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１ 調査の背景と目的
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一次エネルギーのほぼ全てを海外の化石燃料に依存する我が国においては、エネルギー安全保障の確保と温室
効果ガスの排出削減の課題を同時並行で解決するためには、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの導入
拡大等の取組に加え、既存のエネルギー供給構造を変革し、新たなエネルギーシステムへの移行を図って行く必要
がある。

水素が本格的に利活用される社会、すなわち「水素社会」の実現に向けて、平成２９年１２月には現行の「水
素・燃料電池戦略ロードマップ」（以下、「ロードマップ」という。）の内容を包含しつつ、２０５０年を視野に入れ、
水素社会の実現に向けて将来目指すべき姿や目標として官民が共有すべき方向性・ビジョンや、その実現に向けた
行動計画をとりまとめた水素基本戦略を策定した。

また、平成３０年７月に策定された第５次エネルギー基本計画では、「水素基本戦略等に基づき、脱炭素化し
たエネルギーとして、水素を運輸のみならず、電力や産業等様々な分野における利用を図っていく」ことが示された。
このような背景から、水素基本戦略とエネルギー基本計画を着実に実行していくための新たなアクションプランとして、
ロードマップの改訂が行われた。

本事業では、ロードマップや水素基本戦略に記載されている取り組みの進捗状況に関するフォローアップを行うとと
もに、国内外における水素・燃料電池に関連する動向を幅広く情報収集することで、我が国の水素社会の実現に
向けた課題の現状及び将来見通しを分析・評価する。その結果をもとに、課題解決に必要な取り組み内容等を検
討・提案し政策立案に反映させることを目的とする。

事
業
目
的

調査の背景と目的
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（１）国内動向の調査・分析（報告書２章）

「デスクトップ調査」及び「関係者へのアンケート・ヒアリング調査」を実施し、その結果に基づいてロードマップに記載

されている産学官の各取組と主要なプレーヤーによる取組の進捗状況について分析を行った。

これらの調査結果を踏まえ、「現行ロードマップの記載内容の充実」に向けた記載内容の提案を行った。

（２）海外動向の調査・分析（報告書２章・３章）

「デスクトップ調査」及び「海外現地調査」に基づいて、諸外国における水素・燃料電池関連の施策動向や市場

環境、技術、将来の世界市場の見通し等について現地視察を含む調査・分析を実施した。合わせて各国のエネル

ギー事情など、水素・燃料電池への取り組みの背景についても調査した。

（３）水素・燃料電池戦略協議会の開催

（１）・（２）の調査と並行して、調査内容の妥当性の検証や、我が国企業の取り組み状況についての意見

交換、関係者への課題提示及び対応策の深堀りを実施すべく、水素・燃料電池戦略協議会及びWGを開催した。

（４）「現行ロードマップの記載内容の充実」に向けた記載内容の提案（報告書４章）

（１）から（３）の一連の調査で得られた内容、及び2017年12月に発表された水素基本戦略を踏まえ、「現

行ロードマップの記載内容の充実」に向けた記載内容の提案を行った。
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本調査の実施概要
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２ 国内外動向に関する調査
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国内の動向
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水素サプライチェーンに関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（国際関係）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• ロシア国営企業ロスアトム社の子会社と日本の経済産業省・
資源エネルギー庁は、ロシアから日本への水素の試験的輸出
プロジェクトの技術的・経済的根拠の共同研究で協力すること
で合意した。(9月25日)

• 2020年から2021年にロシアから日本に水素を輸出するため
の実現可能性調査を実施することについて、日本の資源エネル
ギー庁と協定を締結した。（3月24日）

＜低コストな水素調達・供給の実現＞
安価な海外エネルギー資源の確保に向けて、民間ベースの
取組に加えて政府間レベルでの権益確保や資源獲得に向
けた関係構築を図る。

• 経済産業大臣がオーストラリアを訪問し、第2回日豪経済大
臣対話が開催された。この中で、大臣は水素と燃料電池に関
する協力に関する共同声明に署名した。声明では、クリーンで
持続可能なエネルギーである水素の普及に向け、日豪が協力
することを確認した。（1月10日）



 

 経済産業大臣がオーストラリアを訪問し、第2回日豪経済大
臣対話が開催された。

 梶山大臣とカナヴァン大臣は、クリーンで持続可能なエネル
ギー資源である水素の普及に向けた協力と日豪水素エネル
ギーサプライチェーンプロジェクトの成功に向けた協力に関する
日豪両国の意向を確認することを目的とした「水素と燃料電
池に関する協力に関する共同声明」に署名した。

 また、「オーストラリアのビクトリア州における水素エネルギーサプ
ライチェーン（HESC）プロジェクトの重要性を再確認し、二
国間経済関係の礎となるものとして、国際的な水素サプライ
チェーンの確立に向けたプロジェクトの着実な進展を歓迎し、
プロジェクトの成功に向けて更なる協力を行う」ものとした。
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 ロシア国営企業ロスアトム社の子会社と日本の経済産業省・資源エネルギー庁が、ロシアから日本への水素
の試験的輸出プロジェクトの技術的・経済的根拠の共同研究で協力することで合意。

 また、2020年1月には日本-オーストラリア間で水素普及に向けた共同声明が発表された。

水素サプライチェーンに関するアクションプランへの取組みと進捗

 ロシア国営企業ロスアトム社の子会社と経済産業省・資源
エネルギー庁が、ロシアから日本への水素の試験的輸出プロ
ジェクトの技術的・経済的根拠の共同研究で協力することで
合意した。

 試験的輸出プロジェクトでは、電解処理による日本の市場
向けの水素生産の実現について研究が行われる。

 2020年から2021年にロシアから日本に水素を輸出するた
めの実現可能性調査を実施することについて、日本の資源エ
ネルギー庁と協定を締結した。

出典：Sputnik 2019年9月25日「露日両政府 日本への水素供給の実現で共同研究」
出典：S&P Global Platts 2020年3月24日「Russia’s hydrogen bet sets up 
contest with Australia for Japanese market」

出典：経済産業省 ニュースリリース「梶山経済産業大臣がオーストラリアを訪問」

ロシアから日本への水素輸出プロジェクト 日本とオーストラリアの水素普及に向けた共同声明
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水素サプライチェーンに関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（要素技術）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 川崎重工業が水素液化設備を来年をめどに商用化予定。液化
機の試作機は、液化効率が従来より２割弱向上、液化可能量
も5t/日から25t/日へと向上。(5月21日)

