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資料１

⽔素・燃料電池戦略ロードマップの進捗状況



フェーズ１（⽔素利⽤の⾶躍的拡⼤）
１．１．定置⽤燃料電池
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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

• エネファームは、累計約19.6万台普及（2016年度交付決定ベース）
• これまで訴求できていなかった既築物件や集合住宅への普及拡⼤も徐々に進ん

でいる。

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。具体的には、PEFC（固体⾼分⼦
形燃料電池）型標準機について2019 年
までに80 万円、SOFC（固体酸化物形燃
料電池）型標準機について2021 年までに
100 万円を実現する。これらにより、2020 
年頃に⾃⽴化を⽬指す。

• エンドユーザー負担額はPEFC：113万円、SOFC：135万円となっている
(2016年度交付決定ベース)。

• 投資回収期間は約12-13年まで短縮。

※上記は、いずれも補助⾦による⽀援前

③ 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。

• 2017年度に複数事業者から市場投⼊される⾒通し。
• 市場投⼊前の最終的な実証が進められている。

フェーズ１
１．１ 定置⽤燃料電池に関する主な⽬標と進捗状況
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新築 既築

⼾
建

 販売当初から、これまで主にエネファームの普及が進んできた市場。
 市場となる新築着⼯件数は、H26年度以降ほぼ横ばいで推移。
 ⼀⽅、新築におけるエネファームの導⼊台数はH26年度をピークに減少

傾向。
 新築におけるエネファームの導⼊台数のうち、5割程度が⼤⼿ハウスメー

カー（HM）3社に依っており、当該⼤⼿ＨＭ3社の新築着⼯件数フロー
及びエネファーム採⽤率は近年減少傾向であるため、この分野の導⼊台
数も減少傾向となっている。

 H24年度以降順調に増加。H27年度には新築へのエネファーム導⼊台
数と、既築へのエネファーム導⼊台数が逆転した。

 後付設置が可能な⼩型機が発売されたことにより、給湯器買換時以外に
も訴求可能になった。

 市場となる既築住宅件数（ストック）は、単年度の新築着⼯件数と⽐較
して⾮常に多い（2925.8万件）ため、上記取組により当該市場に訴求
できたことがこの分野における拡⼤の要因。

集
合

 エネファームはこれまで⼾建市場をターゲットとしていたところ、集合住宅等
には訴求できていなかった。

 ⼀⽅、H26年度から集合住宅向けエネファームの導⼊が開始され、
H27年度以降1,000台弱ペースで推移。

 市場としては、50.2万件／年（H27年度フロー）であり、⼾建市場と⽐
較してもポテンシャルの⼤きな市場であるため、当該分野への普及拡⼤
を進めていくことが重要。

ー

既築の集合住宅は、既に給湯器設置スペースが限られており、エネファー
ムを設置する物理的スペースが存在しない。また、バルコニーへの設置につ
いては、⽔道・ガス等の配管関係の問題があり、現実的にエネファームの
導⼊を⾒込むことは、現時点では⾮常に困難な分野。

［マーケット］約42万件（H27年度フロー）
［エネファーム導⼊台数］2万台（H27年度フロー）

［マーケット］約2,930万件（H27年度ストック）
［エネファーム導⼊台数］2.1万台（H27年度フロー）

［マーケット］約50万件（H27年度フロー）
［エネファーム導⼊台数］0.1万台（H27年度フロー）

エネファームの市場別現状分析
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市場別の課題と主な取組の⽅向性 ①新築⼾建住宅
新築×⼾建 エネファーム導⼊台数 フロー

メーカー

エンドユーザー

⼤都市圏ガス会社 地⽅ガス会社 LPガス会社

年間EF販売台数：2.0万

1.4万

⼤⼿HM(3社)
着⼯数 3.2万件

その他HM・ビルダー
着⼯数 9.4万件

⼯務店
着⼯数

29.2万件

1.4万 0.3万 0.3万

0.3万 0.3万

【課題】
 メーカーは、⼤都市圏ガス会社に約7割の販売を依存。また、⼤⼿HM （※）のエネファーム採⽤率は、ここ2年間減少している。
 その他HM・ビルダー、⼯務店のポテンシャルが⼤きいが、ガス会社等は⼤⼿HMに販売の約7割を依存。
※エネファーム販売数上位３社

【主な取組の⽅向性】
［メーカー］⼤都市圏ガス会社に頼らずとも、市場に訴求できる新たな販売チャネルの開拓（中⼩ガス会社、メーカー直販等）
［ガス会社］⼤⼿HMと併せて、新築⼾建住宅市場の7割を占める⼤⼿HM以外（地場⼯務店等）の販路開拓

商流別販売台数とポテンシャル（新築⼾建）
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出典：住宅着⼯統計、補助⾦申請データおよびインタビューより野村総合研究所作成
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※平成28年度については⾒込み
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【状況】
 ここ数年間はその他（中堅HM、⼯務店）への販売増加に

伴い、上位HMの販売シェアは漸減傾向にあるものの、上位6
社で約7割を占めており、特に上位3社で5割超を占めてい
る。

【状況】
 ⼤⼿HM3社平均の販売⼾数及びエネファーム採⽤率は、平

成26年度をピークに減少傾向にある。

6
社

で
67%

⼾数
導⼊率

市場別の課題と主な取組の⽅向性 ①新築⼾建住宅
（参考）⼤⼿HMの販売シェア・導⼊率の推移

新築⼾建住宅EFフロー販売数（事業者別） 新築⼾建販売数とEF導⼊率(⼤⼿HM)※

※エネファーム販売数上位３社

出典：補助⾦申請データおよび各種公開資料より野村総合研究所作成
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市場別の課題と主な取組の⽅向性 ②既築⼾建住宅
既築×⼾建 エネファーム導⼊台数 フロー

【課題】
 メーカーは、⼤都市圏ガス会社に約7割の販売を依存。
 都市ガス会社は、関係ガス⼩売店等を通して、Push型営業を中⼼に販売している。
 H24年度から給湯器に後付可能な機種が登場したこともあり設置件数が伸びているが、より設置スペースの少ない狭⼩住宅等へ

の訴求をしきれていない。
【主な取組の⽅向性】
［メーカー］⼤都市圏ガス会社に頼らずとも、市場に訴求できる新たな販売チャネルの開拓（中⼩ガス会社、メーカー直販等）、

機器⼩型化
［ガス会社］既存の営業⼒内で消費者に訴求できるようなEF販売⽅法の検討（Pull型営業）

メーカー

エンドユーザー

⼤都市圏ガス会社 地⽅ガス会社 LPガス会社
1.4万

ガス⼩売店 リフォーム業者 ⼯務店

1.5万 0.3万

0.6万 0.1万未満

年間EF販売台数：2.1万

商流別販売台数とポテンシャル（既築⼾建）
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出典：住宅着⼯統計、補助⾦申請データおよびインタビューより野村総合研究所作成
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市場別の課題と主な取組の⽅向性 ③新築集合住宅
新築×集合 エネファーム導⼊台数 フロー

メーカー

エンドユーザー

⼤都市圏ガス会社 地⽅ガス会社 LPガス会社
0.1万

⼤⼿ディベ(上位20社)
着⼯数 4.0万⼾

中堅ディベ
着⼯数 7.6万⼾

賃貸マンション、
アパート等

着⼯数
38.6万⼾

0.1万 -

- -

分譲 着⼯数 11.6万⼾
0.1万 -

年間EF販売台数：0.1万

商流別販売台数とポテンシャル（新築集合）

【課題】
 これまで訴求できていない市場であり、ポテンシャルはあるものの、⼀定程度の設置⾯積を要し、専有部分の減少に伴う平⽶単

価の増等の影響が発⽣しうるため、積極的な普及が進んでいない。
 ⼤⼿ディベロッパーを中⼼に導⼊が進められている⼀⽅、それ以外の事業者への訴求ができていない。また、市場のポテンシャルは

分譲と⽐較して賃貸も多いが、当該部分への訴求もできていない。
【主な取組の⽅向性】
［メーカー］機器⼩型化
［ガス会社］⼤⼿を含めた集合住宅ディベロッパーの開拓
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出典：住宅着⼯統計、補助⾦申請データおよびインタビューより野村総合研究所作成
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ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)家庭⽤燃料電池の導⼊⽀援
• 2016年度からの新たな補助スキームに基づき、PEFC型については2018年度まで、SOFC型につ

いては2020年度まで導⼊補助を国は継続して⾏う。
• 2020年頃の⾃⽴化を⽬指すこととし、それ以降については、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)家庭⽤燃料電池の低コスト化、新規市場開拓、
ユーザー利便性向上等の⼀体的推進

• 図表13に挙げる取組を有機的に連携させ、⼀体的に進めることで、機器コスト、メンテナンスコ
スト、設置⼯事費を低下させるとともに、ユーザー利便性を⾼め、既築⼾建住宅や新築集合
住宅市場を開拓する。こうした取組を通じて家庭⽤燃料電池の普及拡⼤を図り、量産効果を
更なるコストダウンにつなげる好循環を実現する。

c)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。
• 現在、SOFCセルスタックの供給事業者が単独となっている状況に鑑み、当該事業者の数を増

やし、競争効果によるセルスタックのコスト低減を図るため、要素技術開発等の技術開発を⾏う。

d)家庭⽤燃料電池関連部品の新規事業者参⼊を促
進する取組

• 燃料電池スタック・材料・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。

e)家庭⽤燃料電池の余剰電⼒に係る取引円滑化 • 家庭⽤燃料電池の余剰電⼒に係る取引の円滑化のため、国は2016年春頃までに計量⽅法
を整理する。また、運⽤上解決すべき論点について検討し、早期に結論を得る。

課題１ 家庭⽤燃料電池の経済性の向上（ロードマップ記載の取組の⽅向性）



普及台数と販売価格
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※2016年度については補助⾦交付決定ベース

家庭⽤燃料電池の導⼊⽀援

 エネファームは、 2017年2⽉までに累計約19.6万台が普及。
 2020年頃の⽬標価格（PEFC：80万円、SOFC100万円）の達成を促進すべく、国は価格低減スキーム

を取り⼊れた補助⾦⽀援を実施。

価格低減スキームの概要
 毎年度基準価格を設定し、価格低減を促す。平成29年度

については、PEFC111万円、SOFC146万円の基準価格を
設定予定。

 重点⽀援が必要な対象（既築住宅向け、寒冷地仕様、LP
ガス対応）に対しては、3万円の追加補助を実施。

出典：資源エネルギー庁作成
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アクションプランに基づく⼩型化・低コスト化等の実績例
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既築⼾建向け販売拡⼤のポイントと事業者の取組(例)

出典：野村総合研究所実施アンケートおよびインタビュー調査等より作成

家庭⽤燃料電池の低コスト化、新規市場開拓、ユーザー利便性向上等の⼀体的推進

削減率 主なポイント

セルスタック
枚数 1~3割 セルの性能向上を実現、PEFCは

⽩⾦使⽤量を削減

構造部品 1割 新機種が出るタイミングで1割程度
の削減を実現

燃料処理機 ⼩型化を実現 基本設計変更、新素材・触媒の
採⽤、溶接箇所の削減等を実現

貯湯槽 (SOFC)
内製による⼩型化

発電ユニットに内製化したことで、
⼤幅な⼩型化を実現

制御 基盤を4~6割削減 基盤の⼩型化・統合を実現

メンテナンス 5年に1回
→メンテナンスフリー 10年定期交換部品不要を実現

 製品⼩型化・設置性向上により消費者が「買いやすく」且つ
「置きやすく」なったことにより、既築住宅向けエネファームの販
売数は増加傾向にある。

 実際に、既築⼾建向けエネファーム販売⽐率は、2015年度
以降新築⼾建向けを上回っている。

販路の拡⼤
（例）

• これまで新築住宅市場を中⼼に特定ハウスメーカー
への販売が多くを占めいていたが、既築住宅市場に
おいて、リフォーム事業者等の新たな販売チャネルを
獲得。

• 地⽅都市で事業を⾏う⼤⼿以外のユーティリティ事
業者等にも販売を広げている。

製品⼩型化・
設置性向上

（例）

• 機器の低コスト化・⼩型化を同時に実施。
• 屋外分電盤⽅式や設置⾯積の減少による設置性

向上、⼯事の低コスト化実現。

 アクションプランの各取組が進められた結果、低コスト化が進展。
 低コスト化、機器の⼩型化等により、既築⼾建住宅等への⼀層の普及が進んでいる。



屋外分電盤
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設置性の向上

家庭⽤燃料電池の低コスト化、新規市場開拓、ユーザー利便性向上等の⼀体的推進
（参考）設置コスト・設置性向上の為の取り組み、メンテナンスのネットワーク活⽤

 屋外分電盤により設置⼯事を短縮。それにより⼯事費を
低減しうる

 機器の⼩型化により、設置⾯積が縮⼩し、設置性が向上し
た。

分電盤
電⼒
量計 分電盤

電⼒
量計
屋外

分電盤

従来 2016年度〜

壁貫通⼯事や屋内配線
⼯事に時間・⼿間を要する

既設
新設

既設
新設

屋外分電盤の活⽤により、⼯
事の簡素化・短時間化を図る

ネットワーク活⽤型のメンテナンス

 ネットワークを活⽤することで、事前に故障内容をデータで
確認することが可能となり、メンテナンスにかかる⼈件費が
低減しうる。

出典：⼤阪ガス

出典：⼤阪ガス資料より資源エネルギー庁作成

出典：東京ガス資料より資源エネルギー庁作成



機器の技術開発による低コスト化
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SOFCセルスタックの要素技術研究

