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家庭用燃料電池に関する目標と進捗状況

ロードマップにおける目標 進捗状況

① 家庭用燃料電池（エネファーム）について、早期に市場を自立化し、
2020 年に140万台、2030 年に530 万台を普及させる。

家庭用燃料電池は、約12.5万台普及（※2015年5月末現在）

② 家庭用燃料電池のエンドユーザーの負担額（設置工事費込み）につい
ては、2020年に7、8 年で投資回収可能な金額を、2030 年に5 年で投資回
収可能な金額を目指す。

エネファームの平均販売価格（設置工事費込み）は約145万円。
投資回収期間は約18年。
※ 上記は、いずれも補助金による支援前。

4

家庭用燃料電池

普及台数と販売価格
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 家庭用燃料電池（エネファーム）は、現在約12.5万台が普及している。エネファームの平均販売価格（設置工事費込み）は約
145万円であり、2009年の販売開始時の300万円超から半分以下に低下しているが、依然として投資回収期間は約18年と長く、

近は販売価格の低減傾向が鈍化している。また、設置状況を見ると、依然としてほとんどが戸建て住宅向けとなっており、
新築・既築の比率やエネルギー源・地域別の内訳もほぼ固定化されている。

 家庭用燃料電池は、過去の競合技術製品（エコジョーズ、エコキュート等）の普及曲線と比較すると市場の立ち上がりが遅れ
ており、ユーザー負担額も高い水準にある。

 ロードマップで示された、2020年に140万台、2030年には530万台を普及させるという目標を達成するためには、一層の経済
性の向上や、普及の遅れている分野の市場開拓等のテコ入れが必要なことは勿論であるが、目標達成に向けた道筋の具体
化（例．コスト低減の要素分解、時間軸を示した製品ラインナップの広がり等）をより精緻に検討することが必要ではないか。

家庭用燃料電池の目標に対する進捗状況の評価

家庭用燃料電池のユーザーの現状
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※補助金交付決定ベース（期間：2009年～2015年4月末）
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家庭用燃料電池

(万台)

タイプ 潜熱回収型給湯器 ヒートポンプ 燃料電池

商品名 エコフィール エコジョーズ エコキュート エネファーム

エネルギー源 石油 都市ガス/LPG 電気 都市ガス/LPG 

価格 25～30万円 25～40万円 45～80万円 150万円程度

投資回収年数 3～4年 1～2年 3～4年 10年～



課題１：家庭用燃料電池の経済性の向上が必要

ロードマップにおける取組の方向性

① イニシャルコストの低減

a) 家庭用燃料電池の導入
支援

・ 2015 年度までは家庭用燃料電池の量産効果を下支えする導入補助を国は継続して行う。
・ それ以降については、早期の自立的な普及拡大を目指すこととし、家庭用燃料電池のコスト低減の進捗状況や普及状況等を
踏まえ、省エネルギー施策全体の中で取扱いを検討する。

b) SOFC 型等の低コスト
化・高耐久化等に向けた技
術開発

・ PEFC 型よりも遅れて市場投入されたSOFC 型は、理論上はより高い発電効率を有し、改質器等の構造から部品点数が少な
くて済むため、小型化も比較的容易であるものの、コストや耐久性等の点で課題が残っている。このため、燃料電池スタックの
劣化機構の解析、耐久性迅速評価手法等、燃料電池に関する基盤的な技術開発を行う。
・ また、経済性を向上させるため、発電効率の更なる向上や高電流密度化等に資する先端計測解析手法等の技術開発を行う。
・ 改質器における触媒コスト等を低減するため、低コストな高活性触媒に関する技術開発を行う。

c) 部品点数削減や部品共
通化等によるコスト低減

・ 構成部品のブロック化や制御の単純化等によって、引き続き部品点数を削減する。
・ 2016 年までに既設給湯器をバックアップボイラーとして活用できるよう、貯湯槽との通信連携の見直しを行う。
・ 燃料電池スタックや補機について、新たな技術を有する新規事業者の参入を促進することで競争原理を働かせ、コストを低減
させるため、現在の主要事業者は新規事業者との連携を引き続き模索する。これに対して、国はビジネスマッチング等の支援
を行う。

d) 家庭用燃料電池の設置
工事やメンテナンスに係る
コスト低減、期間短縮等

・ 設置工事やメンテナンスにかかる期間を短縮するとともに、標準的な工程を確立する。また、配管や工事関連部品等の共通
化を行う。
・ 具体的には、2016 年までに設置工事の際の試運転を簡素化する。また、2017年までに脱硫剤やフィルター交換等の定期メン
テナンスを不要又は簡素化する。

ロードマップにおける取組の方向性

② ランニングメリットの向上

a) 家庭用燃料電池の発電
電力の取引円滑化の検討

・家庭用燃料電池の電気と熱の融通の在り方について国は検討を行い、技術的、制度的課題への対応について早期に結論を
得る。

b) SOFC 型等の低コスト
化・高耐久化等に向けた技
術開発

〈再掲〉

家庭用燃料電池
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国の支援措置 自治体の支援措置一覧

［出典］燃料電池普及促進協会資料・資源エネルギー庁HPより野村総合研究所作成 ［出典］燃料電池普及促進協会資料より野村総合研究所作成

都道府県 自治体 補助内容

東京都 東京都
※HEMSの導入が条件
PEFC(固体高分子形） 新築：15万円 既築：17万5千円
SOFC(固体酸化物形） 新築：17万5千円 既築：20万円

埼玉県 さいたま市 4万円（市内事業者による施工の場合、加算額2万円。）

千葉県 千葉市 10万円

愛知県 名古屋市 5万円

大阪府 泉佐野市 5万円

兵庫県 神戸市 4万円

岡山県 岡山市 10万円

・市区町村を中⼼に、194⾃治体がエネファームに関する導⼊⽀援を実
施している。
・具体的な補助内容の例は、以下の表のとおり。

事業⽬的・概要
家庭等における省エネを促進するため、2009年から世界に先駆けて本格
販売が開始された家庭⽤燃料電池（「エネファーム」）の普及拡⼤と早
期の⾃⽴的な市場の確⽴を⽬指し、導⼊費⽤の⼀部を補助。

特に、既設給湯器の取り外しや廃棄等の追加コストがかかるなどの理由か
ら普及が遅れている既築住宅向けへの導⼊を重点的に促進することで、エ
ネファームによる省エネ等の家庭部⾨への広い波及を⽬指す。

対象者
家庭⽤燃料電池を設置する者
リース等により家庭⽤燃料電池を提供する者

家庭用燃料電池の導入支援

 国においては、家庭用燃料電池の早期の自立的な市場確立を目指し、平成26年度補正予算において導入補助金を措置。特
にストックベースで見ると設置割合が低い既築住宅向けの導入を重点的に促進。

 自治体においても、多数の自治体が家庭用燃料電池の導入に対して補助金を措置。

家庭用燃料電池
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 PEFC（固体高分子形燃料電池）型については、高効率・高耐久・低コストを実現する低貴金属触媒や評価解析手法の技術開
発等を官民で実施しているところ。

 SOFC（固体酸化物形燃料電池）型については、参画メーカーの拡大や高耐久・低コスト化による市場拡大を図るため、耐久性
迅速評価方法を確立するための技術開発等を官民で実施しているところ。

 しかしながら、特にSOFC型については、商用化を達成しているメーカーが未だ一社に留まっており、健全な競争環境が整って
いるとは言えない。市場を拡大していくためには、新規事業者の参入を促進する必要があるのではないか。

SOFC 型等の低コスト化・高耐久化等に向けた技術開発

PEFC向け技術開発 SOFC向け技術開発

高効率・高耐久・低コストを実現するための技術開発
→［家庭用PEFCシステムの本格普及の推進に貢献］

 家庭用燃料電池（PEFC）の本格商用化に資する基盤技術として、以下の

項目を軸とした技術開発を進めた。

項目 取組と成果

電解質膜・
電極接合体

（ＭＥＡ）

燃料電池改質器の解析手法の確立、触媒寿命予測法の提示
等を行った。

電極触媒
低白金化の触媒等についての技術開発を行い、高活性化、高
耐久化や、そのメカニズムの解明等を達成した。

評価解析
ＭＥＡ材料の構造、反応、物質移動等のメカニズムを解明し、
設計指針を提示した。また、開発された新規材料等を評価し、
開発にフィードバックした。

 具体的な取組例

９万時間（１０年）耐久を見通す耐久性迅速評価方法の確立
→［短期間での精度の高い劣化予想の実現］

 家庭用燃料電池（SOFC）の本格普及に資する高耐久・低コストセルス
タックの開発に貢献するため、各社のセルスタックについて、［耐久性試
験→評価分析→開発・改良］というサイクルでの評価を行った。

 それにより、各社のセルスタックの開発の加速を支援し、参入メーカーの
拡大を図った。

 解析された劣化メカニズムの知見を元に、短期間で生じる微妙な変化（劣化）を検出（触媒の被毒状
況、微構造変化等）することで、耐久性を予測。

 これにより、一部のセルスタックは9万時間レベルの耐久性を見通しつつあることを確認。

［出典］NEDO資料より資源エネルギー庁作成

コアシェル構造白金触媒の活性向上のメカニズム解析

［各社セルスタックの評価結果］

家庭用燃料電池
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 民間事業者においては、 2009年の発売以来、コア部品の要素技術革新、量産効果の享受、製品アーキテクチャの改良など
の取組を行い、家庭用燃料電池の価格は発売当初と比較して半減を達成した。

 しかしながら、価格の下落幅は近年縮小する傾向にあることから、これまでとは異なるアプローチを含めたコスト低減策の検
討が必要ではないか。特にSOFC型については、潜在的なコスト低減の余地は大きいと考えられており、取組の加速が期待さ
れる。

民間事業者によるコスト低減の取組例 ｴﾈﾌｧｰﾑ販売価格（税抜き）ﾄﾚﾝﾄﾞ
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［出典］各種資料等より野村総合研究所作成

 エネファームの販売価格（税抜き）は、 2009年に約330万円だったところ2015
年に160 ～220万円に到達し、当初価格の半額以下にまで到達。

 PEFC型エネファームは、過去モデルチェンジごとに約70万円程度のコストダ
ウンを達成してきたが、直近では下落幅が約30万円程度に縮小。

領域 アプローチ方法

コア部品の
要素技術の

革新

• 低白金化によるセルスタック低コスト化の取組
• 電解質膜の高耐久・抵コスト化、新規電解質の開発
• 高電流密度化への対応（セル数低減）

など

量産効果の
享受

• 海外展開等による販売増
• 補機類も含めた部品の共通化、汎用品の活用

など

製品
アーキテクチャ

の改良

• 部品点数の削減
• 発電効率向上による 貯湯ユニットの小型化
• 既存貯湯ユニットとの併用モデル開発

など

［出典］各社公開資料より野村総合研究所作成 9

SOFC 型等の低コスト化・高耐久化等に向けた技術開発
部品点数削減や部品共通化等によるコスト低減

家庭用燃料電池



家庭用燃料電池の設置工事やメンテナンスに係るコスト低減、期間短縮等

 民間事業者においては、試運転・定期メンテナンスに係る時間の短縮、耐久時間の改善といった取組を行っているところであ
り、メンテナンスコスト低減に向けた更なる取組が早期に確定されることが期待。

 また、家庭用燃料電池の普及が一定規模で進みつつあることを踏まえると、メンテナンスコスト低減等に加えて、廃棄やリサイ
クル等の対応を具体的に検討する段階にあるのではないか。

民間事業者によるコスト低減の取組例

 試運転・定期メンテナンスにかかる時間を短縮し、トータルコストの削減に貢献

 耐久時間を現行モデル(6万時間)よりも約17%改善し、7万時間運転を達成。

 起動停止4千回かつ運転7万時間の耐久性で、様々なエネルギー負荷に対応。
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［出典］パナソニック社公開資料より野村総合研究所作成
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 平成２６年度補正予算を活用して、複数の都市ガス事業者が、家庭用燃料電池における余剰電力の電力系統への逆潮流実
証事業を開始したところ。本実証により、逆潮流による省エネ効果やＣＯ２削減効果等を検証するとともに、制度的な課題を検
討する予定。

 この結果次第では、ガス事業者等が家庭用燃料電池の逆潮流電力のアグリゲーションの主体となり、電力の全面自由化もに
らんで、家庭用燃料電池の逆潮流アグリゲーションという新たなビジネスモデルが確立されることが期待される。

家庭用燃料電池の逆潮流に関する実証

現在：
逆潮流なし

将来：
逆潮流あり

＜仮説＞
【現在】 電力負荷に合わせてエネファームを運転。稼働率が低い状

況では発電効率も低くなり非効率。
【将来】 定格で稼働させ、電力は系統に逆潮流。

項目 定義（計算式等）

逆潮電力量
(kWh) 燃料電池発電量－住宅電力負荷

ピーク時間節電効果
(kWh)

8～22時の燃料電池発電量（評価対象：7～9
月、12～3月）

電気利用効率
(% HHV)

燃料電池発電量(kWh)×3.6／燃料電池燃料
供給量(MJ)×100

熱利用効率
(% HHV)

燃料電池湯供給量(MJ)／燃料電池燃料供
給量(MJ)×100

総合利用効率
(% HHV) 電気利用効率+熱利用効率

一次エネルギー削減量
(MJ)

燃料電池湯供給量(MJ)／給湯器効率+燃料
電池発電量(kWh)×電力換算係数-燃料電池
燃料供給量(MJ)

CO2削減量
(kg-CO2４)

一次エネルギー削減率の計算式に対し、燃
料供給量、湯供給量、発電量それぞれに対し、
CO2換算係数を乗算して試算

逆潮流の実証における検証項目

［出典］大阪ガス作成

家庭用燃料電池の発電電力の取引円滑化の検討
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本年4月に、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスが協力して行う、家庭用燃料電
池における余剰電力の電力系統への逆潮流実証事業が採択。現在、実証
に向けて準備が行われているところ。



課題２：家庭用燃料電池の対象ユーザーの拡大が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 集合住宅等に対応する
家庭用燃料電池の在り方
の検討

・ 集合住宅等に対応する家庭用燃料電池の在り方について、戸建住宅と比較し、エネルギー消費が少ない傾向にある集合住
宅のエネルギー需要に対応した発電量・熱量、容積率不算入等の有効活用、ユーザー負担のない形でメンテナンス等を行うた
めの手法等、具体的な設計についてディベロッパー等の中間ユーザーを交えて検討を行い、技術的、制度的課題への対応に
ついて早期に結論を得る。

b) SOFC 型等の低コスト
化・高耐久化等に向けた技
術開発

＜再掲＞

c) 排熱の新たな用途の開
発

・ 乾燥機やデシカント空調等、従来の給湯以外の排熱の新たな用途を開発、普及させる。

d) 家庭用燃料電池の設置
工事やメンテナンスに係る
コスト低減、期間短縮等

＜再掲＞

e) 販売チャネルの拡大

・ 現在の販売チャネルがガス事業者やハウスメーカー等に限られていることから、ディベロッパー等の新たな販売チャネルを開
拓する。
・ 従来の給湯器と比べて複雑な構造を有し、取扱いに電気とガスの双方の専門技能を必要とする家庭用燃料電池について、
日本全国で施工やメンテナンス等に対応できるよう、施工やメンテナンス等に関するマニュアルを作成、配付するとともに、専門
人材の育成を行う。

f) 東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会での活用

・ 2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、選手村等での定置用燃料電池の活用に向けた環
境を整備すべく、本年5 月に東京都に設置された「水素社会の実現に向けた東京戦略会議」（座長：橘川武郎（一橋大学教授））
等と連携しつつ、選手村等の開発に合わせて必要な取組を計画的に行う。