＜ロードマップの記載：要素技術の目標＞
2022 年度頃を目途とした主要な要素技術の必要スペッ
ク目標等を以下の通り定める。
ー水素液化原単位について、現状13.6kWh/kgである
ところ、6.0kWh/kgを目指す。

• 川崎重工業が世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃ
あ」の進水式を実施。液化水素を格納するタンクの建造工事を
実施中で、船への搭載が3月から始まる予定。2030年の液化
水素のサプライチェーン商用化をめざす。(12月11日)

<国際的な水素サプライチェーンの開発>
2025年度まで、水素サプライチェーンの実現及び将来の
コスト低減に向けて、サプライチェーンを構成する各要素に
ついて以下の取組を実施する。
③貯蔵・輸送
－液化水素貯蔵タンクの大型化研究開発
－液化水素運搬船の大型化研究開発
－水素液化効率の向上に向けた研究開発

• 有機ハイドライドサプライチェーンの実証プロジェクトにおいて、ブ
ルネイダルサラームの最初のパイロット水素化プラントから合計
4.7tの水素が日本に出荷された。 (2月21日)

<国際的な水素サプライチェーンの開発>
2022 年度まで、商用液化水素サプライチェーンの実現
及び低コスト化に向けて、必要となる
現在実施中の基盤技術開発を継続して実施する。
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水素サプライチェーンに関するアクションプランへの取組みと進捗

 川崎重工が新たに開発した水素液化設備の液化効率が2割弱向上。また、同社により世界初となる液化
水素運搬船が開発された。

 有機ハイドライドサプライチェーンの実証プロジェクトにおいて、ブルネイダルサラームの最初のパイロット水素化プ
ラントから合計4.7tの水素が日本に出荷された。

 商用化に向けた新型水素液化機による実証試験を播
磨工場で開始。2020年5月まで連続運転を実施する。

 新たに開発した液化機の試作機は、液化効率が従来の
21％※から２割弱向上。液化可能量も5t/日から25t/
日へと向上させる計画。

出典：川崎重工業 プレスリリース「世界初、液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」が進水」

 日本～ブルネイ間では、ブルネイで得られた水素を常温・
常圧で液体の有機ハイドライドへ転換して海上輸送する
サプライチェーンの確立を目指したプロジェクトが進められて
おり、最初のパイロット水素化プラントから合計4.7トンの
水素が日本に出荷された。

 ブルネイで調達した水素とトルエンを化学反応により、常
温常圧で液体のメチルシクロヘキサンに変換して貯蔵輸
送し、日本にてトルエンと水素に分離して、水素を気体と
して供給する。

出典：NEDO ニュースリリース「世界に先駆けて国際間水素サプライチェーン実証事
業が本格始動」

水素液化設備の効率向上 水素のサプライチェーンの実証プロジェクト

 川崎重工業が世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」
の進水式を実施。

 マイナス253℃に冷却し、体積が気体の800分の1となった液化水
素を、安全かつ大量に長距離海上輸送するために開発。

出典：川崎重工業 プレスリリース「国内メーカー初の商用化に向けた新型水素液化機
の実証試験を開始」
※出典：山下誠二 他、Journal of Japan Society of Energy and Resources, 
Vol.37, No.4 (2016)

液化水素運搬船の開発
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国内再エネ水素に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（CO2フリー水素）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 風力発電電力で製造した水素とガスを混合し、ガスコンロや給湯器
に供給する実証実験が秋田県能代市で開始。(6月11日)

<国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大>
再生可能エネルギーの導入状況や、水素の利用形態など
地域の特性に応じ、ガス導管注入やメタネーションの実施
可否を含めたPower-to-Gasの導入のポテンシャルにつ
いて検討を行う。

• CO2有効利用技術開発事業に取り組むNEDOは、国際石油開発
帝石、日立造船と共に、二酸化炭素と水素からメタンを合成する試
験設備を越路原プラント敷地内に完成させた。(10月17日)

• 産総研と清水建設は、建物付帯型の水素エネルギー利用システム
「Hydro Q-BiC」により、福島県郡山市の市営卸売市場で太陽光
発電電力を水素に変え吸蔵合金に貯蔵する実験を開始、CO2排
出削減効果と維持管理費の定量評価を実施。(7月23日)

<国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大>
再生可能エネルギー発電量予測、電力需給調整、水素
需要など様々な情報をもとに、最適にシステムを運用する
技術開発を行う。

• トクヤマは、大規模再エネ電力の出力変動の調整に対応できる大規
模水素製造設備の開発・実証実験を行うと発表。(11月29日)

• 経済産業省及びNEDOの技術実証事業で整備を進めてきた、世界
最大級の再エネ由来の水素製造施設「福島水素エネルギー研究
フィールド（FH2R）」が3月より稼働を始める。 (2月13日)

<国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大>
福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）が立地す
る福島県など国内数カ所において水素関連技術を集中的
に社会実装させ、水素社会実現のモデル都市・地域として
国内外に広く示す。

• 日本触媒は、独自の有機無機ハイブリッド技術とシート成形技術を
適用して、ガスの透過に対する高いレベルの耐性と高い水素生成効
率を備えるアルカリ水電解用セパレーターを新開発した。

<国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大>
水電解技術について、（中略）電流密度や効率等の向
上に資する技術開発を行う。
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国内再エネ水素に関するアクションプランへの取組みと進捗

 熱量の大きいガスと再エネ由来水素を混合して熱量調整した、混合ガスの配管供給の実証が開始。

 NEDOは、国際石油開発帝石、日立造船と共に二酸化炭素と水素からメタンを合成する試験設備を完成。

 秋田県能代市では、風力発電から製造した水素を県産天然ガスを
模したガスと混合し、都市ガス「13A」規格に適合した水素混合ガス
を製造する実証を開始。

 ガスに2～10%超混ぜ、配管で供給しコンロや給湯器、ファンヒー
ターといった市販のガス機器で利用し燃焼度合いや、機器の傷みな
ど検証する。

出典：三菱化工機「環境省の実証事業向けに水電解水素製造装置を納入しました。 」

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）で
は、CO2を有効利用する技術開発プロジェクトを実施し
ており、国際石油開発帝石株式会社、日立造船株式
会社と共同で、CO2と水素からメタンを合成する試験設
備を国際石油開発帝石の長岡鉱場（新潟県長岡
市）の越路原プラント敷地内に完成させた。