出典：NEDO資料より資源エネルギー庁作成

SOFC型等の低コスト化・⾼耐久化等に向けた技術開発

従来モデル(2014/2015年) 新モデル(2016年~)

外観

発電効率 46.5% 52.0%
貯湯タンク 90L 28L
設置⾯積 1.9㎡ 1.4㎡(マンションは0.9㎡)

 2016年4⽉発売のSOFC型エネファームにおいて、⾼い発電
効率（52%）を実現しつつ、機器本体サイズの⼩型化を実
現。

 従来140枚のセルを94枚に削減しつつも、従来と同じ出⼒を
実現。

 発電ユニット内に貯湯タンクを⼀体化することで⼩型化を実
現。

 10年間の定期交換部品不要化を実現。

 短時間で9万時間後の性能を⾒通す⼿法を開発。
 初期劣化状況の把握・解析を⾏うことで、より低コストな電極材

料の活⽤を⽬指す。
 この研究成果を活⽤することで、メーカーでの開発速度を加速

し、複数社のセルスタックが市場投⼊されることにより、燃料電池
のさらなる市場拡⼤を⽬指す。

 セル枚数の⼤幅な削減（140枚→94枚）、貯湯タンク⼀体化による⼩型化、10年間の定期交換部品不
要化によるメンテナンスフリーの実現を達成。

 また、NEDO事業により次世代に向けてのSOFCセルスタックの要素技術的な研究開発が、産学官の連携に
より進められている。

開発企業
三菱⽇⽴
パワーシス

テムズ
京セラ ⽇本ガイシ 村⽥製作所 ⽇本特殊

陶業 TOTO

形式 円筒
横縞形

筒状
平板形

筒状横
縞形

⼀体焼結
平板形 平板形 ⼩型

円筒形

外観

劣化率
稼働時間

-0.1%
16,000 h

-0.2%
10,000 h

-0.5%
8,000 h

-2.6%
3,000 h

-0.6%
10,000 h

-0.5%
10,000 h

「耐久性迅速評価」対象セルスタック

出典：アイシン精機
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W発電の差分計量のイメージ

出典：資源エネルギー庁作成

家庭⽤燃料電池の余剰電⼒に係る取引円滑化

電気計器②の調達・設置者、所有者、検針実施者
等

差分演算の実施者、システムの構築・運⽤者

電気計器②に係る論点
差分計量の適⽤範囲の検討
複数FIT認定設備ケースにおける差分計量の運⽤開始
差分軽量システムの構築
 FIT省令等の⾒直し

上記検討事項について、
2019年度運⽤開始を⽬途に引き続き協議を⾏う。

第4回ERAB検討会で⽰された論点

今後のERAB検討会に向けた検討事項

 2016年9⽉14⽇のエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会（第４回）にて、FIT・⾮FIT逆潮
流に関する制度的課題の論点等が提起された。
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ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)集合住宅等に対応する家庭⽤燃料電池の在り⽅
検討

• 2014年から集合住宅⽤家庭⽤燃料電池が販売されているが、集合住宅における家庭⽤燃
料電池の導⼊をさらに拡⼤していくことが必要。このため、⼾建住宅と⽐較し、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・熱量の製品仕様、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)家庭⽤燃料電池の低コスト化、新規市場開拓、
ユーザー利便性向上等の⼀体的推進 (再掲)

c)SOFC型等の低コスト化・⾼耐久化等に向けた技術
開発 (再掲)

d)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。

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、メーカーからの直
販、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、専⾨⼈材の育成に資する研修を⾏う。

f)リサイクルシステムの構築・マニュアルの策定
• 今後、市場投⼊開始から10年間の保証期間が終了する2019年頃からエネファームの廃棄が

増加することが想定されるため、各社⼜は業界によるリサイクルシステムの構築・マニュアル等の
検討を進め、2018年度までに整備する。

g)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、東京都とも連携しつつ、選⼿村等の開発に合わ
せて必要な取組を計画的に⾏う。

課題２ 家庭⽤燃料電池の対象ユーザーの拡⼤（ロードマップ記載の取組の⽅向性）



集合住宅等へのエネファームの普及拡⼤
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集合住宅等に対応する家庭⽤燃料電池の在り⽅検討

 集合住宅には2014年度からエネファームの導⼊が開始し、
2015、2016年度にはそれぞれ約900⼾が導⼊（フロー）
されており、普及の端緒にある。市場ポテンシャルも⼤きく、今後
の更なる販売拡⼤が期待される。

標準排気タイプ バルコニータイプ

 集合住宅向けエネファームの販売や、ディベロッパーへの訴求により、これまでほとんど導⼊が進んでいなかった集
合住宅へのエネファームの導⼊が増えつつある。

竣工年度 物件数 採用戸数

平成25(2013)年度以前 0 0

平成26(2014)年度 1 83

平成27(2015)年度 13 854

平成28(2016)年度 13 884

平成29(2017)年度以降 14 1665

エネファーム採⽤マンションの推移

マンション構内でのエネファームの有効活⽤

出典：各社HPおよびヒアリングにより資源エネルギー庁作成

 エネファーム全⼾採⽤マンションにおいて、発電能⼒に余剰のある
住⼾は、余剰分の発電を売電し、発電が不⾜している住⼾に融
通するシステムが開発された（平成29年3⽉竣⼯予定）。



東京都 「選⼿村地区エネルギー検討会議」
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組織委員会「持続可能性に配慮した運営計画第⼀版」

東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会での活⽤

 ⽔素供給システムについて⾔及された他、選⼿村への家庭⽤燃
料電池導⼊やエネルギーマネジメントの導⼊について記載されて
いる。

 環境先進都市のモデルとなる都市の実現を⽬指すべく、選⼿村
地区エネルギー事業計画の策定に向けて、「選⼿村地区エネル
ギー検討会議」が2016年7⽉より東京都都市整備局を中⼼と
して開催

 選⼿村内における⽔素エネルギー供給に関するスキーム等につい
て検討中

出典：東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会
出典：持続可能性に配慮した運営計画第⼀版

 東京都において「選⼿村地区エネルギー検討会議」を⽴ち上げ、選⼿村における⽔素・燃料電池を含むエネル
ギーシステムについての検討が進んでいる。

 東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会により、「⽔素社会の実現に向けたモデル」として選⼿村の
建設にあたる旨の運営計画が発表された。
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ロードマップ記載の取組の⽅向性

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、世界で先⾏

して市場化が進んで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。

課題３ 家庭⽤燃料電池の海外展開（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
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家庭⽤燃料電池の海外展開

ワーキンググループ（WG） 主な審議内容・項⽬

WG3
定置⽤燃料電池安全性

機密性・燃焼性・絶縁性等の安全性に係る基準及び試験⽅法
 発電ユニットの配管の気密性試験
 発電ユニット（屋外式⼜は密閉式）の耐⾵試験
 改質器の排気CO濃度を測定する燃焼試験
 パワーコンディショナー（インバータ）の絶縁耐⼒試験

WG4
定置⽤燃料電池性能

発電効率等の性能に係る試験⽅法
 公称出⼒における燃料投⼊量を測定する燃料消費量試験
 平均送電端出⼒を測定するための電⼒出⼒試験
 平均回収熱量を測定するための排熱回収試験

WG5
定置⽤燃料電池設置要件

ガス配管の仕様、換気等の設置要件
 燃料漏れ防⽌のための材料などガス配管の仕様
 燃焼機器としての壁⾯等との離隔距離確保
 閉所空間に設置する場合の換気・停⽌装置の設置

WG12
⼩型定置⽤燃料電池式
CHPシステム

住宅⽤を主体とした燃料電池CHPシステム
 燃料電池本体と補助熱源装置で構成するCHPシステムについて、構造基準・

動作時の安全性、燃費効率、NOx排出制限などの性能評価、表⽰事項に
ついて規定

出典： JEMA資料より資源エネルギー庁作成

 既存の⽇本⼯業規格（JIS）を国際電気標準会議（IEC）規格に反映することで、燃料電池の海外展開
に資することを⽬指し、IECの下設置された技術専⾨委員会（TC105）にて、1998年より燃料電池に関す
る安全性や性能等に関する国際規格を策定するため審議を⾏ってきた。

 規格はテーマ毎に策定し、各ワーキンググループにて審議。⽤語や安全性等に係る基本的なものについては、
既に初版規格を策定済み。現在は、当該TC105にて、技術進展等の状況変化を踏まえ、規格の⾒直し等
を実施。

国際標準化に向けた予算措置

燃料電池や⼤型蓄電池、太陽光発電、⾵⼒発電等、我が国
が強みを有する新エネルギー関連分野について、
 国際標準化に関する実証データ・関連技術情報を収集し、

国際標準原案の開発・提案や、その過程で得られた知⾒を
もとに普及を⾒据えた試験・認証基盤の構築等を実施。

 我が国発の新エネルギーに関する国際標準が、新興国等諸
外国で広く活⽤されることによって、新エネルギーの普及を促
進するとともに、我が国発の新エネルギー設備・機器等の市
場創造・拡⼤に貢献。

新エネルギーに関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費

産業技術環境局予算 平成29年度予算案額：3.0億円

［TC105における具体的取組］



ドイツの補助制度の概要
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家庭⽤燃料電池の海外展開
（参考）ドイツの家庭⽤CHP(コジェネ)に関する補助⾦

 TEP(Technology Rollout Program)
• ドイツ政府による補助が2016年9⽉から開始された。補助額は、5,700€/台をベースに、出⼒100Wごとに450€が加算される仕組み。

→例えば、750kwの家庭⽤燃料電池は9,300€/台の補助を受けている。
• 当該補助⾦は、8年間継続される予定だが、2020年以降は補助⾦減額の⾒込み。

出典：Viessman提供資料、インタビューより野村総合研究所作成

メーカー Burdeus Elcore HEXIS Junkers SOLIDpower Vallant Senertec Viessman

製品名 Logapower
FC10

Eclore
2400

Galileo
1000 N

Cerapower
FC10

EnGen-
2500 BlueGEN xellPOWER Dachs

InnoGen
Vitovalor

300-P

発売年 2016 2014 2013 2016 2016/2017 2012 2016 2016 2014

⽅式 SOFC HT-PEM
(⾼温PEM) SOFC SOFC SOFC SOFC SOFC NT-PEM

(低温PEM)
NT-PEM

(低温PEM)

出⼒ 0.62-
0.7kW 0.3-0.7kW 1.0-1.8kW 0.62-

0.7kW 2-2.5kW 0.61̶
1.5kW 0.7-1.3kW 0.7-

0.95kW 0.75-1kW

発電効率 45% 32% 35% 45% 50% 60%i以下 33% 37.7%
(全負荷) 37%

総合効率 85％ 104% 95% 85% 90% 85%以下 93% 90% 90%

サイズ(mm) 1200x600
x1800

600x550
x1050

620x580
x1650

1200x600
x1800

630x830
x1700

660x660
x1100

595x690
x1646

1250x1060
x1800

1085x595
x1998

［ドイツにおける家庭⽤燃料電池のラインナップ］
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課題４ 業務・産業⽤燃料電池の普及拡⼤（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
ロードマップ記載の取組の⽅向性

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最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。

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)SOFC型業務・産業⽤燃料電離の安全性評価 • 今後、300kW以上の業務・産業⽤燃料電池についても常時運転監視義務の⾒直しを進め
るため、安全性を評価する上で必要となるデータ収集を進める。

d)市場⽴ち上がり期における戦略的導⼊促進
• 2017年の業務・産業⽤燃料電池の市場投⼊後、効果的に市場を拡⼤していくため、機器

メーカーとガス事業者等が⼀体となった推進体制を構築する。
• 国は、市場の⽴ち上がり期において、その後の普及拡⼤につながる効果的な施策について検討

する。

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a) 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。引き続き、耐久性と⾼い⽔素利⽤率を両⽴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検知等の措置について、必要な開発・実証
を⾏う。

課題５ 純⽔素型の定置⽤燃料電池の利活⽤（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
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実⽤化に向けた実証、規制⾒直し

 250kW級中型製品、5kW級及び3kW級の⼩型製品について、2017年度に販売開始予定。

 現在は、市場投⼊前の最終的な実証がNEDO事業として進められている。

業務・産業⽤SOFCの開発例（NEDO事業）

メーカー 三浦⼯業 デンソー 富⼠電機 ⽇⽴造船 三菱⽇⽴
ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ

出⼒ 5kW 5kW 25kW 20-50kW 250kW

主要想定
需要家

理美容院、⼩規模店舗
ファミレス

病院、
介護施設、

⾷品スーパー等

データセンター
⼤規模ビル・ホテル

等
発電効率

（⽬標値） 50%
（検討中）

55% 55％ 55%

総合効率
（⽬標値） 90％ 85％ （検討中） 73%(温⽔)

65%(蒸気)

（参考）業務・産業⽤燃料電池の実証事例
 三菱⽇⽴ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞと⼤成建設の実証事業：250kw級のSOFCを設置し、BEMS統合制御や余剰電⼒の⾃社施設への電⼒⾃⼰託送を実施。
 三浦⼯業の実証事業：5kw級のSOFCを荒川区有スポーツセンター他に設置。

出典：NEDO資料より資源エネルギー庁作成



業務⽤SOFCのマーケットポテンシャル（イメージ）

22

平成29年度予算で予定している導⼊⽀援

市場⽴ち上がり期における戦略的導⼊促進

5kW級 50kW級 250kW級

業務⽤SOFCが
拓く新市場

熱電⽐＜0.5
950,000施設

2,800万kW程度
と試算される

出典：FCCJ資料より資源エネルギー庁作成

業務・産業⽤SOFCは、これまでのガ
スエンジンコージェネレーションシステ
ムよりも熱電⽐が⽐較的低いユー
ザーのマーケットを新たに開くことが
できると⾒込まれる。

 業務・産業⽤SOFCのマーケットポテンシャルとして2,800万kW程度が想定（試算）。

 国においては、市場のスムーズな⽴ち上がりを⽀援するため、導⼊補助⾦を予算措置予定。

 「燃料電池の利⽤拡⼤に向けたエネファーム等導⼊⽀援事業費補助⾦」により、業務・産業⽤SOFCの導⼊補助⾦を措置予定。
→補助率：1/3（予定）



純⽔素型定置⽤燃料電池とエネファームの⽐較
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（参考）実証等の事例

純⽔素型の定置⽤燃料電池の利活⽤

 エネファームよりも発電効率が⾼く、起動時間が短い
（60分→数分程度）

 電⼒事業者が東芝の⾃⽴型⽔素エネルギー供給システム
「H2One™」※を導⼊（2017年3⽉予定）、再⽣可能エネルギーの
導⼊拡⼤に伴う出⼒変動対策として適⽤可能かを検証する予定。
※⽔電解⽔素製造装置・⽔素貯蔵タンク等と純⽔素燃料電池を⼀体化し、⽔素の製
造、貯蔵及びそれを燃料電池で使⽤して電気・熱エネルギーを発⽣させるというシステム

 Panasonicも⼭梨県甲府市「ゆめソーラー館やまなし」において純⽔素
型燃料電池(PEFC)3台を導⼊した実証試験を実施。

Panasonicの実証試験(出⼒2.1kW=700kW×3台を連携制御)

出典：東芝

純⽔素型 (参考)
エネファーム

定格出⼒ 700W 3.5kW 100kW 700W

燃料種 純⽔素 都市ガス

発電効率
(LHV) 55％ 55％ 50％以上 39％

総合効率
(LHV) 95％ 95％ 95％以上 95％

外観

出典：各社HPより野村総合研究所作成

 ＣＯ２排出量ゼロに向けた取り組みの⼀環として、⼯場への純⽔素型燃料電池が導⼊される等、⼀部事業
者において導⼊の動きが進んでいる。



フェーズ１（⽔素利⽤の⾶躍的拡⼤）
１．２．運輸分野における⽔素の利活⽤
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フェーズ１
１．２ 燃料電池⾃動⾞及び⽔素ステーション等に関する主な⽬標と進捗状況

主な⽬標 進捗状況

① 2016年中に燃料電池バス及びフォークリフトを市場投⼊する。
さらに、燃料電池の適⽤分野を船舶等に拡⼤する。

• フォークリフトは2016年11⽉16⽇に、燃料電池バスは
2017年2⽉1⽇に、商⽤第１号が納⾞された。

② 燃料電池⾃動⾞（ストックベース）について、2020年までに4
万台程度、2025年までに20万台程度、2030年までに80万
台程度の普及を⽬指す。

• ⽇本国内で、累計1,500台程度が普及（2016年末時
点）

• トヨタ⾃動⾞は、年間700台⇒2,000台⇒3,000台と⽣産
能⼒の強化を実施。また、グローバルで2020年以降年間3万
台以上、⽇本で⽉販1,000台以上を⽬指すと発表。

③ 2025年頃に、より多くのユーザーに訴求するため、ボリューム
ゾーン向けの燃料電池⾃動⾞の投⼊、及び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。

• 2020年頃の第2世代投⼊後、各種施策を通じたコストダウン
を図りつつ、2025年頃のボリュームゾーン向けの燃料電池⾃
動⾞の投⼊を⽬指す⽅針で検討中。

④ 2016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 確保した上で、2015年度末時点の⽔素ステーショ
ン箇所数を2020年度までに倍増（160箇所程度）、2025
年度までにさらに倍増（320箇所程度）させるとともに、2020
年代後半までに⽔素ステーション事業の⾃⽴化を⽬指す。なお、
再⽣可能エネルギー由来の⽔素ステーション（⽐較的規模の
⼩さいもの）については、2020年度までに100箇所程度の設
置を⽬指す。

• 四⼤都市圏を中⼼に商⽤⽔素ステーションを92箇所を整備
（開所済84箇所（2017年3⽉9⽇現在））

• 再⽣可能エネルギー由来の⽔素ステーション（※）については、
19箇所を整備（開所済9箇所（2017年1⽉末時点））
※現在、⾃家⽤途として活⽤されている再⽣可能エネルギー由来の

⽔素ステーション

⑤ ⽔素価格については、現在、ハイブリッド⾞と同程度の価格が
戦略的に設定されているが、今後、引き続きハイブリッド⾞の燃
料代と同等以下としつつ、⽔素ステーションの⾃⽴化のためのコ
スト低減を図る。

• コスト低減を図るため、超⾼圧⽔素技術に関する研究開発等
を進め、規制改⾰実施計画等に基づく規制⾒直しを推進
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全国：
92箇所(開所84箇所)
※2017年3⽉9⽇現在

東北・⾸都圏：40箇所

仙台市
つくば市
さいたま市②②
越⾕市
春⽇部市
狭⼭市
⼾⽥市
千葉市
松⼾市
成⽥市
練⾺区
千代⽥区
港区
江東区②①
品川区
⼤⽥区①①
杉並区
荒川区
板橋区
⼋王⼦市
川崎市
川崎市
横浜市④②
相模原市②
藤沢市
伊勢原市
海⽼名市
甲府市

宮城県
茨城県
埼⽟県

千葉県

東京都

神奈川県

⼭梨県

中京圏：22箇所
⼟岐市
⽻島郡
静岡市
浜松市
名古屋市③②
豊橋市
岡崎市
刈⾕市②
豊⽥市②
安城市
稲沢市
⽇進市
みよし市
あま市
四⽇市市
津市

岐⾩県

静岡県

愛知県

三重県

関⻄・四国圏：15箇所

⼤津市
京都市①①
⼤阪市②①
枚⽅市
茨⽊市②
泉南郡
神⼾市
尼崎市
徳島市②
⾼松市

滋賀県
京都府
⼤阪府

兵庫県

徳島県
⾹川県

※⾚字は移動式
※下線は整備中

中国・北部九州圏：15箇所

広島県

⼭⼝県
福岡県

佐賀県
⼤分県

東広島市
広島市
呉市
周南市
北九州市②
福岡市②①
⼤野城市
古賀市
宮若市
糟屋郡
佐賀市
⼤分市

燃料電池⾃動⾞及び⽔素ステーション等に関する主な⽬標と進捗状況
（参考）商⽤⽔素ステーションの整備状況

出典：資源エネルギー庁作成
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⼈件費
11

保守管理費
23

電気代
2

その他費⽤
4圧縮機

1.1

蓄圧器
0.4

プレクーラ
0.2

ディスペンサ
0.3

その他機器費
0.4

⼯事費
1.2

単位：億円 単位：百万円

⽔素ステーション整備費内訳 ⽔素ステーション運営費内訳
整備費全体額

約3.６億円
運営費全体額

約40百万円

※補助⾦実績額（2015年度補助分）の平均（固定式オフサイト・300Ｎｍ3/h）
※なお、これ以外にも、補助対象とならない各種設備費が必要となることに留意 ※補助⾦実績額（2015年度補助分）等から算出（固定式オフサイト・300Ｎｍ3/h）

※なお、これ以外にも、補助対象とならない⼟地代等が必要となることに留意

出典：資源エネルギー庁作成

燃料電池⾃動⾞及び⽔素ステーション等に関する主な⽬標と進捗状況
（参考）⽔素ステーションの整備費・運営費の現状
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課題1 燃料電池システム等の更なるコスト低減（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
ロードマップ記載の取組の⽅向性

a) FCVの導⼊⽀援
• 初期需要創出の観点から、国はFCV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、企業側のニーズを踏まえ、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。



導⼊補助⾦の概要（ 平成２８年度）
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税制優遇の概要

FCVの導⼊⽀援

 エコカー減税（⾃動⾞取得税、⾃動⾞重量税）
・適⽤期間：平成27年4⽉1⽇〜平成29年3⽉31⽇（⾃動⾞取得税）

平成27年5⽉1⽇〜平成29年4⽉30⽇（⾃動⾞重量税）
・適⽤内容：減税対象⾞について、適⽤期間中に新⾞新規登録等を⾏った場合

に限り、特例措置が適⽤（1回限り、⾮課税（⾃動⾞取得税）
または免税（⾃動⾞重量税））

 グリーン化特例（⾃動⾞税）
・適⽤期間：平成28年4⽉1⽇〜平成29年3⽉31⽇
・適⽤内容：適⽤期間中に新⾞新規登録等を⾏った場合に限り、当該年度の

翌年度分について特例措置（概ね75％軽減）が適⽤

出所：各種情報より野村総合研究所作成

 経済産業省・国⼟交通省、環境省により、FCV・FCバス等に対して導⼊補助を実施。

 税制優遇策としては、「エコカー減税」、「グリーン化特例」に基づき、減税措置を実施。

⾞種 補助対象経費 補助率 補助額

FCV

トヨタ
「MIRAI」 ⾞両本体価格－基準価格 2/3 202万円

ホンダ
「CLARITY 
FUEL CELL」

⾞両本体価格－基準価格 2/3 208万円

FC
バス

営業⽤ ⾞両本体価格 1/2 上限なし

⾃家⽤ 通常⾞両価格との差額 2/3 上限なし

FC
タク
シー

営業⽤ ⾞両本体価格 1/2
335万円
〜
355万円

出典：各種資料より資源エネルギー庁作成



要素技術の確⽴に向けた開発例（NEDO事業）
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⼯程時間短縮に向けた技術開発例（NEDO事業）

⾞両の低コスト化・⾼耐久化・燃費性能向上等の技術開発

• CCM（※）の製造プロセスの⾼速化に取り組んだ。
※Catalyst Coated Membrane…電解質膜に触媒層を塗布した膜-触媒層接合体

• 塗⼯サイズ：30cm×10cm、セミ量産レベル（FCV数千台分／年のCCM⽣産を
想定）が可能であることを確認し、2017年中に当該製造装置の販売が開始され
た。

コアシェル触媒の開発
• 貴⾦属使⽤量の削減に向け、コアシェル触媒

の開発を実施。
• 性能を安定化させるため、貴⾦属以外のコア

材料の探索、シェルを安定化する中間層の導
⼊、最適な表⾯処理等を⾏い、従来よりも効
率的な⾼活性化処理⽅法を⾒出した。

図 Pt/Pd/Cコアシェル触媒とPtPd/C合⾦触媒

解析技術の開発
• 各部材、セル、スタックの性能向上のため、実際に燃料電池が作動している条件下で計測でき

る技術を構築し、燃料電池反応のメカニズムを明らかにする。
• ⾼性能化へつながるコンセプトを創⽣するため、燃料電池反応を数式化する試みを進めた。そ

れにより、燃料電池セルに関する４つの無次元パラメータから、セルの機能改善を事前に試算
することが可能になった。

出典：NEDO資料より資源エネルギー庁作成

 昨年度に引き続き、2025年度（平成37年度）以降の⼤量普及期の実⽤化を⾒据え、2019年度（平
成31年度）末において、（出⼒密度×耐久時間）／（単位出⼒あたりの貴⾦属使⽤量）を現⾏の10倍
以上にするための要素技術の確⽴を継続中。

 また、燃料電池スタックの製造に必要な⼯程時間として現⾏の1／10以下を⾒通す技術の確⽴という⽬標に
向け、研究開発を継続中。



31

課題2 FCVの基本性能等の向上（ロードマップ記載の取組の⽅向性）

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)FCV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ため、2016年６⽉を⽬
途に国内法令への導⼊に向けた措置を講じる。

課題3 FCVの海外展開（ロードマップ記載の取組の⽅向性）

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)ボリュームゾーン向けのFCV⾞両の市場投⼊ • より多くのユーザーに訴求するため、2025年頃までにボリュームゾーン向けのFCVの市場投⼊を⽬
指す。

