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別 紙 
 

問３ その他 

３ 水素ステーションや燃料電池車について，ご意見等があればご自由に記載

願います。 

 

 ○回答数：１９０件 

1  自動車本体の価格と燃費が安価になることが重要かと思います。 
2  燃費がハイブリッド車と同等なら、ハイブリッド車で良い。 
3  トヨタは環境問題にいち早く取り組み素晴らしいと思います。 
4  つくば市ではエコ活動が盛んではあるが、現状の価格では購入している人も少な

く、導入しても維持にかかる費用の方がかかるので、コストとして難しいと思われま

す。１か所くらいなら水素ステーションも設置しても良いとは思います。 
5  水素を作る時のエネルギー（水を電気分解するのだろうが）は、化石エネルギーを

使うのでしょうね。 
6  燃料電池車の車種やタイプが増え、選択の幅が増えてほしい。 
7  燃料電池自動車は、ガソリン車にとってかわる非常に高いポテンシャルを持ってい

ると思う。水素ステーションはガソリンスタンドの設備をほぼそのまま利用できると

聞いているので、普及させることはさほど難しくないと思う。日本のメーカーと日本

政府が一体となって、世界に先駆けて燃料電池車の全国的な普及を目指していただ

き、燃料電池車の生産が日本経済の活性化の原動力となることを願っている。 
8  取り扱い（安全性）の宣伝不足。 
9  遠出の時にステーションがあるか心配である。電池交換（寿命）が早かったり充電

に時間がかかるという話を聞く。本体自体もまた高価なので、これらの不安が改善さ

れれば検討したい。 
10  茨城県の先進性をアピールするためにも水素ステーションは設置した方がよいと

思うが、燃料電池車はスポーツ性がないし MT がないため購入するつもりはない。 
11  町中で燃料電池を見かける頻度が高くなることを期待しています。また、バス等の

公共交通で広く燃料電池車が採用されると良いかと思います。 
12  新しい技術に基づく製品の普及過程において、当初に予想されていなかったリスク

が顕在化することに十分に注意していただくことを希望いたします。 
13  価格以外にも、ステーション及び燃料電池車の事故時の安全性、消防署等の事故時

の対応体制及び大地震等緊急時の対応機能が確保れなければ、個人用途での購入は難

しい。 
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14  燃料電池車はエコ、という宣伝の仕方は誤解を招くと思う。特に燃料水素供給技術

は、現状ではカーボン排出やコストの点で HV 等よりも劣る。今後のイノベーション

が必須のこの段階での補助金込みの行政主導による水素推進は、原子力行政のときの

ように却ってイノベーションを遅らせるのないかと危惧する。 
15  ハイブリッドの後に電気自動車が登場しましたが、いずれにしろ高価格なため、ま

だまだ一般普及には遠いように感じます。ガソリン車が無くなることはないと思うの

で、水素ステーションは新たに設置するのではなく、既存のガソリンスタンドに追加

で設置するのでも良いのではないでしょうか。 
16  購入価格の低下、燃料補給の利便性の向上 
17  県内に水素ステーションがない状況では普及は難しいと思う。まずは、出先でも安

心して燃料補給できるインフラ整備が必要だと思う。「水素」というと爆発するイメ

ージがあるので、追突事故でも安全だということを広く周知できると良いと思う。 
18  自分は山あいをドライブするのが好きであり、出先で燃料が足りなくなるのが怖い

ので航続距離が飛躍的に伸びるかステーションが増えるかしないと購入は考えられ

ません。また、近隣の用足し向けの２台目とするには価格が高価すぎます。燃料電池

車普及率をあげたいのであれば、ステーション配備や実売価格の大幅値下げ等、国や

県の策が必要と思います。 
19  環境負荷の軽減は評価する一方、水素の取り扱いの安全性に関する情報提供が少な

いような気がする。可燃性の水素が新たに市街地に増えることについて、その安全対

策の確保とともに、普及促進のためには必要と考える。 
20  MIRAI を見たことがありますが、かっこよかったです。つくばセンターや大規模

ショッピングセンターに燃料電池車をいつでも見たり、触れるようにしたらよいと思

います。 
21  つくば市が率先して水素ステーションを設置することで、つくば市を国内外にアピ

ール出来るいい機会であると考える。 
22  水素ステーションは少なくとも市内で 5km 四方に 1 箇所はほしい。 
23  いいものは必ず普及するので、引き続き技術開発，改善を続けて欲しい。 
24  試乗の機会があれば是非活用したい 
25  運転していて楽しければ是非購入したい 
26  満タンになるまでのスピードが重要。アイドリングストップ不可欠。燃焼によって

生成された水が排気ガスによって亜硝酸，亜硫酸になるが、排気管までの腐食対策は

どうするのか。水素は空気との混合比での爆発領域が広い（２～６７％）のでエンジ

ンルーム内の換気がとても重要。液体水素を使うのであれば、保温タンクを付けるこ

とになるが、燃費が悪化しないか。とりあえず、ステーションが今のガソリンスタン

ド並にない限り、怖くて購入に踏み切れない。廃業しているガソリンスタンドがあち

こちにあるが、そこを利用できないか？ 
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27  FR の MT があれば購入する。 
28  価格がガソリン車、ハイブリッド車と同程度で、かつ、水素ステーションが不自由

を感じない程度なければ、一般に普及するとは思えない。また、走行距離あたりの燃

料費がガソリンと変わらないのであれば、あえて選ぶ理由が全く無い。環境への影響

は考慮する必要があるが、近年のガソリン車は環境面に対しても優秀で、電気自動車

も含めてあえてインフラが整っていない高額なものを選ぶ理由は見当たらない。 
29  ２－６に関して、燃料費や廃車費用、メンテナンス費用等を含め、ガソリン車と同

等にならないと購入する意欲を持つことは難しい。直接費用面のほかにも、自動車製

造、燃料製造、使用過程、廃車の自動車使用のライフサイクル全体で見た総 CO2 排

出量（環境へのインパクト）がガソリン車並みになることは最低条件だろう。 
30  家庭利用も増やすと相乗効果が期待できるのでは。余剰エネルギーの水素での貯蔵

なども合わせて、エネルギーの全てを水素で回す構想が有ったと思いますが、そのレ

ベルにまで水素が普及しないと燃料電池車は普及しないのでは無いかと思います。 
31  古くから言われていた事がやっと実現するのかと思うと感慨深いですが、ハイブリ

ッド車がそうであるように、ディーラー、スーパーやコンビニで充填できるのが便利

だと思います。ガソリンスタンドの多くが、貯蔵タンクの老朽化で減少していく中、

低コストかつ利便性の高い場所で充填できるようになれば、少しは普及しやすくなる

のではないでしょうか。 
32  TOYOTA の MIRAI は、カッコいいし水しか排出しないので、全ての面で満足感が

得られそうな夢のある車です。できれば購入したいのですが、自動車購入予算は 200
万円が限度です。この予算でのエコカーは、ようやくホンダ FIT ハイブリッドです。

