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１．諸外国における取り組み（ドイツ） 

• 原子力発電 

– 2022年までに終了 
 

• 電力に占める再生可能エネルギーのシェア 

 

 

• 最終電力消費量（2008年比） 

– 2020年までに▲10％ 

– 2025年までに▲25％ 
 

• 最終エネルギー消費量（2008年比） 

– 2020年までに▲20％ 

– 2025年までに▲50％ 
 

• 温室効果ガス排出量の削減（1990年比） 

– 2020年までに▲40％ 

– 2050年までに▲80～95％ 

年 現状 2020 2025 2030 2035 2040 2050 

比率 25.5% >35% 40~45% 50% 55~60% 65% >80％ 
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１．諸外国における取り組み（ドイツ） 

ドイツにおける電力卸売価格（Spot）の推移 

出所： European Power Exchange ( 
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１．諸外国における取り組み（ドイツ） 

dena（独エネルギー機構）のPower-to-Gas戦略プラットフォーム 

DENAのロードマップ 
1： 2012-2014 再生可能エネルギーの系統導入できない部分

の活用に対する政策 
2： 2012-2015 Power-to-Gasの技術研究 
3： 2012-2020 Power-to-Gasの応用研究（R&Dと実証） 
4： 2012-2020 大規模Power-to-Gasのシステム技術仕様確立 
5： 2012-2020 欧州電力市場における長期エネルギー貯蔵の

フレームワーク構築 
6： 2020～  大規模Power-to-Gasの投資環境整備 

出所： dena「Strategieplattform」 ホームページ 
http://www.powertogas.info/ 
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１．諸外国における取り組み（ドイツ） 

ドイツではPower-to-Gasの実証が進む
（実施中：17、建設中：1、計画中：2） 

出典：dena 「Power to Gas system solution. Opportunities, 

challenges and parameters on the way to marketability」 
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１．諸外国における取り組み（ドイツ） 
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１．諸外国における取り組み（米国） 

 

既存の工業
的プロセス 

化石局 
原子力局 

天然ガス改質 
バイオマス 

ガス化 
水電解 

(風力) 
水電解 

(太陽光) 

石炭ガス化 

（CCS 適用） 

高温水電解 

光生物学 

的製造 

光電気化学 

的製造 

太陽熱利用 

水分解サイクル 

予想されるプラン

トの規模（kg/日） 

成功裏に終了した 
R&D プログラム 

今日～2015 年 2015～2020 年 2020～2030 年 

太陽利用水素製造（長期的） バイオマス利用水素製造（中期的） 

天然ガス 
改質 

水電解 
（系統電源） 

バイオマス 
由来液体 

発酵 

目的： 2020 年までに、クリーンな国内資源で製造した水素のコスト（輸送・

供給含む）を 4 ドル/kg 以下とする  

出所： 米国エネルギー省「2014 Annual Merit Review Proceedings Hydrogen 
Production and Delivery」 より作成 



9 

１．諸外国における取り組み（米国） 

• バイオマス由来液体（再生可能液体）からの水素製造（分散型製造） 
 2020年に<$2.30/gge（製造時）、≦$4.00/gge（供給時） 

• 水電解による水素製造（分散型製造） 
 2020年に<$2.30/gge（製造時）、≦$4.00/gge（供給時） 

• 水電解による水素製造（再生可能電力利用、集中型製造） 
 2015年に$3.00/gge（プラント出口） 
 2020年に≦$2.00/gge（プラント出口） 

• 太陽熱利用水分解サイクル（STCH） 
 2015年に長期的にコスト競争力があることを実証 
 2020年に$3.00/gge（プラント出口）が見通せる技術を開発 

• 再生可能エネルギーによる光化学水素製造 
 2020年の$4.00/gge（プラント出口）が見通せる技術を開発 

• バイオロジカル水素製造 
 2020年に$10.00/gge（プラント出口）が見通せる技術を開発 

• 直接太陽光変換（STH）による水素製造（集中型製造） 
 2017年の≦$5.00/gge（プラント出口）が見通せる技術を開発 

• 光電気化学的水分解（プラントスケール） 
 2020年に光水素変換率：≧15％ 

• 光バイオ的水分解（プラントスケール） 
 2020年に光水素変換率：≧5％ 

 