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（再掲） （再掲）
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ボリュームゾーン向けのFCV⾞両の市場投⼊

FCV普及状況 ボリュームゾーン向けFCV投⼊に向けた課題

コストダウンに向けた⾮連続的な取組みの検討が必要

第1世代
（2014-2016年）

第2世代
⾶躍的拡⼤⽣産
（2020年頃）

第3世代 ﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝ向け
（2025年頃）

課題

• ⾞種の拡⼤にあたっては、共⽤化できる部品があれば、
量産効果を出すことによるコストダウンが可能

• ⼀⽅、ボリュームゾーン向け⾞両の場合、出⼒毎に異な
る部品を準備する必要が⽣じ、根本的なコストダウンに
向けた取組みが必要となる（セルスタックの場合は枚数
変更で対応可能だが、エアーコンプレッサ等のシステム部
品は別対応が必要）

取組み
（例） • ⾞種間の部品共⽤化 等

北海道・東北圏

7 

首都圏

580 

中京圏

582 

関西圏

147 

中国・四国圏

39  九州圏

118 

北海道・東北圏 ⾸都圏 中京圏 関⻄圏 中国・四国圏 九州圏

出典：各種資料より資源エネルギー庁作成

 2016年12⽉末時点で、⽇本国内に約1,500台が普及

出典：野村総合研究所実施インタビュー調査等より作成

 ⾃動⾞会社においては、2020年頃におけるFCVの⾶躍的拡⼤
⽣産後、具体的な投⼊計画を精査する⽅針。

 ⾃動⾞会社においては、2020年頃におけるFCVの⾶躍的拡⼤⽣産後、具体的な投⼊計画を精査する⽅
針。また、コストダウンに向けた部材共⽤化等を検討中。



世界統⼀基準フェーズ１の内容の国内法令への導⼊ 2016年6⽉
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フェーズ２の議論を進めるための
国内でのデータの取得＆試験法案作成

FCVの世界統⼀基準と国内法令の調和や相互承認

 フェーズ１では、材料について規定することについて、合意が得られず、各国の基準を
適⽤することとされ、材料についての議論はフェーズ２に持ち越された。

 フェーズ２で材料について議論するため、⾃由度に制約がある材料・成分で指定する
⽅法から、疲労進展や腐⾷にあたえる⽔素の影響等を評価する⽔素適合性試験⽅
法の案を国内において確⽴し、提案する。

 これにより、フェーズ２の議論を⽇本の主導下に進めることが重要である。

FCVを国際展開するためには、材料の⽔素適合性試験⽅法につい
ての議論をデータを基に進め、合意形成していくことが必要。

 世界統⼀基準に基づく相互承認により、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。これまでに、衝突安全性等のフェーズ１について国際的に合意した。

 国際的に合意ができていない材料の⽔素適合性試験などについては、⽔素利⽤技術研究開発事業におい
て、データを取得＆試験⽅法案をまとめ、2017年6⽉に開始予定のフェーズ２の議論へ向けて準備継続中。

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、⻑期放置の連続負荷）

 国連協定規則の国内法令の取り込みにより、国内法規と世界統⼀基準
の整合が図られた。

出典：資源エネルギー庁作成
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課題4 FCVの認知度や理解度の向上（ロードマップ記載の取組の⽅向性）①
ロードマップ記載の取組の⽅向性

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ものの 、漏洩等の事故は発⽣していることを踏まえると、今後の
商⽤⽔素ステーションの設置の拡⼤に当たっては、⽔素の特徴も踏まえ、適切な管理を引き続
き実施するだけでなく、安全性向上に向けた不断の取組が必要である。このため、実証⽔素ス
テーション及び商⽤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し、
蓄積していくとともに、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
ツールを引き続き供与する。また、⽔素ステーションの普及を進めていくにあたり、業界として⾼圧
ガス保安に関する⾃主⾏動計画を⼀般社団法⼈⽔素供給利⽤技術協会が2016年度に策
定し、実施することとしている。

• 都道府県、地域住⺠、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、
FCV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。

b)マスメディアを活⽤した広報活動
• FCV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、FCV

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

• 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やCO2削減に資する効率的・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。
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課題4 FCVの認知度や理解度の向上（ロードマップ記載の取組の⽅向性）②
ロードマップ記載の取組の⽅向性

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FCVを活⽤すべく、東京都と
も連携しつつ、FC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、FCバスについては、2016年の市場投⼊以降、東京都を中⼼に100台以上の市場
導⼊を⽬指す。また、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。その中で、複数台のFCバスへの充填に対応するための⽔素ステーションのあり⽅について
検討する。

e)FCV普及促進のための地⽅公共団体との連携 • 今後、地球温暖化対策推進法に基づく「地⽅公共団体実⾏計画」の改定が⾒込まれるため、
当該計画中に温暖化対策の取組として⾃治体でのFCVの活⽤を盛り込むことを働きかける。

f)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最新の情

報を提供できるシステムを展開する。
• 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。



HySUTによるトラブル・対処策等のデータベース化
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⽔素ST⽤機器、⼈材育成、安全性検討等の実証

⽔素に係る安全・安⼼の確保に向けた取組

 ⽔素ステーションからの事故・トラブル事例を収集、蓄積し、発⽣要因や
設備区分別の分析・解析を実施することにより、⽔素ステーションの⽇常
の保安、安全管理等に活⽤した。また、安全弁、遮断弁等に係る重要
事例については、専⾨家による深掘研究を実施し、トラブル未然防⽌に
向けた周知・展開を⾏った。

 なお、2014年12⽉9⽇、蓄圧器の開放検査中（⾮営業時）、掃除
機で蓄圧器内部の異物を除去しようとした際、検査のためにラインを閉じ
るバルブを閉め忘れ、⽔素が掃除機内に進⼊、掃除機が爆発し作業員
が軽傷を負う事故が発⽣したが、現在に⾄るまで、本件が唯⼀の⽔素ス
テーションにおける⼈傷事故である。

 ⽔素ステーション⽤設備・部品や充填プロトコル、計量技術の実証、連続
充填の実施による氷結発⽣の有無の検証、⼈材育成・技術伝承及びト
レーニング内容の検証、低コストステーション技術の安全性検討を⽬的と
して、オフサイト型の商⽤ステーションの標準的な仕様を備えた「⽔素技術
センター（仮称）」を⼭梨県内に整備予定。

出典：Hysut、NEDO資料より資源エネルギー庁作成

⽔素技術センター（仮称）整備

 トラブルと対処策等の情報をデータベース化し、特に重要な事例の深掘り研究を実施中。

 また、安全安⼼な技術の開発のために、「⽔素技術センター（仮称）」を来年度までに整備、運⽤を開始す
る⽅針。



⾃動⾞メーカーによる広報活動
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⽔素ステーション事業者による広報活動

マスメディアを活⽤した広報活動

（左）経済産業省に対する
ＦＣＶの納⾞式を実施

（右）平成28年5⽉に開
催されたG7北九州エネル
ギー⼤⾂会合にて、FCVを
試乗。海外に向けたPRを実
施。

（左）G7茨城・つくば科学技術⼤
⾂会合での送迎⽤FCV向けの⽔素
燃料供給に移動式⽔素ステーション
が協⼒し、国内外に認知度向上を
図った

（右）⽔素ステーションを新設する
場合、積極的に⾃治体と⽔素ス
テーション事業者の関係者によるマス
コミ発表を⾏い、情報提供を積極的
に実施

出典：各種公開情報より野村総合研究所作成

 トヨタ「MIRAI」に続き、ホンダは2016年3⽉に「CLARITY FUEL CELL」を投⼊し、各種メディアを通じて
⼤々的に広報活動を進め、FCVの認知度向上を図った。

 また、⽔素ステーション事業者は、ステーション新設時等に、積極的に広報活動を実施。

G7北九州エネルギー⼤⾂会合における広報活動

出典：北九州市



⾃治体保有FCVをカーシェアリングで活⽤する事例
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フォークリフト⽤ディスペンサー併設 ⽔素ステーション

地域と連携した⽔素サプライチェーン構築実証

 ⽔素ステーション⼭⼝周南では、同じ敷地内で70MPa⽤と
35MPa⽤の2種類のディスペンサーを有しており、⼀般⾞両と
フォークリフトの両⽅に充填できるステーションとしては国内初

 京都市では、⺠間事業者に委託してカーシェアリング事業を実施。
利⽤料は、同社が京都市に納付するという仕組みにて運⽤。

出典：各種公開情報より野村総合研究所作成

 地域の取り組みとして、京都市においては、市が購⼊したFCVについて⺠間事業者との連携により、カーシェアリ
ング事業に活⽤している。

 また、⼭⼝県ではフォークリフト専⽤ディスペンサーを併設した⽔素ステーションが整備される等の取り組みが展
開されている。

（レンタカー事業者）

運営事業者

利⽤者

①委託

⑥納付

②
申
込

③
貸
渡

④
返
却

⑤
⽀
払

内容
実施期間 平成28年8⽉10⽇

〜平成29年3⽉24⽇
貸出内容 ・市⺠のみならず全ての⼈が対象

・市外⾛⾏も可

利⽤料⾦
・ 6時間まで 9千円
・12時間まで 11千円
・24時間まで 13千円 等

貸出場所 京都駅南⼝
出典：京都市
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東京都 FCバス導⼊

東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会での活⽤

 国⼟交通省の⽀援を受け、東京都交通局が、事業⽤の路線バ
スとして、2017年3⽉までに燃料電池バスを2台導⼊。

 東京都では、燃料電池バスについて、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技⼤会までに100台以上を導⼊（都バスに先
導的に導⼊）することとしている。

 2020年 東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会を⾒据え、2017年3⽉21⽇から、東京都の路線バスとして
燃料電池バスによる営業運⾏が開始。

（参考）FCバスにも対応可能な⽔素ステーションの整備
 FCバスの市場投⼊に伴い、東京都有明地区において、FCバス

にも対応可能な⽔素STが開所（2017年3⽉）。

 これらFCバス対応⽔素STが整備されることで、東京オリンピック・
パラリンピックに向けて導⼊の拡⼤が⾒込まれるFCバスへの⽔素
供給に対応していくことが期待される。

（参考）東京都交通通局における燃料電池バスによる営業運⾏
 営業運⾏開始 2017年3⽉21⽇
 運⾏開始路線 都０５系統

※主な停留所は右記

出典：トヨタ⾃動⾞ 出典：岩⾕産業

出典：東京都資料より
資源エネルギー庁作成
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地⽅公共団体におけるFCV活⽤計画
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FCV普及促進のための地⽅公共団体との連携

• 千葉県地球温暖化対策実⾏計画千葉県 • ・・・ 燃料電池⾃動⾞や電気⾃動⾞などの次世代⾃動⾞や低公害⾞・低燃費⾞等、環境に配慮した
⾃動⾞の導⼊を促進するため、県⾃らも次世代⾃動⾞を率先導⼊するとともに、県庁駐⾞場に設置し
た電気⾃動⾞充電設備を県⺠への普及啓発に活⽤します・・・

内容（計画より引⽤）計画名都道府県

• スマートエネルギー都庁⾏動計画東京都 • ・・・⽔素エネルギーを利⽤する燃料電池⾃動⾞は、その利⽤の段階でＣＯ２を⼀切排出しないため、環
境負荷を⼤幅に軽減することができます。都では、⽔素社会の実現に向け、庁有⾞における燃料電池⾃
動⾞の率先導⼊を進めていきます・・・

• ⼭梨県地球温暖化対策実⾏計画⼭梨県 • ・・・⼆酸化炭素（CO2）の排出量のより少ない⾃動⾞として、次世代⾃動⾞（ハイブリッド、プラグイン
ハイブリッド、電気、燃料電池）や低燃費⾃動⾞の普及を図ります。・・・県の率先的取組として、⾞両購
⼊に関する基本⽅針に基づき、環境負荷の低い⾞両を導⼊します・・・

• ⼤阪府地球温暖化対策実⾏計画⼤阪府 • ・・・公⽤⾞を導⼊・更新するときは、「⼤阪府エコカー導⼊指針」及び「グリーン調達⽅針」に基づき原則と
してエコカー（ハイブリッド⾃動⾞、天然ガス⾃動⾞、電気⾃動⾞、プラグイン・ハイブリッド⾃動⾞、燃料電池⾃動⾞、⽔素エ
ンジン⾃動⾞、クリーンディーゼル乗⽤⾞、超低燃費⾞が該当）を調達します・・・

• 横浜市地球温暖化対策実⾏計画
（市役所編）

横浜市 • ・・・横浜市では、・・・NOx等を排出しない⼜は排出量が少なく、かつ燃料消費が少ない・・・「九都県市
指定低公害⾞」を公⽤⾞として積極的に導⼊しています。今後も積極的に電気⾃動⾞、プラグインハイブ
リッド⾃動⾞、燃料電池⾃動⾞など・・・を導⼊する・・・