 試験設備のメタン合成能力は、1時間当たり8Nm3で
ある。

出典：NEDO ニュースリリース「CO2を有効利用するメタン合成試験設備を完成、
本格稼働に向けて試運転開始」

国産天然ガスと再エネ由来水素の混合・配管供給実証 メタネーションの実証

試験設備のフロー図

実証事業の概念図



 

12

国内再エネ水素に関するアクションプランへの取組みと進捗

 再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて水素吸蔵合金に蓄える建物付帯型の水素エネルギー利用
システムが開発された。

 水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）」が2月末に完成し、稼働を開始。

 NEDO、東芝エネルギーシステムズ（株）、東北電力
（株）、岩谷産業（株）が、福島県浪江町で建設を
進めてきた、再生可能エネルギーを利用した世界最大級
となる10MWの水素製造装置を備えた水素製造施設
「福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R））」が完
成し、稼働を開始した。

 再生可能エネルギーなどから毎時1,200Nm3（定格運
転時）の水素を製造する能力を持つ。

出典：NEDO ニュースリリース「再エネを利用した世界最大級の水素製造施設
「FH2R」が完成」

 清水建設は、産業技術総合研究所と共同で、建物付帯型の
水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC」を開発。

 再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変えて水素吸蔵合金
に蓄えたのち、必要に応じて水素を取り出して発電。

 福島県郡山市の市営卸売市場で太陽光発電でつくった電気を
水素に変えて貯吸蔵合金に貯蔵する実験を開始し、CO2排出
量の削減効果と維持管理費の定量評価を実施。

出典：テクノアイ 清水建設の技術 テクニカルニュース「余剰電力を水素に変えて長
期間・安全に貯蓄「Hydro Q-BiC」」

水素エネルギー利用システムの効果の定量評価 福島水素エネルギー研究フィールドが稼働

実証システムの構成
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地域の再エネ活用に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（CO2フリー水素）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 愛知県は、県独自の「低炭素水素認証制度」に基づき、県内
の3件の水素製造プロジェクトを「低炭素水素」として認証した。
認定されたのはトヨタ自動車、鈴木商館、豊田自動織機と東
邦ガスがかかわる3件のプロジェクトで、県によると、いずれも水
素製造段階のCO2排出量はゼロだった。(12月25日)

<地域資源の活用及び地方創生>
実証プロジェクト等の温室効果ガス削減効果の評価やコス
ト分析等の結果を公表し、地域資源を活用した低炭素な
水素サプライチェーンモデルとして広く自治体等に共有する。

• 東芝エネルギーシステムズ株式会社は、2020年1月23日、
同社が納入した水素ステーション『H2One ST Unit』が、富
山市環境センター内において運転を開始したと発表。（1月
28日）
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 愛知県独自の「低炭素水素認証制度」に基づき、低炭素水素製造に係る認証を実施。

 富山水素エネルギー促進協議会向け地産地消型の再エネ水素ステーション「H2One ST Unit」が運転を
開始。

地域の再エネ活用に関するアクションプランへの取組みと進捗

 愛知県では、水素の製造から利用での二酸化炭素排出が少
ない水素を「低炭素水素」として認証する独自の「低炭素水
素認証制度」を2018年4月から運用。

 3件のプロジェクトについて、2018年度の実績を基に、2019
年12月に全国で初めて低炭素水素として認証。

認定番号 1 2 3

申請者 トヨタ自動車(株) (株)鈴木商館
(株)豊田自動織機
東邦ガス(株)

プロジェク
ト名

知多市・豊田市
再エネ利用低炭素水
素プロジェクト

鈴木商館セントレア貨
物地区水素充填所

豊田自動織機高浜工
場再エネ利用低炭素
水素プロジェクト

水素製造
施設種類

ガス改質 水電解
水電解
ガス改質

投入再エネ
の種類

バイオガス、バイオマス
発電

太陽光発電
太陽光発電
J-クレジット

低炭素水
素製造量

48,000Nm3-H2

(341日間)
2,000Nm3-H2

(150日間)
132Nm3-H2

(10日間)

CO2排出
削減量

67900
kg-CO2/Nm3-H2

5900
kg-CO2/Nm3-H2

491
kg-CO2/Nm3-H2

出典：愛知県「【知事会見】愛知県独自の「低炭素水素認証制度」に基づき、全国
で初めて低炭素水素製造に係る認証を行いました」

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「富山水素エネルギー促進
協議会向け地産地消型の再エネ水素ステーション「H2One ST Unit」が運転を開
始」

 東芝エネルギーシステムズが、富山水素エネルギー促進協議
会向けに納入した地産地消型の再エネ水素ステーション
「H2One ST Unit」が、富山市環境センター内において運転
を開始した。

 本システムは、再生可能エネルギーで発電した電力により水素
を製造し、FCVに充填可能である。日中の稼働でFCVが約8
台運用可能な水素製造能力を有し、最速3分で満充填でき
る。

 本システムはコンテナ１台で構成され、電気および給排水のみ
の容易な工事で設備導入ができ、工場、港湾、空港やバスの
営業所などさまざまな用途に対応できる。

認証された低炭素水素製造プロジェクトの概要

低炭素水素認証制度による認証 地産地消型の再エネ水素ステーションの運転

H2One ST Unit



 

15

水素発電に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（水素発電）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 産業技術総合研究所と日立製作所、デンヨー興産が、県内で
再生エネから製造した水素や、工場の排出ガスから取り出した
水素を発電燃料として活用する「水素混焼発電システム」の実
証を実施。(3月18日)

＜（水素エンジンによる水素発電の取組）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし

• 壱岐市は、太陽光エネルギーを使い製造した水素を燃料にして
発電するシステムについて、2020年度から実証実験を実施し、
CO2排出削減効果や経済性を検証する。太陽光エネルギーを
使い水を電気分解し、製造した水素を貯蔵。水素を燃料とする
エンジンで発電し、1キロワット当たりの単価や発電量などを調べ
る。(12月12日)

