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資料１ 



１．エネファームの社会的意義 



 家庭用燃料電池は、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。業界において「エネファーム」という統一名称を用いて認知向上を推進。 
 

 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。 

燃料電池のエネルギー効率 エネファームの基本的な原理 
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［出典］ 一般社団法人燃料電池普及促進協会ＨＰより引用 

家庭用燃料電池（エネファーム）とは① 

［出典］ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ＨＰより引用 



東芝機 
（ＰＥＦＣ） 

ＪＸ機 
（ＳＯＦＣ） 

パナソニック機 
（ＰＥＦＣ） 

アイシン機 
（ＳＯＦＣ） 

定格出力 ７００Ｗ 

定格発電効率(LHV) ４６．５％ 

総合効率(LHV) ９０％ 

販売日 ２０１２年４月 

サイズ(mm) 
ＦＣﾕﾆｯﾄ：Ｗ600×Ｄ335×Ｈ935 
貯湯ﾕﾆｯﾄ：Ｗ740×Ｄ310×Ｈ1,760 

（90ℓ） 

定格出力 ７００Ｗ 

定格発電効率(LHV) 
３８．５％以上 
（都市ガス） 

３７．５％以上 
（ＬＰガス） 

総合効率(LHV) ９４％以上 

販売日 ２０１２年３月 

サイズ(mm) 
ＦＣﾕﾆｯﾄ：Ｗ780×Ｄ300×Ｈ1,000 
貯湯ﾕﾆｯﾄ：Ｗ750×Ｄ440×Ｈ1,760 

（200ℓ） 

定格出力 ７５０Ｗ 

定格発電効率(LHV) ３９％ 

総合効率(LHV) ９５％ 

販売日 ２０１３年４月 

サイズ(mm) 
ＦＣﾕﾆｯﾄ：Ｗ400×Ｄ400×Ｈ1,850 
貯湯ﾕﾆｯﾄ：Ｗ560×Ｄ400×Ｈ1,850 

（147ℓ） 

定格出力 ７００Ｗ 

定格発電効率(LHV) ４５％ 

総合効率(LHV) ８７％ 

販売日 ２０１１年１０月 

サイズ(mm) 
ＦＣﾕﾆｯﾄ：Ｗ563×Ｄ302×Ｈ900 
貯湯ﾕﾆｯﾄ：Ｗ740×Ｄ310×Ｈ1,760 

（90ℓ） 
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家庭用燃料電池（エネファーム）とは② 

 エネファームには、ＰＥＦＣ（固体高分子形）とＳＯＦＣ（固体酸化物形）が存在。 
 

 ＰＥＦＣは発電効率が４０％弱と比較的低い一方、排熱回収効率が高い（貯湯タンクは１５０～２００ℓ程度）。 
  ＳＯＦＣは発電効率が４５％程度と比較的高い一方、排熱回収効率が低い（貯湯タンクは１００ℓ弱）。 

エネファームの基本的な性能 

［出典］ 各社カタログから経済産業省作成 



どの程度の普及を目標とすべきか 
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 エネファーム関連企業から成るエネファームパートナーズにおいては、２０１６年に市場を自立化し、２０２０年
に１４０万台、２０３０年に５３０万台（※全世帯の約１割）を普及させることを目標としており、同目標は「日本
再興戦略」（２０１３年６月閣議決定）において国の目標にも位置づけられていることから、引き続き同目標の
達成を目指すべきではないか。 
 

 また、価格帯については、エンドユーザーが一般に許容可能と考えられる、理想的な運転で１０年程度での
投資回収が可能な以下の目標（エンドユーザーの負担額（設置工事費込み））を目指すべきではないか。 
 ２０１６年に戸建住宅に求められる７０～８０万円程度※１ 
 ２０２０～２０３０年に集合住宅に求められる５０～６０万円程度※２。 

［出典］ 経済産業省予測 

家庭用燃料電池の普及シナリオ 

大規模実証 
政策的サポート 
による市場の創設 

自立的市場の構築 

50～60万円 

280万円 

770万円 

７0～80万円 

2005 2009 

500台 

約5千台 

2015 

導入補助 
の開始 

2020～2030 

導入補助 
の終了 

販売価格（１台） 

市場規模（台数） 

※１： ４人世帯の場合、エネファー 
    ムの導入により光熱費を年 
    間５～６万円程度削減（東京 
    ガス試算）できるため、従来 
    型の給湯器が２０万円程度 
    であることを踏まると、７０～ 
    ８０万円まで低減できれば自 
    立普及が可能。 

※２： ３人世帯の場合、エネファー 
    ムの導入により光熱費を年 
    間３～４万円程度削減（東京 
    ガス試算）できるため、従来 
    型の給湯器が２０万円程度 
    であることを踏まえると、５０ 
        ～６０万円まで低減できれば 
        自立普及が可能。 



エネルギー政策関連の効果① 
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 石油危機以降、ＧＤＰは２．４倍に増加したにも関わらず、産業部門はエネルギー消費量が１割減少。他方、
民生部門は２．４倍に増加（業務部門２．７倍、家庭部門２．１倍）。 
 

