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１．水素エネルギー利活用の意義
／対応の方向性（総論）



 多岐にわたる分野において、水素の利活用を抜本的に拡大することで、大幅な省エネルギー、エネルギーセ

キュリティの向上、環境負荷低減に大きく貢献できる可能性がある。

 さらに、「将来の二次エネルギーでは、電気、熱に加え水素が中心的役割を担うことが期待され」ており、

「“水素社会”の実現に向けた取組の加速」が必要（「エネルギー基本計画」）。

【水素エネルギー利活用の意義】 【水素エネルギー利活用の形態】

産業ガス

従来
ロケット燃料

現在

将来

燃料電池自動車
（FCV）

家庭用燃料電池
（エネファーム）

2009年市販開始

FCフォークリフト FCバス

FCスクーター水素ジェット航空機 ポータブルFC

水素発電・業務用FC

FC鉄道車両

産業ガスや
特殊用途

エネルギー
利用本格化

2014年市販開始

多様な
用途

FC：燃料電池

①省エネルギー
燃料電池の活用によって高いエネルギー効率が可能

②エネルギーセキュリティ
水素は、副生水素、原油随伴ガス、褐炭といった未利用
エネルギーや、再生可能エネルギーを含む多様な一次エ
ネルギー源から様々な方法で製造が可能であり、地政学
的リスクの低い地域からの調達や再エネ活用によるエネ
ルギー自給率向上につながる可能性

③環境負荷低減
水素は利用段階でＣＯ２を排出しない。さらに、水素の製
造時にＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留技術）を組み合わ
せ、又は再エネを活用することで、トータルでのＣＯ２フ
リー化が可能

④産業振興
日本の燃料電池分野の特許出願件数は世界一位である
等、日本が強い競争力を持つ分野

１－１．水素エネルギー利活用の意義
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 水素をエネルギーとして利用する“水素社会”についての包括的な検討を進めるべき時期に差し掛かっている。

 将来の二次エネルギーでは、電気、熱に加え、水素が中心的役割を担うことが期待される。

第３章 第８節 ３．“水素社会”の実現に向けた取組の加速

（１）定置用燃料電池（エネファーム等）の普及・拡大

家庭用（エネファーム）は２０３０年に５３０万台導入することを目標に、市場自立化に向けた導入支援や技術開発・標準化を通
じたコスト低減を促進。

業務・産業用も早期実用化を目指し技術開発や実証を推進。

（２）燃料電池自動車の導入加速に向けた環境の整備

２０１５年から商業販売が始まる燃料電池自動車の導入を推進するため、規制見直し等によって水素ステーション１００ヶ所整
備の目標を達成するとともに、低コスト化のための技術開発等によりステーションの整備を促進。

（３）水素の本格的な利活用に向けた水素発電等の新たな技術の実現

水素の利用技術の実用化については、水素発電にまで拡がっていくことが期待。技術開発を含めて戦略的な取組を今から着
実に推進。

（４）水素の安定的な供給に向けた製造、貯蔵・輸送技術の開発の推進

水素をより安価で大量に調達するため、先端技術等による水素の大量貯蔵・長距離輸送など、水素の製造から貯蔵・輸送に
関わる技術開発等を今から着実に推進。

（５）“水素社会”の実現に向けたロードマップの策定

“水素社会”の実現に向けたロードマップを本年春を目途に策定し、その実行を担う産学官による協議会を早期に立ち上げ。

エネルギー基本計画（水素部分概要） （２０１４年４月１１日閣議決定）

１－２．「水素社会」の実現（エネルギー基本計画）

3



 水素エネルギー利活用の促進に向けて、需要に見合った水素の安価・安定的な供給のため、水素の「製
造」「貯蔵・輸送」「利用」まで一気通貫したサプライチェーン構築が重要。

 各種の取組を進めるため、経済産業省に産学官からなる「水素・燃料電池戦略協議会」を設置。同協議会
での議論を経て、２０１４年６月にロードマップを策定。（６月２４日公表）

