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燃料電池と水素﹑ノルトライン＝ヴェストファーレン州 
（以下NRW州）e-モビリティネットワークは﹑エネルギーエ
ージェンシーNRW傘下の１２のネットワークのうちの一つと
して﹑NRW州政府の委託で活動しています〪本ネットワー 
クは﹑２０００年から活動を続けてきた燃料電池と水素ネッ
トワークおよび２００９年から実行されてきたNRW州 e-モ 
ビリティプロジェクト本部を２０１７年３月より引き継いで
実施しています〪

本ネットワークでは﹑特に中小企業を中心に﹑燃料電池・水
素技術やe-モビリティ分野にあらたに取り組む機関や経験
豊富な専門家等を連携させ﹑当分野のさらなる発展や事業
化促進を図っています〪

ネットワークの本部はデュッセルドルフにあり﹑ゲルゼンキ
ルヘンサイエンスパークにも支部を設けています〪

燃料電池と水素﹑ノルトライン＝ヴェストファーレン州e-モ
ビリティネットワークは﹑主に次の目標を設定しています〪

  燃料電池﹑水素およびe-モビリティ分野における技術開 
  発の促進﹑ならびに事業化支援

  NRW州をe-モビリティ﹑燃料電池・水素技術分野にお 
  いて﹑国際的に評価される拠点として確立させること

  将来性のある職場を確保し﹑企業のために新たな事業分 
  野を創出すること

  エネルギー﹑交通及び熱というセクターをカップリング 
  するための要素として電力と水素を確立させ﹑エネルギ 
  ーシフトを支える重要な柱として定着させること

組織 目標
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NRW州e-モビリティモデル地域 内の会員４７０社および 
１２０以上のプロジェクトパートナーが﹑ネットワークが提
供するサービス を利用しています〪

本ネットワークは﹑燃料電池及び水素技術分野においてヨー
ロッパ最大のネットワークです〪会員のおよそ７割が企業 
（主に中小企業）で﹑２割が研究機関﹑１割がその他から構
成されています〪会員の主な所在地はNRW州内ですが﹑他
州や海外に拠点を置く会員もいます〪会員企業の大〪多数は
機械工学系や電気工学系の企業で﹑例えばエネルギー変換
装置﹑パワーエレクトロニクス系機器﹑駆動装置﹑貯蔵装
置や﹑それらの部品を製造するメーカー等です〪その他﹑ 
移動式﹑定置式あるいは携帯式のアプリケーションの為の一
貫したシステム もNRW州で開発・製造されています〪また﹑
特に電気分解や改質による水素製造から水素の貯蔵﹑輸送に至
るまでのバリューチェーン全体を網羅する会員企業もいます〪

会員構成

これらの活動を通じ﹑NRW州は国内外のシステムメーカー
から頻繁に問い合わせが寄せられる製品を作る製造拠点とし
て﹑特別な役割を担うようになりました〪

また﹑交通関連企業﹑フリートマネージャー﹑ エネルギー
供給事業者﹑地域公共サービス会社（シュタットヴェルケ）﹑ 
自治体や携帯電話事業者等の利用者も会員に加わるようにな
っています〪

ノルトライン・ヴェストファーレン州では﹑大学や研究機関
に所属する５０以上の機関が燃料電池およびe-モビリティ分
野の研究に携わっています〪例えば材料・部品・システム
および車両の開発﹑製造技術分野の研究﹑あるいは電気分解
または太陽エネルギーやバイオマスから直接水素を製造する
技術等の研究が行われています〪

全ての製品及びサービスに関する情報は﹑本ネットワークの
ウェブサイト上のデータベースから検索することができます〪
www.energieagentur.nrw/netzwerk-brennstoffzelle

ネットワーク内の構成

エネルギー経済

インフラ

その他

製造技術

アプリケーション

BoP

スタック

水素貯蔵

ユーザー

水素製造
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  （企業）誘致
  海外展開を望む企業の販路（顧客）開拓およびサポー 
  ト﹑地域の経済振興協会のサポート﹑拠点に関する 
  情報提供