 エネファームが５３０万台普及すると、エネルギー消費の増加が著しい家庭部門におけるエネルギー消費量
を約３％削減、CO２排出量を約４％（年間約７００万トン）削減する効果が見込まれる。 

   （参考）ＣＯＰ１９での２０２０年度の温室効果ガス削減目標（全部門）は、２００５年度比で３.８％減。 

エネファームの省エネ・省ＣＯ２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 

我が国のエネルギー消費状況 



エネルギー政策関連の効果② 
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 東日本大震災時にエネファームが運転できなかった反省を踏まえ、各社はエネファームの自立運転機能を開
発中。既に停電時に運転している場合には自立的に運転継続可能なエネファームが販売され、更に停電時
に停止中の場合にも起動が可能なエネファームの開発をＮＥＤＯ事業で行っているところ。こうした取組によっ
て、エネファームがＢＬＣＰ（業務・生活継続計画）の観点からも有効に機能することが期待される。 
 

 また、エネファームは分散電源として発電するものであることから、普及促進によってピークカット効果が期待
される。さらに余剰電力の円滑な融通が可能となれば、更なるピークカット効果が期待される。 

自立運転型エネファーム エネファームによるピークカットのイメージ 

［出典］大阪ガス資料を一部加工 ［出典］東京ガス資料 

停電時には、分電盤を通さず、 
直接コンセントに供給 

発電継続用切替ユニット 



産業政策関連の効果 
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 エネファームは５００～１０００点程度の機器・部材から構成されており、関連産業も、素材産業、製造業、ガ
ス・石油・電気等のエネルギー産業と多岐にわたる。 
 

 特に補機等の分野では多数の企業が部品を供給している。 
 

 家庭用燃料電池の世界市場は、今後、年平均３３．７％増加し、２０２５年には１兆１，１９０億円規模になると
の試算もある。（※富士経済） 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

［出典］富士経済 

欧州 

北米 

アジア（日本以外） 

日本 

エネファームを構成する主な機器・部材 エネファームの市場規模（予測） 

［出典］パナソニック資料 



他の競合技術との関係 
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 エネファームは、家庭向けの小出力においても、非常に高い発電効率を有する。 
 

 また、特に都心部において、基本的に戸建住宅の屋根への設置に限られる太陽光パネルと異なり、コンパク
ト化が達成されれば、様々な場所に設置できるポテンシャルがある。出力の安定性の点でも優位。 
 

 エネファームにはこうした比較優位性があることから、家庭用の分散型エネルギーシステムの有力な選択肢
の一つとして引き続き普及拡大に取り組んでいくべきではないか。 

エネファーム エコウィル エコジョーズ エコキュート エコフィール 従来型給湯器 

 
 
 

販売価格（推定） ２００万円程度 ６０～９０万円 ２５～４０万円 ４５～８０万円 ２５～３０万円 ２３～２８万円 

年間光熱費ﾒﾘｯﾄ 約５～８万円 約５～６万円 約１～１．５万円 約７～１２万円 約０．７万円 － 

回収年数 － ６～１３年 １～２年 ３～４年 ３～７年 － 

発電効率（ＬＨＶ） ３９～４６．５％ ２３～２７％ － － － － 

熱効率（ＬＨＶ） ４３．５～５６％ ６３～６５．７％ ９５％ ３～３．５ ９５％ ８０％ 

ＣＯ２削減 約1.3～1.9t／年 約0.4～0.8t／年 約0.2t／年 約1.2t／年 約0.2t／年 － 

普及台数 
（２３年度末） 

約４万台 約１１．５万台 約３５０万台 約３７５万台 約１４．７万台 約４，５００万台 

※１ 年間光熱費ﾒﾘｯﾄやＣＯ２削減量は、各社試算による（同条件での比較値はなし）    ※２ 回収年収＝（販売価格（推定）－従来型給湯器（２３万円））／年間光熱費ﾒﾘｯﾄ 

※３ エコキュートの熱効率の値は、APF（＝年間エネルギー消費効率（年間の供給された熱量／年間の消費された電力））による。 
［出典］ 日本エネルギー経済研究所作成 



２．現状分析 



調査数 夫・妻 子ども 父母 兄弟姉妹 祖父母 その他 無回答
8,223 88.4% 67.7% 16.6% 2.2% 1.7% 4.7% 1.3%

88.4%

67.7%

16.6%

2.2% 1.7% 4.7%
1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

夫・妻 子ども 父母 兄弟姉妹 祖父母 その他 無回答

(n=8,223)

複数回答

エネファームの設置状況① 
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 現在、エネファームは３～４人世帯を想定したものとなっているが、実際には、様々な世代、世帯に広く受け
入れられている。 

■年齢 

■世帯人数 

■同居家族の続柄  
20代

3%

30代

19%

40代

18%

50代
19%

60代

24%

70代以上

17%

無回答

0%

(n=8,425)