 「日本再興戦略」改訂２０１４（６月２４日閣議決定）において、「ロードマップに基づき必要な措置を着実に進
める」こととされた。

浅見 孝雄 日産自動車（株） 専務執行役員
有賀 敬記 大陽日酸(株) 常務取締役
伊勢 清貴 トヨタ自動車（株） 取締役・専務役員
市江 正彦 (株)日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
上羽 尚登 岩谷産業(株) 取締役副社長
内田 幸雄 JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役副社長執行役員
小川 洋 福岡県知事

●柏木 孝夫 東京工業大学 特命教授
上地 崇夫 千代田化工建設(株) 常務執行役員
亀山 秀雄 (一社) 水素エネルギー協会 会長
久德 博文 大阪ガス(株) 代表取締役副社長執行役員
久米 雄二 電気事業連合会 専務理事
倉田 健児 (独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 副理事長
小林 裕明 東京ガス（株） 常務執行役員
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

ＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネット 理事長
佐々木 一成 九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター長
髙田 廣 川崎重工業(株) 代表取締役副社長
中尾 正文 旭化成(株) 取締役上席執行役員
福尾 幸一 本田技研工業(株) 常務執行役員
前川 治 （株）東芝 執行役上席常務
馬渕 洋三郎 三菱日立パワーシステムズ(株) 副社長執行役員
吉田 守 パナソニック(株) 常務取締役
渡辺 政廣 山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター長

（※●：座長、五十音順。役職は委員就任当時。）

水素・燃料電池戦略協議会（委員）水素サプライチェーンのイメージ

油田・ガス田
随伴ガス 等

褐炭 等

再生可能
エネルギー

電力

液体水素
有機ハイドライド

パイプライン

高圧ガス水素

燃料電池自動車

分散型電源

水素ステーション

水素発電
etc

水
素

水
素

水
素

水
素

水
素

水
素

１－３．水素社会の実現に向けたロードマップの策定と実行
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 フェーズ１（水素利用の飛躍的拡大）：現在～
足元で実現しつつある、定置用燃料電池や燃料電池自動車の活用を大きく広げ、我が国が世界に先行す
る水素・燃料電池分野の世界市場を獲得。

 フェーズ２（大規模な水素供給システムの確立）：２０２０年代後半に実現
水素需要を更に拡大しつつ、水素源を未利用エネルギーに広げ、従来の「電気・熱」に「水素」を加えた新た
な二次エネルギー構造を確立。

 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）：２０４０年頃に実現
水素製造にＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留）を組み合わせ、又は再生可能エネルギー由来水素を活用し、
トータルでのＣＯ２フリー水素供給システムを確立する。

2020年

2030年

2040年

フェーズ１

燃料電池の利用拡大

フェーズ２

大規模な水素供給システムの確立

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

2017年
家庭用燃料電池に加え、業
務・産業用燃料電池を市場
投入

2020年頃～2020年代半ば
燃料電池車の普及拡大を
促進する水素価格・車両価
格の実現

2020年代後半
海外からの水素供給システム
確立

2030年頃
水素発電の本格化

2040年頃
ＣＯ２フリー水素供給システム確立

水素供給体制の構築見通しを踏まえた
計画的な開発・実証

開発・実証の加速化
水素供給国との協力関係の構築

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸで
水素の可能性
を世界に発信

【水素社会の実現に向けた対応の方向性】

１－４．水素社会の実現に向けた対応の方向性
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水
素
の
「利
用
」

