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　巻頭言　Foreword

Energy and transportation are major world industries which are inextricably joined like 
intertwined vines. In the future hydrogen, solar, natural gas and other renewable fuels will dominate 
the fuels used for energy and transportation. Solar cars, battery vehicles, PHEV, hydrogen fuel cell 
vehicles, and natural gas vehicles, will dominate tomorrow's propulsion.  

The major questions here are which chemical energy will be available and when will it be available 
and/or produced for the transportation and energy industries. It is important that this transition 
from current to future fuels be done in an organized, secure and peaceful fashion. These fuels in the 
future ultimately must be natural gas, hydrogen and battery/storage chemicals. Electrochemical 
technologies to convert energy from one form to another will be needed for both the transportation 
and energy industries. Major questions remain for infrastructure and storage of both natural gas and 
hydrogen.  

Japan is a unique country which relies heavily on imported fuels for transportation.  Japan 
has launched a daring new policy, which would change the country into a “hydrogen society.” A 
hydrogen society literally means a society where citizens use hydrogen as their primary energy 
source produced from renewable energy and use little or no fossil fuels. Japan would be free from 
the reliance on imported energy for transportation if it could generate renewable fuels in Japan.  It 
remains to be seen if this policy will be fully supported by the Japanese government. The FCDIC is 
a remarkable organization in that all these major questions can be discussed by its members through 
the FCDIC meetings and publications. 
 
The Fuel Cell Seminar and Exhibition is proud to be a member.  I wish all of us success in all of 

our endeavors. 

The Critically Important Mission of the FCDIC
水素社会の実現に向けたFCDICの極めて重要な役割

Dr. Mark Williams
Chairman, 

Fuel Cell Seminar & Energy Exhibition
Program General Manager, AECOM
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　本機関誌における特集のテーマは、編集委員会の中ではいつも最重要議題となっている。「燃料
電池」という誌名に相応しいテーマとなると、必然的に同じテーマが一定の期間を空けて採り上げ
られることになる。海外動向については、最近では 2011 年及び 2013 年の夏号の特集テーマとなっ
ている。前者は３. 11 東日本大震災の衝撃の余韻がまだまだ大きかった時であるが、独・加・米・英・
中・印から寄稿を得ている。２年後の後者では、米・独・中に加え、フィンランド・スロベニアの
ような新規参入国の寄稿を頂いた。一方、特許庁は毎年テーマを特定して特許出願技術動向調査を
行っている。燃料電池関係については 2000 年度、2006 年度は日米欧の、2011 年度は日・米・欧に
加え中・韓を含めた調査結果が報告されている。燃料電池開発が国際的に拡がってきたことに対応
した結果と思われる。この調査結果について、本誌においては、2012 年夏号に概要が、技術的内
容については 2013 年夏号に報告されている。日本の特許出願の優位性が示されており、2014 年の
Fuel Cell Seminar では日本の水素・燃料電池関連予算と特許出願状況が米国のアナリストにより
報告された。また、2015 年秋号にも寄稿して頂いた。METI・NEDOのように米国も国の強い支
援を継続すべきであるというわけである。2014 年４月には、水素エネルギーを将来の２次エネル
ギーの柱に加えることが閣議決定されるなど、日本の水素エネルギー・燃料電池への取り組みは国
際的にも注目されている。とは言え、何でも日本の事業化が進んでいるわけではなく、例えば、フォー
クリフトへの適用は米国が抜きん出ているし、日本では開発企業が途絶えたMCFCは、米国Fuel 
Cell Energy の技術が韓国の大規模発電システムに展開している。また、SOFCスタックの販売で
はなく、電力販売を進めているBloom Energy は燃料電池ビジネスの幅を拡げたと言える。PAFC
は低酸素防火システムとして海外で評価されている。DMFCについては日本では 2000 年代に大い
に注目されたが、現時点では企業の動きは鈍いようだ。しかし、海外では継続している。CO２フリー
の再生可能エネルギーシステムには水電解が重要な技術であるが、日本ではサンシャイン計画以降
の研究開発は不活発であり、最近改めて国家施策が開始されたとは言え、海外動向への目配りが必
要と思われる。
　このような状況の中で、必ずしも網羅できているわけではないが、最近の動向について海外から
寄稿頂いた。本テーマについては、今後も適宜特集を組む予定であるが、特許出願動向調査や海外
動向報告など、ご要望をお持ちの方はご遠慮なく事務局までご連絡頂きたい。

2016 年春号（Vol. 15 No.４）　特集主担当：吉武　　優、石田　政義
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