水電解による水素製
造コストは、2020年
に2.3～3.0ドル/kgを
目指す 

注:  

gge = gasoline gallon 

equivalent 

（gge はkg-H2とほぼ同じ） 
 

出所：米国エネルギー省「Multi-Year Research, Development, and 
Demonstration Plan」より作成 
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１．諸外国における取り組み（その他） 

MYRTE Project（フランス コルシカ島） 

再生可能エネルギー（主に太陽光発電）に対してグ
リッドの安定化とネットワークでのエネルギー統合化を
行うエネルギー貯蔵システムとそのマネージメントの最
適化の研究開発 

実施者：コルシカ大、仏原子力庁、Areva 
サイト：コルシカ大学 
    Georges PERI Research Centre 
期 間：2009-2015 
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１．諸外国における取り組み（その他） 

水電解装置の国外主要プレーヤー 
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２．NEDOにおける取り組み（水電解技術） 

 平成25年度より水電解水素製造技術について実施中。 

対象 実施機関 概要 

アルカリ型 旭化成 
（再委託：富士電機、日本製鋼所） 

単セルの大面積化、再エネ導入時の耐久
性確保等に関する研究開発 

アルカリ型 日立造船 
 

単セルの大面積化、再エネ導入時の耐久
性確保等に関する研究開発 

固体高分子膜形 東レ 東レが開発した炭化水素膜（HC膜）を水電
解装置に適用するための研究開発 

固体酸化物形 東芝 
（再委託：大同大学） 

固体酸化物形をセルに適用し、水素の製造
に電気に加え、熱を活用することにより効
率向上を図る高温水蒸気電解技術の研究
開発 

次世代 エクセルギー・パワー・システム 
東京大学 

負極規制のニッケル水素電池を用いて、過
充電して電解水素を発生させるための研究
開発 
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２．NEDOにおける取り組み（水電解技術） 

低コスト水素製造システムの研究開発（旭化成 アルカリ水電解） 

旭化成 

中型電解装置
の性能 

旭化成Lab

装置での性
能 

図１．120KW級中型電解装置 

図２．120KW級中型電解装置の電解性能 

 電解面積0.25m2/ｾﾙ、１２０KW級の中型電解装置を開発（’15.3末） 
 定電流条件で０．６ｍＡ／ｃｍ２での電流密度での電解電圧１．７５Ｖが得られ
目標の１．８Ｖ以下を達成。 
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２．NEDOにおける取り組み（水電解技術） 

高効率固体高分子型水素製造システム（東レ、PEM） 

 東レ開発の炭化水素膜が基準フッ素膜より水電解性能と低ガス透過性の両面
で優れた初期性能を有することを確認。 

評価項目 H28年度最終目標 評価条件 基準フッ素膜 
（Nafion 117） 

東レ開発膜27
（H27年度末） 

水電解性能 ≦1.75V 80℃、2A/cm2 1.85V 1.63V 

低ガス透過性 ≦基準フッ素膜 LSV法、90℃90%RH 0.7mA/cm2 0.3mA/cm2 

水電解評価装置（東レ） 水電解性能 

㈱神鋼環境ソリューション評価 

低ガス透過性 

高効率化 
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２．NEDOにおける取り組み（水電解技術） 

高効率水素製造技術の研究（東芝 SOEC） 

 円筒平板型セル・水素回収構造スタックを開発。スタック単体で平均電解電流
密度＞0.5A/cm2@平均電圧1.3V・水蒸気利用率70%程度を達成。 

 大型化に向け、複数のスタックから構成される10kW級SOFCマルチスタックを
開発。 

10kW級SOECマルチスタック概念図 温度分布試験(模擬スタック) 
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２．NEDOにおける取り組み（PtG） 

テーマ 実施機関 対象／狙い 
①水素製造 
②水素キャリア 
③利用 

水素（有機ハイドライド）によ
る再生可能エネルギーの貯
蔵・利用に関する研究開発 

◎千代田化工建設(株) 
    横浜国立大学 

・風力（再エネ）由来水素によ
る電力貯蔵 

・水電解装置を活用した電力
系統の安定化 

①アルカリ型水電解 
②ＭＣＨ 
③燃料電池（SOFC) 