「輸
送
・貯
蔵
」

「製
造
」

２０３０年頃 ２０４０年頃２０２０年頃

水素・燃料電池戦略ロードマップ概要
～全分野一覧～

ﾅﾌｻや天然ｶﾞｽ等
の化石燃料から水
素製造

現状

高圧水素ガスや液
化水素の形態で、
産業ガスとしてごく
一部が流通

※大半は、石油
精製等により
自家消費

現状

定置用
燃料電池

燃料電池車

水素発電

２００９年市場投入
１０万台超が普及

現状

２０１４年１２月
乗用車市販開始
２０１６年
バス市場投入予定

現状

ｶﾞｿﾘﾝ車の燃料代と同等以下の水素価格の実現

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の燃料代と同等以下の水素価格の実現

水素ＳＴの自立的展開

海外での未利用エネ由来
水素の製造、輸送・貯蔵の本格化

再生可能エネルギー等を活用したＣＯ２フリーの水素製造に関する開発・実証

水素ステーションの先行整備

水素ステーションに関する技術開発・規制見直し

ユーザーが５年で投資回収
可能なコストの実現

ユーザーが７、８年で投資回収
可能なコストの実現

２０１７年 業務・産業用の市場投入

発電事業用水素発電の本格導入開始自家発用水素発電の本格導入開始

燃料電池車の自立的な普及拡大（燃料電池車の世界最速普及）

家庭用燃料電池の自立的な普及拡大

自家発用水素発電の本格導入

発電事業用水素発電の本格導入

業務・産業用燃料電池の自立的な普及拡大

①車両の導入支援
②車両の低コスト化・高耐久化等に向けた技術開発

導入支援

実用化に向けた実証、規制見直し

商業ベースでの効率的な水素の国内流通網の拡大
液化水素や有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ等の形での

国内流通に関する開発・実証

有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞや液化水素等の形での海外からの
水素輸送・貯蔵の開発・実証

海外からの水素価格（プラント引渡価格）３０円／Ｎｍ３を実現 発電事業用水素発電の本格導入
により水素価格の低減が加速化

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

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

ＣＯ２フリー水素
の製造、輸送・貯蔵

の本格化

家
庭
用

国

内

海

外

海外の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ（副生水素、原油随伴ｶﾞｽ、褐炭等）
からの水素製造の開発・実証

【水
素
Ｓ
Ｔ
】

【流
通
】

海外からの未利用エネ由来水素の製造、輸送・貯蔵の本格化 ＣＯ２フリー水素の製造、輸送・貯蔵の本格化

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

水素発電ガスタービン等
の開発・実証

（注）赤の矢印は国が重点的に関与する取組を、
青の矢印は民間が中心となって行う取組を指す。

２０１５年頃

フェーズ１： 水素利用の飛躍的拡大（燃料電池の社会への本格的実装）

業
務

産
業
用
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２．燃料電池自動車等の社会的意義



２－１．燃料電池自動車の市場投入までの経緯

 ２００２年１２月、トヨタ及びホンダが５省庁に燃料電池自動車（ＦＣＶ）をリース（世界初）。

 水素・燃料電池実証（Japan Hydrogen & Fuel Cell Demonstration Project: JHFC）による本格的な水素ス

テーション実証や、水素ステーションの先行整備を経て、２０１４年１２月に一般販売が開始。

～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010～2014年 2015年～

 (2002.02)国内初の実証水素ステーション完成

 (2011.01)13社による共同声明

 燃料電池自動車
一般販売開始
（２０１４年１２月）

 (2002.12)トヨタ/ホンダ 官邸へFCVリース

試作車等による研究開発 水素・燃料電池実証（JHFC）

第１期
（２００２年度～）

第２期
（２００６年度～）

第３期
（２０１１年度～１３年度）

商用ステーション
先行整備

（２０１３年度～）

【 燃料電池自動車関連の主な取組の推移 】

トヨタ「MIRAI」販売開始
世界初のリース販売車を官邸に納車

 (2014.07)
国内初の商用水素ステーション
開所

 (2015.01)
トヨタ「MIRAI」第1号車納車

世界初の市販車を4省庁に納車
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 輸送部門は、我が国のエネルギー使用量の約２割を占め、そのほぼ全てを石油製品に頼っている。

 燃料電池自動車のCO2排出量は水素製造源によって様々ではあるが、従来のガソリン車等と比べるとCO2
排出量削減が期待できる。また、再生可能エネルギー等を用いた場合の将来的な削減ポテンシャルも大き
い。

２－２．燃料電池自動車の意義①

79

14

78

147

132

95

0 20 40 60 80 100 120 140 160

FCV

（オンサイト都市ガス改質）

FCV

（オンサイト太陽光アルカリ水電解）

FCV

（オフサイト天然ガス改質）

ガソリン車

ディーゼル車

ハイブリッド

CO2排出量（Well to Wheel JC08モード）
g-CO2/km

出典：「総合効率とGHG 排出の分析報告書」（財団法人 日本自動車研究所、平成23年3月）

Well to Wheel のCO2排出量の比較

運輸
23.2%民生

33.5%

産業
43.3%

輸送部門のエネルギー消費の現状
出典：総合エネルギー統計より作成

最終エネルギー消費の部⾨別内訳
（2012年度）

我が国の原油・⽯油製品供給に対する
⾃動⾞部⾨の消費割合（2012年度）

発電
18.3%

民生
14.1%

運輸（自動
車以外）

2.1%

自動車
33.2%

産業
28.2%

その他
4.2%

鉄道
2.2%

自動車
89.1%

船舶
4.6%

航空
4.1%

 