• 壱岐市と東京大学先端科学技術研究センターは、再生可能エ
ネルギーの導入拡大・活用、脱炭素・水素社会の実現などを目
的とした連携協定を締結した。（2月17日）
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 産総研らが再エネ由来水素や工場の副生水素をエンジンに混焼して発電燃料として活用する水素混焼発
電システムのサプライチェーンを実証、混焼率40-60%で1000時間の運転を達成。

 また壱岐市が太陽光発電から水素を製造・貯蔵し、エンジンで燃焼・発電する実証を2020年から開始する。

水素発電に関するアクションプランへの取組みと進捗

 日立製作所とデンヨー興産は、産業技術総合研究所と共同で、
福島県において、水素混焼ディーゼル発電機で熱と電気を需要
者に供給する水素混焼発電システムで発電するサプライチェーン
の技術を実証。

 発電出力300～500kW、水素混焼率40～60%で、合計
1000時間以上の水素混焼発電機システムの稼働実績を達成。

 本実証は、「福島県における再生可能エネルギーの導入促進の
ための支援事業(再生可能エネルギー関連技術実証研究支援
事業) 」に関連して実施したもの。

出典：産総研 研究成果「水素サプライチェーンや水素混焼発電機システムを実証」

 壱岐市は、太陽光エネルギーを使い製造した水素を燃料にして
発電するシステムについて、2020年度から実証実験を実施し、
二酸化炭素排出削減効果や経済性を検証する。

 太陽光エネルギーを使い水を電気分解し、製造した水素を貯蔵。
水素を燃料とするエンジンで発電し、1kW当たりの単価や発電
量などを調べる。

 30年までに発電能力500kWの水素混焼エンジン3基を導入し、
2030年度までに再エネ率24％、2050年度までに100％を目
指す。

水素混焼発電システムのサプライチェーンの実証 水素エンジンによる発電の実証実験

実証事業の概念図
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（燃料電池車）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• トヨタ自動車は、ハイブリッド車で培ってきたモーター、ＰＣＵ
（パワー・コントロール・ユニット）、システム制御などの車両電動
化関連技術の特許実施権を無償で提供すると発表。特許実施
権の無償提供だけでなく、電動車開発に必要なトヨタが保有する
システムを他社が使う際には、電動車の製品化に向けた技術サ
ポートも実施。(4月4日)

<モビリティ分野での利用>
自動車会社は協調領域の技術情報や課題を共有し、
大学や研究機関、関係企業が解決策を提案していくな
ど、産学官が連携した多層的な技術開発の体制を構
築していく。

• トヨタ自動車が宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と連携し、
有人の月面探査車を開発する。水素を燃料に走る燃料電池で駆
動する予定。(4月16日)

＜（FCの宇宙分野への用途拡大）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 東京都は9日、オリックス自動車と組み、2020年1月から燃料電
池車（FCV）のカーシェアリングを都内で開始すると発表した。
都が経費を一部負担し、利用者がFCVを安く借りられるようにす
る。東京都内のオリックスカーシェア36拠点に計36台の
「MIRAI」を配備する。(8月9日)

＜（FCVの多様な利用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• トヨタ自動車は５日、中国自動車メーカーの第一汽車集団（Ｆ
ＡＷ）と海格客車（Higer Bus）に水素燃料電池車の基幹
部品を供給することを明らかにした。(7月5日)

＜（FCシステムのグローバルな展開）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（燃料電池車）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• トヨタが千葉県内被災地に「給電車」としての燃料電池車やハ
イブリッドカーを無償提供した。トヨタ自動車では、給電できる
燃料電池車やハイブリッドカーを10車種、計50台程度集めて
順次派遣をしている。(9月20日)

<モビリティ分野での利用>
（前略）燃料電池バスは給電機能に優れることから、災害
時の電源として地域で活用できるよう必要な取組を進めて
いく。

• 日清紡ホールディングスは燃料電池車の中核となる発電装置
向けの触媒について、貴金属である白金の使用量を3分の1
に減らした新素材を開発した。(11月12日)

<モビリティ分野での利用>
（前略）②触媒として使用されている貴金属に関して、触
媒としての性能や耐久性を維持・向上させつつ、使用量の
低減や他の触媒への代替を図る技術開発（中略）を行う。

• NEDOと山梨大学、田中貴金属工業は2020年1月、固体
高分子形燃料電池の水素極において、電解質膜劣化の原因
となる過酸化水素（H2O2）の発生を半分以下に抑制可能
な、白金‐コバルト合金水素極触媒の開発に世界で初めて成
功したと発表した。(1月15日)

• 徳島県警が全国初、FCV「ＭＩRAI」をパトカーに導入予定。
災害時の給電への活用も想定している。(8月30日)

＜（FCVの多様な利用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• ヤマハ発動機は、燃料電池車の試験車両を公道で走らせる実
証実験を始めると発表。燃料電池車は軽自動車サイズの定
員4名で、輪島市の新交通システム「WA-MO」の定期運行
ルートを含む約3kmの市街地コースにて実施。 (4月3日)

＜FCVの普及目標＞
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。

＜（FCVの多様な利用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（燃料電池車）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• トヨタ自動車は2020年にも、FCVの生産能力を現状比10
倍以上の月産3000台に引き上げる。トヨタは30年以降に
FCVの年間販売台数を3万台以上にする目標を掲げる。(7
月4日)

＜ロードマップの記載：FCVの普及に向けた車種展開＞
消費者の嗜好の多様性を踏まえ、2025年にSUVやミニ
バンなどのボリュームゾーン向けの燃料電池自動車の投入
を目指し、車種展開を通じた販売拡大・コスト低減を図る。

• ホンダはFCVの次期モデルについて、2020年をめどとしていた
市場投入を2-3年延期する。(7月4日)

• トヨタ自動車の寺師茂樹副社長は2020年末までにタクシー
用に「MIRAI」をフランス・パリ市に500台納入する計画を明
らかにした。(9月18日)

＜（FCVの多様な利用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（燃料電池車）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 新潟県は水素エネルギーやFCVの普及啓発を目的に、12月
2日から来年3月31日の期間、FCVタクシーの実証運行を
行う。(12月2日)