2.3 

0.5 

1.8 

1.8 

2.6 

5.3 

26.0 

18.4 

11.1 

18.3 

36.6 

46.4 

28.9 

36.6 

22.5 

26.7 

31.2 

24.6 

25.6 

30.0 

40.5 

29.4 

17.9 

10.3 

10.5 

9.3 

16.2 

15.6 

6.9 

5.4 

6.6 

5.2 

7.9 

8.0 

4.9 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=8,425)

30代以下(n=1,894)

40代(n=1,517)

50代(n=1,624)

60代(n=1,985)

70代(n=1,389)

1人 2人 3人 4人 5人 6人以上 無回答

［出典］ ＦＣＡ「家庭用燃料電池導入による効果測定のための調査報告書」（2013年） 



エネファームの設置状況② 
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 エネファームは、新築住宅だけでなく、既築住宅にも設置されている。ただし、ストックベースで見ると、 
   ２，７４５万戸の戸建住宅のうち約６万戸の設置にとどまっている。 

 
 また、エネファームの設置される住宅の形態は、ほとんど全てが戸建住宅となっている。 

戸建住宅
97%

集合住宅
1%

その他
2%

戸建住宅 集合住宅 その他

新築
60%

既築
40%

新築 既築

［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 

［出典］ 住宅着工統計調査・住宅土地統計調査 

■新築・既築 ■戸建・集合 

［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 

■住宅件数 

59%

75%

49%

68%

56%

69%

74%

62%

58%

41%

25%

51%

32%

44%

31%

26%

38%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道(234万戸)

東北(330万戸)

関東(1705万戸)

中部(777万戸)

近畿(900万戸)

中国(292万戸)

四国(156万戸)

九州・沖縄(566万戸)

全国

戸建 集合

■戸建／集合比率 

一戸建 長屋建 共同住宅 

フロー（２０１２年） ４４．０万戸 ９９．７万戸 ３４．６万戸 

ストック（２００８年） ２，７４５．０万戸 １３３．０万戸 ２，０６８．４万戸 

［出典］ 土地利用住宅調査 



北海道 
0% 東北 

2% 

関東 
45% 

中部 
11% 

近畿 
31% 

中国 
3% 

四国 
2% 

九州・沖縄 
6% 

エネファームの設置状況③ 
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 エネファームのエネルギー源は、都市ガスが約８割、ＬＰガスが約２割となっている。都市ガスとＬＰガスのカ
バー状況を踏まえると、ＬＰガス世帯への設置割合は少ない。 
 

 また、地域としては、関東、中部、近畿が約９割を占めている。 

■エネルギー源 ■地域 

都市ガス 
83% 

LPG 
17% 

■都市ガス／ＬＰガス比率 ■地域別住宅比率 

51%

24%

67%

48%

76%

39%

30%

38%

56%

49%

76%

33%

52%

24%

61%

70%

62%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

全国

都市ガス LPG ［出典］ LPG資料年報 ［出典］住宅土地統計調査 

［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 ［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 



エネファームのコスト構造 
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 エネファームのコスト構造は概ね下記のとおり。 
 

 ＰＥＦＣはスタックの低コスト化が進み、全体に占めるスタックの割合が１５％であるのに対し、ＳＯＦＣにおいて
は３０％となっている。 

ＰＥＦＣのコスト構造のイメージ ＳＯＦＣのコスト構造のイメージ 

［出典］各社へのヒアリングから経済産業省作成 



エネファームの認知度 
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 エネファームの認知度は９２％と非常に高く、一般に広く浸透していると考えられる。 
 

 エネファームを知ったきっかけは、ＴＶＣＭが最も多く、次いでインターネット、新聞となっている。 

［出典］ＪＧＡ「エネファーム認知度調査結果」（２０１３） 

エネファームの認知度 エネファームを知ったきっかけ 

(n=2,064) 

92％がエネファームを 
知っていると回答 

69.8%

38.6%

27.3%

18.0%

13.4%

11.7%

6.4%

6.2%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TV,CM

インターネット

新聞

住宅展示場

雑誌

ガス機械販売店

不動産・住宅業者

カタログ

その他
(n=1,899 複数回答） 

［出典］東京ガス ［出典］大阪ガス ［出典］ＪＸ日鉱日石エネルギー 



15 

エネファームの設置動機 

 エネファームの設置動機は、光熱費削減が最も多く、省エネ、省ＣＯ２等の環境負荷低減、自宅で発電できる
という行為、ダブル発電といったメリットを挙げる声が多い。なお、国からの補助金が適用されることに、エネ
ファーム設置のインセンティブを感じている人が多いことにも留意。 
 

 また、実際にエネファームを設置した後の評価としては、設置動機と同様に肯定的な意見もある一方、光熱
費削減効果や省エネ、省ＣＯ２効果を実感できないという否定的な意見もある。 