出典：各種公開情報より野村総合研究所作成

 複数の⾃治体において、地球温暖化対策実⾏計画等に燃料電池⾃動⾞の公⽤⾞への導⼊等が位置づけ
られるなどされている。



⽔素ステーションに関する情報提供状況
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⽔素ステーションの設置場所に関する情報提供等

ナビアプリ「⽔素ステーションリスト」

スマホアプリ「Pocket MIRAI」

• 富⼠通は、オープンなクラウド基盤である「SPATIOWLを活⽤して、⽔素ステーションの
位置情報、稼働状況をリアルタイムに提供（「⽔素ステーション情報管理サービス」）。

• トヨタは、最新のテレマティクスサービス「T-Connect」をベースに、FCV特有の燃料補給
などに対する不安の軽減を⽬的とした専⽤サービス（ナビアプリ「⽔素ステーションリスト」、
スマホアプリ「Pocket MIRAI」）を導⼊し、2つの専⽤サービスで富⼠通のサービスを活
⽤。

情報提供に関する今後

• 現在、カーナビアプリやスマホアプリをはじめ、FCCJや⽔素ス
テーション事業者等が運営するWebサイト等の様々な⼿段
を通じて、営業状況や⽴地情報、ST名称等の情報を⼊⼿
することが可能な状況

• ⼀⽅、情報掲載レベルがそれぞれの情報源で異なる他、定
期点検で⻑期休業の場合には常に「×」が表⽰されたままで
ある等、ユーザーのニーズに応えきれていない

• さらに、今後、⼀部のWebサイト上で情報がアップデートされ
ないまま放置されるケースにより、ユーザーが混乱するようなこ
とが発⽣することも予想される

⽔素ステーション関連情報の⼀元化、
統⼀の情報提供プラットフォーム構築で、

利便性向上に資することができる可能性がある

出典：野村総合研究所実施インタビュー調査、各種公開情報より作成

 ⽔素ステーション名称・所在地・営業状況・82MPa対応状況等について、⾞載ナビを通じて提供できるように
している他、各社Webサイトを通じて情報提供を図っている。
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課題5 燃料電池の適⽤分野の拡⼤
ロードマップ記載の取組の⽅向性

a) 新たな⽤途の開発

• 既に⺠間を中⼼とした取組が進みつつあるFC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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燃料電池の適⽤分野の拡⼤

燃料電池バス 燃料電池フォークリフト 燃料電池船

 国⼟交通省の⽀援を受け東京都交通
局が初めての市販燃料電池バスとして
2017年3⽉までに計2台を導⼊

 2016年11⽉に市場投⼊
 トヨタ「MIRAI」の燃料電池セルを使⽤

し、35MPaの⽔素タンクを搭載
 環境省の⽀援を受け関⻄国際空港等

に導⼊

 燃料電池船の実⽤化に向け、国⼟交
通省は船舶の安全⾯を担保するため、
燃料電池船の安全ガイドラインを策定
中

 ⺠間においても、定置⽤燃料電池を搭
載した⼩型船舶の実船試験が2016
年10⽉から開始

【燃料電池バス】 【燃料電池フォークリフト】 【燃料電池船（らいちょうN）】
出典：トヨタ⾃動⾞ 出典：豊⽥⾃動織機 出典：東京海洋⼤学

 燃料電池バスや燃料電池フォークリフトについては、これまでの実証試験を踏まえ、既に市場投⼊済。

 燃料電池船については、2016年10⽉から実船を⽤いた試験が始まっている。
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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（ロードマップ記載の
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

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a) FCV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FCV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
最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最適な仕様を確⽴することが
重要である。

b) 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）の項⽬については着実に実施して
おり、引き続き、「規制改⾰実施計画」（平成27年6⽉30⽇閣議決定）に基づき、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、⺠間事業者に
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、⽔素ステーションにおけるセルフ充填や新たな技術を活⽤した液化⽔素ポンプ、新たな
タイプの容器（フープラップ式複合容器） の導⼊に向けて、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。また、セルフ充填を実現していくためには、ドライバー等の
安全性確保に向けた取組についても検討が必要。
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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（ロードマップ記載の取
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

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a) 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、FCV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、FCV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、FCV普及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、地域の実状に応じ
て、柔軟な配置を進める。

b) 需要創出活動への⽀援

• FCVの普及を⽬的として、⽔素ステーションの稼働情報の充実・提供等、ユーザー利便性の拡
⼤や、広く⼀般に向けたFCVや⽔素に対する理解促進及び認知度の向上といった取組を⾏い、
国はそれら活動への⽀援を⾏う。

• 複数による⾃動⾞メーカーが、上述の国による⽔素ステーションの運営⽀援と協調し、⽔素供
給ビジネスへの参⼊を決めたインフラ事業者に対して⽔素ステーションの運営に係る経費の⼀部
を⽀援するとともに、本⽀援の周知を図り⽔素供給ビジネスへの新たな事業者の参⼊を促して
いく取組を⾏う。
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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（ロードマップ記載の取
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

ロードマップ記載の取組の⽅向性

c）FCバスの⽔素需要の活⽤ • ⽔素ステーションの稼働率向上に向けた取組として、安定的に⼤量の⽔素需要が⾒込まれる
FCバスの活⽤の可能性について検討する。

d）地域と連携した⽔素サプライチェーン構築実証 （再掲）

e）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FCV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FCV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、FCV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。
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⽔素ステーションの整備・運営コストの低減

 例えば、機器メーカ間での競争進展、ボリューム効果による機器
価格下落、海外製品の採⽤等により、コストダウンが⾒込める状
況。

 ⼀⽅、⼟建費が⾼騰しており、パッケージ化や省スペース化はそ
れらの課題を解決する上で重要な突破⼝となりうる。溶接可能
な配管向け材料技術の開発等、継続的な推進が必要。

a) 低コスト機器の開発（例:圧縮機、プレクーラー、蓄
圧器） による、機器コスト削減

b) 汎⽤部品の共⽤化による機器コスト削減

c) パッケージ化、省スペース化による⼯事費削減

整備費
半減オプション

d) 規制の⾒直しによる設計・整備コスト削減

⽔素ステーション整備費の削減に向けた動き

出典：野村総合研究所実施インタビュー調査より作成 出典：資源エネルギー庁作成

研究開発等による⽔素ステーション整備費の削減に向けた取組イメージ

 普及状況に⾒合った仕様を確⽴させる上で前提となる、⽔素ステーション整備費の削減に向けた取組み（機
器コスト削減、⼯事費削減、設計・整備コスト削減に向けた汎⽤部品の共⽤化、パッケージ化・省スペース化
等）が各社で進⾏中。

 ⽔素ステーションの規制⾒直しについては、平成27年6⽉30⽇閣議決定の18の規制改⾰項⽬のうち、6項
⽬について措置済み。

（出典）トヨタ⾃動⾞

180
105

60

25

30

24

50

14

140

65

2013年度 2020年頃

圧縮機

蓄圧器

プレクーラー

ディスペンサー

その他

圧縮機

新型圧縮機の開発

各圧縮段の流量および圧⼒を⾒直し、
少ない段数で、より効率的に圧縮を⾏う
ことができる低価格な圧縮機を開発。

140百万円⇒65百万円

Ｔｙｐｅ２容器の開発・採⽤

蓄圧器

炭素繊維の使⽤量低減を中⼼に、製
作時間や材料費等が少なくなるＴｙｐ
ｅ２容器を開発するとともに、使⽤基準
を整備する。

12.5百万円×4本⇒3.5百万円×４本

プレクーラー

鋼種拡⼤の研究で使⽤が可能となった新型
材料（ＸＭ-19）を使った⻑尺・細管の構
造を⽤いることで、設計が簡易かつ低コストな
プレクーラーを開発。

30百万円⇒24百万円

新型プレクーラーの開発

※2013年度補助⾦
申請額の平均値



平成27年6⽉30⽇閣議決定の18の規制改⾰項⽬のうち、6項⽬が措置済
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（参考）⽔素ステーションに関する規制⾒直し状況

出典：資源エネルギー庁作成
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パッケージ型や移動式⽔素ステーション等の活⽤

⼩型⽔素ステーションの導⼊

＜概要＞
• ⽔素圧縮能⼒は50Nm3/h、恒常的に1時間に1台のFCVに充填可能。
• ピーク時の対応として蓄圧器を多く設置し、連続したFCVにも充填できるよう

配慮。
• 汎⽤性のある圧縮機の活⽤により整備費を低減。
• 圧縮機の⼩型化に伴い、200Vの電源電圧で利⽤可能となり、電気代等の

運営費を低減。

＜意義＞
 ⽔素ステーションにかかる⾼額な整備費、運営費の抑制

・コンパクトな設備となり、施⼯期間の短縮に伴う⼈件費の削減、軽量化に伴う基
礎⼯事費の削減等が可能。

 省スペースでの設置が可能
・狭⼩地やFCVを販売する⾃動⾞メーカーの駐⾞場など、整備地の選択肢が
広がる。

 新規プレーヤーの参⼊促進
・今後、⽔素ステーションがさらに普及していくためには、インフラ事業者の裾野の

拡⼤が必要。整備費、運営費の抑制に伴い、中⼩企業や地場企業などの参
⼊を促進。

＜補助⾦対象＞
• 2017年度から「燃料電池⾃動⾞の普及促進に向けた⽔素ステーション整備事業

費補助⾦」の対象とする。
※補助上限額、補助率等は案

 インフラ事業者の裾野を拡⼤しつつ、⽔素ステーションのネットワークのフロンティアを開拓していくため、より⼩型
な商⽤⽔素ステーションを2017年度から市場投⼊する予定。また、国においては、当該⽔素ステーションに対
する補助について2017年度から対象とする予定。

（整備費）

（需要創出活動）

⽔素供給設備
の規模

⽔素供給能⼒
(Ｎｍ3/ｈ） 供給⽅式 補助率 補助上限額

（百万円）

⼩規模 50以上
300未満

オンサイト⽅式（パッケージを含むもの） ２／３ 220
オンサイト⽅式（上記に該当しないもの） １／２ 220
オフサイト⽅式（パッケージを含むもの） ２／３ 180
オフサイト⽅式（上記に該当しないもの） １／２ 180
移動式 ２／３ 180

※50以上100未満については、ピーク時に連続して2台の燃料電池⾃動⾞に1台当たり40Nm3以上
の⽔素を充填できる能⼒を有するもの

⽔素供給能⼒
(Nm3/h)

補助対象
経費上限 補助率 補助上限額

（百万円）

100以上（2箇所運⽤） 39 ２／３ 26

100以上（1箇所運⽤） 33 ２／３ 22

50以上100未満 24 ２／３ 16
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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（ロードマップ記載の
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

ロードマップ記載の取組の⽅向性

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。

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（ロードマップ記載の
取組の⽅向性）④ ポスト2030年を⾒据えた世界最先端の規制の整備

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)市場を先取りした規制整備の推進 • 今後のFCVの本格普及を前提に、あるべき規制の絵姿を検討し、市場化を先取りして規制整
備の取組を進めていく。

b)新たな技術⾰新に対応する規制の整備
• 今後のFCVの本格普及を前提に、例えば、液化⽔素のFCVへの直接充填等といった従来の

法規制では想定していない技術⾰新に基づく新たな⽔素の取扱いについて、業界のニーズを踏
まえ、安全性を検証した上で規制の必要性及びその内容について検討し、できるものから実⾏
する。
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⽔素の安価で効率的な国内流通システムの確⽴

2016 2017
①有機ハイドライド

型⽔素スタンド
関連技術調査

②有機ハイドライド
⽔素スタンドのリ
スク評価

③リスク低減安全
対策検討

④技術基準案等
の策定

・有機ハイドライド技術調査（性状、関連技術他）
・⽔素スタンド建設関連法規等調査
・設備仕様調査＆モデルフロー作成

・消防庁検討結果の整理
（HAZIDの結果検討）
・設備フローに基づくリスク

抽出、リスク評価

有機ハイドライドを⽤いた⽔素スタンド液化⽔素昇圧型ポンプを⽤いた⽔素スタンド

出典：岩⾕産業

液化
⽔素
貯槽

蓄圧機
送ガス
蒸発器

（⾼圧）

液化⽔素ポンプ

技術開発

 NEDOによる⽔素利⽤技術研究開発事業を活⽤し、液化⽔素昇圧型ポンプを⽤いた⽔素ステーションや、メ
チルシクロヘキサン改質型オンサイトステーションの技術基準を作成するための研究開発を実施

［液化⽔素昇圧型ポンプを⽤いた⽔素STイメージ］

・リスク低減⽅法の検討
（安全対策）

・安全対策の仕様検討

［基準整備のための研究開発の例：有機ハイドライドスタンドの基準整備の場合］

技術開発
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ポスト2030年を⾒据えた世界最先端の規制の整備

第193回国会 安倍総理施政⽅針演説（2017.1.20）

2020年には、現在の40倍、4万台規模で燃料電池⾃動⾞の普及を⽬指します。世界初の液化⽔素船
による⼤量⽔素輸送にも挑戦します。⽣産から輸送、消費まで、世界に先駆け、国際的な⽔素サプライ
チェーンを構築します。その⽬標の下に、各省庁にまたがる様々な規制を全て洗い出し、改⾰を進めます。