また、ラゲッジスペースが狭いため、家庭菜園が趣味という自分の用途に適合しませ

ん。そのため、エコカーは、まだ自分の視野に入ってこない乗り物という認識です。

しかし、選択肢は増やしてもらいたいという思いはあります。水素ステーションの設

置には賛成です。 
33  環境に優しい車両は理解出来ますが、安全性を含め実際に走行してみないと即決す

るのは、難しい。水素ステーションを整備するにしても現行の GS とかの共有とか、

全体を見てから判断したい。話は変わりますが、太陽光発電とか他の方法もあると思

われます。 
34  環境に優しいクリーンな移動手段として推進すべきと考えますが、まだまだ価格が

高いですね。本格的な普及までは、あと 10 年以上はかかりそうでしょうかね？ 
35  一般利用のみでは、普及に相当の時間が掛かることになるため、まずは、タクシー

や公共交通機関への燃料電池車の普及を図ると並行して、水素ステーションの充実を

進めることで、一般にも広がりやすいのではないか。 
36  GS が減っているのに、水素ステーションは設置が進むのでしょうか？利便性を考

えると、自宅から離れた場所ではユーザーが困ると思う。 
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37  科学都市を PR するのは良いが、市からの財政上の支出は避けるべきである。事故

があった場合には、今までに経験の無い大惨事になることも予想されるが、だれがど

こまで責任を負うのか？何も明らかになっていない。時期尚早である。 
38  ホンダのスマート水素ステーションを各所に設置、エコをアピール。 
39  多人数が乗車できるタイプの車でないと検討できません。 
40  まずは、インフラ整備（水素ステーションの増設）が緊急に必要かと思う。国の補

助で既存の GS が多額の負担を負うことなく、水素の設備を増設できるようにすれば

増えていくのではないか。 
41  環境問題や将来のエネルギー確保の課題を考えても、ガソリン車ではなく、エコエ

ネルギーを利用する自動車は必要。しかしながら、現段階では EV 車にしても、高速

道路以外で EV ステーションを見かけるのは茨城県内でも比較的人口の多い地域の

み。なので、科学都市つくばが率先して全国にエコシティのプロトコールを示すべき

だと考える。 
42  燃料電池自動車を購入したいが、現状、つくば近郊に水素ステーションがないため

購入できない。できるだけ早く水素ステーションが整備されることを希望する。 
43  ステーションについて設置の CM はずいぶん流れているが、その安全性についての

告知がほとんどされていない。その点についての十分な CM は必要だと思う。また、

利用の際の注意事項などについても同様。いずれ身近にそういうものが増えるという

ことについて、「安全性」の周知は絶対条件ではないかと思う。 
44  水素ステーションの運営（稼働状況）が一番の課題だと思う。設置しても、使用に

際して予め連絡する必要があるとか、頻繁にメンテ中、あるいは数年後に廃止では、

何もならない。 
45  ある程度の数と密度で水素ステーションがそろわないと、燃料電池車の購入には踏

み切りにくいと思います。１０年以内にそれぐらい整備されてほしい。 
46  価格は、車格にもよるので、一概にいくらなら購入したいとは言えない。高級車並

の性能や装備であれば、あとは水素ステーションさえ充実していれば 700 万円でも買

う人はたくさんいると思う。デザインはもっと普通になるべき。普及のためには、軽

自動車や 5 ナンバークラスの「普通の自動車」が燃料自動車に置き換わっていく必要

があると思う。 
47  水素ステーション等のインフラが整わない限り普及は難しいと考える。 
48  材料の水素脆化に関する情報を公開すべき。燃料電池車の燃料は現在使用可能なプ

ロパンで十分。 
49  温暖化防止に向けて推進が望まれるが、燃料電池車を製造する過程での CO2 量は、

一般車のと比べてどうなんでしょうか？製造から使用時までのトータルで CO2 量を

考えてほしい。 
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50  水素が資源として存在しない以上、一次エネルギーを使って生産するしかなく、そ

れはつまり電気の貯蔵のためのもの、すなわちバッテリー的な意味しかない。貯蔵面

で考えても、高圧貯蔵はエネルギー/容量比が小さく、吸蔵合金は重量面でもレアメタ

ルを使うという資源面でも利用が難しい。水素社会というフレーズは聞こえが良い

が、その将来性は限定的であると考えざるを得ない。(トヨタによる燃料電池車の発

売は、米国カリフォルニアにおける環境基準クリアが主目的であり、その将来性にあ

るのではない)発電設備（例えば太陽光)を併設した自己生産型の水素ステーションで

あれば多少意味があるかと思うが、現在の価格制度の元では売電したほうが有利であ

り経済的な意味を持たない。また、立地面から考えても有用なものになるとは考えら

れない。国際的なサイエンスシティとして、世界の笑いものになるような選択は避け

るべきである。水素ステーションが増えれば購入者も増えると思いますが、やはり値

段が下がらないと難しい。 
51  プラグイン燃料電池自動車が一番望ましい。 
52  水素ステーションについては、燃料電池車が環境にやさしい乗り物である以上、そ

のような科学技術の発展のために科学の街つくば市が率先して設置することにより、

燃料電池車のさらなる普及が見込めると考えられる。また、燃料電池車については、

実用化されたとはいえまだ価格が高い現状を踏まえれば個人で購入するのは難しい。

水素ステーション設置に合わせ、カーシェアリングやレンタカーなどにより燃料電池

車を共有財産にして、燃料電池車が市民にとってより身近な乗り物であるようにする

ことが望ましいといえる。市内を走る路線バスを燃料電池車に置き換えるのも一つの

アイデアだと思う。いずれにせよ、中途半端な取り組みで終わらせることなく、やる

ならば思い切ったアイデアでやることを強く望んでいる。ハイブリッドや電気自動車

も普及する中、環境性能だけでは、燃料電池車は売れず、価格の低下が必要であると

思う。しかし、価格の低下は水素ステーションの整備費や販売台数の関係で難しいと

思うので、行政機関の車両や公共交通機関、宅配業者などのように決まった場所で供

給をするようなところから整備を進めていくのが良いのではないか 
53  クリーンなエネルギー以外の長所がわからない。音が静かなのか？揺れがすくない

のか？ 
54  現時点において、北関東以北において水素ステーションの整備は計画されていな

い。国内有数の研究機関が集まるつくば研究学園都市において、次世代エネルギーの

主力と考えられている水素に関するインフラ整備が具体的に計画されていないこと

が信じがたい。聞くところによると、FCV を所有しているつくば市の研究機関は、

燃料である水素を供給するために、埼玉県春日部市まで行っているとのこと。これで

はいくらCO2を排出しないFCVといっても、水素を無駄に消費していることになり、

水素製造の段階では CO2 も排出しているため、本末転倒ではないかと考えている。

是非とも研究学園都市というつくば市において、水素ステーションの整備や燃料電池
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自動車、燃料電池バス等の利活用を推進してほしい。 
55  安全性の懸念 
56  交通事故の際の安全性等もっと情報がほしい。車両火災時はガソリン車よりも大惨