エネファームの設置動機 エネファーム設置後の声 

◆エネルギー使用量・発電量が見える化されたことで、省エネ意識
が高まった 

◆省エネに繋がる消費行動を意識するようになった 

◆普通に生活していても省エネになり、気持ちが楽になった。 

◆子供が省エネ意識を持つようになった 

◆災害時に役立つ安心感がある。 

◆設置前と比べて、光熱費に変化がない（高くなった）。 

◆燃料費が本当に節約になっているか理解できない。 

◆エネファームが「エコ」に繁がっている実感が沸かない。 

◆貯湯させるためにあえて電気を使うことがある。 

◆エネファームが大きくて、邪魔。 

【肯定的内容】 

【否定的内容】 

［出典］ ＦＣＡ「家庭用燃料電池導入による効果測定のための調査報告書」（2013年） 
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 エネファームの取得方法は、ほとんどが売買である。新築住宅に設置する場合は、住宅ローンの一部で設置
するケースが多く、既築住宅に設置する場合は３割程度がローンを利用している。 
 

 取得ルートとしては、新築住宅の場合は大手住宅メーカーから、既築住宅の場合はガス事業者（販売店）か
らが中心で、その他のルートは極めて限定的。 

エネファームの取得方法 

エネファームの取得方法 エネファームの取得ルート 

売買 
96% 

リース 
4% 

メーカー 

ガス事業者 

販売店 住宅メーカー 

ユーザー ユーザー 

新築住宅向け 既築住宅向け 
［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 



エネファームの維持・メンテナンス 
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 ２００９年の市場投入当初は年１回のメンテナンスが必要であったが、フィルター等の部品の高耐久化等に
よって、現在では３～４年に１回のメンテナンスとなっている。 
 

 樹脂・フィルター類の交換作業の簡略化により、メンテナンスの作業時間が３０分で済む機種もある。 
 

 また、市場黎明期における購入者の不安感を解消するため、一定期間の無償保証が提供されているケース
も多い。 

ガスセンサ 
（１０年耐久評価中） 

改質水精製器 
（10年耐久評価中 ） 

排ガス燃焼触媒 
（10年耐久確立） 

［出典］ 大阪ガス資料 

部品の高耐久化 メンテナンス作業の簡略化 



集合住宅向けエネファーム 
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 マンション向けエネファーム（ＰＥＦＣ）の開発が行われており、第１号となるエネファーム付きマンションが 
   ２０１４年４月に販売される予定。 

 

 

集合住宅向けエネファームの設置イメージ 

［出典］東京ガス、パナソニック資料 

商品外観（パイプシャフト内設置時） 
パイプシャフトの扉を開いた状態 

パイプシャフトの扉を閉じた状態 



海外における家庭用燃料電池の展開 
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 海外においては、電力価格が比較的高い一方で、ガス価格が比較的安く、熱需要の多い欧州を中心にニー
ズがあると考えられ、家庭用燃料電池の開発もなされているが、未だ実証段階のものがほとんど。 
 

 ２０１４年４月には、国内メーカーがドイツで家庭用燃料電池の販売を開始する予定。 

ＳＯＦＣタイプ ＣＦＣＬ Ｈｅｘｉｓ Ｖａｉｌｌａｎｔ Ｂｕｄｅｒｕｓ ＪＵＮＫＥＲＳ 

商品化状況 発売中 実証試験中 実証試験中 実証試験中 実証試験中 

仕 

様 

発電出力 ０．５～１．５ｋＷ 定格 １ｋＷ 定格 １ｋＷ 定格 ０．７ｋＷ 定格 ０．７ｋＷ 

発電効率・総合効率 
発電 ≦６０％ 

総合 ≦８５％ 

発電 ３０～３５％ 

総合 ９５％ 

発電 ３５％ 

総合 ８０～９０％ 

発電 ４５％ 

総合 ９０％ 

発電 ４５％ 

総合 ９０％ 

※ISH2013およびHannover Messe2013での情報 

ＰＥＦＣタイプ ＢＡＸＩＩＮＮＯＴＥＣＨ Ｅｌｃｏｒｅ 

商品化状況 実証試験中 実証試験中 

仕 

様 

発電出力 １．０ｋＷ ０．３ｋＷ 

発電効率・総合効率 
発電 ３４％ 

総合 ９６％ 
総合 ９８％ 

【出典】 パナソニック資料 

 
 
 パナソニックは、現地ボイラーメー 

カーであるフィスマン社と共同開発 
した家庭用燃料電池を２０１４年４月 
からドイツで販売開始する予定。 

海外における家庭用燃料電池の開発状況 

国内メーカーによる家庭用燃料電池の海外展開 



３．取組の検討 



これまでの取組の成果①（まとめ） 
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大阪ガス/アイシン精機/京セラ 

/長府製作所 /トヨタ 
パナソニック 東芝燃料電池

システム 
ENEOSセルテック JX 

Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｃ 

Ｓ
Ｏ
Ｆ
Ｃ 

２００９年商品化 ２０１１年商品化 

１．性能向上 【実証研究、セルスタック等の開発】 
  ・ 発電効率向上（ＨＨＶ） （２００５年度：２９．４％ → ２００８年度：３１．５％） 
  ・ １次エネルギー削減率向上 （２００５年度：１３．６％ → ２００８年度：１７．１％） 
  ・ ＣＯ２削減率向上 （２００５年度：２５．８％ → ２００８年度：２８．９％） 
    ※ガス給湯器及び系統電力を利用した場合との比較 