⇒ 資料２において議論

12
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 住宅業界、エネファーム製造業界、エネルギー業界が業界の枠を超えて一致団結するため、2013年5月に設立した「エネ
ファームパートナーズ」に、2014年から新たにディベロッパーが参加。

 ディベロッパーやハウスメーカーを交え、集合住宅へのエネファーム導入・普及について検討する「集合住宅導入推進ワーキ
ング」を発足し、普及加速に向けた情報共有や意見交換、次世代モデル開発状況の紹介等を行っている。

集合住宅等に対応する家庭用燃料電池の在り方の検討

13
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エネファームパートナーズ組織概要 集合住宅導入推進WG

住宅関連
業界

エネルギー
業界

エネファーム
製造業界

事務局 ： 日本ガス体エネルギー普及促進協議会

協力団体： コージェネ財団
燃料電池実用化推進協議会
燃料電池普及促進協会
ベターリビング

住宅生産団体連合会
不動産協会
日本建設業連合会
都市再生機構 他

パナソニック
東芝燃料電池システム
JX日鉱日石エネルギー
アイシン精機 他

都市ガス事業者
LPガス事業者
簡易ガス事業者

総 会

エネファームパートナーズ 会員
・ 住宅業界 ・ 不動産業界 ・ 建設業界
・ エネファーム製造業界 ・ エネルギー業界

エネファームパートナーズ 会員
・ 住宅業界 ・ 不動産業界 ・ 建設業界
・ エネファーム製造業界 ・ エネルギー業界

プロモーション検討ＷＧ
（2013年7月発足）
・ 住宅業界
・ エネルギー業界

集合住宅導入推進ＷＧ
（2014年4月発足）
・ 不動産業界
・ 建設業界
・ エネルギー業界

運営委員会

集合住宅導入推進ＷＧ集合住宅導入推進ＷＧ

【目的】
マンション向けエネファームの最新情報を共有し、今後の導入・普及拡大について

検討を行う。

【メンバー】
・ 不動産業界、建設業界（3団体、13社）
・ エネルギー業界（5社）
（事務局：日本ガス体エネルギー普及促進協議会）

【活動実績】
第1回 マンション向けエネファームの特徴や機器仕様について情報共有

マンションでの設置状況を再現したモデル見学
第2回 集合住宅内でのエネルギー融通の実証事例の見学

次世代モデル開発状況の紹介・普及拡大に向けた意見交換

［出典］エネファームパートナーズ ［出典］エネファームパートナーズ資料より資源エネルギー庁作成



 民間事業者の一部においては、後付けエネファームの販売が開始されたところ。既存給湯器の活用によりコストダウンが可能
となるため、従来の主要な市場である新築住宅向けに加え、既築住宅向けの市場開拓が期待される。

 従来の主要な市場である戸建住宅向けに加え、集合住宅向けを開拓するため、集合住宅向けエネファームも販売されつつあ
る。こうした動きを加速するため、集合住宅の設置可能スペース、世帯構成や利用パターン等に応じた多様なラインナップの
開発・販売が必要ではないか。その際は、ラインナップの拡大によって量産効果が低減することから、ラインナップの拡大の時
期を慎重に検討すべきではないか。また、集合住宅内において電気・熱を融通する新たなサービスも検討されているが、個々
の世帯において使用される電気・熱の計量方法等について課題が残っている。

 普及が遅れているLPガス向けについては、メンテナンス体制の脆弱性を改善するため、営業マニュアルの配布や講習会を通
じて、メンテナンス拠点の拡充やメンテナンス員の育成を進めている。

排熱の新たな用途の開発
販売チャネルの拡大

後付けエネファームのイメージ 静岡ガスの集合住宅における融通事業

［出典］静岡ガスホームページ
マンション内電力融通システム「T-グリットシステム」［出典］資源エネルギー庁作成

貯湯ユニット 発電ユニット

エネファーム用
給湯器

低コスト化・省スペース化
が可能に

電気使用量が小さく、発電に余力のあるＢさん宅エネファームの発電出力を
増加させ、電気使用量の大きいＡさん宅に電力を融通させる

通常のエネファーム 後付けエネファーム

今の給湯器
を活用
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課題３：家庭用燃料電池の海外展開が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 国際標準化の推進
・ 海外展開を有利にするため、引き続き積極的に国際標準化活動を行うとともに、世界で唯一市場化されている我が国の技術
を国際規格とすべく国際規格原案の提案を引き続き積極的に行う。

b) 海外展開に必要な基盤
環境の整備

・ 需要が見込まれる欧州を中心とする地域における海外展開の足がかりを構築すべく、我が国と組成の異なる海外のガスでも

運転可能といった現地の状況に適合した定置用燃料電池の開発を進めるとともに、海外のガス事業者やガス機器メーカー等と
の連携を推進する。その際、国内向け製品とのシナジー効果を得られるよう、可能な限り部品の共通化等に取り組む。
・ また、具体的な案件の組成やその後の普及展開について、国は必要な支援を行う。

家庭用燃料電池

15



 国内の主要エネファームメーカー各社は、Viessmann社、Baxi Innotech社、Bosch社など欧州ボイラーメーカーとのアライアン
スを通じて、欧州市場の開拓を本格化。

 海外市場の開拓を有利にすることを目的とした国際標準化活動（国際電気標準会議での検討）等も合わせて実施している。
 一方、海外市場は、エネルギー使用環境やガス成分が日本と異なるところがあり、地域性を踏まえた製品開発と、ビジネスモ

デルの構築が今後の課題である。

国際標準化の推進
海外展開に必要な基盤環境の整備

日系メーカーの海外展開に向けた動き 欧州部と日本の市場環境の違い

① パナソニック ： 2014年にViessmann社と共同開発した製品を欧

州にて販売

② 東芝 ： 2014年春に、 BAXI Innotech社(BDR Thermea社の子会

社)との家庭用燃料電池システムの開発・販売提携を発表。

PEFC燃料電池ユニットを供給する。

③ アイシン精機 ： 「Enefield」 Projectの一貫として、独Boschに対

しSOFCベースの家庭用燃料電池を供給。50台設置を目指す。

［出典］各社公開資料より野村総合研究所作成

比較項目 日本 欧州（ドイツ）

ガ
ス
成
分

キ
ャ
リ
ア

• タンカー • パイプライン輸入

純
度

• 純度高い（液化により
不純物が除去）

• 不純物が多い（非液化、
政情/価格による産地
変動）

使
用
環
境

設
置
場
所

• 屋外設置、給湯中心 • 地下室等屋内

需
要

• ドイツと比較すると電気
需要が高い

• 日本と比較すると熱需
要が高い。

［出典］各社公開資料より野村総合研究所作成

家庭用燃料電池
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１．定置用燃料電池
①家庭用燃料電池
②業務・産業用燃料電池

２．燃料電池自動車（その他輸送用車両を含む）
①燃料電池自動車
②水素ステーション
③その他輸送用車両

３．水素発電／大規模水素供給システム
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業務・産業用燃料電池に関する目標と進捗状況

ロードマップにおける目標 進捗状況

業務・産業用燃料電池については、2017 年に発電効率が比較的高い
SOFC（固体酸化物形燃料電池）型の市場投入を目指す。

複数機種において実証等が順調に進められており、目標どおり2017年に
市場投入される見通し。

18

業務・産業用ＳＯＦＣ機器の開発・実証状況

業務・産業用燃料電池

［出典］資源エネルギー庁作成

・市場投入を目指し、各社それぞれの機器で実証を行っている。
・実証により得られた課題を反映し、更に実証を重ねることで、市場投入に向け、各機器の性能の向上が図られている。



 NEDOプロジェクトにおいて、SOFCの耐久性の迅速評価方法に関する基礎研究、複数機種による業務・産業用SOFCの実証
が行われ、2017年の市場投入を見据えた開発は順調に進展している状況にある。

 一方、既に海外では、量産化・商品化が始まっており、一部事業者は日本市場でも商品を投入している。
 国内事業者の2017年の市場投入に向けて、ターゲットとなる市場（容量、ユーザー等。海外を含む）の選定や、ビジネスモデ

ルの構築等について戦略的な検討が必要ではないか。

業務・産業用燃料電池の目標に対する進捗状況の評価
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 Bloom Energy（米）は、モノジェネ型のＳＯＦＣにより電力供給を行うビジネスを米国で展開。６０％を超える高効率（導入時）とＢ
ＣＰニーズへの対応より累計１００ＭＷ以上を導入。

 2013年、同社とSoftBankグループの折半出資によりBloom Energy Japan(株)が設立され、日本における事業展開を開始。これ
までに、ソフトバンク本社、慶応大学湘南藤沢キャンパスなどに導入。

 システム販売の他、ユーザーの元にＳＯＦＣを設置し、電気料金固定［１０年間 ２５円／ｋｗｈ］による長期契約により電力販売
を行うプランも展開している。

導入事例

［日本］
大阪府中央卸売市場、
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、
ソフトバンク本社ビル、ソフトバンク福岡Mタワー

［米国］
Google、Apple、ＨＯＮＤＡ、Ｗａｌｍａｒｔ、Ｎｏｋｉａ、
ＡＴ＆Ｔ、ｅＢａｙ、Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ等

（累計100MW超）

販売展開（ビジネスモデル）

・SOFCにより初期値６０％以上、平均５０％以上の高い発電効率
を実現

・災害発生時の分散電源の提供（停電リスクの回避：データセン
ターなどでの活用）

・長期契約プランによる固定価格での電力の提供（電気代値上
がりリスクの回避）
（イニシャルコスト・メンテナンスコストはフリー）

→①機器（システム）を販売するというプラン
又は

②エネルギーサービスとして機器（システム）を利用した電力
の販売をするというプラン

によりビジネス展開。

市場投入機（Bloom Energy）の状況とビジネスモデル

［出典］資源エネルギー庁作成



課題４：業務・産業用燃料電池の経済性や耐久性等の向上が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 実用化に向けた実証、
規制見直し

・ 想定ユーザーとの意見交換を密に行い、市場投入に当たって 低限満たすべき要件を整理した上で、様々な電力負荷パター
ンや気候等の実際の使用を想定した実証を集中的に行い、これに対して国は必要な支援を行う。
・ その際、熱利用が困難なユーザーも取り込むため、北米で普及しているモノジェネレーション・システムについても、活用の可
能性を検討する。
・ 業務・産業用燃料電池の普及に向けて、運転状態の監視に係る規制について、民間が行っている技術評価も踏まえ、必要な
安全性を確保できるというデータの提示を前提に、必要な見直しを検討する。

b) SOFC 型等の低コスト
化・高耐久化等に向けた技
術開発

＜再掲＞
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 現在、各社が実負荷環境下での実証を行い、市場投入を見据えた発電効率や耐久性の向上を図っている。 2016年度は、得
られた知見を元に機器を改良するなどし、様々な電力負荷パターンや気候等の実際の使用を想定した各ユーザーサイト等で
の実証を行っていく。

 また、加圧型のSOFC機器については、実証データやリスク評価を踏まえた上で、異常時の対策を付加する等の条件の下、運
転状態の常時監視（有人）に係る規制の見直しに取り組んでいく。

実用化に向けた実証、規制見直し 業務・産業用燃料電池

21

機器
三浦工業
［実証機］

富士電機
［実証機］

日立造船
［実証機］

三菱日立
パワー

システムズ
［実証機］

外観

出力 5kW 25kW 20kW 250kW

実証機の
台数

12台 1台 1台 2台

SOFC機器の実証状況（平成27年度） 常時監視の規制見直しの状況

 加圧型のSOFCについて、『電気設備の技術基準の解釈第47条
【常時監視をしない発電所の施設】』として運用するための規制
見直し
→有人による常時監視の見直し

 以下の流れで展開し、H27年度末迄の規制見直しに向けて取り
組んでいく。

４．経済産業省（保安部門）での審議

５．規制の見直し

１．実証によるデータの蓄積(安全性の確認等) 済

２．提案書の作成・業界団体での審議 済

３．日本電気技術規格委員会（JESC）での審議 済

今後の
取り組み

 小型～中型の業務用SOFC機器が、各社によりラインナップ
 2017年度の市場投入を見据え、各社において、実証試験が行われ、性能検

証、課題抽出、設計フィードバックをすることで、高効率、高耐久化を図って
いる。

［出典］資源エネルギー庁作成



課題５：純水素型の定置用燃料電池の利活用に関する継続的な取組が必要

ロードマップにおける取組の方向性

純水素型定置用燃料電池
に関する技術開発・実証

・ 都市ガスやLP ガスを機器内で改質した水素ではなく、機器に直接供給される水素を燃料とする純水素型定置用燃料電池は、
水素利用率80％程度の現行機と比べて高い水素利用率が想定されることから、耐久性を維持させつつ、高い水素利用を可能
とする燃料電池の開発・実証を行う。
・ 純水素型燃料電池ユニットと組み合わせ可能な、水素を用いたバックアップボイラー（水素バーナー等）の開発・実証を行う。
・ 水素漏えい事故防止の観点から必要とされる水素付臭剤等の措置について、必要な開発・実証を行う。

⇒ 資料２において議論

純水素型燃料電池
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１．定置用燃料電池
①家庭用燃料電池
②業務・産業用燃料電池

２．燃料電池自動車（その他輸送用車両を含む）
①燃料電池自動車
②水素ステーション
③その他輸送用車両

３．水素発電／大規模水素供給システム
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燃料電池自動車に関する目標と進捗状況

ロードマップにおける目標 進捗状況

① 燃料電池自動車について、2015 年までに市場投入する。 ・2014年12月に世界に先駆けて燃料電池自動車が市販開始。

② 燃料電池自動車の車両価格については、2025 年頃に、同車格のハイ
ブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現を目指す。

・2014年12月に市販された燃料電池自動車の希望小売価格は723万円
（※トヨタ自動車 ＭＩＲＡＩ）。引き続き、自動車メーカー等において、FCシス
テムやPt触媒のコスト低減に向けた取組が進められている。

燃料電池自動車
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首相官邸での納車式

［出典］首相官邸ホームページ

2014年12月に世界で初めて市販開始された燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」（トヨタ自動車）の第一号が、官邸に納車された。