事になるのではないか。１社の１車種しかない現状では購入は難しい。電気やＣＮＧ

みたいに一時の流行りで終わるのかもしれないので、大手メーカーのラインナップが

出そろうのを待てから購入を検討したい。 
57  水素ステーションの推進をするにしても、ガソリンスタンドほどは整備できないの

で、水素ステーションの位置情報等旅行時も含めた情報提供を十分にして欲しい。 
58  5 人乗りやミニバンなども期待される（4 人乗りでは軽自動車と変わらない）。また、

FC に拘らず水素エンジンのバス導入なども検討すべき（特にサイエンスツアーバス

や研究所の送迎バス）。高速の入口や SA に設置し、一般道の車も利用できるように

すべき。渋滞する観光地の乗り入れや駐車場などで FC や EV の優先利用することで

普及を促進すべき。 
59  まだまだ一般庶民には、現実的には考えられないです。環境を考えると、研究都市

つくばに水素ステーションを設置し、各研究所が水素カーを保有し、アピールする事

も有効かと思われます。 
60  ガソリンスタンドもそうだが、安全性がどうなのか不安がある。近年のテロ行為な

どを見るにつれ、可燃物が身近にある怖さを感じる。ハイブリッド車も漏電対応で救

助隊の特殊訓練が必要との報道を見た。それ以上に年数の浅い燃料電池車の、事故発

生時の安全性等がどうなのか、まだ様子見状態である。 
61  つくば近辺は竜巻や水害等の天災がよく発生している。水素ガスは危険物なので、

安全性を十分考慮して水素ステーション配置を行ってほしい。水素ステーションがも

っと多く設置され、いかに環境に良いかをアピールし、手ごろな値段で、尚且つ税制

面や保険の面でもかなりの優遇がなされれば、もっと広まると思う。 
62  負の面を隠さず伝えないと、原発と同じ。 
63  水素ステーションが近所にできたら引っ越したいくらい安全性に疑問があります。

原発のほうがまだ安全なのではないかと思っています。 
64  水素そのものは環境調和型燃料としてみなせるかもしれないが、水素の製造、貯蔵、

輸送に関しトータルで見たときにエネルギー効率、コスト、環境負荷の点でどのくら

い有利か、LCA的な解析を十分に行っての判断か？長期的にはペイする技術なのか？

水素を作るために太陽光パネルや風力発電を同時に建設するか？化石燃料の改質で

いくのか？目に見えるところだけ水素になっても、意味がないし、MIRAI の市場投

入だけを理由にするのではなく、水素エネルギーの展開に関し重要な事前検討はきち

んと進めてほしいし、そのうえで進めていただきたい。また、いろいろなイベントで

水素技術の短期的な実証が行われているが、これに関する総括などはできているの

か？さらに、昨今のテロリズムの活発化なども、実装を考えた場合には、無視できな
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い、とする声も聞こえる。水素の安全性は技術により確保できると、個人的には認識

しているが、一般の方々にはその安全性を不安視する声も少なからず。ただし、研究

学園が未来のエネルギーシステムの一モデルとなることは重要なので、小規模（＝研

究学園規模）での実証は、個人的にはぜひ応援したい。 
65  燃料ステーションが現行のＧＳ程にあり、長距離走行が可能となれば、購入を検討

する人が圧倒的に増えると思う。 
66  一般には良い点ばかりが宣伝されているが、以下の点について、なお疑問 1. 通常

の電気自動車（EV）と比較しての利点が明確でない→もし将来的に EV の充電時間

が非常に短くなっても水素の方がユーザから見て便利か？（電池交換コストは EV の

方が高い？燃料電池は劣化しないのか？）2. 経済的に持続可能な技術であるか？→

普及のために一時的に補助金が出るのは仕方がないが、将来石油燃料に入れ替わるだ

けの経済的見通しがあるか？→水素保存，輸送のための冷却電力は？ガソリン税にか

わる「水素税」はありうるのか？3. 車と水素生産，供給システム全体としての、炭

素排出量（とコストの関係）が不明確（あるいは宣伝不足）→本当に環境負荷が減る

のか？ 
67  水素を作るためにガソリンよりも多くの CO2 を排出するかどうか知りたい。 
68  現状では水素を作り出す過程で、多量の CO2 が発生したり、大容量の電力を必要

とする。再生可能エネルギーによって作成された水素を燃料とする燃料電池車を、安

価に高効率に走らせる技術を開発する必要がある。 
69  つくばでのステーション設置は研究上も重要と思います。 
70  ごみを集積所に出さず、自宅で燃やす市民が散見されるつくば市が、国際的なサイ

エンスシティと言えるのでしょうか？水素ステーションより、まずごみステーション

を。どんなに近くても車に乗り、歩行者よりも自動車優先で運転が荒いのが有名な土

地では、エコカーを増やすよりも先にやることがあると思います。 
71  水素ステーション：水素自動車のため以外にも活用できる可能性がほしい。現在の

ガソリンスタンドは軽油，ガソリン，灯油の購入が可能であり利便性が高いのと比べ

ると水素ステーションの意義はそこまで高くないのでは、また現在のガソリンスタン

ドとの併設であればベストではあるが、難しいのであれば企業が撤退したスタンドを

再利用いただきたい。また、水素の危険度は未だ認知度が高くないことも問題である

と感じる。小学生で覚える”水素”というワードは、”酸素とくっつくと水になるモ

ノ”程度の認識のため。 
72  燃料電池車：水素を含め自家用車を窓口にエネルギー転換されるより、バスやタク

シー、農機などから展開されたほうが個人としては安心して水素に触れる事ができ

る。新しいエネルギーは開発される方も勇気が必要かと思いますが大変期待しており

ます。 
73  そもそもFCVはPHVやEVに比べて近所に水素ステーションがなければ使い物に
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ならない。東京や神奈川など人口の多い都市ならいざしらず、茨城のような発展の見