石油製品
97.8%

都市ガス
0.1%

電力
2.0%

運輸部⾨の構成⽐ ⾃動⾞の燃料⽐率

Ｆ
Ｃ
Ｖ
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２－３．燃料電池自動車の意義②

 中長期的には、航続距離、ＣＯ２制約、燃料価格等の要因によって、次世代自動車の棲み分けがなされてい
くと考えられる。

 燃料電池自動車は発電した電力を外部に供給することも可能であり（ＦＣＶ２Ｈ）、電気自動車に比べて５倍以
上の供給能力を持つ。

10

走行距離

車
両
サ
イ
ズ

大きい

長い

EV領域

近距離・域内
コミューター

HV・PHV領域
FCV領域

クリーンディーゼル車領域

電気
ガソリン、軽油、ＣＮＧ、ＬＰ

Ｇ、
バイオ燃料、合成燃料等

水素

（市場導入段階）

（本格普及段階・市場導入段階）

（市場導入段階）

＜車種毎の棲み分け概念図＞

短い

燃料
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【参考】定置用燃料電池の意義

 定置用燃料電池とは、都市ガス・ＬＰガスから取り出した水素と、空気中の酸素を化学反応させて電気と熱
を発生させるコージェネレーションシステム。

 利用段階で反応物として水しか排出せずクリーンであり、また、化学反応から電気エネルギーを直接取り出
すためエネルギーロスが少ない。電気と熱の両方を有効利用することで、更にエネルギー効率を高めること
が可能。

［出典］ パナソニック

＜戸建住宅用＞
2009年より販売開始

＜集合住宅向け＞
2014年4月より販売開始

［出典］三浦工業

＜数百ｋＷクラス＞

＜数ｋＷクラス＞

家庭用燃料電池
（エネファーム）

業務・産業用燃料電池

定置用燃料電池のイメージ 定置用燃料電池の省エネ・ＣＯ２削減効果

家庭用燃料電池実証事業の2009年1月～12月の
通年データによる省エネ、二酸化炭素排出削減効果

一次エネルギー削減量
12,230 MJ/年

（エネルギー削減23％）

18リットル灯油缶
18.5缶分のエネルギー節約

2,460m2の森林が
吸収するCO2の量に相当

CO2削減量
1,330kg-CO2/年

（ CO2削減率 38％）

※ガス給湯器及び系統電力を利用した場合との比較

［出典］２００９年度定置用燃料電池大規模実証事業報告書

［出典］三菱日立ＰＳ



３．燃料電池自動車等の現状と課題



３－１．水素ステーションの先行整備（考え方）
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１００箇所の水素ステーションの先行整備の考え方