 燃料電池自動車については、トヨタ自動車が目標を前倒して2014年12月に世界に先駆けて燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」を市販
開始。これまでに登録台数が210台に達した（※2015年5月末現在）。今後、本田技研工業が2015年度中に、日産自動車が
2017年に市販開始予定であり、順調に推移している。

 また、2014年12月に市販された燃料電池自動車の希望小売価格は723万円（※トヨタ自動車「ＭＩＲＡＩ」）であり、目標である
「2025 年頃に、同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現」に向けて、更なる低コスト化が期待され
る。

 加えて、ロードマップ策定時には燃料電池自動車の普及目標は合意に至らなかったが、燃料電池自動車の市販が開始され、
後述のとおり水素ステーションの整備も進みつつある状況を踏まえ、燃料電池自動車の普及目標を早期に策定することが必
要ではないか。

燃料電池自動車の目標に対する進捗状況の評価

［出典］各社報道発表及びホームページより資源エネルギー庁作成

ホンダ ＦＣＶコンセプト

日産 ＴｅＲＲＡ（テラ）
トヨタ ＭＩＲＡＩ

自動車メーカーの販売計画

ホンダ
2015年度中にＦ
ＣＶの販売を目
指す

燃料電池自動車
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日産
早ければ2017
年にＦＣＶを発
売予定



課題１：燃料電池システム等の更なるコスト低減が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 燃料電池自動車の導入
支援

・ 初期需要創出の観点から、国は燃料電池自動車の量産効果を下支えする導入補助や税制優遇を行う。バスやタ
クシー等の業務用車両についても、同様に導入補助や税制優遇を行う。
・ 上記に加えて、海外における次世代自動車に対する優遇措置の事例も踏まえつつ、多面的なインセンティブの付
与の在り方を速やかに検討する。

b) 車両の低コスト化・高耐
久化・燃費性能向上等の技
術開発

・ 初期段階において特に大きなコストを占めると考えられている電解質膜について、クロスリーク（燃料極の水素や
空気極の酸素が電解質膜を通過すること）を防止しつつ、電解質膜を薄膜化するための技術開発等を行う。
・ 一定の量産化によって車両全体のコスト低減が図られた後も大きなコストを占めると考えられている、触媒として
使用されているプラチナについて、性能や耐久性を維持・向上させつつ、使用量を低減させ（例．コアシェル触媒の量
産技術の確立等）、又は他の触媒へ代替するための技術開発を行う。
・ 構成材料（触媒、電解質膜、MEA、セパレータなど）のより低コスト化、高性能化、高耐久化のための機構解析等を
行う。
・ 車載水素タンクについて、大きなコストを占める炭素繊維の使用量低減、効率的な巻きつけ等に関する技術開発
を行う。
・ 国がこれらの技術開発を実施（支援）するに当たっては、自動車製造におけるニーズを踏まえ、当該技術開発が低
コスト化や性能向上等にとって有益なものであるか否かを特に慎重に検討するものとする。

課題２：燃料電池自動車の基本性能等の向上が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 車両の低コスト化・高耐
久化・燃費性能向上等の技
術開発

＜再掲＞
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燃料電池自動車



 日本では、燃料電池自動車に対する負担軽減による初期需要の創出を図り、量産効果による価格低減を促進し、世界に先
駆けて国内の自立的な市場を確立するための補助金を措置。海外と比較しても手厚い支援措置が講じられている。

 自治体においても、燃料電池自動車の導入に係る補助金を措置するなどの取組が実施されている。

燃料電池自動車の導入支援

海外における支援措置一覧

［出典］各国公開資料より野村総合研究所作成

日本における支援措置一覧

燃料電池自動車
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主体 車両購入に対する支援内容【国】

国
• 燃料電池自動車の購入を支援（１台当たり202万円（業務用

車両については車両価格の半額））

主体 車両購入に対する支援内容【自治体】（例）

東京都
• 国の支援に加えて、燃料電池自動車の購入を支援 （１台当

たり国補助の1/2）。

埼玉県 • 国の補助金に加え、1台当たり100万円（100台のみ）

神奈川県 • 国の補助金に加え、1台当たり101万円

愛知県
• ［補助対象経費］車両本体価格と通常車両価格との差額
• ［補助率］4分の1以内（補助金の上限額は個別に判断）

福岡県
• 燃料電池自動車タクシーの導入を支援（1台当たり100万円

として5件を採択）

国・地域 車両購入に対する支援内容

米国
• カリフォルニア州政府が交付/施行する補助金/減

税により、車両価格を$57,500から$45,000に抑制

欧州 • 車両購入に対する優遇策/補助金はなし

韓国 • 個人の車両購入に対する優遇策/補助金はなし



 NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）において、燃料電池自動車の本格的な普及に向け、燃料電池の飛躍的な高
性能化・低コスト化や、生産性の抜本的な向上を実現するため、産学官連携の研究開発プロジェクトを実施。

 具体的には、民間企業における燃料電池自動車の技術開発、実用化の加速に不可欠な高度な解析・評価技術や新たな材料
コンセプト創出といった基盤的な技術開発、タクトタイムの大幅な削減のためのプロセス技術開発を実施。

車両の低コスト化・高耐久化・燃費性能向上等の技術開発① 燃料電池自動車
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燃料電池自動車向け技術開発

項目 概要

普及拡大化基盤技術
（PEFC解析技術開発）
（セルスタックに関わる材料
コンセプト創出）

 燃料電池の内部構造や反応メカニズムを様々
な手法を駆使して解析する技術

 商用車への適用を見据えた50,000時間（乗用車
の10倍）の耐久性評価を可能とする技術

 高性能化を実現する新規材料の、燃料電池へ
の適用を可能とする設計指針（コンセプト）の創
出といった基盤的な研究開発

プロセス実用化技術開発
（生産性の大幅な向上等）

 生産性の大幅な向上（現行の10倍程度）に寄与
する新たなプロセス技術等の研究開発

 これまで、燃料電池自動車に使用されるPEFCの高効率化・低コスト化・高耐久化に向けた技術開発を行ってきた。
→触媒・電解質膜の劣化メカニズム・新規解析手法等が燃料電池自動車に活用。

 燃料電池自動車の本格普及に向けては、燃料電池自動車に使用されるPEFCの低コスト化に向けた白金使用量の低減、車種の拡大に向けた燃料
電池の高性能化、燃料電池の生産性の大幅な向上といった技術課題が存在。

 これを解決するため、引き続き技術開発を行っているところ。

取組の内容

［出典］NEDO HPを元に資源エネルギー庁作成



 自動車メーカーにおいても、FCシステムやPt触媒のコスト低減に向けた取組が進められている。
 一方、目標である「2025 年頃に、同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現」に向けた工程管理を

しっかりと行うため、低コスト化・高耐久化・燃費性向上に関する目標値を設定するとともに、この実現に向けた量産技術も含
めた技術開発のステップ等を明確にすることが必要ではないか。

車両の低コスト化・高耐久化・燃費性能向上等の技術開発②

［出典］各社公開資料より野村総合研究所作成

自動車メーカーの取組事例

企業名
コスト低減に向けた取組内容

FCシステム 白金触媒

トヨタ自動車
• 加湿器レス
• 水素タンクの低コスト化
• 強電系部品の低コスト化

• 触媒活性の向上
• 物質輸送の促進

本田技研工業
• 部材使用量の削減
• 水素タンクの低コスト化
• 強電系部品の低コスト化

• 触媒活性の向上
• 白金代替触媒の開発

日産自動車
• 水素タンクの低コスト化
• 強電系部品の低コスト化
• 部材使用量の削減

• 触媒活性の向上

• 物質輸送の促進

燃料電池自動車の性能等の向上

燃料電池自動車
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性能面

1.0kW/L 燃料電池スタック
（出力密度が3倍）

3.1kW/L

35MPa
タンク4本

燃料タンク
（体積当たり水素貯蔵量1.6倍）

70MPa
タンク2本

300km 航続距離
（ガソリン車同等レベル）

650km
（トヨタ:MIRAI)

デザイン面

ＳＵＶ 車種 セダン

価格面

1億円超 価格 723万円

２００２年 ２０１４年

［出典］資源エネルギー庁作成

トヨタ自動車 ＭＩＲＡＩ



課題３：燃料電池自動車の海外展開が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 燃料電池自動車の世界
統一基準と国内法令の調
和や相互承認

・ 世界技術規則（フェーズ１）を国内法令へ導入するため、高圧ガス保安法に基づく容器保安規則等の改正作業を、
2014 年5 月末に実施。
・ フェーズ１に続き、フェーズ１で合意できなかった圧縮水素自動車燃料装置用容器等の使用可能鋼材に係る性能
基準等の議論（フェーズ２）を進める。
・ 相互承認の実現に向けた国連の枠組みにおける議論を継続的に実施するとともに、関係する国連協定規則が我
が国にとって安全上問題ないものとして発効された場合には、1 年後を目途に国内法令への導入に向けた措置を講
じる。

燃料電池自動車
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 国連の枠組みの下、自動車の安全性能等に関する世界技術規則の策定のための活動が行われている。
 2013年6 月には、米国、日本及びドイツが中心となって策定した「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則（gtr：

global technical regulation）」のフェーズ1が採択され、高圧ガス保安法に基づく容器保安規則等の改正作業を2014年5月末に
実施。

 ｇｔｒフェーズ2については、今後、検討が開始される見込みであり、早期に結論が得られることが期待。

世界技術規則 フェーズ1 世界技術規則 フェーズ2

モーター 燃料電池 高圧水素容器

水素空気

水
H2H2

電気

感電防止

水素漏れ防止 水素容器強度

衝突時安全性

［出典］国土交通省資料より資源エネルギー庁作成

世界技術規則では、燃料電池自動車の安全性能等に関
する技術基準が定められている。フェーズ1では、次のよう
な条件をクリアする試験方法が定められた。

【フェーズ２の課題】
(a) 追加の車両クラスに対応する修正
(b) 衝突時安全性の基準と衝突試験の調和
(c) 低温高圧下における金属材料の水素脆化対策
(d) 燃料供給口に関する要求事項
(e) 長期的応力破断試験の評価 法
(f) 電気的安全、水素貯蔵システム、及び

衝突後の安全性に関する研究
(g) 破裂要件の200％ NWP以下の検討
(h) 絶縁抵抗破壊時の安全保護装置の検討

【車両衝突試験の例】

フェーズ2については、フェーズ1では合意に至らなかった
下記の項目について、議論することとなっている。

水素漏れ防止 廃棄される気体の水素濃度が4%を超えないこと。

感電防止
高電圧の電気装置に直接接触ができないように被
覆すること。

衝突時安全性
車両衝突後60分間の水素放出が、1分当たり118NL
を超えないこと。

水素容器強度
連続負荷耐久サイクルに耐える耐久性を備えること。
（落下、低・高温サイクル、長期放置の連続負荷）

［出典］Honda PRESS INFORMATION 2008. 11. 23

燃料電池自動車の世界統一基準と国内法令の調和や相互承認① 燃料電池自動車
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 燃料電池自動車の海外展開について、EU（欧州連合）、OICA（国際自動車工業連合会）及び日本が中心となり相互承認の実
現に向けた国連の枠組みにおける国連規則（UNR：United Nations Regulation）の議論を継続的に実施。

 世界技術規則に基づいた相互承認を国連規則により確立。

国連規則に係る検討の状況 今後の動向

【相互承認のイメージ】

［2013年6月］
 世界技術規則フェーズ1発効
 国内規則との整合は世界に先駆けて2014年5月に完了
［2013年10月］
 国交省・経産省・自工会他関連機関による検討会を開始。
 2016年中の措置を自工会から要望。
［2014年3月］
 第2回検討会にて2016年夏の成立を目安とすることで合意。
［2015年6月］
 2014年12月に相互承認のためのUNR134が承認され、発効予定。（国連

規則）

国連規則は、技術規則に基づく相互承認の制度であり、世
界技術規則で定められた内容をベースにしたもの。

日本にとって安全上問題ないものとして発効された場合に
は、世界に先駆けて来春目途に国内法令への導入に向け
た措置を講じることに合意。（水素・燃料電池戦略ロードマッ
プで示されたスケジュール通り。）

［出典］自動車基準認証国際化研究センター

燃料電池自動車の世界統一基準と国内法令の調和や相互承認② 燃料電池自動車
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【国連規則について】
 国連規則が発効され、それが安全上問題ない場合、国

内法令への取り込み。
 低温高圧下における金属材料の水素脆化対策。



 相互承認の実現を目的として1958年協定（以下、58協定）が、基準の調和を目的として1998年協定（以下98協定）が、それぞ
れ結ばれた。

 国際連合の下部組織である「自動車基準調和世界フォーラム」において、58協定では主に技術要件及び認証要件が、98協定
では技術要件が議論されている。

 我が国は、58協定及び98協定に加盟し、燃料電池自動車の海外展開に向けた活動を実施している。

【参考】 燃料電池自動車の世界統一基準・相互承認の枠組み

燃料電池自動車に関する58協定の関係と98協定の関係性

58協定 98協定

活動内容 国連規則の作成と改正 世界技術規則の作成と改正

主な議論内容

 技術要件
例：98協定で定められた技
術要件の導入検討。
 認証要件

例：加盟国で認証されたこと
を示すマークの検討。

 技術要件

例：燃料電池自動車の容器等
の安全性を担保する試験方法
等。

アウトプット 国連規則 世界技術規則

［出典］（独）交通安全環境研究所ホームページより資源エネルギー庁作成

世界技術規則に基づいた国連規則の策定により、海外へ
燃料電池自動車を輸出する際の各国毎の許可等が不要

となるため、スムーズな海外展開が可能となる。

98協定

58協定

アメリカ等

日本

欧州等

海外への輸出

海外への輸出

【世界技術規則と国連規則の実現によるスムーズな海外展開】

燃料電池自動車
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 自動車メーカー各社は、燃料電池自動車の開発で欧州・米国メーカーも含めたグローバルアライアンスを形成。
 日系自動車メーカーの中では、トヨタが2014年、ホンダが2015年、日産が2017年の燃料電池自動車の市販開始を予定してい

る一方で、欧州・米国系自動車メーカーの大半は、具体的な市販時期を明らかにしておらず、燃料電池自動車の量産化は日
系自動車メーカーが主導している。

【参考】 自動車メーカーのグローバル合従連衡

2014 2015 2016 2017 2018

トヨタ
BMW

日産 Daimler

Ford

ホンダ
GM

現代
－

Kia

VW － 量産時期などの発表は行っていない。

～2013

一般発売
目標：700台（2015年中）、2,000台（2016年中）、3,000台（2017年中）

協業先自動車メーカー

一般発売（予定）

一般発売（予定）

一般発売（予定）

燃料電池自動車
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一般発売（予定）



 IEAのパワートレイン別販売台数の長期予測によると、グローバルな視点でパワートレイン・ミックスを考えると、当面はガソリ
ン/ディーゼル等の従来型の内燃機関が主流であり、その後ハイブリッド、プラグインハイブリッド等の車種が普及する見通し。