込めない場所に多額の税金を使って水素ステーションを設置するなどには反対であ

る。そもそも燃料代が安いという利点を掲げるなら、ガソリンに圧し掛かっている二

重課税を撤廃することのほうが、今現在のテクノロジーで自動車の低燃費化が進んで

いる点を考えると、FCV のメリットは少なく、画期的な水素製造法があるならまだ

しも、供給拠点建設のコストなどデメリットしか感じない。こういったものに税金を

使い推進することに理解ができない。 
74  熱力学第２法則から導かれるように100％のエネルギー変換効率が可能なシステム

は存在しません。現状では、水素ステーションに供給する水素はガソリン等の石油か

ら取り出すか、水を電気分解して取り出すか二択になります。このような変換をして

取り出した水素を用いるくらいなら、ガソリンや電気を直接使うガソリン車や電気自

動車の方がエネルギー変換過程が少ない分、エネルギーロスの少なくて済むことにな

ります。太陽光エネルギーを用いた水の電気分解も大きな期待を集めていましたが、

学術的な興味にとどまっており、経済的な理由から実用化は非現実です。従って、水

素ステーションを建設して燃料電池自動車を導入することを目指すよりも、地道で華

はありませんが現状のガソリン車や電気自動車の更なる開発を促進してエネルギー

変換効率の向上に努める方が人類にとって有益と結論づけられます。（簡単に言うと

燃料電池自動車はまったくエコじゃない、ということです） 
75  輸送用トラックに技術がいかないことが、そもそも疑問です。乗用のみではなく、

仕事にお使いの方にこそ真のメリットがあるのでは？と思います。軽乗用車のエンジ

ンは燃費追及していても、軽トラックは依然として進歩をかんじません。市役所や公

的機関の公用車、会社の営業車等から燃料電池車の普及を図るべき。個人の普及はそ

の先にあると考える。水素だけに安全性と、燃料切れの不安が払拭できないと購入に

踏み切れないのが現状。また、本体価格と燃料価格次第でもある。高度な水素インフ

ラが必要な水素自動車は国内ではある程度普及するだろうが、国際的には電力インフ

ラのみで利用可能な EV が主流になると予想される。水素自動車への投資は国内での

EV の普及，発展を妨げ日本の自動車産業および消費者にとってマイナスではないか

小規模ステーションを特定地域内の各所に整備したうえで、地域内の短距離移動に焦

点を絞ったシェアカーとして導入するのが、普及には良い様に思う。地域内のシェア

カーの現在地を中央管理し、スマホなどから予約できるようなシステムを構築できれ

ば、各ステーション間で片道のりでも OK のシェアカーシステムとして需要はあると

思う。予算等の扱いが困難ではあるが、地域の官公庁，企業が共同運営の形で公用車，

社用車として用いるのもありではないか。 
76  コストが高すぎます。水素燃焼エンジンであればコストも安く水素インフラの導入

が進むと思われます。 
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77  ハイブリッド車、燃料電池車、電気自動車のどれが今後３０年間で主流となるかは

実は未確定であるいま、実証実験は住民ではなく公的機関が率先して行うべきと考え

る。たとえば公用車の更新の一定割合を燃料電池車にする条例を選定するとかね。県

内初の水素ステーションを市役所に設置するとかね。行動や覚悟を示さずにきれいご

とだけならべても誰も心は動かされませんよ。県内に水素ステーション無いんでし

ょ。燃料電池車、そもそも選択肢にすら入りませんよ。水素社会の実現？。他の地域

に優先してつくばで水素を普及させるべき事情がどこにあるのでしょう？。流行に踊

らされてはいませんか？。燃料電池のメリットデメリットを理解する努力をされまし

たか？。私には政策を打つ側の覚悟が足りていないように思えてなりません。こんな

アンケートを配る前に行われるべきことがありますし、本気で水素社会の実現を目指

しているなら、このような中身の足りないアンケートにはならないと思います。個人

的には、つくばの幹線道路にたくさんの新型車が走ってほしいですが、前途多難であ

ることがよくわかりました。「つくばでやらなきゃどこでやる？」本件はそういうカ

テゴリの施策だと思うのですが、なぜテンプレどおりのアンケートになるのでしょう

か。 
78  電気自動車の場合自宅での充電が可能であるが、燃料電池車は水素をステーション

で充填することが不可欠である。したがって普及のためには充填（待ち）時間を一定

時間内に収めるようステーションの拡充が求められる。その点で、いきなり一般乗用

車への普及を図るのではなく、バスやタクシーなどに燃料電池車を導入することによ

り、ある程度の数の水素ステーションを先行して整備する必要があると考える。また、

水素の価格も生産技術開発や税制によりガソリン以下に抑える必要がある。 
79  １．現状水素関連技術は進められているように思うし、時期は分からないが、安全

性も確保でき、技術的には普及できるレベルに移行できると思う。２．エネルギーキ

ャリアとして水素以外も研究されていると思うが、水素が本当にベストなのか？元々

の水素社会は原発ありきであったが、2011 年以降、脱原発と水素社会の推進を同時

に行っている。水素製造のエネルギー収支は改善できるのか？３．日本は既存のイン

フラがあるため、インフラ更新するコストは莫大。まだインフラが整っていない途上

国などで導入するほうが、地球全体を考えると良いのではないか。技術のガラパゴス

化を防がないと意味が無い。４．自動車の燃費は向上しているが、人間一人を移動さ

せるために消費されているエネルギー量は変わっていない（統計によるとここ 50 年

変化無し）。消費者の自動車の利用体系が変化している。乗車人数の減少。便利さ追

求の結果。乗車人数や利用目的に即した移動体の選択が必要。しかしながら、自動車

メーカーが製造，販売する自動車のスペックは変わらない。政府や県、市、レベルで

政策として進めるべき課題ではないのか？既存の運輸システムを変革する必要もあ

るのではないか？これは、単に水素ステーション＆燃料電池車の導入することよりも

エネルギー消費量の削減の観点からはインパクトは大きい問題ではないか。 



10 
 

80  燃料電池自動車の価格は、普及すれば自ずと低下するかと思うので、まずは普及さ

せて頂きたいと思います。水素ステーションの整備も必要ですが、水素ステーション

の設置場所などをスマートフォンアプリなどで確認できるような整備も必要かと思

います。 
81  アンケートの趣旨を拝読する限り、当アンケートは不要ではないかと思いますし、

５月開催予定のイベントにもかかわらず、大変失礼な言い方ですが、遅きに失してい

るのではないかと思います。つくば地区には、研究施設も多く、科学の最先端をアピ

ールすることが、つくばをアピールすることとして重要とお考えであるのであれば、

既に、つくば市や研究機関と連携し、例えば市役所の周辺に水素ステーションを作り、

燃料電池車を官用車として１～２台購入したり、お願いしたりしているべきと思いま

す。 
82  原発と同じで詐欺感が否めない。確かに燃料電池自動車は水しか排出せずにクリー

ンに見えるかも知れないが、その燃料となる水素を石油から CO2 を排出しながら製

造しているのであれば導入を促進する意図がわからない。むしろこの問題を解決せず

に導入しようとするのであれば、トヨタの利己主義性および日本国民および人類への

悪意を帯びた背信、人類の共存共栄への重大な挑戦とも言える。水素ステーションの

安全性や導入コスト以前の問題で、話にならない。 
83  せっかくの研究学園都市なのだから、近隣研究所の実証試験，調査を兼ねて運用で

きるような設備を作ったらいいのにと思う。 
84  普及していけば、購入しやすくなると思います。 
85  改良される速度も早いと思いますので、初期購入者へのフォロー等あるとよいと考