 燃料電池自動車ユーザーの受容性を高めるためには、燃料補給に対する不安を払拭するため、十分な水

素ステーションを整備することが不可欠。

 ２０１１年１月、国内の自動車会社とエネルギー事業者１３社が、四大都市圏を中心に１００箇所程度の水素

ステーションの先行整備を目指すことについて、共同声明を発表。

 このような先行整備の考え方としては、燃料電池自動車の普及初期において、水素ステーションの運営が

容易ではない中で、ユーザーが許容できる距離や燃料電池自動車の高い需要が見込まれる地域等の要素

を勘案し、集中整備を目指すもの。

【自動車会社】
トヨタ、日産、ホンダ

【石油会社】
JX日鉱日石エネルギー、出光、昭和シェル、コス
モ石油

【都市ガス会社】
東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス

【産業ガス会社】
岩谷産業、大陽日酸

民間１３社による共同声明（２０１１年）

考え方 ST数

○ 四大都市圏を中心とした地区への整備
→市場黎明期における燃料電池自動車の最も

有望な市場として、下記の要素を勘案し、四大
都市圏における箇所数を算出

 ガソリンスタンド到着までの消費者許容
時間（10分程度）

 自動車の平均旅行速度
 乗用車の販売台数の多い地域

９０箇所

○ 四大都市圏をつなぐ高速道路への整備 １０箇所

①燃料電池自動車を２０１５年に市場投入

②四大都市圏を中心に水素ステーションを
整備



＜四大都市圏中心＞
FCV市場投入

水素ステーション集中配置

高速道路へも配置

合計100箇所程度
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• 初期需要創出の観点から、燃料電池自
動車の量産効果を下支えする導入補助
（２０２万円を補助）

• FCVの低コスト化、高耐久化に向けて、
燃料電池に関する基盤技術開発、水素
タンクに関する技術開発等を促進 • 高圧ガス保安法等の規制について、欧米の

規制を参考にしつつ、圧力容器の設計基準、
使用可能鋼材の制約等を見直す

• 「規制改革実施計画」（２０１３．６）に基づき、
２５項目について規制見直しを加速化

• ＦＣＶの市場投入に先行し、水素ステーショ
ンの整備費用の一部を補助
（整備費用の１／２を補助）

①水素ステーションの整備補助

③規制見直し

• ＦＣＶの普及状況に見合った仕様の確立
• 圧縮機や蓄圧機等の構成機器の低コスト化

に向けた技術開発
• パッケージ型や移動式ステーションの活用

②低廉な水素ステーションの開発等
①燃料電池自動車の導入支援

ＦＣＶ普及 ＋ 水素ステーション整備

→ 双方に同時に取り組む必要

②燃料電池等の技術開発

• 世界統一基準と国内法令の調和や、相
互承認を推進

③海外展開に向けた制度整備

燃料電池自動車
トヨタ自動車：２０１４年１２月１５日の一般販売開始

 ２０１４年１２月に市場投入された燃料電池自動車の普及に向け、２０１５年度までに４大都市圏を中心に
１００箇所程度の水素ステーションの整備を目指す。

 また、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を目指す。燃料となる水素
の価格については、２０２０年頃にハイブリッド車の燃料代と同等以下の水素価格を目指す。

３－２．燃料電池自動車等の普及に向けた主な課題と取組
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中京圏：11箇所