 ⼀律的な保安検査の⽅法や、保安監督者等⼈間による保安の担保のあり⽅の⾒直しなど、Iot等を活
⽤した技術開発とそれを許容する規制の⾒直しが求められている。

 FCVの将来的な普及状況等を⾒越し、公道での⽔素充填の可能化などFCVの台数が増えた段階で
重要になってくる基準整備を今の段階から検討することが重要。

 さらに、これまでの使⽤可能鋼材の拡⼤の研究の中で得られたデータを下に、新たな⽔素特性判断基
準を導⼊し、規制のあり⽅を根本的に⾒直すことも必要。

これらを受けて、燃料電池実⽤化推進協議会（FCCJ）から内閣府の規制改⾰ホットラインへ40項⽬
の規制改⾰要望を提出。

 これまでの規制改⾰実施計画は、ステーションの整備を可能にするための項⽬等が中⼼。

 ⽔素ステーションの⾃⽴化に必要な整備費・運営費のさらなる低減、地⽅への⽔素ステーションの普及拡⼤、
等を達成するためには、規制改⾰の⼀層の推進が重要。

 1⽉20⽇の第193回国会 安倍総理施政⽅針演説でも、各省庁にまたがる様々な規制を全て洗い出し、改
⾰を進める旨が⽰された。

 規制の⾒直しについては、別途、資料２により整理
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課題7 ⽔素ステーションの戦略的な整備（ロードマップ記載の取組の⽅向性）

（P）

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)関係者間の役割分担及び整備⽅針の再整理

• 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、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、⽔素ステーションが⾃⽴するまでの間の、効果的、効率的な需要創出を図るための⽔素
ステーションの戦略的配置や、当該地域における⽔素ステーション整備の推進、⽔素ステーショ
ンコストの低減に向けたオールジャパンでの検討・実施体制の構築等を実現するため、インフラ
事業者、⾃動⾞メーカー、国等は新たな枠組みについて検討し、早期に結論を得る。その際、
⺠間投資を円滑に取り込めるような仕組みとなるよう⼯夫する。

b)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、住⺠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・⺠間事業者の協⼒体制を構築する。

c)パッケージ型や移動式⽔素ステーション等の活⽤ （再掲）
d)⽔素に係る安全・安⼼の確保に向けた取組 （再掲）
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⽔素ステーションの整備・運営に関する新たな枠組みの検討状況

関係者間の役割分担及び整備⽅針の再整理

 ポスト100箇所の次なるステージにおいて、⽔素ステーションの戦略的整備を推進する体制を構築するため、関
係者が連携して「新たな枠組み」を検討中。

 「新たな枠組み」を基に、⽔素ステーションインフラネットワークの戦略的展開や、⽔素ステーションの整備費・運
営費の低減、規制⾒直し等の取組を加速。

 今後、官⺠による議論を深化し、「新たな枠組み」の基本的事項について2017年央までに関係者間での合意
の上、2017年内に「新たな枠組み」の構築を⽬指す。

検討の内容

 今後の⽔素ステーションの整備・運営に関して、関係者の連携による「新たな枠組み」の検討が進められている。
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地⽅公共団体との協⼒体制の構築

第２回（平成28年4⽉15⽇） 第3回（平成28年10⽉31⽇）
参加⾃治体数 • 18都府県

• 11政令指定都市
以上の他、
オブザーバーとして25⾃治体が出席

• 20都府県
• 13政令指定都市
以上の他、
オブザーバーとして23⾃治体が出席

国等 • 経済産業省（地⽅経済産業局）
• 国⼟交通省 ・環境省 ・NEDO

• 経済産業省（地⽅経済産業局）
• 国⼟交通省 ・環境省 ・NEDO

⺠間事業者 • トヨタ⾃動⾞ ・JXエネルギー
• ⽇産⾃動⾞ ・東京ガス
• 本⽥技研⼯業

• トヨタ⾃動⾞ ・東京ガス
• ⽇産⾃動⾞ ・岩⾕産業
• 本⽥技研⼯業 ・⽇本エア・リキード
• JXエネルギー ・豊⽥通商

議題 • ⽔素・燃料電池戦略ロードマップの改訂
• ⽔素ステーションの整備に係る規制の運⽤
• ⾃治体における先進的な取組

• 平成29年度概算要求
• ⽔素ステーションのおける規制運⽤関係
• FCバスに係る取組
• ⽔素社会の実現にかかる⾃治体取組アンケート結果
• ⾃治体における先進的な取組

［平成28年度］⾃治体連携会議の開催状況

 「燃料電池⾃動⾞等の普及促進に係る⾃治体連携会議」を今年度2回開催。

 燃料電池⾃動⾞の普及や⽔素ステーションの整備に係る情報交換、取組の共有等を⾏っている。

⽔素・燃料電池について⾃治体における先進的な政策展開や、動向等に関する情報交換を実施。



フェーズ２
（⽔素発電の本格導⼊／⼤規模な⽔素供給システムの確⽴）
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課題１ 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（ロードマップ記載
の取組の⽅向性）

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)⾃家発電⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・
実証

• 2017年度までに、⾼濃度の⽔素混焼が可能なガスタービンを⽤いた技術実証を⾏い、⽔素発
電の安全性の検証や社会受容性の向上を図る。

• 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

• 既存の⽕⼒発電設備を活⽤した⼤規模⽔素混焼発電の技術実証等を⾏うことにより、将来の
⽔素専焼発電導⼊に向けて必要となる技術的・制度的な検証を⾏う。

• 発電事業⽤に⽔素発電を⾏うことについて、「⽔素発電に関する検討会」における検討結果も
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や、
実プラントでの運⽤を想定した失⽕・漏洩対策、⽕災爆発回避策等の安全確保策、燃料とし
ての⽔素の取扱いに関するオペレーションの最適化等を検討する。

c)発電事業⽤⽔素発電に関する保安規制等の検証 • 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。



⾃家発電⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・実証

 事業者においてのドライ追焚型混焼ガスタービン（⽔素混焼60％）の開発を完了し、営業活動を開始して
いるが、将来を⾒据え、発電時のCO2排出量がより少ない⽔素専焼ガスタービン燃焼器を開発している。

58出典：野村総合研究所実施インタビュー調査、各種公開情報より作成

⽔素混焼 ⽔素専焼

ド
ラ
イ

⽔
・
蒸
気
噴
射

ドライ追焚型混焼ガスタービン 低NOx⽔素専焼ガスタービン燃焼器

 天然ガスに対して体積当たり60％の⽔素混焼に対応。天然ガ
スとは別の箇所から⽔素と空気を投⼊する「追い焚き型」により、
⽔噴射を⾏うことなくNOxを制御。

 ⼀⽅、専焼ガスタービン向けの「ドライ・ロー・エミッション技術」も開発
しており、2020年の市場投⼊を⽬指して2017年度中に燃焼器部
分を完成させる予定。本⽅式により、⽔や蒸気の噴射に拠らず燃
焼温度を低く制御することで、ＮＯｘ排出量を削減することができる。

⽔・蒸気噴射を採⽤したガスタービンは、⽔・蒸気噴射により燃焼効率が低下するため、⽔素リッチガスを⾼効率で燃焼できるドライ型の技術開発が進められている。

 ⽔素と天然ガスを可変的に混焼できる機器。
 当該機器を活⽤し「⽔素CGS活⽤スマートコミュニティ技術開発事

業」（次項参照）にて実証。

 川崎重⼯業は、⽔素発電⽤ガスタービンの事業化を推進してい
る。⽔素混焼ガスタービンは開発が完了しており、 2015年度よ
り営業活動を開始している。
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⽔素CGS活⽤スマートコミュニティ技術開発事業 ①

事業概要・実証場所
 神⼾市ポートアイランドに１ＭＷ級⽔素コージェネレーションシステム（⽔素

CGS・⽔噴射式・混焼濃度可変）を設置し、近隣の複数施設に⽔素由来の
電気・熱を供給する。電気・熱・⽔素の効率的な運⽤を⽬指す統合型エネル
ギーマネジメントシステム（統合型EMS）の実証を⾏う。

 将来的な⽔素社会を⾒据え、⽔素の環境性能を維持しつつ、需要家のエネル
ギー需要等に応じて⼀定程度の経済性を担保しうる混焼割合を⾒いだすことが
本実証要素の⼀つである。

実証規模
█ エネルギーセンターからの最⼤供給量

電⼒ およそ 1,100kW
熱 およそ 2,800kW

█ 供給先（予定）
ポートアイランドスポーツセンター（延床⾯積 10,697㎥）
神⼾国際展⽰場（展⽰⾯積 13,600㎥）
ポートアイランド処理場（延床⾯積 22,988㎥）
医療センター中央市⺠病院（病床数 708床）

⾃家発電⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・実証

 NEDOの実証事業により、⼤林組と川崎重⼯業が、神⼾ポートアイランドの近隣の公共施設を対象に、
2018年から⽔素コージェネ-ションシステムでの電⼒と熱の供給を開始する予定。

出典：(株)⼤林組

１ＭＷ級ガスタービン カット図

⽔素コージェネレーションシステム
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⽔素CGS活⽤スマートコミュニティ技術開発事業 ②
エネルギーセンター機器配置図 スケジュール

進捗状況
█ 機器製作、及びエネルギーセンターの建設に向けた現地の整地⼯事に着⼿

█ 事業期間 平成27年11⽉〜平成30年３⽉

天然ガス圧縮機

液化⽔素貯槽

⽔素ガス圧縮機

ローリー停⾞位置 ⽔素ガスタービン 排熱ボイラ

写真① 写真②
※平成29年２⽉時点 検討図
※実際の機器配置は本図とは異なる可能性あり

写真① 現地の整地⼯事に着⼿
（平成29年2⽉10⽇ 撮影）

写真② 現地の整地⼯事に着⼿
（平成29年2⽉10⽇ 撮影）

⾃家発電⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・実証

出典：（株）⼤林組

出典：(株)⼤林組出典：(株)⼤林組

出典：(株)⼤林組

⽔素CGS・液化⽔素貯蔵設備 イメージ図

※ 実際の設備配置は本イメージ図とは異なる。 出典：川崎重⼯業（株）

平成29年3⽉現在



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

混焼実証発電設備

技術開発

製品開発

⽔
素
混
焼

︵

予
混
︶

移
転

設
備

①燃焼速度DB構築

②燃焼解析高度化

③着火遅れDB構築

②‐１渦芯FB耐性強化 ③‐１壁面FB耐性強化 ④‐１最終設計

①現設計 ②‐２燃焼試験 ③‐２燃焼試験 ④‐２燃焼試験

⑤水素混焼プラントの設計 ⑥（水素混焼プラント詳細設計） ⑦（混焼GT実証発電）
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発電事業⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・実証
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 ①

本事業では、天然ガス中に体積割合で20%の⽔素を含有した燃料を前
提とし、現在の500MW級コンバインドサイクル⽤天然ガス焚きガス
タービンと同様の効率・安定性と低NOx性の両⽴を実現する上での解
決に向けた課題の抽出を通して、プラント建設・運⽤に向けた基本設
計を完了する。

事業
⽬的

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

単⽸実圧燃焼試験燃料分配図

ﾄｯﾌﾟﾊｯﾄ燃料

ﾒｲﾝ燃料

ﾊﾟｲﾛｯﾄ燃料

ﾒｲﾝﾉｽﾞﾙ

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾉｽﾞﾙ
ﾄｯﾌﾟﾊｯﾄﾉｽﾞﾙ

天然ガス

⽔素

 NEDOの事業により、事業者が⽔素発電プラントの建設・運⽤に必要な技術開発を実施している。

本事業

出典：三菱⽇⽴パワーシステムズ(株)
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発電事業⽤⽔素発電ガスタービン等の技術開発・実証
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 ②

・ 燃焼速度DBの構築(⼤阪⼤学)
・ 燃焼解析の⾼度化(京都⼤学)

・ 実燃焼器解析(京都⼤学)

・ 着⽕遅れ時間DBの構築(名古屋⼯業⼤学)

設計ツールとして使⽤

計算コード

実在するプラントをベースに、プラント建設計画を策定し、本事業成
果の商品化に向けた基本設計(商品パッケージ化)を完了する。

ガスタービンの設計

検証試験

シミュレーション・CFDによるプラント設計

 本事業終了時点で⽬指す成果は、「燃焼器内温度分布を予測する技術」、「燃料成分変化に対する安定運
転範囲を拡⼤する技術」、「天然ガス・⽔素混焼プラントの設計技術」、3点の技術開発

出典：三菱⽇⽴パワーシステムズ(株)

【燃焼器内温度分布を予測する技術】 【燃焼成分変化に対する安定運転範囲を拡⼤する技術】

【天然ガス・⽔素混焼プラントの設計技術】

⽔素・天然ガスの混焼による燃焼特性の変化に対して幅広
く対応可能な燃焼器の設計開発技術。

出典：三菱⽇⽴パワーシステムズ(株)