２．耐久性・信頼性向上 【実証研究、セルスタック等の開発】 
  ・ 連続運転時間向上 （＜ＰＥＦＣ＞ ２００５年度：１０，０００時間 → ２００８年度：４０，０００時間） 
                 （＜ＳＯＦＣ＞ ２０１０年度：８，０００時間 → ２０１１年度：４０，０００時間） 
  ・ 平均故障発生頻度改善 （２００５年度：２件 → ２００８年度：０．５件） 
    ※１台当たりの１年間の平均故障件数 

３．低コスト化 【実証研究、セルスタック等の開発、補機プロジェクト】 
  ・ ２００５年度から２００８年度の４年間に約５７％の低コスト化 （２００５年度：７７０万円 → ２００８年度：３２９万円） 

４．規制適正化 【規制見直し】 
  ・ 実証事業で取得したデータを活用し、規制を適正化 （例．常時監視の不要化、設置保有距離の省略等） 



これまでの取組の成果②（実証研究） 
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性能向上 
耐久性・信頼性 

向上 
コストダウン 

 ２００５年度 ２００８年度 

機器発電効率
（HHV） 

２９．４ ％ ３１．５ ％ 

１次エネルギー削
減率 ※１ 

１３．６ ％ １７．１ ％ 

ＣＯ2削減率
※１  ２５．８ ％ ２８．９ ％ 

◆運転データ分析結果のフィードバックによ
り商品化に向けた性能、省エネ性、使い
勝手（全自動学習運転、リモコン等）向上
を実現。  

◆ ２００５～２００８年度の４年間
で連続運転時間の向上、平均故
障発生頻度の低下を実現。 

実用化・量産化に向けた準備が完了 

 ２００５年度 ２００８年度 

連続運転時間 １万時間 ４万時間 

平均故障発生
頻度※２ 

２件 ０．５件 

680

500

250

万円

750

大規模実証における

システム提供価格レベル

平均

481

950

582

770

329

500

270

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

（注）システム提供価格＝助成対象経費に対する実施者の報告による。

（＝燃料電池ユニット＋貯湯槽。設置工事は不含）
（都市ガス、ＬＰＧ機）

助成金

600万円/台 450万円/台 350万円/台 220万円/台

680

500

250

万円

750

大規模実証における

システム提供価格レベル

平均

481

950

582

770

329

500

270

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

（注）システム提供価格＝助成対象経費に対する実施者の報告による。

（＝燃料電池ユニット＋貯湯槽。設置工事は不含）
（都市ガス、ＬＰＧ機）

助成金

600万円/台 450万円/台 350万円/台 220万円/台

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 

◆「家庭用燃料電池システムの周辺機器の
技術開発の成果を利用した部品の低コスト
化実現の成果も併せて、４年間で約５７％の
コストダウンを実現。 

 ＮＥＤＯ「定置用燃料電池大規模実証研究事業」（２００５～２００８年度）において、３，３０７台のＰＥＦＣ型定
置用燃料電池を設置し、様々な条件下（寒冷地／温暖地、住宅内負荷の大小及びパターン等）で実証運転。 
 

 本事業により、エネファームの性能向上、耐久性・信頼性向上、コストダウンを実現。 

実証研究の主な成果（一覧） 

※１：ガス給湯器及び系統電力を 利用した場合との比較 
※２：１台当たりの１年間の平均故障件数 



これまでの取組の成果③（セルスタック等の開発） 
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低コスト化方針 開発内容 低コスト化の狙い 

電池スタックの低加湿化 低加湿下でも運転可能な、電極触媒・電解質膜の開発 電池スタックへの加湿器廃止 

電池スタックの高温化 高温下でも運転可能な、電極触媒・電解質膜の開発 貯湯槽・熱交換器の小型化 

電池スタックのＣＯ耐性
向上 

高濃度ＣＯガスでも運転可能な電極触媒の開発 燃料処理装置の簡素化 

低コスト部材の採用 
低コスト部材由来の不純物影響度を予測する手法の
開発 

低廉な補機類、配管類の採用 

 ＮＥＤＯ「固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事業（２０１０～２０１２年）」において、エネファームの
自立的普及を目指し、高効率（発電効率ＨＨＶ３３％以上）・高耐久性（６万時間以上）を維持しつつ、低コスト
でコンパクトなシステムのための要素技術を開発。 