えます。 
86  民生用エネルギーとして，都市ガスがパイプラインを全国に引けず，LP ガスと使

い分けていることからも，ガス体エネルギーの整備には経済的に成り立たない地域が

存在する．補助金に頼らなければ成立しないエネルギーは，エネルギーとして成り立

たない． 
87  走行時に温室効果ガスが出ないことは説明でわかるが、水素を作る時にはどうなの

か、システム全体の環境負荷についての説明が欲しい。同様に、システム全体の経済

性についても、ハイブリッド車やガソリン車との比較を示して欲しい。 
88  将来太陽光を用いて水道水から水素の生成を自宅でできるようにできないか。また

は燃料電池車に水を入れて家庭の（太陽光の）電源で水素が補充できないか。 
89  国策なら仕方ないがインフラ整備のコストを考えると総合的に得策（環境負荷等）

かどうか疑問。すでに電力網が整備されている電気自動車の方がまだ現実的ではなな

いか。 
90  ハイブリッド車や EV と比べて、環境性能や実用性が高いのが FCV の魅力だと思

います。 
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91  普及への問題としては、インフラ整備が不十分であることとユーザー側の初期投資

が非常に大きいことだと考えています。 
92  FCV 開発を予定している自動車メーカー本社がない茨城県つくば市が最先端技術

をアピールするためにも、市内に水素ステーションを建設、周辺地域を牽引する役割

がつくばにはあると思います。 
93  太陽エネルギーなど自然エネルギーを水素として蓄電し、電気自動車に充電するな

ど電気を利用する社会にする方が安全面で安心な気がする。 
94  水素燃料自動車は、インフラの整備を考えると世界的な普及は難しいと思う。電気

自動車がベスト。 
95  水素は火災の際、大爆発を起こす可能性があるが、街中に水素ステーションを設置

しても、大丈夫か？安全対策を十分計る必要がある。 
96  【燃料電池自動車の燃費等について】によると、「ガソリン１リットルを 140 円と

した場合，...，水素燃料電池自動車の燃料代は，ハイブリッド車と同程度の水準とな

る見込みです」とあるが、現在のガソリン価格は 100 円以下のスタンドもあり、ハイ

ブリッド車の 10km 走行あたりの燃料代は約 50 円である。これは燃料電池自動車の

約 78 円よりかなり安い。燃料電池自動車の燃費をもっと向上させないと環境にやさ

しいという理由だけで普及は難しいのではないか。 
97  車本体価格だけではなく、設備等も考えるとコストが高すぎる。時期を待ってもっ

とコストが下がってから、積極的に取り組んでほしい。 
98  水素ステーションの設置箇所を増やす必要がある。 
99  現行では、まだまだ水素ステーションが普及しておらず、遠方まで水素の補給に出

向かなければならない。また燃料電池車の価格が同クラスのハイブリット車やガソリ

ン車に比べ高額となっている。車種も 4 人乗りセダン型のみであり、選択肢が無いこ

とからも普及への障害となっていると思う。官庁や公共機関、タクシーなど業務用車

から導入を広める必要があるのではないか。 
100  もしつくばに水素ステーションを作るなら、アクセスが簡単で便利な場所に作って

欲しい。また、燃料電池車購入に当たっては、つくば市独自の補助金制度を作って欲

しい。 
101  近隣の都県と並行して水素ステーションを整備する必要がある。 
102  市役所か国際会議場付近か、自動車研究所に早々に設置すべきだと思います。 
103  ある程度の遠出を大人数（我が家は 5 人）で行う場合は自家用車が第一選択である

が，その際は燃料の不安がつきまとう。この部分の問題を解決しない限りは買い替え

は難しいと感じる。 
104  仮につくば市内で水素ステーションなどが充実したとしても，通勤や近場の移動だ

けの為に 1 台余計に所有することは現実的ではなく，むしろ時間通りに運行されな

い，運行本数が少ないなど不便を感じるバス外の公共交通機関の充実が先ではないか
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と感じる。 
105  つくばは「自転車のまち」（つくば市 HP）環境のためには自家用車を極力使わない

という意識改革とそのための社会整備にお金を使うほうが大切では？ 
106  水素は爆発する可能性があるので、とても怖いと言うイメージをもっています。本

当に大丈夫か、とても不安な気持ちがあります。私のような考えての方がある程度は

いるとおもいますので、安全性がわかるような説明が必要ではないかと思います。 
107  購入のための積極的な補助金制度や水素ステーションの整備など、まずは公的資金

を積極的に投資して、燃料電池車を普及させていくことが肝要です。 
108  一定の範囲内に効率よくステーションが設けられていること。供給，価格が安定し

ていること。危険物の為、安全性が確実に担保されていることが購入する条件になる

と思われる。 
109  事故等を起こした場合、水素燃焼（爆発）の危険性はないのか？ 
110  実物を見てみたい。 
111  インフラ整備が課題。（多額の税金を使っても整備すべきという世論にならなけれ

ば、不可能） 
112  燃料電池車は、普段乗りのみで水素ステーションが近くにあればいいのですが、遠

出するとなると水素ステーションがあるとは限らない。そうなると乗る機会が少ない

にもかかわらず高額な買い物をすることとなる。環境への配慮のみでは手が出せな

い。 
113  現在電気自動車（リーフ）に乗っていますが、つくば市を出ると極端に充電設備が

少なくなります。環境配慮には行政からの支援がもっと必要だと思います。 
114  水素ステーションや燃料電池車は、物理学的にみた場合、非常に興味深い仕組みで

あり、科学政策の普及に異論を主張するものではないことを前提で意見する。 
 つくば市に住む限り、公共交通機関が発達しているため、燃料電池車（一般に自家

用車）は必要ない。理由として、購入金額が高額な上、税金を含む維持費が相当額必

要となるため。 
 私はつくば市に移り住んで 20 年近くなるが、その間、自家用車を持ったことがな

く、不便を感じたことはない。運転免許は持っており、資産もあるため購入しようと

思えば購入できるが、購入後の維持費（税金を含む）を考えると、コストパフォーマ

ンスが非常に悪く、購入する気にはならない。また、車を運転するという行為は、常

に事故のリスクが伴うことも購入するつもりがないことの理由のひとつである。した

がって、個人的には水素ステーションや燃料電池車の普及は希望しない。 
 また、自家用車を持っていると積極的に歩くことをしなくなるため、健康にも悪い。 
 なお、国の政策のために水素ステーションの整備や個人に燃料電池車を購入させよ

うとするのは本末転倒である。 
115  燃料電池車の価格が高く、水素ステーションも十分に整備されていない状態で、燃
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料電池車の普及など有り得ない。 
116  まだ一企業（トヨタ）一車種しか実用車は販売されておらず、高額、サイズも大き

く、一般市民に購入を進める段階にないと思う。つくば市が研究都市だからといって、

ごく少数の住民にしか利便性のない先端技術導入を誘導するようなことには反対だ。

リーフや PHV の普及率を促進する方が先決と考える。 
117  車体、燃料費とも高額である。車種のバリエーションが欲しい。 
118  水素をどうやって作るかがエコか否かを決定するので、そのあたり（売られている

