので、そういった

中で解決していくと認識をしているところです。	

髙橋(稔)委員	

	 要望ですが、是非そういうドローンにしても、先ほど申し上げている水素の

技術支援にしても、やはり中小企業で技術力はあるが、資金力はないというと

ころはたくさんあると思うのです。ここに是非フォローの風を送っていただき

たいのです。一番の課題はドローンの、軽量、小型化、長寿命化のエネルギー

源だと思うのです。これは神奈川からもしこの企業が立ち上がっていったら、

ドローンというのは使い方によって負の面もありますので、しっかり操作しな

ければいけませんが、それこそコントロールしなければいけませんが、是非国

際的なエネルギー施策としても有用になっていくと思いますので、是非そうい

う意味で、中小企業にしっかりフォローの風を送っていただけるような施策を

期待いたしまして、終了いたします。	

	