出典：三菱⽇⽴パワーシステムズ(株)
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課題２ 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
ロードマップ記載の取組の⽅向性

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建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。

• ⽬標とすべき⽔素供給コストについては、今後、専⾨的な検討を⾏うこととするが、2020年代後
半にプラント引渡しコストで30円／Nm3程度、つまり発電コストで17円／kWh程度を下回るこ
とを⽬指す。

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。
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海外からの⽔素供給に関する技術開発・実証等
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 ①

将来の豪州からの商⽤液化⽔素サプライ
チェーン実現を⾒通すため、個別技術の確
⽴を図るとともに、商⽤化に向けた課題の抽
出を⾏うことを⽬的とする。

○輸送・荷役技術の試験場所決定：神⼾空港島

○輸送・荷役技術の試験設備仕様決定 ○輸送技術の実証に向けた液⽔輸送⽤
タンクシステム仕様決定

 実証試験⽅案を策定した上で費⽤とスケジュールを検討し、実証試験の
基本計画（案）を策定。

【H27・H28年度の実績】事業
⽬的

✓ 真空断熱⼆重殻構造の海上輸送⽤液化⽔素
タンクシステム基本仕様

✓ 液化⽔素⽤ローディングシステム及び荷役基地
設備基本仕様

２９年度〜 計画を実⾏段階に移し、
実証試験⽤設備の詳細設計・調達・製作を開始する。

 2016年2⽉には、岩⾕産業（株）、川崎重⼯業（株）、シェルジャパン（株）、電源開発（株）の４社
が「技術研究組合CO2フリー⽔素サプライチェーン推進機構」（HySTRA）を組成し、実証が本格化した。

出典：技術研究組合 CO2フリー⽔素サプライチェーン推進機構（HySTRA）

【未利⽤資源 褐炭】
・⽔分が多く輸送効率が低い
・⾃然発⽕の危険性あり

将来の商⽤プラントのイメージ

メルボルン

シドニー

ブリズベン

キャンベラ

※ 製造時に発⽣する
CO2は豪州で貯留

（CCS）

ビクトリア褐炭

褐炭から⽔素を製造

褐炭および炭⽥

実証試験設備
(神⼾市 神⼾空港島北東部)
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海外からの⽔素供給に関する技術開発・実証等
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 ②

・液化⽔素運搬船の安全要件が国際海事機関(IMO)で暫定勧告
として採択（2016年11⽉）

・液化⽔素運搬船の安全基準について国交省海事局
－豪州海事安全局(AMSA)間での協議を終了（2017年1⽉）

商⽤船イメージ

 2016年1１⽉、国際海事機関（IMO）で液化⽔素運搬船の安全要件が暫定勧告として採択。実際の運
送にあたっては関係当局間でその適⽤を確認することが必要になっているが、2017年1⽉国⼟交通省海事局
とオーストラリア海事安全局間で協議を終了。これにより実証船の建造に向けた準備が整う。

出典：川崎重⼯業（株）

海上輸送をめぐる動き ⽇豪海事当局間協議の模様（於：キャンベラ）

出典：国⼟交通省海事局 プレスリリース

【確認事項】
◆運送する貨物は、豪州ビクトリア州の褐炭から⽣成される液化

⽔素であること
◆ＩＭＯが勧告した液化⽔素運搬船の暫定基準に則り船舶を

建造及び運航することにより、両国間での液化⽔素運送の安
全が確保されること
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海外からの⽔素供給に関する技術開発・実証等
未利⽤エネルギー由来⽔素サプライチェーン構築に関するハイレベルでの関係構築

安倍総理⼤⾂とターンブル豪⾸相
（2015年12⽉）

⾼⽊副⼤⾂とビクトリア州財務⼤⾂・資源⼤⾂
（2016年８⽉）

安倍総理⼤⾂とターンブル豪⾸相
（2017年1⽉）

 2015年12⽉、安倍⾸相と豪ターンブル連邦⾸相が⾸脳会談を⾏い、共同声明を発出。共同声明において
は、「⽔素社会」実現に向けた⽔素サプライチェーン事業への⽀持を表明。

 2017年1⽉、安倍⾸相と豪ターンブル連邦⾸相が⾸脳会談を⾏い、その後⾏われた共同記者会⾒後に共
同プレス発表を発出。共同プレス発表においては、褐炭⽔素プロジェクトを含む取組を歓迎。

⽇豪⾸脳会談を⾏い、共同声明を発出。共同声明
においては、「⽔素社会」実現に向けた⽔素サプライ
チェーン事業への⽀持を表明。

会談を実施し、⽇豪両国のイノベーション協⼒事
業である褐炭⽔素プロジェクトを円滑に実施・推
進するための協⼒を継続することを再確認。

経済産業省と豪州産業イノベーション科学省との
間で、褐炭⽔素プロジェクトを含む複数のイノベー
ションプロジェクトの推進を両国で進めていく旨を明
記した⽇豪イノベーション協⼒の覚書を締結。
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海外からの⽔素供給に関する技術開発・実証等
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

2020年頃に以下の要素から構成される実証サプライチェー
ンの運転を⾏う。
①⽔素源が存在する地域においてトルエンと⽔素よりメチルシクロヘキ
サンを製造する設備（トルエンの⽔素化プラント）
②メチルシクロヘキサンより⽔素を取り出す設備（脱⽔素化プラント）
③メチルシクロヘキサン／トルエンの輸送・貯蔵システム

事業
⽬的

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

貯蔵貯蔵

第１期 第２期
27年度（2015年度） 28年度（2016年度） 29年度（2017年度） 30年度（2018年度） 31年度（2019年度） 32年度（2020年度）

基盤技術検証／実証仕様検討 実証サプライチェーン構築（⽔素化・脱⽔素プラント設計施⼯） 実証運転

実証サプライチェーンを構築予定
1. ⽔素源

東南アジア資源国における副⽣⽔素を⽔素
源とする⽔素化プラントの設計施⼯を実施

2. ⽔素供給先
京浜川崎臨海部の⽯油製油所内に脱⽔素
プラントの設計施⼯を実施

1年間の実証運転を実施予定

1. 供給量 年間210トン
2. 供給先 ガスタービン発電設備

【H27・H28年度の実績】

10項⽬の基盤技術検証を実施済み
1. ⽔素化スケールアップ検討
2. 不純物除去設備仕様検討
3. 脱⽔素スケールアップ検討
4. 負荷追従性向上策検討
5. ⽔素純度向上策検討
6. 触媒商業⽣産課題検討
7. 商⽤トルエン運転検証
8. サプライチェーン検討
9. 発電燃料供給仕様検討
10. ⽔素サプライチェーン将来形態検討

 ⽔素の供給元及び利⽤先の事業者と⽴地を決定し、 MOUを締結するなど、実証に向けて着実に進んでい
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技術開発の⽅向性等に関する記載があるものの、
定量的な検討が不⼗分。

 今般のパリ協定の発効を踏まえ、⻑期的に更なるCO2削減が求められることが⾒込まれる。
 2030年以降の⽔素発電の本格導⼊の際にセットで必要になるサプライチェーン開発への⺠間投資を促す働

きかけが必要。

⽔素発電導⼊に係るシナリオ検討［今後の検討事項］

⽔素発電導⼊に係るシナリオについて以下のような点を踏まえて分析する。

主な検討事項（想定）

試算の際に
考慮すること

（例）

 技術開発動向を踏まえた⽯炭、LNG⽕⼒発電所での⽔素混焼の条件。
 ⽔素供給側の制約（未利⽤エネルギーのポテンシャル、建設期間等のリードタイム）。
 コスト効率的なCO2削減が可能かどうか。



フェーズ３
（トータルでのCO2 フリー⽔素供給システムの確⽴）
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課題1 ⽔素供給国におけるCCS（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)CCSと組み合わせた⽔素製造技術開発・実証等

• ⽯油随伴ガスや褐炭等の未利⽤エネルギーを⽤いた⽔素供給システムに関する技術開発・実
証と⼀体となって、⼆酸化炭素分離・回収プロセスの効率向上、コスト低減等のCCSに関する
技術開発・実証を⾏う。

• なお、2011年に設置されたISO/TC265において、⼆酸化炭素回収、輸送、及び地中貯留
（CCS）分野における設計、建設、操業、環境計画とマネージメント、リスクマネージメント、定
量化、モニタリングと検証、及び関連活動の標準化に関する検討が進められており、我が国も引
き続きCCSの標準化に向けて積極的に議論に参加、主導していく。

• 上記取組については、未利⽤エネルギーの賦存量や⽔素供給可能量、CO2貯蔵可能量、我
が国への⽔素輸送コスト等を踏まえ事業化可能性を⼗分に⾒極めた上で、相⼿国との協⼒の
もとで⾏う。
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CCSと組み合わせた⽔素製造技術開発・実証等

苫⼩牧CCS実証の配置図CCSのイメージ図

出典：CO2フリー⽔素ワーキンググループ資料

 北海道苫⼩牧市において我が国初となる⼤規模CCS技術実証が実施されており、平成28年4⽉より年間約
10万トン規模でCO2圧⼊が開始されたほか、CCS技術の実⽤化に向けては、CO2の分離回収に係る技術
開発や貯留ポテンシャル調査等を通じて、操業能⼒の確保・安全性の確⽴・コスト低減、貯留適地の選定等
が⾏われている。
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褐炭ガス化技術とCCSを組み合わせた⽔素製造イメージ図

 未利⽤資源である褐炭を熱分解反応によりガス化することで、⽔素等を主成分とする燃料ガスが⽣成可能で
あり、同時に発⽣するCO2をCCSにより回収・貯留することで、CO2フリーの⽔素製造が可能となる。

 NEDOにおいては、平成7年度から平成26年度にかけてEAGLEプロジェクト（酸素吹きガス化技術開発）が
実施された。本プロジェクトの成果は、未利⽤サプライチェーン事業における褐炭ガス化技術に活⽤されることと
なっている。

CCSと組み合わせた⽔素製造技術開発・実証等

褐炭

CO2

CO2分離・回収

⽔素精製

出典：「⽯炭からのCO2分離・回収技術」（電源開発（株））より資源エネルギー庁作成

ガス化炉概念図

圧⼊・貯留

スラグ

H2

 褐炭は可搬性に乏しく、
未利⽤資源として世界
各地に賦存すると考えら
れる。

 CCSと組み合わせること
で、褐炭のような未利⽤
資源からCO2フリーの⽔
素が製造可能。

H2

帯⽔層

貯留層



（参考）⽔素供給チェーンの全体像

出典：CO2フリー⽔素WG資料

 従来、そのままの形で我が国に輸送することは困難であった海外の未利⽤エネルギーを、⽔素の形に変換する
ことで、輸送性や貯蔵性を⾼めようとする取組が進展。

 将来的には、CCS等のCO2排出を低減する技術と組み合わせることで、トータルでのCO2フリーの⽔素供給シ
ステムを確⽴することを⽬指す。

供給側 需要側

MCH

液化・圧縮

トルエンと
化合

CH３

⽔素キャリアへの変換

有機
ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ

液化
⽔素

副
⽣
⽔
素

再
エ
ネ
由
来
⽔
素

改
質
／
ガ
ス
化
⽔
素

化学⼯場等にて副⽣
される⽔素を利⽤

・苛性ソーダ
・⽯油化学製品 等

未利⽤化⽯燃料の
改質・ガス化により⽔
素製造。CO2は
EOR、CCS等に利⽤

再⽣可能エネルギー
発電設備と⽔電解装
置により⽔素製造

・随伴ガス
・褐炭 等

・太陽光発電
・⾵⼒発電
・⽔⼒発電
・地熱発電 等

EOR CCS

⽔
素

CO2

⽔電解
（アルカリ・PEM等）

改質・ガス化等

電
気 H2O

（⻑距離・⼤量）
⽔素輸送・貯蔵

⽔
素

・製油所において脱硫
⽤、化学⼯場において
合成原料として利⽤

・FCV、家庭、業務、産
業⽤燃料電池の燃料と
して利⽤
・⽔素ステーションへ供
給
・⽔素とメタン等を混合
し、都市ガス管に混⼊

・⼤規模⽕⼒発電所に
おける混焼・専焼⽤燃
料として利⽤発電

事業⽤

脱⽔素

圧縮
⽔素
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課題２ 再⽣可能エネルギー由来の⽔素製造等に関する技術開発・実証等（ロードマップ
記載の取組の⽅向性）

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)再⽣可能エネルギー由来⽔素の導⼊に関する具体
的な検討