水素がどのように作られ供給されているのか）も燃料電池車の購入の判断の重要なポ

イントになる見込み。 
119  ずいぶん前（２０世紀）に柳橋のエネオス（当時は共同石油）のガソリンスタンド

に試験用の水素スタンドが併設されていたがその後撤去されてしまった。こういうこ

とをやっておきながら今さらなぜ水素スタンドなんて騒ぐのか？時代遅れだから撤

去したんでしょ。 
120  水素ステーションの整備状況と水素の価格、燃料電池車の価格，性能等を総合的に

判断して購入を考える。 
121  世間の流れでは必要があるのかもしれないが、個人としては全く興味がないです。 
122  すでにトヨタは 2050 年までにガソリン車を作らないと宣言しており、FCV への移

行は必然と思える。ただ、そのころまでにならないと、価格もこなれてこないだろう

し、さらに現役で車の運転をしているとは到底思えないので、おそらく使うことはな

いだろう。また、モーター駆動のためマニュアルトランスミッションではなくなるの

で、クルマ自体に面白みが欠けると思っている。環境，燃費，家計にはいいのだろう

が。。 
123  水素ステーションは既存のガソリンスタンドと同じ密度で整備することが望まし

い。むしろ行政として一定の期限までにガソリンスタンドに水素ステーションを併設

することを義務付けるようなドラスティックな方法が求められているのではないか。

燃料電池車には水素の安全性と価格という二つの懸念点がある。また水素のエネルギ

ーキャリアとしての優位性をもっと周知することで、環境に関心のあるアーリーアダ

プターを引き寄せることができるだろう。現在は電気等他のキャリアに比べて何が優

位なのか、きちんと一般に示せているようには思えない。 
124  燃料電池車が本当に主流になるのか懐疑的です。もちろん有力な選択肢の一つでは

ありますが、一つの技術のみに頼るのは危険です。 
125  水素の危険性が無視できるほど小さいとは思えないので、身近な場所での使用は避

けたい 
126  先ず、公共交通機関のバス,タクシー等の整備をしていけば良いと思う。つくばを低

炭素社会特区などにしてバス、タクシーの買い換えに補助等を促す。バスタクシー等

はスピードやデザインは考えなくても良いので進めやすいのでは？また、特区だから
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運賃を 2 割通常より安くする＝利用率と認知して貰う為→FCV なので炭素排出は理

論上０になるのでつくば内の公共交通機関の炭素排出が減るその分の日本の炭素排

出にかけている予算を FCV 地区へのシステム変更に当てる等先駆けて行えばおもし

ろいと思う。 
127  水素ステーションの整備を早急に行って欲しい。インフラが整備されれば、車の買

い換え時には燃料電池車を購入したいと思っている（値段が下がるという条件付きだ

が）。 
128  水素ステーションがある程度普及しないことには燃料供給が気になって遠出しに

くい。 
129  とても環境に優しいものだと思います。廉価になればもっと普及するのでしょう

が、その場合インフラの整備などは不可欠であり、難しい面も多いかと思います。自

治体として県や市などが積極的に導入し、拠点を置く機関にも促進策を打ち出せれ

ば、地域としての特性が出るのではないか、トヨタ自動車などからの協力を得られる

のではないか、色々思うところです。 
130  水素ガスは危険物として法律で厳しく規制されています。法律が緩和されたことに

より、安全になったと勘違いする人がいますが、危険性は変わりありません。オリン

ピックに合わせた目玉にしたいようですが、テロリストにとっては水素ステーション

や燃料電池車はカモネギです。トンネル内での火災への対処等課題山積で、米国で普

及する目途がたたないことから、筋の悪い計画だと考えています。水素を金属なりイ

オンの形で安全に保持する形態(要するに蓄電池)での利用が望ましいと思います。 
131  東日本大震災以降の電力需給危機を契機として、ハイブリッド車が急速に普及した

ように、何らかの社会的要因がないと、市民の購入意識は高まらない。また、これと

連動して自動車メーカーが技術的な進展により購入価格を抑えるような努力をして

くれなければ、市民が手を出せる価格帯にはならず、高嶺の花のままだと思う。 
132 そのような環境を生み出してから、水素ステーションの議論をしなければ、単に実証

実験での話題に終わってしまうと考えます。 
133  システム全体で、本当に環境負荷が小さくなるかどうか、正確な情報が欲しい。 
134  現状では、水素ステーションも少なく、燃料電池車も高いため、購入しづらい。ま

た、走行中に CO2 を排出しないとあるが、圧縮水素を作る際の CO2 とガソリン車と

の比較が気になる。 
135  ガソリン車と同程度の価格にならないと個人としての購入は難しいが、気持ちとし

ては応援したい。 
136  ガソリンがなくなったときに代替品として使えるのか、あるいは、（石油を燃やし

て電気を作っているから）ガソリンが無くなったらどのみち水素ステーションも動か

ないのか？よくわからないが、震災の時にガソリン不足で自動車を出せなかった経験

が生々しくあるので、どうにかガソリン車の代替交通手段が欲しいと思う。公共交通
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機関での燃料電池利用や、あるいはカーシェアリングには積極的に燃料電池車を導入