 燃料電池自動車市場が本格的に立ち上がるのは2030年以降と見られており、燃料電池自動車が主流のパワートレインにな
るには、長期視点での取組が必要である。

 日本では燃料電池自動車の市場化が先行的に取り組まれており、日本の取組を世界に広く受け入れてもらえるベストプラク
ティスとすることが望ましい。日本に 適化された”ガラパゴス”にならないよう、中長期的なグローバル普及を見据えた取り組
み方が必要。

 また、“ガラパゴス”を防止するためには、例えば、海外市場に国内メーカーが参入し、逆に国内市場に海外メーカーが参入す
ることで、健全な競争環境が構築されるというような視点が必要。

【参考】 グローバルなパワートレイン・ミックス

世界のパワートレイン別の販売台数予測（ETP2012）

［出典］自動車産業戦略2014

燃料電池自動車
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課題４：燃料電池自動車の認知度や理解度の向上が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a) 水素に係る安全・安心の
確保に向けた取組

・ 2002～2013 年度の約10 年間行ってきた水素・燃料電池実証（JHFC）においては、人身傷害を伴う事故は生じて
いないが、実証水素ステーションで発生したトラブルと対処策等の情報をデータベース化するとともに、水素ステー
ション運営事業者が運用やメンテナンスのために活用できるツールを早期に作成、供与する。また、当該データベー
スに、水素ステーションの商用運営開始後のトラブル及び対処策等に関する情報が蓄積される仕組みを早期に確立
する。
・ 都道府県、地域住民、警察・消防、自動車販売店、エネルギー供給施設等の職員に対して、燃料電池自動車や水
素ステーションに関する情報提供や人材育成を行う。

⇒ 資料２において議論

b) マスメディア等を活用し
た広報活動

・ 燃料電池自動車は水素を燃料とするなど、従来のガソリン自動車と全く異なるものであることを踏まえ、これまでの
慣行にとらわれず、市場投入前から、燃料電池自動車の価格・性能、水素ステーションの整備状況等に関する情報
提供を、テレビ、新聞、インターネット等を活用して積極的に行う。

c) 地域と連携した水素サプ
ライチェーン構築実証

＜後掲＞

d) 東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会での活用

・ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の輸送手段の一つとして燃料電池自動車を活用すべく、「水素社会の実
現に向けた東京戦略会議」等と連携しつつ、燃料電池バスの投入、水素ステーションの整備等の取組を計画的に行
う。
・ その際、東京オリンピック・パラリンピック競技大会だけでなく、大会終了後の活用も念頭に、例えば水素ステーショ
ンを一般ユーザーの利便性の高い地域に整備する等の取組を行う。

⇒ 資料２において議論

燃料電池自動車
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 燃料電池自動車等の普及促進のため、潜在的なユーザーを含む一般大衆に向けて、水素や燃料電池自動車等に関する正
しい情報を幅広く発信していくべく、国、自治体、民間企業が、燃料電池自動車の認知度や理解度の向上に向けた活動を実
施。

 具体的には、国は基盤的な情報発信の観点からポータルサイトの開設等を行い、自治体は地元企業や住民への情報発信の
観点から試乗会等のイベントの開催等を行い、民間企業は販売促進の観点からショールームの開設や展示会への出展等を
実施している。

マスメディア等を活用した広報活動①

燃料電池自動車等の認知度や理解度の向上に向けた活動内容

自治体の取組

燃料電池自動車に対する理解、関
心を深めるため、全国各地での試
乗会を実施。

国の取組

水素エネルギーに関する情報を包
括的に閲覧可能なポータルサイトの
開設。

自動車メーカーの取組

燃料電池自動車の理解や関心を深
めるため、ショールームの開設や展
示会への出展を実施。

MIRAIショールーム［出典］トヨタ

［出典］水素エネルギーナビ

http://hydrogen-navi.jp/ 燃料電池自動車の展示［出典］ホンダ
ふくおかFCVクラブキックオフイベント

［出典］福岡県

燃料電池自動車の展示［出典］東京都

［出典］各種資料より資源エネルギー庁作成

燃料電池自動車
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 一方、燃料電池自動車の認知度に関するアンケート結果によると、「あなたは燃料電池自動車を知っていますか？」の問いに
対して、「よく知っている」又は「知っている」と答えた回答者は、全体のうち約28%であった。特に女性や若年層での認知度が
低い状況。（2015年6月実施、配布対象：20～69歳 男女997人）

 燃料電池自動車の認知度を向上させるためには更なる情報発信が必要であり、優先して情報発信すべき対象の特定、対象
の属性等に応じた効果的な取組の在り方等を検討することが必要ではないか。

燃料電池車の認知度に関するアンケート

20%

20%

25%

23%

29%

42%

42%

49%

56%

58%

32%

32%

23%

18%

12%

6%

7%

100%

60代 3%

50代 4%

40代 3%

30代

20代

［出典］野村総合研究所

全国997人にネットアンケートを実施（2015年6月4日配布・回収）

知っている 聞いたことがない / 知らない

よく知っている 聞いたことはあるが、あまりよく知らない

男女別の認知度比較

34% 47%

52%

11%

35%

8%

12%

100%

女性
1%

男性

知っている 聞いたことがない / 知らない

よく知っている 聞いたことはあるが、あまりよく知らない

年代別の認知度比較

回答者数：500

回答者数： 497

回答者数：200

回答者数： 197

回答者数： 201

回答者数： 199

回答者数： 200

マスメディア等を活用した広報活動② 燃料電池自動車

38



１．定置用燃料電池
①家庭用燃料電池
②業務・産業用燃料電池

２．燃料電池自動車（その他輸送用車両を含む）
①燃料電池自動車等
②水素ステーション
③その他輸送用車両

３．水素発電／大規模水素供給システム
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水素ステーションに関する目標と進捗状況

ロードマップにおける目標 進捗状況

① 2015 年度内に四大都市圏を中心に100 箇所程度の水素供給場所を
確保する。

・81箇所（再生可能エネルギー由来の小型水素ステーションを含めると85
箇所）の水素ステーションの整備が進められており、うち23箇所が開所済
み。（※2015年6月11日現在）

② 水素価格については、2015 年の燃料電池自動車の市場投入当初から
ガソリン車の燃料代と同等以下となることを、2020 年頃にハイブリッド車
の燃料代と同等以下となることを、それぞれ実現することを目指す。

・現在開所されている水素ステーションにおいては、目標を前倒して、ハイ
ブリッド車の燃料代に迫る1,000～1,100円／kgという価格設定が戦略的に
行われている。

水素ステーション
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日本全国の水素ステーションの整備状況

ＪＸエネルギー

岩谷産業

東京ガス

 水素ステーション事業を専門に行う「(株)ENEOS
水素サプライ＆サービス」を設立

 水素販売価格を1,000円/kgに決定
 これまでに12箇所の水素ステーションが開所

 国内第１号となる商用水素ステーションが兵庫県
で開所

 水素販売価格を1,100円/kgに決定
 コンビニ併設スタンドの展開を発表
 これまでに5箇所の水素ステーションが開所

 水素販売価格を1,100円/kgに決定
 これまでに１箇所の水素ステーションが開所

主
な
事
業
者
の
取
組
状
況

［出典］資源エネルギー庁作成

日本移動式水素ステーションサービス

 豊田通商、岩谷産業、大陽日酸が合同で設立
 移動式水素ステーションの運用を手がける
 これまでに1箇所の水素ステーションが開所



【参考】 開所済みの水素ステーション

名称 運営事業者 所在地

1 ﾆﾓﾋｽ水素ｽﾃｰｼｮﾝ九段 ニモヒス※ 東京都千代田区三番町６

2 ｲﾜﾀﾆ水素ｽﾃｰｼｮﾝ芝公園 岩谷産業 東京都港区芝公園4-6-15

3 東京杉並水素ｽﾃｰｼｮﾝ ＪＸエネルギー 東京都杉並区宮前1-17-10

4 練馬水素ｽﾃｰｼｮﾝ 東京ガス 東京都練馬区谷原1-1-34

5 八王子高倉水素ｽﾃｰｼｮﾝ ＪＸエネルギー 東京都八王子市高倉町48-3

6 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和田店 ＪＸエネルギー 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1158

7 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ春日部中央SS ＪＸエネルギー 埼玉県春日部市備後東5-12-59

8 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ狭山根岸店 ＪＸエネルギー 埼玉県狭山市根岸505-１

9 ｲﾜﾀﾆ水素ｽﾃｰｼｮﾝ埼玉戸田 岩谷産業 埼玉県戸田市新曽2323

10 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅｾﾙﾌ武石ｲﾝﾀｰ店 ＪＸエネルギー 千葉県千葉市花見川区長作町21-1

11 横浜旭水素ｽﾃｰｼｮﾝ ＪＸエネルギー 神奈川県横浜市旭区上白根町1151-5

12 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上飯田店 ＪＸエネルギー 神奈川県横浜市泉区上飯田町3906-7

13 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ海老名中央店 ＪＸエネルギー 神奈川県海老名市中新田398-1

14
名古屋熱田水素ｽﾃｰｼｮﾝ 豊通エア・リキードハ

イドロジェンエナジー

名古屋市熱田区六野1-2-9

15 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ神の倉店 ＪＸエネルギー 愛知県名古屋市緑区赤松802

16 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岡崎羽根店 ＪＸエネルギー 愛知県岡崎市羽根町小豆坂142-1

17
豊田ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ水素ｽﾃｰｼｮﾝ 豊通エア・リキードハ

イドロジェンエナジー

愛知県豊田市深田町1-69-3

18 とよたｴｺﾌﾙﾀｳﾝ水素ｽﾃｰｼｮﾝ 岩谷産業/東邦ガス 愛知県豊田市元城町3-11

19 日進水素ｽﾃｰｼｮﾝ 東邦ガス 愛知県日進市梅森町西田面101-1

20 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三好ヶ丘店 ＪＸエネルギー 愛知県みよし市福谷町壱丁田12-1

21 北大阪水素ｽﾃｰｼｮﾝ 大阪ガス 大阪府茨木市宮島2-4-8

22 尼崎水素ｽﾃｰｼｮﾝ 岩谷産業 兵庫県尼崎市次屋3-3-16

23 ｲﾜﾀﾆ水素ｽﾃｰｼｮﾝ小倉 岩谷産業 福岡県北九州市小倉北区高浜1-4-30

水素ステーション
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※ 「ニモヒス」は「日本移動式水素ステーションサービス」の略称



 現在、81箇所（再生可能エネルギー由来の小型水素ステーションを含めると85箇所）の水素ステーションの整備が進められて
おり、うち23箇所が開所済み。2015年度までに100箇所程度を整備するという目標に届かない可能性がある。

 2015年度までに100箇所程度を整備するとの目標は、燃料電池自動車の普及初期に 低限確保すべきものとして、四大都市
圏の多くの地域においてユーザーが許容できる間隔で水素ステーションを整備するために設定されたものであることから、目
標の達成に向けて更なる取組が必要ではないか。

水素ステーションの目標に対する進捗状況の評価①
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水素ステーション

※ ドイツ及び韓国の開所済みの水素ステーションについては、商用ステーションか、実証ステーションかが不明。

国内外の商用水素ステーションの整備計画・整備状況

［出典］各国政府資料より野村総合研究所作成

日本 米国 欧州 韓国

燃料電池自動車
の導入目標

 2020年に新車販売の1％

、2030年に新車販売の3%

を目標とする（次世代自

動車戦略2010）

 ZEV規制採用州は、主要
OEMに対しEV/FCEVの新
車販売台数に占める割合
を規制

 各国により異なる  特になし

水素ステーション
の整備目標

 2015年度中に100箇所程

度

 カリフォルニア州では、

2016年末まで68箇所、

2024年までに100箇所の

導入を目指す（CaFCP, 

CEC等より）

 各国により異なる

 ドイツでは、2015年までに

50箇所、2017年までに

100箇所、2023年までに

400箇所整備する計画（

NOW, H2Mobility等より）

 2015年までに43基、2020

年までに168基整備する

計画

水素ステーション
の整備実績

 23箇所が開所

 58箇所が整備中

 別途、再生エネルギー由

来の小型水素ステーショ

ンとして4箇所が整備中

 カリフォルニア州では実

証ステーション8箇所のみ

 同州は51箇所を整備中

 ドイツでは15基が開所※

 同国は23箇所を整備中

 13箇所が開所※



 四大都市圏の中でも水素ステーションの空白地帯があり、また、四大都市圏間においても水素ステーションが不足している状
況であることから、これらの地域における水素ステーションの整備を優先することが重要ではないか。

 また、これらの地域の中においても、燃料電池自動車の潜在的な需要規模や、水素製造・調達拠点からの距離等を踏まえて、
適配置となっているかを考慮することが重要ではないか。

水素ステーションの目標に対する進捗状況の評価② 水素ステーション

43［出典］野村総合研究所

首都圏 関西圏

中京圏 北部九州圏

乗用車の販売台数密度

水素製造・調達拠点
からの距離

ユーザーの許容可能な
水素STまでの距離

燃料電池自動車の
航続可能距離

水素STの水素供給能力

水素ステーションの優先整備箇所の特定方法のイメージ

水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
優
先
整
備
箇
所
の
特
定

＋

・・・



 加えて、ロードマップ策定時には100箇所以降の水素ステーションの整備目標は合意に至らなかったが、前述のとおり燃料電
池自動車の市販が開始され、水素ステーションの整備も進みつつある状況を踏まえ、100箇所以降の水素ステーションの整備
目標を早期に策定することが必要ではないか。

 その際、自動車メーカーやインフラ事業者だけでなく、水素ステーションの構成機器の生産体制等も考慮した計画とすることが
重要ではないか。

 また、四大都市圏以外の地域に拡大する場合でも、いきなり全国展開を目指すのではなく、燃料電池自動車の生産台数の見
通しや潜在的なユーザーの規模等を踏まえ、時間軸を明確にしつつ、ステップバイステップで水素ステーションの整備エリアを
拡大することが必要ではないか。一方で、水素ステーションが自立的に展開していくための要件等についての検討も必要では
ないか。

 以上の様々な前提として、水素ステーションの自立的な展開に必要な、①水素ステーション1箇所当たりで確保すべき顧客と
なる燃料電池自動車の台数、②水素ステーションの整備・運営に許容できるコスト等について精緻な検討を行うべきではない
か。

水素ステーションの目標に対する進捗状況の評価③ 水素ステーション
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課題６：従来のガソリン車等と遜色のない燃料代となる水素価格の設定が必要