＜（FCVの多様な利用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 2020年バージョンのHonda Clarity Fuel Cellが発表さ
れた。一部のディーラーに今日から届けられる。2020年バー
ジョンのClarity Fuel Cellは毎月379ドルのリース価格で
販売。(12月20日)

＜ロードマップの記載：FCVの普及に向けた車種展開＞
消費者の嗜好の多様性を踏まえ、2025年にSUVやミニ
バンなどのボリュームゾーン向けの燃料電池自動車の投入
を目指し、車種展開を通じた販売拡大・コスト低減を図る。

• トヨタは燃料電池自動車の第2世代のMIRAIを昨年の東京
モーターショーで初めて披露した。日本、北米、ヨーロッパで、
2020年に発売予定である。乗車定員が増加し、駆動方式も
変更となっている。 (1月15日)

• メルセデス・ベンツ日本は2020年の事業方針説明で、燃料
電池車「GLC F-CELL」の、日本での本格的なデリバリーを
開始すると発表した。(1月29日)

＜（FCVの普及目標）＞
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。

• 元東京都市大学の大学教員らがスタートアップを起業。水素
を燃やすエンジン開発に挑み始めた。(2月16日)

＜（水素内燃機関）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 経済産業省は、電動車の普及促進に向けて、自動車メー
カー、エネルギー関連企業、電動車のユーザー企業等が参画
する「電動車活用社会推進協議会」を今年7月に立ち上げた。
(11月29日)

＜ロードマップの記載：FCVの普及に向けた取組＞
（前略）2025年頃には官民で技術開発や普及促進策
などを取り組む（後略）
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 トヨタ自動車が、車両電動化関連の技術の特許実施権を無償で提供。

 東京都のレンタカーシェアリングに燃料電池自動車が導入される。燃料電池自動車の導入は業界初。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 トヨタ自動車が、モーター・PCU（パワー・コントロール・ユニット）・
システム制御等の車両電動化関連の技術について、保有してい
る特許実施権を無償で提供するとともに、技術サポートを実施す
ることを決定。

 対象となるのはトヨタが単独で保有する世界で約23,740件の特
許の実施権。期間は2030年末まで。

 電動車開発に必要なパワートレーンシステムであるモーター・バッテ
リー・PCU・制御ECU等のトヨタが保有するシステムを活用する際
には、電動車の製品化に向けた技術サポートも実施。

出典：TOYOTA ニュースリリース「トヨタ自動車、ハイブリッド車開発で培ったモーター・PCU・
システム制御等車両電動化技術の特許実施権を無償で提供」

 オリックス自動車が、東京都環境局が実施する「レンタ
カー・カーシェアリングにおける ZEV導入促進事業」におい
て、燃料電池自動車の事業実施者に決定。

 2020年1月から、トヨタの「MIRAI」を都内に36台備・
運用する予定。カーシェアリングに燃料電池車を採用する
のは業界初。

 東京都内のオリックスカーシェア36拠点（東京都内の水
素ステーションから4km圏内）に配備予定。2021年3
月末までは約50％オフで利用可能。

出典：オリックス自動車 プレスリリース「２０２０年１月より、オリックスカーシェアに燃料電
池自動車を導入」

モーター 約2590件

PCU 約2020件

システム制御 約7550件

エンジン・トランスアクスル 約1320件

充電機器 約2200件

燃料電池関連 約8060件

対象となる特許の件数
MIRAIのカーシェアリング料金表

車両電動化関連の技術の特許実施権の無償提供 カーシェアリングへの燃料電池車の採用
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 ヤマハ発動機により、燃料電池を搭載した電動小型低速車両の公道での実証実験が実施された。

 新潟県でFCVの普及促進と水素エネルギーの理解促進を目的としたFCVタクシーの導入実証事業が開始。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 ヤマハ発動機が燃料電池を搭載したプロトタイプ車両「YG-M 
FC」による公道実証試験を実施。

 石川県輪島市の新交通システム「WA-MO」の定期運行ルート
を含む市街地コースにて行われた。

 YG-MFCは、全長337×全幅134×高さ171cmの軽自動車
サイズで定員4名、重量は640kg。同サイズの電動小型低速車
と比べて、航続距離が長く、燃料充填時間が短い。

出典：ヤマハ発動機 ニュースセンター「新しい水素燃料自動車の基準に適合 燃料電池を
搭載した電動小型低速車両での公道実証について」

 新潟県はFCVの普及促進と水素エネルギーの理解促進
を目的として、 FCVタクシーの実証運転を行う。

 全国では、東京、神奈川、埼玉、京都、福岡、宮城等
の自治体で30台弱のＦＣＶタクシーが運行している。

 県内において、１台当たり2,377千円の委託料を支払
い、5台のFCVをタクシーとする。

 実証期間は2019年度から３カ年間。

出典：新潟県 報道発表資料「燃料電池自動車・水素供給設備普及促進事業」

新潟県の燃料電池自動車・水素供給設備普及促進事業の事業イメージ

燃料電池搭載の電動小型低速車両の実証実験 燃料電池車タクシーの実証運転
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 2020年バージョンのHonda Clarity Fuel Cellが発表された。

 トヨタからゼロエミッション燃料電池電気自動車であるMIRAIの第二世代モデルが公開。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 TOYOTAは、東京モーターショー2019のMEGA WEB会場で開催さ
れるFUTURE EXPOにて、「MIRAI Concept」を初公開した。

 TOYOTAは、2014年12月に発売して以来、燃料電池自動車
「MIRAI」を世界中で約1万台販売した。

 「MIRAI Concept」は「MIRAI」の開発最終段階のモデルとなり、
「MIRAI」と比べ、乗車定員が増加し、駆動方式も変更となっている。

出典：TOYOTA ニュースリリース
「TOYOTA、東京モーターショー
FUTURE EXPOにて「MIRAI 
Concept」を初公開」

※出典：TOYOTA 「MIRAI」

 Hondaは、燃料電池自動車「CLARITY FUEL CELL」を一
部改良して発売する。

 今回のモデルチェンジでは、低温域での性能を向上させ、さら
に幅広い環境で使えるようにした。

車名
寸法(mm)

全長×全幅×全高
駆動方式

乗車定員
(名)

航続距離
(km)