  資格取得促進
  中高生や教員向けアイディアコンクール﹑研究賞

ネットワークの活動は共同プロジェクトの立ち上げや専門
的サポートに重点を置いています〪これまでNRW州政府お
よび欧州連合（欧州地域開発基金﹑ERDF）より﹑125以上
の燃料電池・水素技術関連プロジェクトに対し﹑1.45億ユー
ロが助成されました〪プロジェクトの内容は圧縮機やセン
サー等の個々のシステム部品の開発から﹑燃料電池を活用
したバス等の複雑な応用技術の開発にまで至ります〪

燃料電池車﹑電気自動車の分野においては﹑連邦政府の支
援プログラムである「 e-モビリティモデル地域」および
「e-モビリティ助成指針」を基盤に﹑２００９年以来﹑投
資総額が１億ユーロに昇る６０以上のプロジェクトが約
6000万ユーロの助成を受けてスタートし﹑支援されてきま
した〪プロジェクトの数は増え続けています〪

ネットワークへの入会について

既に燃料電池﹑水素技術またはe-モビリティ分野で活躍して
いる企業も﹑これから事業を展開したい企業や研究機関も本
ネットワークの会員になれます〪NRW州に本拠地を置く必
要はありません〪また﹑各種産業組織や団体﹑そして本ネッ
トワークに興味のある個人の入会も歓迎しています〪

入会手続きはホームページ上無料で行えます〪専門家グル
ープや新規プロジェクトに積極的にご参加ください〪現在
は次のネットワーク内組織が活動を続けています〪

  専門家グループ
    H2システム
    パワー・トゥ・ガス
    公共交通機関のためのH２
    事業化

  e-モビリティ・プロジェクトリーダー会合

事業案内

燃料電池と水素﹑ノルトライン＝ヴェストファーレン州e-
モビリティネットワークが提供するサービスは﹑次のカテ
ゴリーに分類されます〪

  個別プロジェクトや共同プロジェクトの立ち上げおよび 
	 	 サポート
  プロジェクト調査﹑マッチング﹑助成金に関するコンサ 
  ルティング﹑事業化支援

  NRW州e-モビリティモデル地域
  プロジェクトマネージメント本部

  ネットワーク作り
  産学官の代表者の紹介・ネットワーク作り

  国際化
  顧客開拓﹑資金調達および視察ツアー﹑燃料電池﹑水素及 
  びe-モビリティ関連の国際イニシアティブや委員会での活動

  情報提供とコミュニケーション
  年次総会﹑専門家イベントやワークショップ﹑プロジェ 
  クトリーダー会合﹑交流の場﹑専門家グループ﹑燃料電 
  池・水素技術及びe-モビリティ関連情報集「Kompe- 
  tenz-Atlas」 ﹑製品リスト﹑技術に関する情報の提供

  広報活動
  展示会での共同出展や国内外におけるプレゼン﹑専門誌 
  への掲載﹑ホームページの作成・更新﹑ジャーナリスト 
  向け視察ツアー
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燃料電池・水素技術分野における様々な活動のための戦略
的枠組みは﹑五つの応用領域に区分されています〪 

（NRW 州水素ハイウェイ構想リーディングプロジェクト
「Hydrogen HyWay」）各テーマは次の通りです〪

  水素を用いた再生可能電力の変換および貯蔵〪その後の 
  エネルギーシステム﹑あるいは産業（Power-to-Xアプロ 
  ーチ）での活用を含む〪

  再生可能な方法で製造された水素を革新的な燃料として 
  交通分野で利用するためのインフラ

  公共交通機関﹑商用車および特別な用途のための燃料電 
  池技術を用いた車両の実証試験（連邦政府および欧州連 
  合が助成する自家用車での応用を補足する形で）

  燃料電池技術に基づいた分散型コジェネシステムの研 
  究﹑開発および試運転﹑燃料電池 コジェネおよびハイブ 
  リッド発電所に重点をおいたバーチャル発電所の研究・ 
  開発・実証試験