ロードマップにおける取組の方向性

①水素ステーションの整備・運営コストの低減

a) 関係者間の役割分担及
び整備方針の再整理、取
組の実施

・ 2013 年度～2015 年度を水素ステーションの先行整備期間として位置づけ、これまで1 年強にわたり先行整備を進めていると
ころであるが、施工期間の長期化や、東京23 区等の潜在的な高需要地における高い地価、用地不足等の問題が顕在化しつ
つある。また、水素ステーションの先行整備期間とそれに続く燃料電池自動車の市場初期においては、水素ステーションの運営
は容易ではないと考えられる。そうした状況下であっても、必要な水素ステーション整備を進められるよう、そして、ユーザーが
許容し得る水素価格を当初から確保できるよう、2014 年度中に水素ステーション整備・運営に関する関係者間の役割分担を再
整理し、当該整理に従って、インフラ事業者、自動車メーカー、国等の関係者は取組を進める。
・ 特に、インフラ事業者、自動車メーカー、国等で、水素ステーションの効率的な整備に適当な地域を戦略的に決定し、当該地
域への水素ステーションの整備を促す仕組みを検討し、早期に結論を得る。その際、地域の実情を理解し、地域の関係事業者
等の利害調整に役割を発揮することが期待されている自治体と緊密に連携する。

b) 燃料電池自動車の普及
状況に見合った仕様の確
立

・ 少なくとも2020 年までの燃料電池自動車の普及台数は限定的であると考えられることから、これに見合った 適な規模の水
素ステーションの仕様を確立するとともに、新たに確立される仕様に必要となる技術を開発する。
・ 例えば、3 分と短い水素充填時間を多少犠牲にすることで、水素ステーションの整備費を大きく低減できる可能性がある。こ
のようにコストや利便性等を踏まえた 適な仕様を確立することが重要である。

c) 水素ステーションに関す
る規制見直し

・ 「規制改革実施計画」（平成25 年6 月14 日閣議決定）に基づく規制見直しについて、引き続き計画どおり見直しを推進する。
・ また、新たな技術の導入による一層のコスト低減は引き続き重要な課題であり、民間事業者による新たな技術の提案内容や、
その評価を踏まえつつ、新たな技術の活用のための安全基準の早期確立等に向けた取組を進める。
・ 例えば、新たな技術を活用した液化水素ポンプや、新たなタイプの容器（フープラップ式複合容器）の活用に向けて、安全性
について検討した上で、必要な規制見直しのための取組を行う。

d) 地方公共団体との協力
体制の構築

・ 水素ステーションの立地を促進するためには、これまで以上にステーションが立地する自治体の理解と協力が必要であること
から、水素ステーションの整備・運営方針の再整理の方向性も踏まえつつ、住民理解の向上のための取組や規制・制度に関す
る情報共有などを行うため、自治体と、国・民間事業者の協力体制を構築する。
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課題６：従来のガソリン車等と遜色のない燃料代となる水素価格の設定が必要

ロードマップにおける取組の方向性

②水素ステーションの低稼働率期間への対応

a) 地域と連携した水素サ
プライチェーン構築実証

・ 特に市場初期においては、想定される車両価格等から一般ユーザーへの訴求は容易ではないと考えられるため、
一定量の水素需要が見込める地域（例．市街地、空港、湾港、工場等）や地域資源（例．下水汚泥消化ガス等）の周
辺において、自治体、地元企業、公共交通事業者等が連携して、公用車、社用車、タクシー、バス、フォークリフト等
を集中的に導入し、一般ユーザーへの普及啓発を含めて効率的・効果的な水素サプライチェーンの構築及び横
展開、運営等の在り方を確立する。

b) 関係者間の役割分担及
び整備方針の再整理

＜再掲＞

c) パッケージ型や移動式
水素ステーション等の活用

・ 省スペースかつ低コストなパッケージ型水素ステーション（圧縮機、蓄圧器、冷凍機等の主要設備を一又は二の筐
体に内包したもの）を積極的に活用する。パッケージ型水素ステーションの活用は、施工期間の短縮にもつながり、
ガソリンスタンド併設の場合には、施工期間中のガソリンスタンドの休業期間を短縮することができる。
・ 市場初期においては、燃料電池自動車の販売状況に応じて、水素ステーションの位置を柔軟に変更でき、一つの
設備で複数地域での営業が可能となる移動式水素ステーションも有用であることから、移動式水素ステーションも積
極的に活用する。ただし、移動式水素ステーションは本格的な普及に向けた過渡期の対応に過ぎないことから、燃料
電池自動車の普及が一定程度進んだ地域においては固定式水素ステーションへの移行を早期に検討し、不要と
なった移動式水素ステーションについては、市場初期にある地域で活用することとする。
・ 水素の充填圧力が35MPa である等の水素供給能力の劣る簡易型の水素ステーションについても、初期の水素ス
テーションの不足を安価に補える可能性があることから、その可能性について積極的に検討を行い、早期に結論を
得る。

水素ステーション
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関係者間の役割分担及び整備方針の再整理、取組の実施①

国の支援措置（水素ステーション整備補助）

内容 補助率 １箇所当たりの上限額

水素ステーション
整備費を補助

1/2
※

2.9億円（中規模・オンサイト）
2.5億円（中規模・オフサイト）
2.2億円（小規模・オンサイト）
1.8億円（小規模・オフサイト

又は移動式）

新規需要創出活動
等に係る費用を補助

2/3 2,200万円

［出典］資源エネルギー庁作成

諸外国の水素ステーション整備支援措置

欧州
（ドイツ）

米国
（カリフォルニア州）

日本

執
行
主
体

ＮＯＷ（水素
燃料電池実
施機構）

ＣＥＣ（カリフォルニア州エネ
ルギー委員会

次世代自動車
振興センター

整
備
支
援

48%補助

（～2017年）

2015年10月末までに開所

・再エネ100%水素：90%補助

・再エネ33%以上水素：85%補助

2016年2月末までに開所

・再エネ100%水素：80%補助

・再エネ33%以上水素：75%補助

2016年10月末までに開所

・再エネ100%水素：75%補助

・再エネ33%以上水素：70%補助

原則1/2補助

（2014年度補正）

運
営
支
援

48%補助

（～2017年）

2015年10月末までに開所
・100%補助

2016年2月末までに開所
・80%補助

2016年10月末までに開所
・60%補助

2/3補助

（2014年度補正）

［出典］一般社団法人次世代自動車振興センター委託調査「平成２６年
度水素供給設備整備事業に係る基礎調査」より資源エネルギー庁作成

水素ステーション
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 国においては、水素ステーションの整備を加速するため、平成26年度補正予算において水素ステーション整備に係る補助金
を措置。また、燃料電池自動車の潜在的な需要を喚起するとともに、今後の水素ステーションの適切な整備・運営方法を確立
するため、水素ステーションを活用した燃料電池自動車の需要創出等活動に係る補助金を措置。

 諸外国と比較しても遜色ない水準で支援を行っている。

※ 移動式及びパッケージ型については、定額補助。

内容 補助率 １箇所当たりの上限額

再生可能エネルギー
由来の水素ステー
ション整備費を補助

3/4 1.2億円（オンサイト）



関係者間の役割分担及び整備方針の再整理、取組の実施② 水素ステーション
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 自治体においても、水素ステーション整備に係る補助金を措置したり、用地を無償で提供したりするなどの取組を実施。

［出典］資源エネルギー庁作成

自治体による支援措置の例（平成27年度） ＊全国の取組を網羅的に示すものではない。

山梨県

神奈川県

さいたま市
・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援

（１ステーション当たり 大9,000万円）
・国、県の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり50万円）

鈴鹿市

愛知県

大阪府

神戸市

福岡県

周南市

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり、固定式： 大1.45億円、

移動式： 大9,000万円）
・水素ステーション事業者に新規需要創出活動費を支援

（１ステーション当たり 大550万円）
・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援

（補助対象経費： 車両本体価格と通常車両価格との差額、
補助率： 1/4以内）

・施設設置奨励金
（固定資産税相当額を翌年度に全額キャッシュバック）

・用地取得助成金 （用地取得費の５％を５年間に分離して補助）

・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり50.5万円）

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり 大4,400万円）

・ＦＣＶタクシー、ＦＣＶレンタカーの導入を支援
（１台当たり100万円）

・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり101万円）

・水素ステーション事業者に府有地を提供

・ステーション含めた水素関連事業に係る
固定資産税相当額のキャッシュバック

（大企業： 大３億円、２年間
中小企業： 大１億円、３年間）

・水素ステーション事業者に市有地を無償貸与 ・国の支援に加えて、水素ステーションの整備（用地賃借料を含む）
を支援 （１ステーション当たり 大9,500万円）

東京都 ・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり、固定式： 大2.9億円、移動式： 大1.2億円）

・水素ステーション事業者に用地賃借料を支援（予定）
（用地賃借料の1/2）

・水素ステーション事業者に新規需要創出活動費を支援（予定）
（ 大1,000万円）

・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援（１台当たり国補助の1/2）

・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり100万円）埼玉県

・水素ステーションの整備を支援（予定）
（1ステーション当たり7,000万円）

・水素ステーション事業者に用地賃借料を支援（予定）
（用地賃借料の1/2）

・国、県の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり50万円）

横浜市

・国、県の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり50万円）
・水素ステーション事業者に用地を提供（予定）

相模原市

・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり 大2.8億円）

岐阜県

・国の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援（予定）
（１台当たり60万円）

尼崎市

・国、県の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり 大7,500万円）

・水素ステーション事業者に新規需要創出活動費を支援
（１ステーション当たり 大275万円）

・国、県の支援に加えて、ＦＣＶの購入を支援 （１台当たり50万円）

安城市

・ＦＣＶの購入を支援する市町への支援（１台当たり 大50万円）山口県

佐賀県 ・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり2.5億円）

徳島県 ・国の支援に加えて、水素ステーションの整備を支援
（１ステーション当たり 大1.21億円）



 自動車メーカーにおいても、燃料電池自動車の導入初期においては水素ステーションの設置・運営は容易ではないことから、
国及びインフラ事業者だけではなく、ロードマップの実現に向けて水素ステーションの整備促進に取り組むことが必要であると
の認識を共有し、水素ステーションの運営に係る費用の一部負担等の具体的活動の検討を進めていくことを表明。

 現在、その具体化に向けた検討を進めているところであり、具体的な方針が早期に確定されることが期待。

関係者間の役割分担及び整備方針の再整理、取組の実施③

自動車メーカーによる支援の表明

［出典］自動車メーカー報道発表を資源エネルギー庁において一部加工

水素ステーション
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２０１５年２月１３日
トヨタ自動車株式会社
日産自動車株式会社

本田技研工業株式会社

水素を燃料とする燃料電池自動車の普及のためには、魅力ある商品の提供はもとより、水素ステーションの整備が重要であり、現在、イン
フラ事業者による取り組みが鋭意進められているが、燃料電池自動車の導入初期においては、水素ステーションの設置・運営は容易では
ない。

政府は、2014年6月に策定した「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（以下、ロードマップ）を踏まえ、燃料電池自動車の普及のためには水
素ステーションの整備が早急に必要であるとして、補助金による水素ステーションの設置支援に加え、燃料電池自動車の新たな需要創出
活動を推進するために水素ステーションの運営支援等を含む施策の拡充を決定した。

自動車メーカー3社は、こうした状況を鑑み、お客様の利便性を確保し燃料電池自動車の普及を後押しするため、政府及びインフラ事業
者だけではなく、政府の補助金による支援のもと、自動車メーカーとしても、ロードマップの実現に向けて水素ステーションの整備促進に取
り組むことが必要であるとの認識を共有し、今後、水素ステーションの運営に係る費用の一部負担等の具体的活動の検討を進めていく。

燃料電池自動車は水素社会の実現に向けた重要な牽引役として期待されており、自動車メーカー3社はその普及を通じて貢献していきた
いと考える。



 市場黎明期における 適な仕様として、パッケージ型や移動式といった水素ステーションの形態が市場投入されているものの、
メンテナンスの硬直性や水素供給能力の制限等から、導入が想定よりも進んでいない。

 水素の充填圧力が35MPa である等の水素供給能力の劣る簡易型の水素ステーションの是非を含め、市場黎明期における水
素ステーションの 適な仕様について、現在整備が進められている水素ステーションの建設や運営から得られた知見を踏ま
え、検討を本格的に行うことが必要ではないか。ただし、水素ステーションは既に商用フェーズにあることから、構成機器メー
カーを含む関係事業者をいたずらに混乱させることのないよう、その検討は慎重に行うことが必要ではないか。

燃料電池自動車の普及状況に見合った仕様の確立
パッケージ型や移動式水素ステーション等の活用

移動式水素ステーション

［出典］神戸製鋼所 ［出典］大陽日酸

水素ステーション
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パッケージ型水素ステーション

項目 性能

販売価格 2.5億円未満

設置面積 12.8㎡ （L 4.0m×W 3.2m×H4.7m）＋周辺敷地

水素貯蔵量 82MPa×複合容器（拡張可能）

水素供給能力 340Nm3/h～

項目 性能

販売価格 2億円～（水素供給機器）＋運送用トラック

設置面積 14㎡L 2.0m×W 7.0m×H2.6m）＋運送用トラック

水素貯蔵量 93MPa×255L×4本

水素供給能力 100～300N㎥/h

 従来型の水素SSと比べて、コスト/設置面積を大幅に低減可能  固定式の水素SSが設定されていない地域への水素供給が可能



 2015年1月の燃料電池自動車第一号車納車式において、安倍総理より、セルフスタンドを可能にする等の規制見直しについ
て、規制改革会議で議論していく旨を発言。現在、新たな規制見直し項目について、規制改革会議で検討を行っているところ
であり、早期に規制見直しの計画が策定されることが期待。

 また、2020 年頃に水素ステーションの整備・運営コストを現在の半額程度にするという目標の達成に向けた工程管理をしっか
りと行うため、規制見直し及び技術開発等による水素ステーションの整備・運営コストの低減効果を明確にすることが必要。

実用燃料電池自動車第一号車納車式（15.1.15）

いよいよ、水素時代の幕開けだと思います。出足もいいし、静かで、

本当に快適でした。全省庁で導入したいと思っています。そして、更に

進めていく上においては、今までも多くの規制を緩和・撤廃してきました

が、更なる規制改革、そして技術開発、この二本立てで前進させていき

たいと思っています。

また、それだけではなくて、水素においても、セルフスタンドを可能に

するために、規制改革に取り組みたいと。そのために、規制改革会議

において議論してまいりたいと思っています。いずれにしても、大変乗

り心地が良くて、そして車もスタイリッシュですし、環境にも優しい、新し

い時代を切り開いていくものと確信しています。

＜納車式での安倍総理発言＞

［出典］資源エネルギー庁作成

水素スタンドにおけるセルフ充填の許容

【概要】
保安を確保するための体制面、技術面の検討・開発を行い、セルフ充てん
のハード・ソフトの基準整備を行う。

【効果】
水素ステーションの運営コスト（主に人件費）の削減に寄与する。

【セルフスタンドのイメージ】

フープラップ式複合圧力容器の使用

【概要】
高価な炭素繊維の使用量の削減が可能である複合圧力容器を水素ステー
ションに使用するための基準整備を行う。

【効果】
容器全体を覆う場合に比べて、炭素繊維が減少することによるコスト削減。

使用する
炭素繊維
量の減少

Type3：アルミ容器＋CFRP繊維

Type4：FRP容器＋CFRP繊維

Type2：鋼製容器＋CFRP繊維

※CFRP繊維：炭素繊維+樹脂

【コスト削減のイメージ】

［出典］投資促進等WGより作成

水素ステーションに関する規制見直し 水素ステーション
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 「平成25年度規制改革実施計画」等の実施により、水素保有量上限の撤廃、ガソリンスタンドとの併設可能化及び複合容器
の使用可能化等を達成。