MIRAI
Concept

4,975×1,885×1,470 後輪駆動 5 845

MIRAI※ 4,890×1,815×1,535 前輪駆動 4 650

MIRAI ConceptとMIRAIの仕様

パワー
トレイン

モー
ター

最高出力
130kW/4,501-9,028rpm

[最高回転数:13,000rpm]

最大トルク 300N・m/0-3,500rpm

種類 交流同期電動機

燃料電
池ス
タック

最高出力 103kW

種類 固体高分子形

駆動用
バッテ
リー

種類 リチウムイオン電池

燃料・タンク

種類 圧縮水素

タンク内容量 141L

公称使用圧力 70MPa

CLARITY FUEL CELLの燃料電池等の仕様

出典：HONDA ニュースリリース「燃料電池自動車「CLARITY FUEL CELL」を一部改
良して発売」

MIRAIの第二世代モデル公開Honda Clarity Fuel Cellの改良
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水素ステーション分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（水素ステーション）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 首都圏の1都3県と5政令指定都市で構成する9都県市は22日、
水素エネルギーの普及へ、財政支援や規制緩和の推進を関係省庁
に要請した。要望書へは、自治体や企業が水素ステーションを設
置・運営する際の財政支援のほか、ステーションの整備を促す保安
体制の合理化など規制緩和が盛り込まれた。(5月22日)

<モビリティ分野での利用>
水素ステーションの整備費・運営費を低減させるため、
安全確保を前提に、規制改革実施計画（2017年6
月9日閣議決定）で掲げられている37項目の規制見
直しを着実に進める。

• 遠隔監視による集中監視と巡回で保安確保することで、水素ステー
ションの無人化が可能になった。(2月11日)

• 経済産業省は1月20日、燃料電池自動車（FCV）へ燃料を供
給する水素ステーションの整備において、水素トレーラ庫の散水設
備の不要化など、コンパクト化を実現する4つの方策について、「高
圧ガス保安法」の規定を満たすとの見解を示した。(1月22日)

• フジキンが、次世代水素ステーション向けの液体水素用小型バルブ
を開発。(5月24日)

＜（次世代水素ステーション向けの技術開発）＞
部品については、現行ロードマップに具体的なアクショ
ンプランの記述なし。

• ＪＦＥスチールと傘下のＪＦＥコンテイナーは水素ステーション向
けに、水素ガスを300リットル蓄えられる大容量の高圧型水素蓄圧
器を商品化した。（3月18日）

• 総合バルブメーカーのキッツは、パッケージユニット型水素ステーショ
ンの販売・施工を４月に開始すると発表。(2月18日)

<モビリティ分野での利用>
省スペースかつ低コストで施工期間の短縮にもつなが
るパッケージ型水素ステーションの採用など、効率的な
水素ステーション整備を行っていく。



 

 9都県市が水素エネルギーの普及のため、財政支援や規制緩和の推進を関係省庁に要請。

 遠隔監視による集中監視と巡回で保安確保することで、水素ステーションの無人化が可能に。

水素ステーション分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、横浜市・川崎市・千葉市・
さいたま市・相模原市から構成される9都県市は、下表の項目が
盛り込まれた要望書を提出。

 9都県市は水素エネルギー関連事業者（岩谷産業株式会社、
JXTGエネルギー株式会社、JHｙM、トヨタ自動車株式会社、日
本エア・リキード株式会社）との意見交換会を実施し、同事業者
との意見などを踏まえ、要望を検討。

項目 概要

水素ステーション設置・運
営に係る補助制度の継
続・運用の緩和

水素ステーションの整備を着実に推進し、水素ステー
ションの設置・運営に係る継続的な財政支援や、既存
の水素ステーションにおける能力増強への財政支援を
行うこと。

水素ステーションに係る規
制緩和の更なる推進

「規制改革実施計画（平成２９年６月閣議決
定）」に掲げる規制見直し項目を着実かつ速やかに推
進すること

燃料電池バスの普及促
進支援

燃料電池バスについて、大幅なコストダウンが進むまで
の期間、購入者等に対する国による補助制度 を継続
し、予算規模も拡充すること。

燃料電池の用途拡大・燃
料電池技術への支援

産業用車両の用途拡大及び車種の多様化を図り、
燃料電池技術を活用した新たな製品の開発に対する
メーカー等への支援を実施すること。

出典：九都県市首脳会議 「第75回九都県市首脳会議 報告事項」

出典：経済産業省 「第16回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会
高圧ガス小委員会 資料4(3)水素社会の実現に向けた高圧ガス保安規制」

 経済産業省は、規制改革実施計画に基づき、水素スタン
ド・燃料電池自動車関連の規制見直しを検討。

 有識者等による審議を経て、現在までに３７項目中、２
１項目の見直しを実施済み。

 十分な監視体制を前提に、従業者不在でも有人スタンド
と同等の保安水準を確保し、セルフ充塡を可能とした。

要望書の概要

財政支援や規制緩和の推進の要望書提出 水素ステーションの無人化

水素ステーション無人化の概念図
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 フジキンが次世代水素ステーション向けの液体水素用小型バルブを開発した。

 ＪＦＥスチールとＪＦＥコンテイナーが、水素ガスを300リットル蓄えられるType1水素蓄圧器を商品化。

 キッツは、パッケージユニット型水素ステーションの販売・施工を開始する。

水素ステーション分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 フジキンが、253℃の極低温と99.9MPaの超高圧に対応し、大流量
を確保した次世代水素ステーション向けの液体水素用小型バルブを開
発した。

 既存製品と比較して、大流量化と耐久性向上を達成した。
 本製品は2019年度に建設の液体水素ステーションに採用されている。

出典：フジキン サポート「超モノづくり部品大賞受賞製品 超高圧液体水素適合バルブ」

 ＪＦＥスチールと傘下のＪＦＥコンテイナーは水素ステーショ
ン向けに、水素ガスを300リットル蓄えられる大容量の高圧型
水素蓄圧器(Type1)を商品化した。

 ＪＦＥコンテイナーが販売する。

出典：日刊工業新聞 3月18日「ＪＦＥスチールなど、高圧水素蓄圧器に300リットル型
ステーション向け」

開発製品と既存製品の比較

次世代水素ステーション向け液体水素用小型バルブ 高圧型水素蓄圧器の商品化

開発バルブ

パッケージユニット型水素ステーションの販売

 総合バルブメーカーであるキッツが、水素ステーションに必要な
主要機器を集約したキッツ独自のパッケージユニットを開発し、
2020年4月より販売・施工を開始する。

 世界で唯一となる100MPaクラスの水素ガスを封止させるこ
とが可能。

 用途・能力に応じて4タイプから選択が可能。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（その他のモビリティ）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 豊田自動織機・トヨタL＆Fカンパニーは、1.8t積燃料電池
フォークリフトを2019年秋から販売する。災害などの緊急時に
は非常用電源としても活用可能な外部給電機能を標準装備。
(5月22日)