関西圏：4箇所

北部九州圏：4箇所

全国：45箇所（開所：9箇所）
※平成27年2月24日時点

※青文字は移動式ステーション。その他は固定式ステーション。

兵庫県 尼崎市
岩谷産業
2014年7月開所

整備中

大阪府 茨木市
泉佐野市

滋賀県 大津市

福岡県 北九州市
岩谷産業
2014年10月開所

整備中

福岡県 福岡市
北九州市

山口県 周南市

愛知県 みよし市
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2015年2月開所

整備中

愛知県 名古屋市(2)
名古屋市(2)
岡崎市(2)
刈谷市
豊田市
日進市
清須市

東京都 練馬区
東京瓦斯
2014年12月開所

東京都 八王子市
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2015年2月開所

神奈川県 海老名市
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2014年12月開所

神奈川県 横浜市旭区
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2015年2月開所

神奈川県 横浜市泉区
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2015年2月開所

埼玉県 さいたま市見沼区
ＪＸ日鉱日石エネルギー
2015年2月開所

整備中

東京都 千代田区
港区
大田区
杉並区
板橋区

神奈川県 横浜市
相模原市
藤沢市
伊勢原市

埼玉県 さいたま市
さいたま市(2)
川越市
春日部市
狭山市
越谷市
戸田市

千葉県 千葉市
印旛郡

山梨県 甲府市

首都圏：26箇所

３－３．水素ステーションの先行整備の状況
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本田技研工業

＜2014.11.17＞
 燃料電池自動車のコンセプトカーを

発表
 2015年度中に日本で販売開始する

ことを発表。

トヨタ自動車

＜2014.12.15＞
 燃料電池自動車「MIRAI」を販売開

始（税込価格723.6万円）

＜2015.1.6＞

 燃料電池自動車等に関する特許実
施権（約5,680件）の無償提供を発
表

ＪＸ日鉱日石エネルギーＪＸ日鉱日石エネルギー 岩谷産業岩谷産業

東京ガス東京ガス

＜2014.10.1＞
 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。

＜2014.11.12＞
 年度内に11箇所の水素ステーションを

開所すると発表

＜2014.12.25＞
 海老名市に商用水素

ステーションを開所

 水素販売価格を
1,000円/kgに決定

＜2014.7.14＞
 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

＜2014.11.14＞
 水素販売価格を1,100円/kgに決定

＜2014.12.10＞
 コンビニ併設スタンドの展開を発表

＜2014.12.18＞
 商用ステーションを練馬区で開所

＜2015.1.8＞
 水素販売価格を1,100円/kgに決定

豊田通商／日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ豊田通商／日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ

＜2015.1.19＞
 名古屋市熱田区及び豊田市に建設して

いた商用水素ステーションが竣工。２月
中の開所を目指す

３－４．燃料電池自動車・水素ステーションに関する最近の動向
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 ２０１４年１２月に燃料電池自動車が市場投入。それに先行して、２０１４年７月に国内初の商用水素ステー
ションが開所し、順次開所が進められている。

豊田通商／岩谷産業／大陽日酸豊田通商／岩谷産業／大陽日酸

＜2015.2.13＞
 移動式水素ステーションを運営する「合

同会社日本移動式水素ステーション
サービス」を設立。



３－５．水素ステーションの整備コスト
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0.70

0.50

0.60

0.600.30

0.50

1.40

土木工事費

機器工事費

その他各種配管

ディスペンサ

プレクーラ

蓄圧機

圧縮機

単位：億円

合計 ４．６億円

（※）平成25年度水素供給設備整備補助金申請額の平均値
［出典］次世代自動車振興センター資料から作成

水素ステーションの構成機器（概要）

ディスペンサー
（水素注入）

圧縮機（高圧化）水素製造装置

蓄圧機（一時貯蔵）

燃料電池自動車（ＦＣＶ）

プレクーラ-（冷却）

オフサイト水素ステーション

オンサイト
水素ステーション

ＬＮＧ基地

都市ガス（パイプライン）

ＬＰＧ，石油ナフサｅｔｃ

トレーラー輸送

水素製造・精製・設備

カードル輸送 または

水素ガス

製油所etc.

 標準的な供給能力を有する水素ステーションの整備費は、４～５億円程度であり、一般的なガソリンスタンド
の整備費が１億円を下回ることと比べると、非常に高額となっている。

水素ステーションの整備費の内訳
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 現在の水素供給コストは水素ステーションの稼働率が１００％の場合、おおむね１００～１５０円／㎥と試算さ
れる。

 ガソリン価格は、税金及び原料となる原油コストがそれぞれ４割程度を占めているのに対し、水素供給コスト
（≠価格）は、水素ステーションにおけるコストが全体の６割程度を占めている。

３－６．水素コスト構造

ガソリン価格の構成比 水素コスト構造（ナフサ改質）

コストの６割程度を水素ステーション
側のコストが占めている。

• コストの約２５％を水素ステー
ション整備の減価償却費が占め
ている。

①ステーション整備コスト
ステーション

６２％

• 人件費、土地代など、ステーショ
ン運営上の固定費がコストの約
２５％を占めている。

②ステーション運営コスト
原油
コスト

精製マージン 10%

流通マージン 7%

ｶﾞｿﾘﾝ税
消費税

【出典】日本エネルギー経済研究所

固定費

変動費

ステーション
整備

固定費

変動費

原料水素

＋マージン

（２０１２年）

製造・輸送
３８％

（うち原料１９％）

（※）稼働率１００％を仮定した
場合のコスト構造（≠価格）

【出典】ＪＨＦＣより、各種前提条件を
現状に合わせて再計算
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（単位:千円）