【参考】 これまでの水素ステーションに関する規制見直し①

赤字：措置又は検討済み
青字：一部措置又は規制見直しの結論を得たもの

黒字：検討中
［出典］経済産業省作成

水素ステーション
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【参考】 これまでの水素ステーションに関する規制見直し② 水素ステーション
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安全係数：４倍、重量４．７ｋｇ（国産）

安全係数：２．４倍
重量：２．８ｋｇ

（ドイツ製）

 安全係数の緩和の手続き簡素化により、重量の半減が可能に。

安全係数：３倍
重量：１．９ｋｇ

（国産）

 炭素繊維を使用することにより、１／３程度のコスト削減。

重量約半減
コスト削減

１．天然ガススタンドとの併設が可能へ（平成２６年４月）

 既存の天然ガススタンドと併設することにより、建設及び運用コストが削減。
※ガソリンスタンドとの併設については、平成２４年５月に可能となっている。

２．水素充塡用のノズルの軽量化へ（平成２６年１０月） ３．水素スタンドに設置する蓄圧器の材質を
鋼製から複合材料（炭素繊維）へ（平成２６年１１月）

併設が可能に

［出典］資源エネルギー庁作成



 地方自治体は、用地の確保など水素ステーションの普及の主要な鍵を握る存在であることから、地方自治体も巻き込みなが
ら取組を拡大していくことも重要。

 このため、本年２月に地方自治体との連携会議を設置し、水素ステーションを巡る課題やベストプラクティスの共有を行ってい
るところ。

地方公共団体との協力体制の構築① 水素ステーション

自治体連携会議の設置

【燃料電池自動車等の普及促進に係る自治体連携会議】

２０１５年２月に地方自治体との連携会議を立ち上げ、水素ステーションを巡る課題やベストプラクティスの共有を
行っている。

自治体 国等 民間事業者

11都府県

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、愛知県、

滋賀県、大阪府、兵庫県、山口県、福岡県

7政令指定都市

さいたま市、千葉市、横浜市、 相模原市、名古屋市、北九州市、 福岡市

※以上の他、オブザーバーとして

34自治体が出席

経済産業省

（地方経済産業局）

国土交通省

環境省

NEDO

トヨタ自動車

日産自動車

本田技研工業

岩谷産業

ＪＸエネルギー

東京ガス

※なお、今後増加する水素ステーションの高圧ガス保安法の自治体における審査に対応するため、高圧ガス保安法の担当部局にて、２０１５年３月に
関係自治体等連絡会を立ち上げ、高圧ガス保安法の技術基準の運用に係る情報共有やマニュアル化、各ブロックでの説明会の実施等についての
検討を行っている。

［出典］資源エネルギー庁作成
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 地域の実情に合った水素ステーションの整備に向けて、四大都市圏をはじめとする自治体において独自に整備計画が策定。
 今後は、自治体連携会議も活用しつつ、国・自治体間で水素ステーション整備計画の連携を深め、必要に応じて補正すること

が必要ではないか。

整備目標数 目標設定の背景・目標実現のための方策等

東京都
2020年：35か所
2030年：80か所

• 集中的な財源投入や都関連用地の活用等により、普及を後押し
• 都心部、オリンピック・パラリンピックの競技場の集積エリア、選手や大会関係者の輸送ルート等に重点整備
• 都市開発、ＧＳ併設、移動式、高架下立地、サービスエリア等地域特性に応じて整備

埼玉県
2020年：17か所 －

2025年：30か所 • 埼玉県内居住者が15分以内に到達できる前提で算出

神奈川県

2020年：25か所
• ３政令市（横浜市・川崎市・相模原市）の地域は、10 分程度で到達できること、それ以外の地域は15 分程度で到

達できることを基準に整備

2025年：25~50か所
• 燃料電池自動車の2025 年度までの累計普及目標台数に幅を持たせたことに連動
• 「ＦＣＶと水素ステーションの普及に向けたシナリオ」での考え方（ビジネスとして成立する目標として１箇所当たり

2,000 台の燃料電池自動車の普及が必要）に準拠

愛知県

2015年：20か所

• 水素ステーション1 基のカバー範囲（15 分程度で水素ステーションに到達できる範囲）を、人口集中地区（名古
屋市内）で半径5km 圏内、その他の地区で半径7.5km 圏内に設定

• 登録乗用車台数（普通乗用自動車、小型乗用自動車の計）が1 万台以上ある市町村の可住地面積をカバーで
きるよう水素ステーションの整備数を算出（可住地面積÷カバー範囲）

2025年：100か所
• 2025 年度末時点の愛知県のFCV 普及目標台数20 万台を、FCCJ シナリオ（2,000台/水素ステーション）で割戻

して推計

大阪府

2018年：8か所 • 「大阪府における水素ステーション整備に関する調査」（2012 ～2013年度に実施）結果を前提

2025年：9~80か所
• 大阪府内における2025年時点のFCV普及台数の見込みを推計し、その数値をFCCJ シナリオで示されている

「ステーション1箇所／FCV2,000台」で除した

福岡県 2015年：10か所 －

自治体おける水素ステーション整備計画

［出典］各種公開資料より野村総合研究所作成

地方公共団体との協力体制の構築② 水素ステーション
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地域と連携した水素サプライチェーン構築実証

 福岡県は、多くの一般の方が
燃料電池自動車に接する機
会を持てるよう、タクシー業へ
の燃料電池自動車の導入に
ついて、経費の一部を助成。

 平成２６年度中に５台のFCVタ
クシーを導入。

［出典］福岡県ホームページ

 純水素型定置用燃料電池は、
機器へ直接供給された水素を
燃料として、発電・給湯を行う
もの。

 燃料改質器（都市ガス等から
水素を取り出す装置）が不要
であるため、コンパクト化、高
効率化、急速起動が可能とな
る。

［出典］東芝資料

水素ステーション
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 水素ステーションの稼働率を向上させるとともに、一般ユーザーへの普及啓発を行うため、乗用車以外に、タクシー、バス、
フォークリフト、定置用燃料電池等に水素ステーションの水素を使用する取組が進められている。

 これらの水素利用の形態はまだ実証段階にあるなどの理由から限定的ではあるが、水素ステーションを中核とする水素利用
のベストプラクティスを早期に確立することが必要ではないか。

［出典］岩谷産業資料

【純水素型定置用燃料電池の導入】

【燃料電池タクシーの導入】 【コンビニ併設型水素ステーションの整備】

 岩谷産業とセブン-イレブン・ジャパンは、2014年12月に店舗併設に
関する包括合意書を締結し、2015年度中に東京都と愛知県に併設
店舗2店舗を順次オープンすることを発表。

 セブン-イレブン店舗においては、純水素型燃料電池を活用した店舗
の環境負荷低減について実証実験を行い、小売店舗における燃料
電池活用の将来性について検証する予定。

水素ステーションの稼働率を向上させるための取組例



課題６：従来のガソリン車等と遜色のない燃料代となる水素価格の設定が必要
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水素ステーション

ロードマップにおける取組の方向性

③ 水素の安価で効率的な国内流通システムの確立

a) 液化水素や有機ハイド
ライド等の国内流通に関す
る開発・実証

・ 技術的には実用化段階にある液化水素について、低稼働率の水素ステーションにおいて特に発生し得る、ボイル
オフによるエネルギーロスを回避するための技術又は運営方法に関する実証等を行う。
・ 既存のガソリンスタンドに係るローリーやタンク等の設備を活用し得る有機ハイドライドについて、水素ステーション
で脱水素できるよう、脱水素装置の小型化や脱水素に必要な効率的な熱源確保等に向けた開発・実証等を行う。



 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）では既存の石油流通インフラを活用した水素サプライチェーンの構築を目的に、
有機ハイドライドを用いた水素ステーション用脱水素システム技術の開発を行っている。

 平成２６年度は、評価試験やシミュレーション結果に基づき、水素精製用小型分離膜モジュール及び水素供給能力10Nm3/h
の脱水素システムパイロット機を製作。今後は運転評価を実施しつつ大型試作機の基本仕様の設計を行う。

液化水素や有機ハイドライド等の国内流通に関する開発・実証 水素ステーション
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有機ハイドライドの水素ステーション等への活用に向けた技術開発

出典 戦略的イノベーション創造プラグラム

＜開発スケジュール＞

＜脱⽔素システムの開発及び実⽤化（⽔素ステーション）＞

有機ハイドライドによる⽔素サプライチェーン

 有機ハイドライドを水素ステーションにて脱水素化し、燃料電池車へ直
接供給するシステム確立のため、触媒高性能化・水素精製技術を構築
し、水素ステーション導入への基準整備・安全性検証を実施する。

 気液分離器後の水素精製器
として0.1Nm3/h小型分離膜
モジュールの試作を完了

0.1Nm3/h分離膜モジュール

有機ハイドライド脱⽔素システムフロー



課題７：水素ステーションの戦略的な整備が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a）関係者間の役割分担及
び整備方針の再整理

＜再掲＞

b)パッケージ型や移動式水
素ステーション等の活用

＜再掲＞

c)水素に係る安全・安心の
確保に向けた取組

＜再掲＞

d)次世代エネルギー供給イ
ンフラとしての魅力の向上

・ 水素ステーションにおいては、次世代自動車である燃料電池自動車のエネルギー供給インフラにふさわしい、防災
拠点機能の確保等の先進的な取組や工夫を施す。
・ 例えば、非常用電源として燃料電池自動車を活用可能な設備等の整備や、純水素型定置用燃料電池の活用等の
先進的な取組を行う。また、水素ステーションを運営すること自体が、燃料電池自動車をはじめとする水素社会の可
能性に関する広報活動を兼ねる運営方法となるような工夫を施す。

e）水素ステーションの設置
場所に関する情報提供等

・ 水素ステーションの設置場所について、カーナビゲーションや携帯情報端末等を介して 新の情報を提供できるシ
ステムを早期に確立する。
・ 水素ステーションであることを一目で認知できるよう、業界統一のロゴ等を早期に策定、掲示する。

水素ステーション
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 国においては、燃料電池自動車の潜在的な需要を喚起するとともに、今後の水素ステーションの適切な整備・運営方法を確
立するため、水 素ステーションを活用した燃料電池自動車の新たな需要創出等に必要な活動費用の一部を支援。

 水素ステーションを活用した燃料電池自動車の新たな需要創出等に必要な活動については、以下のような例を想定。
 水素ステーションを活用して燃料電池自動車の需要創出を促す具体的な活動が速やかに確立されることが期待される。

次世代エネルギー供給インフラとしての魅力の向上 水素ステーション
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項⽬ 主な活動例（想定）

①水素供給設備の利便性確保に
必要な活動

ガソリンスタンドと遜色ない営業日数の確保
FCVに関するユーザーからの情報収集（車両関連の質問等）
移動式ステーションに対するユーザー反応の情報収集 等

②潜在的なユーザーに対する
広報、需要喚起活動

水素充填デモンストレーション
FCV試乗会
水素ステーションの見学・体験会
受容性、認知度に関するユーザーアンケート調査
広報活動（ビラ・チラシ、基礎知識に関するパネル展示） 等

国 インフラ事業者

補助率 2/3
補助上限額 2,200万円補助

執⾏団体等

＜新規需要創出活動補助のスキーム＞



 燃料電池自動車「Mirai」の発売に合わせて、水素ステーションの位置情報/稼働状況等の情報提供サービスが開始。
 水素ステーション事業者横断で、全国各地の水素ステーションの情報を提供することにより、ドライバーの円滑な水素ステー

ション利用を支援。
 スマートフォンアプリでは、外部給電等に関する情報を提供するなど、多様なFCV利用を支援する情報提供を実施。

水素ステーションの設置場所に関する情報提供等 水素ステーション

61

水素ステーション情報管理基盤の構築 ナビ/スマートフォン上での利用イメージ

［出典］富士通公開資料より野村総合研究所作成 ［出典］トヨタ自動車公開資料より野村総合研究所作成

 Android OS/iOS端末アプリ「Pocket Mirai」では、全国各地の水素ステー
ション位置と稼働状況を確認できるほか、水素充填履歴の記録や、外部給
電可能時間の表示など、多様な情報をドライバーに提示。

 全国各地の水素供給事業者から、各社の水素ステーションの位置と
稼働状況をクラウドサービス基盤（SPATIOL）上で把握し、ドライバー
に提供する仕組みを構築。

 固定式だけではなく移動式水素ステーションにも対応し、リアルタイム
な水素ステーションの位置/稼働状況を利用者のカーナビ/スマート
フォンに配信することができる。

 トヨタ自動車は、MIRAI「T‐Connect DCMパッケージ」で利用できるナビ専用
アプリApps「水素ステーションリスト」を提供。全国各地のステーション位置

と稼働状況を確認できる。



１．定置用燃料電池
①家庭用燃料電池
②業務・産業用燃料電池

２．燃料電池自動車（その他輸送用車両を含む）
①燃料電池自動車等
②水素ステーション
③その他輸送用車両

３．水素発電／大規模水素供給システム
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燃料電池自動車等に関する目標と進捗状況

ロードマップにおける目標 進捗状況

2016 年には燃料電池バスを市場投入する。さらに、燃料電池の適用分野
を、フォークリフトや船舶等に拡大する。

・燃料電池バスや燃料電池フォークリフト等について実証が進められてい
る。特に燃料電池バスについては、2020年の東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会での大量導入に向けて開発が急がれる。
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燃料電池フォークリフトの開発状況燃料電池バスの開発状況

実証中のＦＣバスの主な仕様

全長/全幅/全高(mm) 10,525/2,490/3,340

高出力（kw×個数） 114×2

高圧水素タンク 480L

定員（人）（座席＋立席＋乗務員） 77(26+50+1)