<モビリティ分野での利用>
燃料電池フォークリフトについては、車種拡大や燃料電池
ユニット等のフォークリフト以外への多用途展開を図り、量
産効果によるコスト低減を図る。

• トヨタ自動車は太陽光発電の電力を活用し、水素を製造・貯
蔵・供給できる小型の水電解式水素発生充填装置
「SimpleFuel」を元町工場に導入。(7月2日)

<モビリティ分野での利用>
フォークリフトの水素充填設備は物流事業者等が自ら整
備する必要があるため、インフラ事業者とメーカーは、簡
素で運営も容易な充填設備を整備できるよう必要な取組
を行っていく。

• パナソニックは18日、自社工場で運用するフォークリフト向けの
水素ステーションを開発したと発表。(11月18日)

• 小型FCバスの製造や導入の可能性を検討する「第１回 小型
燃料バス導入検討会議」が１０日、新潟市中央区で開催され
た。（6月10日）

<モビリティ分野での利用>
燃料電池バスについては、（中略）④現行の路線バス以
外にも車種展開を図り、普及拡大を図る。

＜ロードマップの記述：燃料電池バスの普及目標＞
燃料電池バスについては、2020年度までに100台、
2030年度までに1,200台の導入を目指す。現在は首
都圏を中心に普及しているが、目標達成に向け、普及地
域を全国に拡大させる。

• 日立自動車交通は、都内の一般バス路線１系統にトヨタ自動
車の燃料電池バス車両「ＳＯＲＡ」を導入。（12月23日）

• いわき市で路線バスを運行する新常磐交通は、４月にも市内で
ＦＣバスを導入する見通し。（1月8日）

• 東京都心と臨海部とを結ぶバス高速輸送システム「東京ＢＲ
Ｔ」について、５月２４日から虎ノ門（港区）―晴海（中央
区）間を先行開業。（2月17日）
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 小型FCバスの製造や導入の可能性を検討する「小型燃料バス導入検討会議」が、新潟市で開催。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 小型FCバスの製造や導入の可能性を検討する「第１回
小型燃料バス導入検討会議」が6月、新潟市にて開催。第
2回、第3回、第4回の会議も7月、11月、1月に開催され
た。

 新潟県では、平成31年度に小型燃料電池バス導入支援
事業に5,854千円の予算を計上しており、本検討会議もそ
の一環である。

 県内企業による小型燃料電池バスの開発について検討し、
2020年度に小型燃料電池バス及び小型燃料電池バス専
用水素供給設備を導入予定。

出典：新潟県 産業労働部 産業振興課「燃料電池自動車・水素供給設備普及促進事業」

小型燃料バスの製造や導入の検討

新潟県 燃料電池自動車・水素供給設備普及促進事業の事業イメージ
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（その他のモビリティ）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• ＪＦＥコンテイナーは、東邦ガスが豊田市に建設予定のオンサイ
ト方式の燃料電池バス対応水素ステーション用の蓄圧器を受注
した。(9月2日)

<モビリティ分野での利用>
燃料電池バスの普及拡大に向け、燃料電池バスに対応した水素ス
テーションの建設を着実に進める。

• いすゞ自動車と本田技術研究所は、パワートレインとして燃料電
池を利用した大型トラックの共同研究に着手することで合意した。
(1月16日)

<ロードマップの記載：燃料電池トラック>
燃料電池トラックについては、（中略）大型トラックについては、近
距離（200km 程度・高圧ガスタンク）、長距離（500km 程度
液体水素タンク）それぞれの技術開発や課題の整理を進め、
2020 年度中に具体的なアクションプランを作成する。

• 三菱ふそうトラック・バスは24日に開幕する「第４６回東京モー
ターショー」で、燃料電池小型トラック「Vision F－CELL」と、自
動運転技術を搭載する大型トラック「スーパーグレート」を世界初
公開する。(10月16日)

<ロードマップの記載：燃料電池トラック>
燃料電池トラックについては、国内メーカーは、小型トラックの実証
事業を着実に実施する

• トヨタ自動車の北米部門、トヨタモーターノースアメリカは11月6
日、米国カリフォルニア州において、水素燃料電池搭載の港湾向
けトレーラーヘッド、『ウノ』を発表した。(11月8日)

<ロードマップの記載：燃料電池トラック>
燃料電池トラックについては、（中略）大型トラックについては、近
距離（200km 程度・高圧ガスタンク）、長距離（500km 程度
液体水素タンク）それぞれの技術開発や課題の整理を進め、
2020 年度中に具体的なアクションプランを作成する。• トヨタ自動車は、日野自動車と水素を燃料に走る燃料電池大型

トラックの共同開発を始めたと発表した。日野の大型トラック「日
野プロフィア」をベースに車両走行制御を生かし、燃料電池システ
ムとその制御をトヨタが手掛ける。2020年中に約600キロメート
ルの航続距離を持つ試作車の開発を目標にしている。（3月23
日）
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（その他のモビリティ）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• JR東日本は6月4日、水素をエネルギー源とした燃料電池と
蓄電池を備えた、新しいハイブリッド車両「FV-E991系」を
試作する。世界で初めて最高充填圧力が700気圧の貯蔵
システムを用いることで、350気圧のものと比べて倍以上の
140kmもの走行距離を稼ぐことができるという。燃料電池
はHydrogenics社から調達。(6月23日)

＜（多様なモビリティへのFC展開①鉄道）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 公益財団法人鉄道総合技術研究所（鉄道総研）は8月
28日、新しい燃料電池ハイブリッド試験電車が完成したこ
とを明らかにした。燃料電池の高出力密度化と冷却装置の
分散配置などにより出力を50%アップ、出力あたりの体積
を20%減少。燃料電池用の電力変換装置については、体
積を45%減少させた。(8月28日)