  技術の最適化およびコスト削減のための研究開発﹑大規 
  模現場試験における新規開発の製品化前の実証試験

重点　燃料電池と水素

NRW州e-モビリティモデル地域はヨーロッパ初となる将来
性のあるモビリティのための大規模モデル地域を実現しま
す〪４０以上の都市において﹑６０以上のプロジェクトが存
在し﹑モデル地域の拡大は継続的に促進されています〪活
動の核心部分は﹑連邦交通・デジタルインフラストラクチャ
ー省の助成プログラムである「e-モビリティモデル地域」や
「その場のe-モビリティ」です〪これらのプログラムを通じ
て﹑産官学の連携が促進され﹑e-モビリティの概念が日常生
活の中に根付き﹑インフラの拡大が行われるための支援が
なされます〪NRW州e-モビリティモデル地域内の各プロジ
ェクトには﹑次のテーマが含まれます〪

  再生可能エネルギーの交通分野への導入
  商用車及び地域のフリートに電気自動車を活用
  自治体﹑公共交通機関やインターモーダル輸送分野への 

  e-モビリティの導入
  e-モビリティ分野におけるビジネスモデルの開発
  国際協力

重点項目e-モビリティ

産業用水素製造

再生可能エネルギーからの水素製造

水素ステーション設置済み・予定

燃料電池の製造

研究
水素パイプライン

ドイツ

NRWNRW
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日本との協力

ヨーロッパ以外では﹑本ネットワークは特に日本の福島県﹑
福岡県﹑大阪府及び山梨県や﹑カナダのブリティッシュ・コ
ロンビア州と長年連携しています〪これらの地域はNRW州と
同様に﹑水素・燃料電池技術分野におけるそれぞれの国での
際立った貢献で知られています〪

NRW州は既に２０１４年﹑ 水素経済・技術を含むエネルギ
ー分野で福島県と連携するための覚書を交わしました〪福島
県は２０４０年までに１次エネルギー需要量を１００％再
生可能エネルギーで賄うことを目標としています〪安倍総
理大臣によると﹑福島は日本において環境に優しい水素の一
大生産地となる予定です〪２０２０年の夏季オリンピック・
パラリンピックに向けて﹑公共交通機関での利用を実現させ
ることを目指しています〪

上述の全ての地域とは﹑インフラ計画﹑政策的枠組みおよび
技術標準に関する基本的な意見交換に加え﹑地域の企業や
研究機関間の連携のための協力が進められています 〪また﹑
これまで数多くの視察団がNRW州における水素・燃料電池プ
ロジェクトを見学しており﹑特に日本からの視察団が多く訪
れています〪

水素・燃料電池技術分野での連携の成功例としては﹑ＪＸＴ
Ｇ社 がデュイスブルク市の燃料電池技術センターで行った
燃料電池ヒーターの試験や﹑ヘルテン市の水素ユーザーセン
ターにおいて行われた旭化成の水電解システムの 試験等が
挙げられます〪

参考
www.energy-agency-fukushima.com/en
www.hysut.or.jp/en
www.chfca.ca
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中高生コンクールFUELCELLBOX
エネルギーエージェンシーNRWは毎年﹑中高生向けのコン 
クールFUELCELLBOXを開催しています〪今日の生徒たち 
は﹑今後必要とされるエンジニア﹑技術者や専門家たちなの
です〪本コンクールを通して水素および燃料電池といった未
来技術に関心を持ってもらい﹑将来職業訓練課程や大学へ
進学する際に﹑理工系の科目を選択することにつながること
が期待されます〪生徒たちには是非﹑物理や化学等が味もそ
っけもない授業科目なのではなく﹑燃料電池のような﹑面白
い未来のテーマのために具体的に必要な知識なのだというこ
とを体験してもらいたいのです〪
www.energieagentur.nrw/fuelcellbox

その他の活動

NRW州水素研究賞
NRW州水素研究賞は﹑水素というエネルギー源がエネルギ
ーシフトにおいて果たす役割を強化するための賞です〪本
賞は﹑若い研究者が受賞をきっかけに「NRW州の進歩研究
戦略」の核心的テーマを卒業論文の中に盛り込み﹑NRW州
の研究拠点としての地位を確立させるべく設立されました〪
用意される賞金は﹑若手研究者による優れた研究や貢献を
評価するためのものです〪　NRW州水素 研究賞は﹑NRW
州イノベーション・科学・研究省による公募の上﹑NRWエ
ネルギーエージェンシーおよびNRWエネルギー研究クラス
ターが実施しています〪
www.energieagentur.nrw/forschungspreis
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