［出典］日野自動車 ［出典］豊田自動織機

［出典］各種資料より資源エネルギー庁作成［出典］各種資料より資源エネルギー庁作成

実証中のＦＣフォークリフトの主な仕様

全長/全幅/全高(mm) 3,360/1,170/2,385

連続出力(kw) 8

高出力(kw) 32

高圧水素タンク 58L×1本

稼働時間 8時間（稼働率55%）

［出典］各種資料より資源エネルギー庁作成

その他輸送用車両



課題５：燃料電池の適用分野の拡大

ロードマップにおける取組の方向性

a) 新たな用途の開発

・ 既に民間を中心とした取組が進みつつある燃料電池フォークリフトや燃料電池スクーターなどについては、水素供
給の方法も含めて、引き続き必要な取組を継続していく。
・ 燃料電池船舶については、導入に向けた実証事業の推進等について検討していく。
・ また、上記の他の用途についても、燃料電池の技術動向等を踏まえつつ、必要に応じて取組を進めていく。

b) 燃料電池の耐久性等の
性能向上

・ 燃料電池の用途の拡大に向けては、それぞれの用途に合わせた技術開発が必要であることに加え、主として業務
用の用途に活用が可能となるよう、耐久性等の基盤的な性能の向上も必要となる。
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 燃料電池の新たな適用分野として期待される燃料電池バス（FCバス）については、2015年1月から、営業運転を行う路線バス
としての実証を行い、問題なく走行できることを確認した。

 燃料電池フォークリフトについては、2015年も関西国際空港にて引き続き実証を実施。市場投入時期は、2016年度中を目標と
している。

燃料電池の適応分野の拡大(FCバス及びFCフォークリフト) 

FCバスの実証運行

［出典］トヨタ自動車HP・経済産業省ＨＰにより資源エネルギー庁作成

ＦＣバスの主な仕様

全長/全幅/
全高(mm)

10,525/2,490/
3,340

高出力
（kw×個数）

114×2

高圧水素タンク 480L×8本

定員（人）

（座席＋立席＋
乗務員）

77(26+50+1)

営業運行状況

運行開始 2015年1月

運行事業者 名鉄バス(株)豊田営業所

運行路線 とよたおいでんバス
「豊田東環状線」（豊田市～三河豊田駅前）
３往復／日（月曜日を除く）

使用台数 １台

ＦＣフォークリフトの実証

環境省
補助事業

 実証期間：2014年～2016年（3年間）
 実証内容：関西国際空港・国際貨物地区への燃料電池フォークリフト導入によるCO2排出削減

効果の確認

2015年 燃料電池フォークリフトの実用化モデル2台を開発し実証運用
2016年 液化水素貯蔵施設・貨物建屋内ディスペンサー及び高圧水素配管パイプ

ライン設置を計画 ［出典］豊田自動織機
［出典］豊田自動織機

新関西国際空港株式会社が推進す
るスマート愛ランド構想の一つであ
る,水素グリッドプロジェクトの取り組

みの一つとして、燃料電池フォーク
リフトの実用化モデルの開発、およ
び 適水素インフラ整備の構築を
見据えたインフラ設備を国際貨物地
区に導入し行うもの。
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 燃料電池の新たな適用分野として期待される燃料電池船や燃料電池二輪車等については、実用化に向けて取り組んでいる
ところ。

 燃料電池船については、安全ガイドラインの作成等を行い、小型船舶への展開や、東京オリンピック・パラリンピック競技大会
での活用も視野に普及促進を図る。

 燃料電池二輪車については、型式認証取得可能な環境づくりに国と業界で取り組んでいるところ。

燃料電池の適応分野の拡大(燃料電池船及びFC二輪車) 

燃料電池船 燃料電池二輪車

【展開の状況】

 国内基準を整備中・・・①道路運送車両の保安基準（国交省主管）
②圧縮水素容器の技術基準（経産省主管）

 充填プロトコルを整備中・・・FCCJ、HySUT、二輪業界が開発着手。

 燃料電池から得られた電気により、モーターを駆動し推進。

 既存の内燃機関に比べ、高い環境特性（運航時において、CO２、
NOｘ、SOｘ等の排出がない）。

 モーター駆動による低振動・低騒音といった快適性。

 H27年度中に、浮体式洋上風力発電の余剰電力により生成した水
素を活用した小型船舶の実証試験を開始する予定。

 また、安全ガイドラインの策定を行い、民間企業が参入できる基盤
整備に取組んでいく。

 圧縮水素と空気中の酸素からFCで発電した電気により駆動モー
ターにて走行。

 二次電池により回生エネルギーを蓄電し、有効利用。
 ガソリンエンジン車両に対して、ゼロエミッションで低騒音。

燃料電池利用小型船舶

【展開の状況】

［出典］資源エネルギー庁作成 ［出典］資源エネルギー庁作成

燃料電池利用旅客船（水上バス等）

［出典］資源エネルギー庁作成
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１．定置用燃料電池
①家庭用燃料電池
②業務・産業用燃料電池

２．燃料電池自動車（その他輸送用車両を含む）
①燃料電池自動車等
②水素ステーション
③その他の輸送用車両

３．水素発電／大規模水素供給システム
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課題１：発電事業用水素発電の導入に関する具体的な検討が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a)発電事業用水素発電の
導入に関する検討

・水素発電の導入に関する技術面、制度面、経済面の具体的な課題について、国内の主要な発電設備メーカー、発
電事業者、水素供給事業者等が参加して検討を行い、2014 年度中に具体的な課題及び必要な取組について結論
を得る。
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 水素発電については、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」において、２０２０年頃に自家発電用水素発電、２０３０年頃に発電
事業用水素発電及び海外からの未利用エネルギー由来の水素供給チェーンの本格導入を開始することを目標に掲げていた。

 しかしながら、発電事業用水素発電の導入に当たっては、水素の供給サイドと発電事業者等の需要サイドで一体的に取り組
むことが必要であるものの、需要サイドの検討が相対的に遅れている状況であった。

 そこで、国内の発電設備メーカー、発電事業者、水素供給事業者等から成る「水素発電に関する検討会」（委員長：橘川武郎
東京理科大学イノベーション研究科教授）を設置し、水素発電の導入に関する技術面、制度面、経済面の具体的な課題等に
関する検討を行った。

発電事業用水素発電の導入に関する検討

業種等 委員企業等

発電設備メーカ
• 川崎重工業
• 三菱日立パワーシステムズ

発電事業者

• 関西電力
• 中部電力
• 電源開発
• 東京電力

水素供給事業者

• 三井物産
• 三菱商事
• 川崎重工業（再掲）
• 千代田化工建設
• 電源開発（再掲）

大学・研究機関
• 電力中央研究所
• 東京大学生産技術研究所 金子
• 東京理科大学 橘川武郎教授（委員長）

オブザーバー

• 日本政策投資銀行
• 東京都
• ＮＥＤＯ
• 国土交通省
• 経済産業省関係課室

事務局 • 資源エネルギー庁 燃料電池推進室

検討会の体制 検討会における主な検討内容

（１）水素発電の意義

（２）水素発電
① 水素発電の現状
② 水素発電の現状の技術水準

（３）水素発電の導入に向けた水素供給
① 新たな水素供給チェーンの現状と課題
② 課題と今後の取組

（４）水素発電の導入に向けた水素の取扱い・規制等
① 火力発電に関する一般的な法規制
② 水素、トルエン等に関する一般的な法規制
③ 水素の取扱い、規制に関する課題と今後の取組

（５）水素発電の導入に向けた取組の方向性
① 基本的な考え方
② 水素発電の目指すべき理想的な形態
③ 水素発電の過渡期の形態
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 水素発電は将来の二酸化炭素削減のためのオプションの一つとして一定の意義があると考えられる一方、経済性の課題に
加え、現状においては十分な量の水素を安定供給するための検討が不足しているなど、エネルギーセキュリティについても課
題が残る。

 水素発電の実現には、二酸化炭素を排出しない水素供給の確立を前提に、経済性やエネルギーセキュリティの課題を解決
することが必要ではないか。

水素発電の意義

3Eの観点での水素発電の評価

•環境性については、発電段階では二酸化炭素を排出せず、水素製造時に発生する二酸化炭素をＣＣ
Ｓによって回収して地中に貯留したり、再生可能エネルギー由来の水素を活用したりするなど、水素の
製造方法によっては二酸化炭素を排出しない二酸化炭素フリーな電源となり得る。

環境性

•経済性については、ロードマップにおいて、２０２０年代後半の目標である水素のプラント引渡し価格を
３０円／Ｎｍ３、つまり天然ガス火力発電の燃料を水素に機械的に置き換えた場合の発電コストで１７
円／ｋＷｈとした場合、石油火力よりは安価であるものの、石炭やＬＮＧとの比較では経済性に劣って
いる。

経済性

•エネルギーセキュリティについては、日本にとって未利用エネルギーである副生水素、原油随伴ガス、
褐炭等から水素を製造することで、エネルギーセキュリティの向上に資する潜在的な可能性はある。し
かしながら、未利用エネルギーの賦存量のうち水素発電で実際に活用可能な量については、水素輸
送に要する日数やコスト、資源国との関係での調達の柔軟性等を踏まえて精査することが必要である。

エネルギーセキュリティ

70

発電／大規模供給

実
現
に
向
け
て
の
必
須
条
件

実
現
に
向
け
て
の
課
題



水素発電の現状と課題

［出典］ 三菱日立パワーシステムズ

 自家発電向けであれば、一定濃度の水素を含む副生ガスを燃料とする水素発電は行われているが、より高い濃度の水素を
含む副生ガスをより効率よく発電に利用したいとのニーズに対応するための技術開発が進められている。

 また、内閣府の戦略イノベーション創造プログラムにおいては水素燃焼技術に関する研究が行われており、その一環として、
窒素酸化物の発生を抑制しつつ、水素専焼が可能な予混合燃焼方式の燃焼器の開発が進められている。

 今後の主な課題は、水素専焼を含む高濃度水素の燃焼に対応した、低ＮＯｘと高効率を両立させる、予混合燃焼方式等の希

釈剤を用いない高効率な燃焼方式を採用した燃焼器及びガスタービンの開発や、これらの長期使用に対する信頼性、負荷変
動や燃料組成変動への対応等の検証が重要ではないか。また、実際のプラント運用等に基づくオペレーションに係る知見を
蓄積させ、洗い出された課題を克服していく必要があるのではないか。

メイン・パイロットバーナから
天然ガスを噴射するとともに、
水素ガスを追焚型バーナから
噴射することで安定燃焼させ、
ＮＯｘ発生と逆火等のリスクを
低減。

［出典］ 川崎重工業

水素

水素

天然ガス

ＣＯ２回収型ＩＧＣＣにおいて、
水素含有率が高い燃料を安
定かつ低ＮＯｘ燃焼できるガス
タービン技術として、水素燃焼
に対応した、水噴射を行わな
いドライ型で低NＯx化や耐逆
火性を実現したガスタービン
である「多孔同軸噴流バー
ナ」を開発。

［出典］ＮＥＤＯ「石炭ガス化発電用高水素濃度対応型低ＮＯｘ技術開発」

【 ドライ追焚型混焼ガスタービン 】

【 マルチクラスタ燃焼器 】
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高効率な水素燃焼設備の開発 予混合燃焼方式と拡散燃焼方式



 水素は天然ガスの主成分であるメタン等に比べ、体積当たりのカロリーが低い、燃焼速度が速い、断熱火炎温度が高くＮＯｘ
が発生しやすいなどといった特徴を持ち、水素発電の実施においてはこれらの特徴に合わせた燃焼器構造の 適化が必要。

 国内では、製油所や製鉄所等において、水素を含む副生ガスを燃料として、ボイラー発電やガスタービン発電を行う事例が複
数存在している。

【参考】 水素の燃焼特性、水素発電の事例

水素と他燃料の燃焼特性

［出典］ 各種資料より資源エネルギー庁作成

水素を含む副生ガスの発電利用例

施設名称 発電方式 発電端出力
発電端効率

（LHV）
燃料種

水素濃
度

鹿島共同火力３・４号発電設備 汽力
70万kW

（35万×2機）
約40% 重油、高炉ガス、コークス炉ガス 5%

君津共同火力４号発電設備 汽力 35万kW 約40% 重油、高炉ガス、コークス炉ガス 5%

鹿島共同火力５号発電設備
GTCC

（拡散燃焼）
30万kW 約50% 高炉ガス、コークス炉ガス 10%

［出典］ 環境アセスメント審議書、各共同火力、JX日鉱日石エネルギー、三菱重工業HPより資源エネルギー庁作成
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 水素発電等の将来の水素の大量需要に対応するため、副生水素、原油随伴ガス、褐炭等の海外の未利用エネルギーから水
素を製造し、有機ハイドライドや液化水素等の新たなエネルギーキャリアを活用することで、安価で安定的に国内へ水素を輸
送する水素供給チェーンを構築すべく、要素技術の研究開発が進められている。

 これらの未利用エネルギーは、現在は需要がなく取引価格が抑制されているものの、今後、取引価格が上昇する可能性も考
えられ、水素製造コストの更なる低減に向けた検討が必要ではないか。

水素供給の現状と課題①（水素製造）

未利用エネルギーからの水素製造

製造源 製造方法 利用状況 利点（○）と課題（×） 利用の展望

副生水素 • プラントから副次的に
様々なガス組成で発生。

• 不純物を除去し水素の
純度を高める。

• 国内では水素は熱源
等にほとんど自家消
費されている。

• 海外は有効活用され
ていない水素が存在。

○初期投資を抑えられる。
×水素の発生量は、目的生産

物の生産により、プラントごと
に調達可能な水素は限られる。

• 水素供給の初期段階
における水素源として
有望。

原油随伴
ガス

• 水蒸気改質反応を利用
し、ともに得られるCO2
を除去。

• 油田に原油随伴ガス
の一定量が再圧入さ
れているが、未活用
のガスが相当量存在。

○燃焼廃棄エネルギーの有効
活用。

×現地での大規模な水素製造
装置を設ける費用と期間、及
びCCSが必要。

• 中長期的な将来の大
量供給に向けた水素源
として開発を進める必
要がある。

褐炭 • 微粉をガス化し、酸素、
水蒸気と反応させて
CO2とともに製造。

• 不純物やCO2を除去。

• 商用事例は少ないが、
可採埋蔵量が豊富。

• 発火の懸念から長距
離輸送や貯蔵に不適。

○安価。
×現地での大規模な水素製造

装置を設ける費用と期間、及
びCCSが必要。

• 中長期的な将来の大
量供給に向けた水素源
として開発を進める必
要がある。

再生可能
エネル
ギー

• 風力、太陽光、水力等
の電力によって水を電
気分解。

• 大量製造にはアルカリ
水電解法が現時点では
想定。

• 基礎的な研究開発段
階。

○再生可能エネルギーの偏在
性を吸収する手段として有効
であり、製造段階でもCO2フ
リー。

×出力変動を伴い供給地が偏
在している。

• 安価で安定的な水素の
大量供給を行うために
は長期的視野のもとで
取組を進めていく必要
がある。
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 大量の水素を長距離輸送し、貯蔵するための新たな方法としては、有機ハイドライド方式と液化水素方式という、水素を体積
当たりのエネルギー密度が高い水素キャリアへと変換する２つの方式が検討されている。