セルスタック等の主な開発要素（一覧） 



各部品毎のコストダウン効果は以下の通り 

２００５年度 ２００９年度 

回転機 

（ポンプ、ブロア） 
１４万円 ６万円 

センサー 

（圧力計、流量計） 
３万円 １．５万円 

弁類 １２万円 ２万円 

電力変換装置 

（インバーター） 
５万円 ２万円 

熱交換器 １万円 ０．４万円 

水処理装置 ５万円 ０．４万円 

その他（継手など） １２万円 １．５万円 

計 ５２万円 １３．８万円 

これまでの取組の成果④（補機プロジェクト） 

 ＮＥＤＯ 「家庭用燃料電池システムの周辺機器の技術開発」（２００５～２００９年度）において、各システム
メーカーが協調して補機の共用化・オープン化を行い、各補機のトップ技術を有する専門メーカー（３０社）と
連携して技術開発を実施。 
 

 商用化されたエネファームの回転機（ポンプ、ブロワ）、弁、センサー（圧力計、流量計）の７割にプロジェクト
成果品が採用されており、コストダウンと信頼性向上に大きく貢献。 

補機プロジェクトの主な成果（一覧） 

24 



これまでの取組の成果⑤（規制見直し） 
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 ＮＥＤＯ「水素社会構築共通基盤整備事業」（２００５～２００９年度）において、取得したデータを活用し、 
   ＰＥＦＣ、ＳＯＦＣともに規制見直しは完了。 

 
 家庭用ＰＥＦＣ、ＳＯＦＣの導入・設置が容易かつ円滑になるとともに、設置・運転費用やシステム価格の低減
が進展。 

主な規制見直しの概要 

見直し 

①常時監視が必要 

②不活性ガス置換義務 

③自家用電気工作物 

・電気主任技術者選任義務 

・保安規程届出義務 

④加圧防止装置が必要 

⑤可燃性ガス検知器が必要 

⑥設置届出義務 

⑦設置保有距離が必要 

⑧逆火防止装置が必要 

電気事業法 

消防法 



エネファームの普及拡大に向けた今後の取組（まとめ） 

課題１．アーリーアダプター以外への普及に向けて、経済性の向上が必要ではないか 
   
 
 
 
 
 
 

経済性＝ イニシャル負担 ランニングメリット 

低コスト化 

性能向上 

性能向上 

有効活用（熱電融通） 

（※）現状ではランニングでの光熱費メリットを
感じることはできるものの、補助金込みで
もトータルでの投資回収に長期間を要す
る。 

（※）既築住宅については、機器コストがより意
識されるため、イニシャル負担の軽減は必
要。 

課題２．現行エネファームは、対象とするユーザー層が狭いのではないか。 

対象ユーザー＝ 世帯人数 戸建／集合 新築／既築 都市ガス／ＬＰ 大都市／地方 

現状 ３、４人世帯中心 戸建て中心 新築中心 都市ガス中心 大都市中心 

今後 少人数世帯にも 集合住宅にも 既築にも ＬＰ供給地域にも 地方にも 

課題３．先行者としてのメリットを活かし、海外展開も行っていくべきではないか 

２００９年に市場投入済み。既に６．５万台が普及。 日本 

家庭用燃料電池については未だ実証段階のものがほとんど。 海外 

海外への展開により量産化効果が生じ、国内での低コスト化等につながる可能性も 
26 



課題１への対応①（イニシャル負担の軽減） 

 
• 白金使用量は既に相当程度減少しており、コスト削減余

地は大きくないが、更にどこまで研究開発を進めるべき
か。 
 

• 特に市場投入が遅かったＳＯＦＣについては、研究開発に
よるコスト削減余地が大きいのではないか。 
 

• ＳＯＦＣのセルスタック供給において、競争を促すことが重
要であるが、どのような取組が有効か。 
 

• 量産効果はどの程度の生産規模で出てくるのか（２０３０
年までにその規模になる見込みなのか）。 

①燃料電池の低コスト化 
 

• 部品点数はモデルチェンジ毎に１～２割程度減少している
が、更なる部品点数の削減は可能か。 
 

• 周辺機器の中でコスト削減余地が大きいものは何か。 
   （参考）貯湯槽やバックアップ給湯器は成熟市場 
 
• 競争を促すために部品メーカーの裾野を広げることが重

要であるが、どのような取組が有効か。 
   例① 仕様共通化 
   例② 新規メーカーの耐久性試験への支援 
 
• 量産効果はどの程度の生産規模で出てくるのか（２０３０

年までにその規模になる見込みなのか）。 

②周辺機器の低コスト化 

 
• 設置コストを削減するために、どのような取組が有効か。 
   例① 配管や工事関連部品等の共通化       例② 機器の小型・軽量化       例③ 設置工事の短縮・標準化 
 
• 既設機器を活用してはどうか。 
   例． 既設給湯器のバックアップボイラーとしての活用 

 
• 一部の機器をオプション化して、消費者の選択に委ねることとしてはどうか。 
   例． 貯湯槽のオプション化 （※特にＳＯＦＣはモノジェネでも勝負できる可能性） 
 27 