① 水素ステーション
（中規模オフサイト） ※

② 天然ガスステーション
（①と同規模の供給能力）

建設費 460,000 100,000

人件費 1.5 人 10,500 1 人 7,000

資本費

減価償却費 46,000 10,000

修繕費 13,800 3,000

保険料 1,948 424

固定資産税 3,542 770

一般管理費（労務費） 2,100 1,400

土地代 700 ㎡ 14,000 500 ㎡ 10,000

小 計 91,890 32,594

減価償却費を除いた運営コスト 45,890 22,594

３－７．水素ステーションの運営コスト
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 現在の水素ステーション運営におけるランニングコストは、減価償却費を除くと年間４５００万円程度であり、
内訳としては、人件費や土地代が多くを占める（※ただし、土地代については、設置場所によって大きく変動
することに留意）。

 また、下表に計上されていない高圧ガス設備に対する点検等については検討が必要。

水素ステーションの運営コスト

※ ＪＨＦＣによる試算方法により試算初年度の運営コストを記載、原料仕入等の変動費含まず



 水素ステーションの整備に当たっては、ガソリンスタンドに比べて危険であるという認識を持つ人もいるため、
設置場所の近隣住民からの理解を得ることができないおそれ。

 このため、水素の安全性に関する理解促進のための成果普及活動と、技術面での性能向上を図るべき。

３－８．社会受容性の向上①

水素ステーションの社会受容性調査と対策

そう思う どちらとも言えない そうは思わない

水素ス
テーショ
ンはガソ
リンスタ
ンドより
危険

・爆発
・高圧
・引火性
・漏れを気にする必要
・安全装置が不十分
・燃えやすい
・事故のイメージ
・被害規模が大きい
・扱いに不慣れ
・扱える人が不足
・管理に不安
・知識が少ない

・どちらも危険度は同
等

・密閉性の確保
・扱い方、使われ方、

管理体制次第
・良くわからない
・知らない
・違いがわからない

・どちらも同等に危険
・安全対策がされている
・厳しい基準
・滞留しない
・ガソリンの方が引火しや

すい
・扱い方、使われ方、管理

体制次第
・管理次第で問題なし
・イメージ
・ガソリンスタンドより安

全そう
・ガソリンの方が火で燃え

そう
・新エネルギーなので安全

対策がとられている

FC EXPO 2013

触媒学会、FCDIC、FC懇談会シンポジウム

【出典】水素供給・利用技術研究組合社会受容性調査（2012年度）

理解促進のための成果普及活動

２１．３％ ４１．９％ ３６．８％
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 水素は上方に拡散しやすく滞留しにくい。この特性を踏まえて、仮に水素が漏れた場合でも早く拡散させるこ
とによって濃度を希薄にするとともに、着火しにくいようにすることが重要。