 有機ハイドライドチェーンについては、主な技術的課題として、脱水素化反応などにおける設備の大規模化、反応率の向上、

反応温度の低減等が挙げられる。また、運用上の課題として、トルエン及びメチルシクロヘキサンの循環運用の 適化などが
挙げられる。

 液化水素チェーンについては、主な技術的課題として、水素液化設備の大規模化・効率化、液化水素に対応した海上輸送・

荷役手段の開発、液化水素貯蔵設備の大型化、ボイルオフレートの低減等が挙げられる。また、運用上の課題として、海上
輸送での荷役オペレーションや国際基準の確立等が挙げられる。

水素供給の現状と課題②（水素輸送・貯蔵）

未利用エネルギーを活用する水素供給チェーンの全体像

74
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【参考】 有機ハイドライドチェーンの技術課題
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【参考】 液化水素チェーンの技術課題
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 水素発電については、発電部分及び燃料供給部分のそれぞれで各種法規制の適用を受けることになるところ、例えば発電部
分に関する規制の一部がＬＮＧ等を想定しているなど、既存火力発電用燃料を想定した規制内容となっている可能性がある。

 水素発電は、従来の火力発電と比較した場合、発電部分ではガスタービン等の燃料として水素が使用されること、燃料供給

部分では有機ハイドライド又は液化水素の貯蔵設備や再ガス化設備が必要となるという固有の特徴があるため、それらを踏
まえて必要十分な規制内容となっているか検討を進めていく必要があるのではないか。

水素の取扱い・規制等

火力発電に関する一般的な法規制 水素発電の設備構成の例

法律名 法律の目的と水素発電との関連性

電気事業法

この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることに
よって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発
達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制する
ことによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを
目的とする。
（「第７章 液化ガス設備」は、ＬＮＧ等の既存火力発電用
燃料を前提）

高圧ガス保安法

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製
造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造
及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会
による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公
共の安全を確保することを目的とする。
（高圧ガスに特化して関係、ただし電事法適用の電気工
作物は対象外）

消防法

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体
及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に
よる被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行
い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資するこ
とを目的とする。
（広く全般的に関係するが、特に石油等の危険物貯蔵の
面で関係）

石油コンビナート
等災害防止法

この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊
性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めること
により、消防法 、高圧ガス保安法 、災害対策基本法その他災害
の防止に関する法律と相まって、石油コンビナート等特別防災区
域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の
推進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害
から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
（特別防災区域（石油等の危険物や高圧ガスの貯蔵や
取扱量が多い石油コンビナート等であって政令で定める
区域）において関係） 77
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（注） は、水素発電に固有の特徴。



 水素発電の実現のためには、発電部分で合理的に開発を進められるように目指すべき形態（発電方式・燃焼方式、燃料種の
数（水素濃度））を確定することに加え、「経済性」及び「エネルギーセキュリティ」に関する課題の解決も必要。

 上記の課題は主として水素供給に係るものであり、解決には複数地域にて水素供給をある程度の規模まで拡大する必要が
あるが、そこに達するまでの過渡期のあり方は、水素発電の目指すべき形態に向けた技術開発や実証等の取組だけに限ら
れるものではない。

 したがって、水素発電の目指すべき形態に向けた技術開発や実証等の取組を進めるとともに、経済性及びエネルギーセキュ
リティ等に関する課題を解決するための２０３０年頃までを見据えた過渡期の取組も同時に進めていくことが必要ではないか。

水素発電の導入に向けた取組の方向性

水素発電の目指すべき形態及び過渡期

水素発電の形態

併行すべきアクション
発電方式 燃焼方式

燃料種の数
（水素濃度）

水素発電の目指すべ
き形態
（背景・理由）

ガスタービン発電 予混合燃焼・新方式 水素専焼 トータルでＣＯ２フリーの水素発
電の導入がより具体的に見通せ
た段階において、水素発電の導
入及び水素供給チェーンの構築
を加速するために必要な制度面
での検討を行うことも重要。

• 熱効率が高い
• プラント設置スペースが小さい
• 負荷変動対応の柔軟性が高い

• 熱効率が高い
（経済性の解決に寄与）

• 窒素酸化物の低減が可能

• インフラコストの低減が可能
• 燃料制御の複雑性を回避

• エネルギーセキュリティに資す
る

水素発電の過渡期の
形態
（背景・理由）

ガスタービン発電 予混合燃焼・拡散燃焼 水素混焼
安全性等に関する規制の検討・
見直しを行った上で、水素の社
会受容性を高めるため、水素発
電を組み込んだスマートコミュニ
ティの取組を行うことも有効。

また、発電用途以外の水素供給
のあり方も検討すべきある。

• 技術的ハードルが低い
（混焼発電の場合）

• 既存の火力発電所に水素供給
を付設することで建設コスト抑
制

• 熱効率が高い
（予混合燃焼の場合）

• 高濃度水素にも一定程度対応
できる
（拡散燃焼の場合）

• 技術的ハードルが低い（低濃
度の場合）

• 大規模水素発電のオペレー
ションを試行できる

• 専焼発電の導入初期に必要な
ＬＮＧ供給バックアップに向けた
課題等、知見を蓄積できる
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課題２：水素発電ガスタービンに関する制度的・技術的な環境整備が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a)自家発電用水素発電ガ
スタービン等の技術開発・
実証

・2018 年度までに、水素直接噴射式エンジンの大出力化や高効率化に向けて、大幅な熱効率向上を達成するため
の基盤技術開発等を行う。
・ 2018 年度までに、蒸気や水を噴射することなしにNOx の排出量を抑制できる、ドライ型水素専焼発電ガスタービン
用燃焼器の開発等を行う。

b)発電事業用水素発電ガ
スタービン等の技術開発・
実証

・ 発電事業用に水素発電を行うことについて、課題１の検討結果も踏まえた上で既存の火力発電設備の活用を含め、
発電事業用水素発電に関する技術的・制度的な開発・実証を行う。
・ 具体的には、水素ガスの特性（燃料発熱量、燃焼速度、断熱火炎温度、火炎可視性、NOx 排出特性、水素脆化
等）を踏まえた、安定的な燃焼方法、NOx 等の排出量の制御方法等に関する実証を行う。また、失火・漏洩対策、火
災爆発回避策等の安全の確保策等を検討する。
・ 電気事業法等の関係法令（技術基準等を含む）における水素発電の取扱いを確認し、必要な制度的手当を行う。
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課題３：海外からの水素供給に関する制度的・技術的な環境整備等が必要

ロードマップにおける取組の方向性

a)海外からの水素供給に
関する技術開発・実証等

・ 褐炭等の未利用エネルギーを用いた、安価で安定的な水素の製造方法の確立に向けて、必要な開発・実証等を
行う。
・ 有機ハイドライドによる水素海外輸送について、2020 年頃までにファーストチェーンの運用を開始し、実際のチェー
ン構築及び運用の中で制度的・技術的な課題（例えば、通関制度、トルエンの輸送外使用の管理等）を洗い出し、
適時必要な対応を行う。
・ 2018 年度までに、メチルシクロヘキサン等の水素エネルギー・キャリアについて、漏洩などの事故解析や大気拡
散シミュレーション等を用いたリスク評価を実施し、許認可(消防法、高圧ガス保安法等）、安全対策、リスクコミュニ
ケーション等のための基盤情報を収集、整備する。
・ 液化水素の荷役を行うために必要となるローディングシステムについて、-253℃の超低温性等の特性に対応した
要素技術（液化水素配管のジョイント、緊急離脱機構等）の研究開発を行う。併せて、液化水素の荷役に関するルー
ルを整備し、国際標準化を図る。
・ 2020 年頃までに、液化水素を運搬する船舶について、船舶用の液化水素タンクや水素という軽量の貨物に合った
船舶製造等に関する実証等を行う。さらに、将来の液化水素の大量輸送に向け、大型化に向けた技術開発等を行う。
併せて、液化水素の船舶輸送に関するルールを整備し、国際標準化を図る。

b)水素供給チェーンの自立
化に向けた支援

・ 水素海外輸送事業の立上げ当初の運営を下支えすべく、輸送された水素を水素発電ガスタービン等の技術開発・
実証等で使用するなど、水素の需要と供給のバランスを取りつつ一体的に取り組む。 79



 水素社会の構築に向けた大規模な水素サプライチェーンの構築を目指す取り組みの一環に係る予算として、「未利用エネル
ギー由来水素サプライチェーン構築実証事業」を措置（平成２７年度：２０．５億円）。

 上記予算を活用し、ＮＥＤＯで「水素社会構築技術開発事業／大規模水素エネルギー利用技術開発」を公募し、「未利用エネ
ルギー由来水素サプライチェーン構築」「水素エネルギー利用システム開発」に係る助成事業４件が採択されている。

未利用エネルギー由来水素サプライチェーン構築実証事業

区分 事業名 事業者 期間 概要

未利用エネルギー
由来水素サプライ
チェーン構築

①褐炭由来水素大規模海上
輸送サプライチェーン構築実
証事業

川崎重工業
岩谷産業
電源開発

平成27年～
平成32年度

褐炭のガス化、液化水素の
海上輸送及び荷役に係る技
術実証

②有機ケミカルハイドライド法
による未利用エネルギー由来
水素サプライチェーン実証

千代田化工建設
平成27年～
平成32年度

水素化／脱水素化プラントの
大型化、トルエンとＭＣＨの循
環チェーンの 適化運用等
に関する実証

水素エネルギー利
用システム開発

③水素ＣＧＳ活用スマートコ
ミュニティ技術開発事業

大林組
川崎重工業

平成27年～
平成29年度

ＧＴコジェネにおける水素混
焼又は専焼運転及び水素発
電を組込んだエネルギーシ
ステムの技術実証

④低炭素社会実現に向けた
天然ガス・水素混焼ガスター
ビンの開発

三菱日立パワー
システムズ
三菱重工業

平成27年～
平成30年度

既存発電所に適用可能な天
然ガス・水素混焼ガスタービ
ンの開発

ＮＥＤＯ採択事業一覧（「水素社会構築技術開発事業／大規模水素エネルギー利用技術開発」）
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 豪州側にて水素製造～水素液化～液化水素積荷を行い海上輸送し、日本側において揚荷～供給を行う製造・貯蔵・輸送・利
用一体となった液化水素サプライチェーンの構築を目指す。

 本事業では、その実現のために重要な技術となる、豪州の未利用エネルギーである褐炭を用いた「①褐炭ガス化技術の研究
開発」、現状のLNG内航船と同規模の輸送用タンクによる「②液化水素の長距離大量輸送技術」、②に対応する「③液化水素
荷役技術」の研究開発を実施する。

【未利用水素サプライチェーン】褐炭×液化水素

褐炭ガス化技術 ガス精製プラント

褐炭

水素液化・積荷基地

O2

液化水素
荷役技術

CO2

水素利用

２

３

液化水素
輸送技術

１

①褐炭ガス化技術の開発

及び褐炭ガス化炉オペレーション技術の開発

・低品位の豪州褐炭に合わせたガス化炉の最適化 等

②液化水素の長距離大量輸送技術の開発

及び輸送用タンクオペレーション技術の開発

・世界初の液化水素用大量海上輸送タンクの製作 等

③液化水素の荷役技術の開発

及び荷役基地オペレーション技術の開発

・液化水素ローディングシステムの実証 等

②輸送技術
③荷役技術

③荷役技術
①褐炭ガス
化技術

チェーン概要図、実証項目 実施体制、スケジュール

＜想定スケジュール＞

＜実施体制＞

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H31
年度

H32
年度

要素試験
仕様検討

設計・製作・試運転等
実証
運転
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電源開発 川崎重工業 岩谷産業



 未利用資源由来の水素を、有機ケミカルハイドライド法により消費地まで輸送し、需要家に対し水素を供給する数千Nm3/hr～
数万Nm3/hr規模の水素サプライチェーンを実証運用する。

 本事業では、全体を第１期（2年）と第２期（4年）に分ける。第１期において水素サプライチェーンの運用に必要な基盤技術の
検証、実証運用チェーンの適切な規模・形態・実施時期について検討し、その結果を踏まえて第２期の実施内容を決定する。

【未利用水素サプライチェーン】副生水素×有機ハイドライド

水素 水素

水素化 脱水素

メチルシクロヘキサン

トルエン

CH3

CH3

①水素化プラント

・反応器スケールアップ検討 等

②脱水素プラント

・反応器スケールアップ検討

・脱水素プラントの負荷追従性向上策検討 等

③サプライチェーン全体

・商用トルエンを用いたデモプラント運転検証

・チェーンオペレーションと設備の最適化検討 等

１ 2

3

チェーン概要図、実証項目 実施体制、スケジュール

貯蔵貯蔵

＜想定スケジュール＞

＜実施体制＞

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

H31
年度

H32
年度

要素試験
仕様検討

設計・製作・試運転等
実証
運転［出典：千代田化工］

水素化・脱水素デモプラント
（運転能力：50Nm3/h）
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③チェーン(※1)

③チェーン(※1)

①水素化／②脱水素
③チェーン

三菱商事

三井物産

③チェーン(※2)

③チェーン(※3)
三菱日立

ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ

日本郵船

③チェーン(※1)
日本政策
投資銀行

千代田化工

共同
研究先

研究
協力先

各社参画ﾃｰﾏ
※1：水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝのﾓﾃﾞﾙｹｰｽ調査・検討
※2：ﾁｪｰﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝと設備の 適化検討
※3:発電燃料供給ﾁｪｰﾝとしての設備仕様・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ要件検討



 神戸エリアにおいて、１ＭＷ級水素ガスタービン発電設備（水素ＣＧＳ）を「電気」「熱」「水素」エネルギー供給源として用いて、
地域レベルでのエネルギー効率利用を目指す新エネルギーシステム（統合型ＥＭＳ）の技術開発・実証を行う。

 水素・天然ガス混焼ガスタービンの燃焼安定性の検証、双方向蒸気融通技術の確立、統合型ＥＭＳの経済的運用モデルの
確立に取り組む。

【水素エネルギー利用システム】水素混焼×コジェネ

事業概要 実施体制、スケジュール
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発電／大規模供給

統合型EMS

水素CGS

熱電併給イメージ

＜想定スケジュール＞
H27年度 H28年度 H29年度

設計 製作
工場
試験

現地
実証

＜実施体制＞

大林組

大阪大学

川崎重工

協力企業

神戸市 岩谷産業

関西電力
関電エネルギー
ソリューション



 既存の発電所に適用可能な天然ガス・水素混焼ガスタービン（水素の体積割合20％）の燃焼器の研究開発やプラントの設計

技術開発を行う。

 安定的な天然ガス・水素混焼運転のために、燃焼解析の高度化、要素試験、単缶燃焼器実圧燃焼試験等に取組み、機器の
改良設計・シミュレーション、プラント設計計画策定を行う。

【水素エネルギー利用システム】水素混焼×大規模発電

事業概要 実施体制、スケジュール

＜想定スケジュール＞
H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

基礎検討 シミュレーション・設計・燃焼試験等

＜実施体制＞
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発電／大規模供給

設計・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

実機圧力燃焼試験 発電設備詳細設計(500MW級)

要素燃焼試験