③その他 



課題１への対応②（ランニングメリットの向上） 

 
• ＰＥＦＣについては更なる発電効率の向上は可能か。コス

トとのバランスを考えるとどうか。 
 

• ＳＯＦＣについては更なる発電効率の向上が必要ではない
か。その際、どの程度を目標に開発を行えばよいか。 

①発電効率の向上 
 

• 燃料電池の更なる耐久性向上は必要か。また、どの程度
を目標に開発を行えばよいか。 
 

• 燃料電池以外で耐久性向上が必要な部分はあるか。 
  例 改質触媒 

②耐久性の向上 

 
• 電力・熱を融通させることで、稼働率が向上し、消費者のランニングメリット（光熱費削減メリット）が高まるのではないか。 

 
• 電力・熱を融通させることで、電力需要、熱需要が小さく、エネファームの有効活用ができない少人数世帯への普及を図るこ

とが出来るのではないか。 
 

• 電力の融通により、例えば昼時間帯のピークカット効果が高まるのではないか。 
 

• 電力・熱の融通のためには、どのような方法が考えられるか。 
 

• 電力・熱の融通のために制度や技術面での課題はあるか。またその解決はどのように行うべきか。 
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④エネファームの有効活用（電力、熱の融通等） 

 
• その他、燃料電池の性能向上を行うべき部分や要素はあるか。 
 

③その他の性能向上 
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 集合住宅への普及拡大の可能性の検証として、エネファームによる電気と熱を融通する実証を各社が実施。  
 

 「省エネ性」と「経済性」の観点から、熱・電気の需要規模に応じた適切なエネファームの台数規模、熱損失を
踏まえた適切な熱融通のあり方、住棟全体のエネルギーの需要と供給のバランスを見て、定格運転している
エネファームを「いつ、どれだけ」運転させるのかについての制御方法等について検証が行われている。 
 

 また、静岡ガスにより、国内初の取組として、集合住宅における一括受電とエネファーム設置を組み合わせ、
必要に応じて住戸間の電力融通を行う集合住宅の建設も予定されている。 

【参考１】 我が国における電力・熱の融通に関する取組（スマートコミュニティ） 

■事例： 静岡ガスによるマンション内電力融通システム「Ｔ－グリッドシステム」の導入 

• 集合住宅全体の電力を一括受電
により供給。 
（静岡ガスによるガス等との一体供給） 

• 各戸にエネファームを設置。 
• 電力が不足する住戸に対しては、
発電余力のある他の住戸のエネ
ファームから電力を融通。 

［出典］静岡ガス 

一次エネルギー削減率 約２５％ 
ＣＯ２削減効果 約３０％ 
系統依存度低減率 約６０％ 



【参考２】 海外における電力・熱の融通に関する取組 

30 ［出典］各種資料より作成 

• アパートや一戸建て住宅の地階にガ
スコージェネを設置、温水と暖房用
の熱を供給すると同時に、電力を系
統へと供給 
 

• ハンブルグ市を中心に約500 ユニッ
トを遠隔コントロール 
 

• 熱は地域で消費、電力は系統に逆
潮するというビジネスモデルを実証
中。 

リヒトブリック社採用のVW社製の19kWのCGS 

■事例①： ドイツのリヒトブリック社 

• 50戸程度の住宅において、電源と
してマイクロコージェネレーション、
太陽光、風力等を設置すると共に、
当該エリアにおけるローカルなリア
ルタイム電力市場を実証的に構
築。 
 

• 各戸において、エネルギーマネジメ
ントシステムがローカル電力市場及
び系統電力の価格を参照しつつ、
自家発からの売電・系統からの買
電・節電のオプションから、最もメ
リットのある経済行動を逐次選択。 

■事例②： オランダのPower Matching City （Hoogkerk市） 



課題２への対応①（市場拡大総論） 

 
• 現状では３～４人世帯向けだが、全世帯の約６割を占める

２人以下の世帯への普及拡大も必要ではないか。 
 

• 少人数世帯への対応に当たっては、少ない電力・熱需要
に合わせた小型出力の製品も必要ではないか。 

  ⇔出力を小さくしても補機類は必要なので、十分な低コスト
化は図れない恐れもあるのではないか。 

 

• 電力・熱融通を行うことにより、電力・熱供給が多くても既
存製品で対応可能ではないか。 
 

• 少人数世帯の対応に当たっては、発電効率が高く熱需要
が少なくても活用可能なＳＯＦＣの活用も重要ではない
か。 

①少人数世帯への普及拡大 
 

• 現状では戸建て住宅が大半だが、全世帯の４割を占める
集合住宅への普及拡大も必要ではないか（詳細は後述）。  

②集合住宅への普及拡大 

 
• 現状では６割が新築住宅向けだが、大半を占める既築住

宅への普及拡大も必要ではないか。 
 

• 既築住宅への普及拡大に当たっては、より価格が意識さ
れるため、一層の低コスト化が必要ではないか。 
 

• その他既築住宅への普及拡大に当たり、必要な事項はあ
るか。 

   例 工期の短縮等 

③既築住宅への普及拡大 

 
• 現状の普及は都市ガス供給地域中心のため、ＬＰガス供

給地域への普及拡大も必要ではないか。 
 

• ＬＰガス地域への普及拡大に当たり、必要な事項はある
か。 

   例 燃料コストの高さへの対応 
 

⑤ＬＰガス供給地域への普及拡大 
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• 現状は大都市圏を中心に普及しているが、大都市圏以外