するなど将来的に希望の持てる方向に導入が進んでくれたらいいなと思う。カーシェ

アリングでもしガソリン車と燃料電池車があるなら、多少高くても燃料電池車を利用

したいと思う。 
137  燃料電池車普及のため、一部の市役所の公用車をガソリン車から燃料電池車に更新

したらよいのではないでしょうか。話題作りにもなりますし良いと思います。 
138  ガソリン車に比べ、燃料電池車が有利な点が十分理解できない。水素を作るのに、

CO2 を排出するなら、車の走行時にゼロエミッションでも意味がないはず。そうな

ら、「環境に優しい燃料電池車」は詐欺だ。ミライを買う 500 万円持っている人に 200
万円くれてやるのは、金持ちに対するえこひいきではないか？ 

139  車体事故が起きたとき、水素ガス爆発が起こるか否かも含めた車体の安全性、及び、

水素合成よる環境負荷などをきちんと提示してほしい。走行時に二酸化炭素を放出し

ない、ということだけを売りにするのは、本質的ではないと思う。 
140  燃費（燃料代）がハイブリッドと比較して同等のため、燃料代が変わらない（安く

ならない）。水素を作るのに、電気、お金がかかるので、車は環境に優しいかもしれ

ないが、トータルで考えるとそんなに環境に優しくない感じがする。 
141  自分の知識がないと思うのですが、主婦の間では、水素という危ないというイメー

ジを皆言ってます。酸素と触れると爆発する高校での実験がありましたが、そんな少

しのことですごい威力があったと思うのに、車で衝突したりして水素タンクが破損し

て爆発とかしないのですか？それと、修理をするときの部品がめちゃくちゃ高そう

で、ハイブリッとでも高いらしいのに恐ろしいです。環境にいいのはすごく賛成です

が、もっと、ＴＶでくわしく、主婦向けに、絶対安全なのだという説明をしてほしい

です。最近やっと、電気自動車が増えてきて、電気ステーションもモールの駐車場に

あったり、電気自動車で環境問題を考えるのかと思っている所に、いきなり、少し前

に出ていた燃料電池車に力を入れる？？それだったら前から、燃料電池車に力を入れ

ていたらと思う。知識の無い者が意見を書いてすみません。 
142  長距離走行に不安が無いぐらいの燃料ステーションが整備されることが必須。ま

た、燃料補充のための所用時間もガソリン並みに近づけなければ普及しないと思う。

特に電気自動車を満タンに充電するために数時間必要なんて現実的じゃない。移動中

にバッテリー切れの心配があるうちは、車を複数台持つ裕福な人物が近距離専用車と

して所有する贅沢品に留まると考えます。 
143  つくば内で利用する交通機関やカーシェアリングであれば、検討は意味があると思

うが、個人ベースでは、全国的に水素ステーションが出来ないと燃料電池車を購入す

る意欲がわかない。また、水素燃料の安全性が、担保されているとは言えないと感じ

る（既存のガスステーションも含めて大体が予想もよらない人為的事故であることが

多く、水素燃料や燃料電池車による被害はガソリンスタンドや既存の自動車の比では
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ないのではないかと懸念している。それならば、まずは電気自動車の利用率を上げる

方が良いと思う。 
144  頻繁に自家用車を利用するため、従来のガソリンスタンドと同程度、水素ステーシ

ョン等の環境整備がないと、燃料電池自動車の利用に不安を感じる。 
145  水素ステーションを安価にするための技術開発（材料開発、システム化等）に対し

て、国は積極的に投資すべきである。 
146  未来のイメージが強い、つまり実用にはほど遠い。一般人が手軽に利用できる状態

となり得るのか？ 
147  水素ステーションは、今のガソリンスタンドがある程度に普及しないと、意味はあ

まりないと思います。全国１００台の設置計画と聞きましたが、２ケタ、設置数がた

りません。このままでは、燃料電池自動車は、空港内移動体への応用や、空港と主要

都市の１ケ所にもうけシャトルバス用に活用する程度にしか、燃料電池自動車を、現

実のものとして考えることができません。 
148  研究機関の業務用車として FCV 導入を進めてはどうか。 
149  燃料自動車についての説明のリンク先の記事の内容が不十分。排出ガスについては

製造時からの総量と走行距離で比較してこれくらいお得ですよ、環境に優しいですよ

と言うのが分からない。 
150  水素というと簡単に爆発するイメージがあるので（ガソリンも危険性は変わらない

かもしれないが）、設置する際には安全性を十分に考慮してもらいたい。 
151  まず水素ステーションの普及がどのぐらいになるのかが見えないため、直近では購

入し難いかと思います。電気自動車には自宅でのチャージができますが、水素につい

てはステーションのみかと思いますので、ステーションの普及が早急に必要と思いま

す。価格帯については、ガソリン車に近づけるようにしていただけると購入したいの

ですが、量産化、低コスト化は直ぐには難しいかなとは思います。 
152  ガソリン価格が低下傾向にあり、水素燃料との価格差が大きい。水素燃料の低価格

化が最も重要である。次にクリーンな水素燃料の製造技術を開発すること。そして、

普及を進めるためには消費者が欲しがる燃料電池車を開発する必要がある。燃料代が

安いか、維持費が安いか、走行性が良く使いやすいか、カッコいいか、「エコである」

ことは車を買い替える理由にならない。 
153  まず、燃料電池車の普及が一番である。燃料電池車が普及すると水素ステーション

設置の機運も自ずと高まると思われる。（燃料電池車は高額すぎる。）燃料電池車の普

及には、経済的な合理性（補助金を受けた後において、現行車と販売価格で同等程度）

が必要である。メーカーの努力に期待します。 
154  今後、今よりもっと環境問題が問題視されると思われます。ほぼ毎日車に乗るため

環境問題に興味があり、出来るだけ二酸化炭素を排出しない車を購入にたいを思って

いる方もいらしゃると思われますが、今の価格ではどうしても富裕層の方のみしか購
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入が難しい現状にあると思います。出来るだけ、価格を抑えることにも着手していた

だけることを願います。 
155  燃料電池車が普及していない現状では、航続距離やランニングコストがわからない

ので、購入価格の高い燃料電池車を購入する選択肢はない。広く普及されて、技術的

にもこなれてきてからの購入を検討する。 
156  全国的なインフラ整備が出来ないと、なかなか手を出しにくいと思う。 
157  つくば市の公共バスは、天然ガスでもプロパンガスでも無いので排気ガスが非常に

臭いです。つくばに来ての第一印象が、駅前のバスターミナルの排ガス臭より”なん

て田舎！”でした。G７の際に、この排ガス臭では印象が悪いのでは？と懸念してお

ります。水素ガスステーションより前に、天然ガスバス、タクシーの導入が可及的速

やかに対応する必要があるのでは無いでしょうか？ 
158  大気汚染対策のためにも、燃料電池車の積極的な導入を希望します。 
159  ガス、二酸化炭素が排出されないので、普及が進むべきとよいと考える。普及が進

むかどうかは車の価格と水素ステーションの普及であると思う。 
160  本気で燃料電池自動車の普及を考えているのであれば、つくば地域だけでなく、日

本全国レベル（特に水素ステーションの整備）で考えないと、「つくば地域への水素

ステーション設置に向けて。。。」などという企画は金の無駄遣いで黒歴史になる。 
161  エコロジーである他、エコノミーであるという要素も、一般家庭では重要と思いま

す。インフラ等の整備コストもあって難しいとは思いますが、水素のほうが現在主流

のガソリンよりも経済的ということになると普及も進むと思います。 
162  政府が大きな方向を決めることを積極的にしていかないと推進されないのでは？

電力でさえ石油に頼るのか原子力かはっきりできない現状と似ているような気がす

る。充電式の電気自動車で十分な気もするし、どちらに転ぶかはっきりしないと今の

時点では購入する気持ちが持てない。水素だけでなく、LNG、LPG を燃料とする燃

料電池車が出来れば既存インフラが活用できるので良いと思われます。 
163  水素ステーションでは充填時の安全確保をきちんとしてほしい。ガソリンのように

値段が乱高下しないよう監視してほしい。燃料電池車はいろいろな車種とデザインを

選べるようにしてほしい。mirai は全く美しいとは思えないので、他が追従しないと

良いと思っている。 
164  環境都市として、つくば市は早急に水素ステーションを複数設置すべきである。 
165  燃費（ガソリン換算）を知りたい。また、維持費、水素の価格、１回の水素のチャ

ージ料金を知りたい。 
166  水素の生産は、太陽光など自然エネルギーを用いて行うべき。 
167  排気ガスが出ないことが素晴らしい。大気汚染を未然に防ぐことに貢献している訳