• 再⽣可能エネルギー由来⽔素の導⼊に関する技術⾯や経済⾯の具体的な課題について、国内の主要
な設備メーカー、⽔素サプライヤー、ユーザー等が参加して検討を⾏い、2016年度中に具体的な課題及
び必要な取組の⽅向性について結論を得る。

b)再⽣可能エネルギーからの安価・安定・⾼効率な⽔
電解技術の開発

• 再⽣可能エネルギーの⼤きな出⼒変動に対応して、安価で、安定的、かつ⾼効率な⽔電解技術を確⽴
すべく研究開発を⾏う。

• 具体的には、電解電流密度の向上や電解セル⼤型化等による設備コストの低減、変動する再⽣可能
エネルギーへの追従等の研究開発を⾏う。

c)再⽣可能エネルギー由来⽔素導⼊を⽬指したシステ
ムの開発・実証

• 再⽣可能エネルギーは本質的に短⻑期的な出⼒変動を伴い、国内外同様に供給地が偏在している。こ
うした時間的、地理的な偏在性を吸収する⼿段として、再⽣可能エネルギーからの⽔素製造から輸送・
貯蔵、利⽤まで含めた技術開発・実証を計画的に⾏う。

d)改⾰2020プロジェクト等の先進的取組の推進

• ⽇本再興戦略改訂2015（平成27年6⽉30⽇閣議決定）において、成⻑戦略に盛り込まれた施策
を加速させるとともに、後世代に継承できる財産となる６つのプロジェクトが位置づけられている。⽔素・燃
料電池に関しては、その⼀つとして、地⽅に豊富に存在する再⽣可能エネルギーを活⽤してCO2フリーの
⽔素を製造し、これを都市部などの⾼需要地へ輸送し、利⽤することで、地⽅と都市部が⼀体となった
CO2フリーの⽔素社会モデルの構築を図ることとされている。プロジェクトの実現に向け、国、⺠間事業者、
及び関係地⽅⾃治体は、適切な役割分担の下で取組を進める。

• 2016年3⽉に総理から発表された「福島新エネ社会構想」に基づき、「イノベーション・コースト構想」の新
エネ分野の取組を加速化し、その成果も活⽤しつつ、福島全県を未来の新エネ社会を先取りするモデル
創出拠点とするための取組を推進する。

ロードマップ記載の取組の⽅向性

a)将来の⽔素利活⽤を⾒据えた技術開発

• 光触媒や、⾼温ガス炉等の熱を活⽤したISプロセスによる⽔素製造技術については、将来的に安定・安
価かつ低環境負荷な⽔素供給を担いうる技術として期待されることから、引き続き取組を進める。

• ⽔素エネルギー・キャリアとしてアンモニアを活⽤するため、再⽣可能エネルギーからのアンモニア製造、アン
モニアからの⽔素分離・精製、アンモニアを利⽤する燃料電池及びアンモニア直接燃焼技術等の要素技
術開発を引き続き⾏う。

課題3 その他の中⻑期的な技術開発（ロードマップ記載の取組の⽅向性）
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再⽣可能エネルギー由来⽔素の導⼊に関する具体的な検討

 ロードマップ上での、2040年頃をターゲットとした「トータルでのCO2フリー⽔素供給システムの確⽴」について、
CO2フリー⽔素ワーキンググループを設置・検討し、今後の対応の⽅向性等を報告書にて取りまとめた。

出典：資源エネルギー庁作成 CO2フリー⽔素ワーキンググループ報告書については別途、資料3により報告

技術⾯

･ ⽔電解装置について、①エネルギー変換効率の向上、②コストの低減、
③耐久性の向上を⽬指した技術開発

･ ⽔電解システムのコストとして26万円/（Nm3/h）（約5万円/kW）
を⾒通すことのできる技術の確⽴

･ 調整⼒として利⽤可能なPower-to-gasシステムの実現

制度⾯

･ CO2フリー⽔素の定義と制度化に向けた詳細設計
･ ⽔素の製造から利⽤までのCO2排出量の評価⽅法（LCA）と認証ス

キームの構築
･ ⽔素の持つ環境価値が取引可能なスキームの構築（省エネ法、エネル

ギー供給構造⾼度化法等）
･ 系統空き容量を超える再エネ発電設備を導⼊する仕組みの構築

その他

･ 燃料・熱・産業利⽤など、低炭素化のポテンシャルを踏まえたCO2フリー
⽔素のさらなる応⽤分野の拡⼤

･ CO2フリー⽔素の普及拡⼤に向けた技術・制度の両⾯での国際的イニ
シアティブの発揮

今後更なる検討が必要な事項
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（参考）CO2フリー⽔素ワーキンググループ 検討経緯
時期 議題 内容 発表者（敬称略）

第1回 5/13 ① WG趣旨説明、検討の⽬的・射程
② P2Gを巡る現状

• WG開催趣旨、⽬的、アウトプット、スケジュール
• 海外動向、NEDOプロ概要説明

① METI
② NEDO

第2回 6/22
① 再⽣可能エネルギー接続状況と系統負荷

対策等について
② P2Gの経済性・導⼊可能性等について

• 再エネ接続による系統逼迫状況、蓄電池等の系統負荷
対策、⽔素利⽤に対する期待と課題

• 余剰電⼒の考え⽅、再エネからの⽔素製造の経済性、
P2Gの適地・導⼊可能性

① 九州電⼒、東北電⼒
② ⽇本エネルギー経済研究

所、エネルギー総合⼯学
研究所

第3回 8/9
①グリーン電⼒証書の現状
②未利⽤電⼒を活⽤した⽔素製造泳ぎ発

電予測技術
③蓄エネルギー技術の最適運⽤

• 国内外のグリーン電⼒証書取引について
• 発電予測技術について
• 再エネの短周期成分の分離、活⽤⽅策について

①METI
②③NTTファシリティーズ、

ユーラスエナジーホールディン
グス、富⼠電機

第4回 9/29 ① P2G技術の現状と⾒通しⅠ
② 他の競合技術との⽐較分析

• ⽔電解技術、⽔素貯蔵技術、純⽔素燃料電池について
• 蓄電池等の蓄エネルギー技術との⽐較 ①②JSW、旭化成、東レ

第5回 10/25
① P2G技術の現状と⾒通しⅡ
② CO2フリー⽔素の定義について
③ CO2フリー⽔素のアプリケーション（地産地

消・都市における利⽤について）

• ⼯場のCO2フリー化等CO2フリー⽔素の利活⽤⽅策につ
いて

• 再エネ由来⽔素、副⽣⽔素等のLCA
• 既存のエネルギーインフラを踏まえたCO2フリー⽔素の地⽅

における地産地消、都市への輸送の考え⽅等を整理

① 東芝
② トヨタ⾃動⾞
③ ＪＸエネルギー、岩⾕産

業、東芝

第6回 11/24 ① 国内外のCCSについて
② 海外のCO2フリー⽔素について

• 国内、国外のCCS等を取り巻く状況について
• 海外からの⽔素輸送について

① METI（産技局）
② 川崎重⼯業、千代⽥化

⼯建設

第7回 12/22 ① 海外のP2G事例（出張報告）
② 取組⽅針の整理、報告書⾻⼦案

• 秋の出張報告（欧州、北⽶）
• ⽅針整理、⾻⼦案の審議

① METI（NRI）
② METI

第8回 2/24 ① 報告書案の審議 • 報告書案の審議 ① METI
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再⽣可能エネルギーからの安価・安定・⾼効率な⽔電解技術の開発
再⽣可能エネルギー由来⽔素導⼊を⽬指したシステムの開発・実証

 2016年9⽉、NEDOは平成２８年度「⽔素社会構築技術開発事業／⽔素エネルギーシステム技術開発事業」において、
将来的な再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤を⾒据え、その課題について⽔素を活⽤して解決するための技術開発として、
6テーマを採択し、検討が開始された。現在各事業にてFSを実施し、２９年度上期に予定されているステージゲート審査を
通過した事業が実証事業へと進むというスキーム。

事業者（敬称略） 事業内容

東芝、東北電⼒、岩⾕産業 10MWの⽔電解装置により、系統全体の需給バランス調整を図る電⼒系統側制御システムと、製造された⽔素を需要予測に基
づいて販売する⽔素需要予測システムの協調制御を⾏う⽔素システムの構築を検討する。

⽇本製鋼所、⽇⽴造船 再⽣可能エネルギーの不安定部分を活⽤して製造した⽔素と、下⽔処理場から発⽣したCO2を反応させてメタンガスを製造し、都
市ガス導管への注⼊を⾏うシステムの経済成⽴性を検討することで、系統の安定化と経済成⽴性の両⽴を⽬指す。

清⽔建設、産業技術総合
研究所、⽇本重化学⼯業

郊外における余剰再⽣可能エネルギーから製造した⽔素を熱化学昇圧した⾼圧⽔素で街区に輸送し、燃料電池により電⼒・熱に
変換。電気・熱・⽔素のトータルエネルギーマネジメントにより、街区レベルでのZEBの実現を⽬指す。

⽇⽴製作所、北海道電⼒、
エネルギー総合⼯学研究所

⾼い再⽣可能エネルギー賦存量を有するエリアにおいて⾵⼒発電の出⼒制御が実施されている現状を踏まえ、蓄電池、⽔電解装置
及び⽔素混焼エンジン発電を協調制御するシステムを構築し、系統の安定化と再エネ導⼊量の拡⼤を図る。

NTTファシリティーズ 点在する余剰再⽣可能エネルギーを⾃営線および系統線を利⽤して集約し、⽔素に変換。⾼度なEMSと発電予測技術を活⽤し
て電熱需要を賄うことで、再⽣可能エネルギーの最⼤限の活⽤を⽬指すモデルの経済成⽴性を検討する。

⼭梨県企業局、東レ、
東京電⼒、東光⾼岳

太陽光発電の不安定電⼒に対応するMW級PEM型⽔電解装置の開発実証を⾏い、再⽣可能エネルギー導⼊量拡⼤と系統安
定化を図るための⾼効率なP2Gシステムの構築を⽬指すとともに、製造した⽔素の貯蔵・輸送・利⽤まで含めた⼀連の⽔素供給シ
ステムについて経済成⽴性の検討を⾏う。

NEDOによるPower-to-gasのFS事業 採択⼀覧

 ⽔電解装置について、⼤型化・⾼効率化を⽬的とした研究開発が進められている。
 各事業者により、時間的、地理的な再⽣可能エネルギーの変動を吸収するモデルでの実証や事業が多く検討

されており、⼀部では再⽣可能エネルギー由来の⽔素製造等に関する実証が開始されている。
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改⾰2020プロジェクト等の先進的取組の推進①

 福島を再⽣可能エネルギーや⽔素社会を切り開く先駆けの地とする構想を実現すべく、CO2フリー⽔素に関す
る先導的取組として、福島新エネ社会構想実現会議が設置され、「福島新エネ社会構想」が取りまとめられた。
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改⾰2020プロジェクト等の先進的取組の推進②

 現在、事業者による事業化可能性調査が進められているところ、その遂⾏に当たっては、再⽣可能エネルギー
や⽔素・燃料電池に関する技術、エネルギーマネジメントシステム、電⼒系統運⽤システム等、多分野に渡って
検討すべき課題が存在する。

 こうしたことを踏まえ、福島新エネ社会構想実現会議の下に再⽣可能エネルギー由来⽔素プロジェクト検討
WGを設置し、学識経験者等の⾒解・助⾔を踏まえつつ、適切に進捗状況を確認し、もって円滑な事業の遂
⾏を確保することとし、平成29年3⽉2⽇に第１回のＷＧを開催した。
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特に検討を進めるべき項⽬

現状を踏まえて協議会として今後特に検討を進めるべき項⽬

主な内容

 ⽔素・燃料電池ロードマップの進捗状況を踏まえ、⾜元で重点的に検討すべき項⽬を設定し、⽔素社会実現
に向けた取組を更に加速する。

エネファーム

フェーズ
1

フェーズ
2

⽔素発電

フェーズ
3

CO2フリー⽔素

機器価格の低減及びマーケットの更なる拡⼤

現状においても購買需要を満⾜できていないFCVの販売拡
⼤とボリュームゾーン向けFCVの投⼊に向けた計画の検討

⽔素STの⾃⽴化に向けた整備費・運営費低減のための規
制⾒直しの推進

⽔素STの戦略的配置及び整備促進を⽬指した新たな枠
組みの構築

2030年以降の⽔素発電の本格的導⼊に向けた戦略的シ
ナリオ

その際必要となる商⽤⽔素サプライチェーン関連実証事業
の着実な推進

CO2フリー⽔素の利活⽤を促進する制度等に関する検討
Power-to-gasに関する実証事業の推進

 FCVの⾶躍的な⽣産の拡⼤、販売の促進及び
FCVのコストダウンに向けた⾮連続的な取組の検
討等

 取り組むべき規制項⽬の抽出と、その⾒直しに必
要なアクションプランの策定等

 基本的事項について2017年央までに関係者間
での合意の上、同年内に枠組みの構築を⽬指す

FCV／⽔素ST

 拡⼤を⽬指す市場の明確化や取り組むべき道
筋の精緻化等

 今般のパリ協定の発効を踏まえ、⻑期的にはさら
なるCO2削減が求められることを⾒越し、⽔素発
電導⼊の⽬標等の検討に資する調査等

 NEDOによる商⽤⽔素サプライチェーン事業の適
切なプロジェクト管理

 CO2フリー⽔素の利活⽤拡⼤という観点から、
CO2フリー⽔素の定義に係る議論や活⽤のイン
センティブを与える制度設計等に関する議論

 NEDOによるPower-to-gas実証事業の組成