の地方への普及拡大も必要ではないか。 
 

• 地方での普及拡大に当たり、必要な事項はあるか。 
   例 地域差（熱需要の形態等）への対応 
 

 

④大都市圏以外の地方への普及拡大 

 

• 現状の普及が大都市圏の都市ガス事業者中心だとすると、
地方やＬＰガス供給地域における普及の担い手の中心が中
小事業者と想定されることに留意する必要はないか。 

   例 営業・施工・メンテナンス体制等の支援 



課題２への対応②（集合住宅への設置） 

 
• 従来の顧客ではなかった集合住宅特有のニーズを把握するため、情報交換・意見交換の場を設置すべきではないか。 
   （参考）現在、エネファームパートナーズにディベロッパー等は会員となっていない。 

①業界間の連携 

 
• 現状のスペック（発電効率等）を維持しつつ、どこまで小型

化が可能か。 
 

• 集合住宅の世帯構成人数は少ない傾向にあるため、出力
や貯湯槽等を小型化したエネファームを開発すべきではな
いか。 

    ⇔ 他方で、ラインナップを多様化すると量産化がより 
       困難になることをどう考えるべきか。 
       また、小型化によるコスト低減効果はどの程度見 
       込めるのか。 
 

• 投資回収までに比較的長期を要する集合住宅の場合、エ
ネファームの経済性はより厳しく問われる可能性がある
が、集合住宅向けに価格目標を変える必要はないのか。 
 

• 特にバルコニーに設置しようとする場合、メンテナンス頻度
を減らすことが重要であるが、どのような取組が有効か。 

②集合住宅のニーズに合った 
エネファームの開発  

• 既築集合住宅に設置しようとすると、既存給湯器のス
ペースや容積率不算入となるバルコニー等への設置が
想定されるが、これを可能とするためにはどのような取
組が有効か。 
 

• 一台のエネファームを複数世帯で使用することはあり得
ないのか。また、解決すべき課題は何か。 
 

• 一括高圧受電によって電気基本料金を下げようという
取組と各戸へのエネファームの設置は両立し得るの
か。 
 

• エネファームの設置工事に当たって、集合住宅に特有
の留意すべき事項は何か。 
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③集合住宅における 
エネファーム設置の促進 

 現在のエネファームは、既述のとおり、ほとんど全てが戸建住宅に設置されている。しかしながら、エネファー
ムを本格普及させるためには、住宅形態の４割を占める集合住宅への設置も促すことが必要ではないか。 



 
• 国際標準化を図ることのできる範囲はどこか。 

 
• 国内基準は国際標準に対応しているのか。 

 
• 海外との共通化を図ることで、量産効果によるコストダウ

ンはどの程度見込まれるのか。 
 
   （参考）ＮＥＤＯ技術開発事業について、安全要件、性能 
        試験法、設置要件について、ＩＥＣの規格として国 
        際規格化を推進、計３件の規格が発行 

 
• 海外への展開に当たっては、海外のガス組成及び組成変

動を把握しておく必要があるのではないか。 
  （参考）ＮＥＤＯ技術開発事業において、欧米のガス組成及

び組成変動、模擬ガスを用いたシステム開発・実証
試験を実施（２０１０～２０１２年度） 

 
• さらに、海外のガス組成に合わせた製品を作っていく必要

があるのではないか。その際、実証事業等の活用により、
実機を導入して対応していく必要もあるのではないか。 

  （参考）ＮＥＤＯ海外スマートコミュニティ実証事業 

課題３への対応（海外展開） 

 
• 海外展開に当たり、国内におけるガス事業者や住販メー

カーに代わる、現地の販売チャネルを確保する必要があ
るのではないか。 
 

• その際、ガス機器を販売する現地のボイラ 
ーメーカーは、現地のガス組成の情報も把 
握していることから、現地ボイラーメーカー 
と共同開発することが有効ではないか。 

   （参考）パナソニックは、フィスマン社と 
共同開発した家庭用燃料電池 
を２０１４年４月からドイツで販売。 

①販売チャネルの確保 

③ガス組成 ④国際標準化 

 
• 熱の利用形態や熱電バランスは国によって千差万別であ

ることから、こうした使用環境の研究が必要ではないか。 
 

• その上で、現地の運転条件、設置環境に対応したシステ
ムを開発する必要があるのではないか。 
 

   （参考） 
   欧州では、ボイラーを地下室等屋内に設置するため、煙 
   突を用いた吸排気に対応する必要がある。 
   熱の利用は暖房が中心で、給湯需要は少ない。 
    

 

②使用環境 

 電力価格が比較的高く、ガス価格が比較的安い欧州を中心にニーズがあると考えられるため、日本が先行し
ている今のうちから海外展開の取組を進めることが重要ではないか。 
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［出典］ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ資料 