なので、行政からの補助金等の購入支援策が是非とも必要だと思います。 
168  燃料電池車を購入しても、水素ステーションが限られたところにしかなければ、不
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便な車としか考えられない。ステーションの普及を先行して行わないと、乗り換えの

対象にはならないと思う。 
169  日常、車を利用する者にとっては、水素補給が 10km から 20km 以内に無いと辛い

ですね。また、往復 500km 以上の走行であっても、水素残量が十分に無いと不安で

すよね。(現状では、途中での補給は困難ですから) 
170  環境に配慮するための経費として、もう少し国として補填額を検討して欲しい。悪

くなった環境を戻す経費は、それ以上にかかるだけでなく、取り返しのつかないもの

になっているのだから。水素ステーションの水素の管理にも十分な対応がされるので

しょうか？原発同様、大丈夫といいながら、結果として甚大な被害を及ぼすようでは

困ります。 
171  都心部だけにステーションがあるのでは、普及しない。各都道府県の主要市街には

設置すべき。その為に国からの支援も手厚く行うべき。低価格化実現されれば環境に

優しい車なので、是非購入したいと考えています。でも、車選びには、デザイン性は

もとより、居住性を重視しています。体の大きい人が運転した時の空間の確保、乗り

降りに腰等に負担がかからないような車になると中高年等にはうれしいです。早期実

現を望みます。 
172  燃料電池自動車が事実上、トヨタ MIRAI しか選択肢がないのであれば、購入を検

討する価値はない。納車 3 年待ちという状況では現実味に乏しい。三菱の PHEV は、

あれだけの高スペックで 400 万円程度という格安で購入できる。MIRAI の価格は（補

助を入れても）高額すぎるし、車のとしての魅力がゼロである。そんな車のために水

素ステーションを作る必要性がわからない。 
173  将来、自動車が水素の方向へ行くのかが不透明すぎるため、まだ数年待ってもいい

と考える 
174  水素ということですので、何らかの事情（第 3 者からの故意によるものを除く）で

爆発する恐れはないのでしょうか？ 
175  水素の補充ができなければ使いにくいので、水素ステーションの設置数も重要かと

思う 
176  水素作成に化石燃料を使っているのでは問題外ではないでしょうか。水からもっと

安全に水素を取り出し、安価で供給できるシステムが構築され、車両自体ももっと

様々メーカーから多くのバリエーションが発売されるようにならなければ、普及する

のは無理かと思われます。燃料電池車のことをあまりよく理解しておりません。もう

少し詳しく知りたいですが、あまりそのような機会が無いように思っています。燃料

電池車や、水素ステーションの利点は良く説明されているが、欠点を同時に説明して

いないのが良くないため、普及させること自体に懐疑的である。インフラが伴ってい

ない欠点は、もちろんであるが、それ以上に、従来の車と同じような事故を起こした

際の被害程度、水素ステーションの安全性などが説明されていない。水素と単純に聞
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けば、その爆発性はとても危険に感じられる。ガソリンの様に単に燃焼するならば消

火できるが、爆発するなら事故=死ではないのか？消防設備や、消防隊の訓練はどう

なっているのか？その他にも、燃料電池が寿命を迎えた際、その産業廃棄物は環境に

やさしいのか？これも説明が無い。良いことしか書かない説明には裏があるとしか思

えない。また、燃料電池自動車もトヨタの MIRAI しか提示されておらず、特定の企

業とだけ提携するのはいかがなものか？日本には他にも自動車メーカーがあり、それ

らのメーカーが同様に水素を利用する車を作ることで、初めてインフラ整備を進める

算段を考えるべきではないのか？この計画ではトヨタによる独占を推し進めている

印象しかない。興味は大いにあるが、まだ一般的に出回っているとは言えないので、

その安全性に注目したい。 
177  まだまだ認知度が低いと感じる。実際のところ、どんなクルマでどれだけ普及して

いるのかなど、よくわからない。 
178  環境を考慮すると水素自動車は絶対必要である。普及には安全性の広報が必要不可

欠である。 
179  インフラが整わないと普及は難しいのではないか 
180  火力発電のエネルギーで水素を生産している現状では、FCV が省エネでもエコで

もない。太陽光発電で EV を充電するシステムを整備する方が遥かに良い。水素社会

構築のためには、太陽光エネルギーで直接水素を生産する技術の確立が必要だ。 
181  燃料電池車の値段が下がって、水素ステーションがあちこちに出来でば、普及が進

むと思います。 
182  環境にいいのであれば、もっと普及できるようにするべき。補助を出すとか。環境

を整えるべき。環境のための補助を増やしてほしい。 
183  水素ステーションが過半数のガソリンスタンドに併設されていないと使い勝手が

悪い。 
184  特に急いで普及させる必要はない。これからのエネルギー事情を見極めてから選択

していけばよい。あと、水素を作るときに二酸化炭素等を発生させていることを周知

させるべき。 
185  水素のコストは技術革新等で他のタイプの燃料より安くなったのか知りたい。 
186  燃料電池車などように環境に優しい車は、将来的に利用すべきだと考えているが、

現実的に購入するには、価格がまだ高く難しいと感じます。今は、なるべく車を使用

しない工夫を日常的にできたらと思います。 
187  １．水素エンジンとモーターで駆動する PHV が開発されて欲しい（燃費が良く、

有害物質の排出もなく、出力も高く、家で充電ができる。将に無敵）。２．つくば市

内を走行するバスが全面的に燃料電池車になれば注目を集めると考える。３．燃料の

単価をガソリンより安く設定しなければ燃料電池車は普及しない。水素の単価の方が

高い場合、市が差額を補てんするくらいの政治決定を行うことが極めて重要。 
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188  まずは電気自動車の普及、続いて自律走行（自動運転）の実用化を目指すべき。現

状のトヨタ MIRAI の一種類だけでは（ホンダも投入するようだが）自動車の購入意

欲を一般人が検討するのは難しい。水素ステーション建設の補助金には国民の税金が

使われることになり、採算度外視で建設するのは時期尚早である。 
189  電気自動車、水素燃料自動車いずれも、国内のインフラ次第と考えます。あとは価

格がどの程度が適正か、現在では軽自動車も非常に高価なものとなっていますし、交

通渋滞を考えると都市部では乗らない、という選択肢にならざるを得ない（公共交通

機関の方が利便性が高い）ものと思います。 
190  燃料電池車について。排ガスを出さないクリーンな自動車というコンセプトには賛

成であるが、現状、周囲で燃料電池車を使用している人がいなく、ガソリン車から燃

料電池車に乗り換えた時のイメージが持ちづらい。今は所有しているガソリン車で十

分である。燃料電池車については、クリーンな面ばかりが宣伝されデメリットについ

ては自分で調べない限り出てこないので、本当にコストがかからないのか、走行感は

問題ないのか、疑問がある。もう少し普及してから所有を検討したい。 
 
 

以上 