基本的な考え方

ステップ１：漏洩防⽌
ガス漏えい検知器により、⽔素漏れを検知する
とともに、検知した場合には設備を⾃動停⽌

ステップ２：滞留防⽌
建屋の換気やキャノピーに傾斜をつけるなど、
⽔素が拡散しやすい構造

ステップ３：着⽕防⽌
静電気防⽌、引⽕の⽕種となる機器の採⽤、危
険物との法定離隔距離の確保による着⽕の防⽌

ステップ４：周囲への影響防⽌
⾼圧ガス設備から敷地境界までの法定離隔距離
の確保や、障壁の設置による周囲への影響防⽌

水素ステーションにおける安全設備

３－９．社会受容性の向上②



欧州 米国 韓国

＜ドイツ＞
稼働中：17ヵ所（2014年末）
目標： 2015年 50ヵ所（※１）

2017年 100ヵ所（※２）
2023年 400ヵ所（※２）

※１：NOW（水素燃料電池実施機構）
※２：H2 Mobility（関連企業団体）

＜英国＞
稼働中：1ヵ所（2014年末）
目標： 2015年 15ヵ所

＜カリフォルニア州＞
稼働中：8ヵ所（2014年末）
目標： 2015年 68ヵ所（※１）

2024年 100ヶ所（※２）
※１：CaFCP（カリフォルニア州燃料電池パートナーシップ）
※２：CEC（カリフォルニア州エネルギー委員会）

＜連邦政府＞
カリフォルニア州以外への整備に向けＨ２ＵＳＡ発足
（2013年9月）

稼働中：12ヵ所（2014年末）
目標：2015年 43ヵ所

2020年 168ヵ所

※公表資料より作成

【参考】燃料電池自動車・水素ステーションに関する国内外の動向

トヨタ・ BMW 日産・ダイムラー・フォード ホンダ・ＧＭ フォルクスワーゲン ヒュンダイ

• 2020年に向けFCV共
同開発合意

（2013年1月24日発表）
• 2014年12月にFCVを

販売（トヨタ単独）

• FCV共同開発に合意
（2013年1月28日発
表）

• 2017年に量産型FCV
を販売

• 2020年に向けFCV共
同開発合意

（2013年7月2日発表）
• 2015年度にFCVを販

売（ホンダ単独）

• ロサンゼルスモーター
ショーでVW及びグ
ループ傘下のアウディ
が研究車両を発表

（2014年11月19日発表）
• 販売時期は未定

• 2015年までに1000台
のFCVを量産

（2013年2月26日発表）
• 米国で2014年6月から

一般リース販売
• 韓国国内での販売価

格を43％値下げ

【諸外国における水素ステーション整備に向けた状況】

【自動車メーカー各社の取組・連携】

＜フランス＞
稼働中：8ヵ所（2014年末）
目標： 2020年 15～20ヵ所

＜デンマーク＞
稼働中：6ヵ所（2014年末）
目標： 2015年10ヵ所

2025年185ヵ所

※その他、ノルウェー、オラン
ダ等で整備進行中。
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 ２００９年に世界に先駆けて我が国で販売が開始。２０２０年１４０万台、２０３０年５３０万台の導入目標。

 販売価格は、２００９年の販売開始時には３００万円超であったが、現在は１５０万円程度まで低下。

 これまでに１１万台超が普及。

• 導入初期段階における市場を創出するため、導入
費用の一部補助（平成26年度補正：222億円）。

• 集合住宅向け小型エネファームの開発
（→2014年4月に市場投入）

• 熱需要の多い欧州等を
中心とした海外展開の推進
（→ 2014年4月に市場投入）

• 電極触媒として使用されている白金の使用量を低
減させるための技術開発 等

①初期需要の創出

②市場の拡大

③燃料電池の低コスト化

【普及・拡大に向けた取組】

欧州で販売中の
家庭用燃料電池

【家庭用燃料電池の普及シナリオ】

大規模実証 導入拡大期 本格普及期
（経済産業省予測）

300万円300万円

800万円800万円

2005 2009

500台

約5千台

2016 2020～2030

販売価格（１台）販売価格（１台）

市場規模（台数）
世界に先駆けて

市場投入
（導入補助開始）

市場の
自立化

約11.2万台

2015.1

150万円150万円

【参考】家庭用燃料電池（エネファーム）の普及・拡大
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＜主な取組の方向性＞
① コンパクト化（←発電効率、耐久性の向上等

の技術開発）
② ディベロッパー等を交えた業界横断的な議論
③ 日本の実績を取り込んだ国際標準化の推進
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【参考】定置用燃料電池の課題

（課題１） 家庭用燃料電池の経済性の向上（まずは１０年投資回収を下回ることが目安）

＜主な取組の方向性＞
① 量産効果による機器の低コスト化
② 低白金化等の技術開発
③ 施工、流通、メンテナンスに係るコスト低減
④ 発電効率、耐久性の向上等の技術開発
⑤ 余剰電力の取引円滑化

（課題２） 家庭用燃料電池の対象ユーザーの拡大（既築住宅、集合住宅等への拡大／海外展開）

（課題３） 業務・産業用燃料電池の早期市場投入

＜主な取組の方向性＞
① 先行する海外メーカーを意識した、早期市場

投入に向けた開発・実証の迅速化

スタック １５％

燃料処理器 １５％

補機類 １５％

外装 １５％

制御 １０％

貯湯槽 ３０％

スタック ３０％

燃料処理器 ２０％

補機類 １０％

外装 １０％

制御 １０％

貯湯槽 ２０％

［出典］各社へのヒアリングから経済産業省作成

［出典］ 民生用燃料電池導入支援補助金交付実績
（注）2009年4月～2013年12月の累積補助金交付台数

ＳＯＦＣのコスト構造ＰＥＦＣのコスト構造

家庭用燃料電池のユーザーの現状