北海道に於ける再生可能エ
ネルギー由来不安定電力
の水素変換等による安定
化・貯蔵・利用技術の研究
開発 

◎豊田通商(株) 
   (株)NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 
   川崎重工業(株) 
   (株)フレイン・エナジー 
   (株)テクノバ 
   室蘭工業大学 

風力発電の余剰電力の活用 
（コミュニティ内の熱電供給） 

①アルカリ型水電解 
②ＭＣＨ 
③燃料電池（PEFC）及び水
素混焼ボイラー 

非常用電源機能を有する再
生可能エネルギー出力変
動補償用電力・水素複合エ
ネルギー貯蔵システムの研
究開発 

◎東北大学 
 (株)前川製作所 

・再エネ（太陽光）由来水素に
よる電力貯蔵と短期変動補
償装置による自立型電力供
給システム 

①固体高分子形水電解 
②液化水素/水素吸蔵合金 
③燃料電池（PEFC） 

 平成26年度よりPower to Gasに係る研究開発事業を実施。現在、以下の3テ
ーマを実施中。 
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水素（有機ハイドライド）による再生可能エネルギーの貯蔵・利用に
関する研究開発 

実施者 事業の概要 

千代田化工建設（株） 
横浜国立大学 

風力発電の出力変動安定化のため、風力発電の模擬電力を水電解装置に印加し水素製
造、水素を有機ハイドライドで貯蔵、燃料電池で利用するシステムの要素技術の研究開発
及び実証試験を行う（千代田化工）。更に水素製造装置を活用した風力発電出力変動抑制
による電力系統の安定化効果を定量的に評価する（横浜国大）。 

ラボスケール試験
結果に基づき、シ
ステム設計を実施 

図：最終的な開発目標システムの概念 
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北海道に於ける再生可能エネルギー由来不安定電力の水素変換等による
安定化・貯蔵・利用技術の研究開発 

実施者 事業の概要 

豊田通商 、NTTファシリ
ティーズ 、川崎重工業  

フレインエナジー、テクノ
バ 、室蘭工業大学  

風力発電の余剰電力を水素・有機ハイドライドで貯蔵・輸送し、熱及び電気を供給する
システムの技術開発。風力発電・水電解装置・有機ハイドライド化装置を連結、供給電
力が変動する条件で安定的に稼働するシステム及び製造した有機ハイドライドを用い
て、周辺地域において安定的に熱電供給を行うシステムを開発、検証を行う。 

図：将来目標のPower to Gasシステム基本構成図 

図：風力発電電力の分離概念 

電力分配器 

風力発電（既存３基） 実証サイト（北海道苫前町） 水素利用施設（候補） 

実証サイト（現況） 

水電解装置・受
変電設備格納庫 
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非常用電源機能を有する再生可能エネルギー出力変動補償用電力・ 
水素複合エネルギー貯蔵システムの研究開発 

実施者 事業の概要 

東北大学（再委託先：北芝
電機、日本ケミコン、神鋼ソ
リューション）、前川製作所、
岩谷産業（27年度まで） 

非常用電源として機能する再生可能エネルギー・水素複合エネルギー貯蔵型非常用
電源システムを開発するとともに、平時における夜間電力の日中へのシフトなど運用
面における有効性等の検証を行う。 

長周期変動
補償装置

(電力制御)

太陽光パネル

DC BUS
所内
負荷

MPPT
Controller
(電力制御)

DC／AC

DC／DC

FC

DC／DC DC／DC

Buffer Tank

EL

短周期変動補償装置
(電圧制御)

水素貯蔵装置

非常用電源および変動補償水素システム

水素補給

電力会社
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PV出力

所内負荷

PVから所内への電力供給

余剰電力（水電解）

所内への電力供給

ピークカット

ピークカット

逆洗濾過（夜中）の負荷ピークを日中へシフト 

PV余剰＆短周期補償と蓄水素の電力変換で対処 

平常時の経済効果を創出、かつ長期蓄エネも可能 