• ホンダは、燃料電池（ＦＣ）技術の研究範囲を広げる。こ
れまでＦＣシステムの研究開発は、乗用車への搭載がメイ
ンだったが、商用車、鉄道などへ様々なモビリティに応用する
ための研究を開始。(8月30日)
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（その他のモビリティ）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズコーポレーションは、燃
料電池船にモバイル30kW水素燃料電池システムを納入したこと
を発表。Toshiba ESSが開発した新しいモバイル30 kW純水
素燃料電池システムは、船舶、鉄道、トラックに設置できる。(12
月29日)

＜（多様なモビリティへのFC展開②船舶）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

※2020年目度に進める船舶分野の水素利用拡大に向けた指
針策定に取り組むとの記載あり。

• 商船三井、e5Labは、水素燃料電池システムと大容量バッテリー
を搭載したハイブリッド自動車運搬船の共同研究を行う覚書
(MOU)を締結した。(12月17日)

• 船舶エンジンメーカーのジャパンエンジンコーポレーションは、水素や
アンモニアなどのカーボンフリー燃料を用いたエンジン開発の共同
研究を、国立研究開発法人「海上・港湾・航空技術研究所 海上
技術安全研究所」と始めた。地球温暖化防止に向けた脱炭素化
の流れに対応する。(10月11日)

• トヨタ自動車と、トヨタの欧州事業を統括するToyota Motor 
Europeは、燃料電池技術を初めて船舶向けに応用し、再生可
能エネルギーで世界一周航海を目指しているフランスの「エナジー・
オブザーバー号」向けのFCシステムを開発した。(2月3日)

• 岩谷産業の牧野明次会長兼最高経営責任者は、2025年大阪・
関西万博の会場となる大阪市の人工島・夢洲への交通手段とし
て、水素を燃料とした船の建造を複数社で検討していると明らかに
した。(1月6日)
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン（その他のモビリティ）

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• ＮＴＴ西日本は、新型の飛行ロボット（ドローン）開発に乗り出す。
インフラ点検サービス事業で活用する。現行機の３倍以上となる２
時間程度の長時間の飛行を実現する計画。新型ドローンには小型
のガソリンエンジンや水素エンジンを搭載する見通し。(4月30日)

＜（多様なモビリティへのFC展開③ドローン）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 産業用ドローンの開発・販売を行うベンチャー企業「ロボデックス」は、
福島県南相馬市で燃料電池を搭載したドローンの実証実験を行っ
た。(7月12日)

• 株式会社プロドローンは、「第46回東京モーターショー2019」に出
展する。「SUKUU」と「燃料電池ドローン」を展示する。(10月23
日)

• TEIJINは、開発する高圧複合容器を用いたドローンのデモとして、
高圧複合容器に水素を注入、当該容器をドローンに搭載し、燃料
電池を用いてドローンを稼働させた。(12月13日)

• 国内で高圧ガスタンクを搭載した水素燃料電池ドローンを安全に
飛行させるための「水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全
のためのガイドライン（案）」が公開、パブリックコメントが募集され
た。

（3月4日）

• 防衛装備庁は三菱重工業などと共同で、無人水中航走体向けの
燃料電池発電システムを開発する。 (11月30日)

＜（多様なモビリティへのFC展開④その他）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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 JR東日本が、世界で初めて70MPaの高圧水素を利用できる燃料電池と蓄電池を備えた、新しいハイブリッ
ド車両を試作。

 鉄道総研が、燃料電池の出力を50％増加させた新しい燃料電池ハイブリッド試験電車を完成。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 JR東日本は、水素を燃料とする燃料電池と蓄電池を電源と
するハイブリッドシステムを搭載した試験車両「FV-E991 系」
を製作する。

 2021年度内に落成予定であり、その後に実証試験へと移
る。

出典：JR東日本 ニュースリリース「水素をエネルギー源としたハイブリッド車両（燃料電池）
試験車両製作と実証試験実施について」

項目 FV-E991系 仕様

車両構成 2両

最高速度 100km/h

加速度 2.3km/h/s

一充填航続距離
70MPa充填時：約140km
35MPa充填時：約80km

燃料電池 固体高分子型：180kW×2

蓄電池 リチウムイオン電池：25kWh×2

水素貯蔵
最高充填圧力 70MPa

水素貯蔵量 51ℓ×5本×4ユニット

試験車両の仕様

 鉄道総研は、従来の試験車両より燃料電池の実用に近い燃料
電池ハイブリッド試験電出力を50％向上させ、起動加速度を高
めた車を完成させた。

 燃料電池は高出力密度化、冷却装置の分散配置等により、出
力を50％増加、出力当たり体積を20%減少させ、燃料電池用
電力変換装置は、体積を45%減少させた。

出典：鉄道総合技術研究所 ニュースリリース「新しい燃料電池ハイブリッド試験電車の完成」

項目 性能 従前の性能

起動加速度 2.5km/h/s 1.5km/h/s

駆動軸数
（編成当たり）

2台車4軸 1台車2軸

編成出力
（燃料電池出力）

690kW(150kW) 460kW(100kW)

試験車両の仕様

燃料電池ハイブリッド電車の開発（JR東日本） 燃料電池ハイブリッド電車の開発（鉄道総研）

試験車両の外観



 

 東芝エネルギーシステムズ＆ソリューションズコーポレーションは、燃料電池船にモバイル30kW水素燃料電池
システムを納入。

 トヨタ自動車と、トヨタの欧州事業を統括するToyota Motor Europeは、「エナジー・オブザーバー号」向け
のFCシステムを開発。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 東芝エネルギーシステムズが、ＮＲＥＧ東芝不動産と東京
海洋大学の実証試験で使われる水素燃料電池船向けに、
30kWの移動型水素燃料電池システムを納入。

 納入した移動型純水素燃料電池システムは、定置用と比
較し、単位出力当たりの容量を1/3に小型化。

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「水素燃料電池船に移動型純水
素燃料電池システムを納入」

 トヨタ自動車とToyota Motor Europeは、燃料電池技術を初
めて船舶向けに応用し、再生可能エネルギーで世界一周航海を
目指しているフランスの「エナジー・オブザーバー号」向けのFCシステ
ムを開発した。

 エナジー・オブザーバー号は、太陽光や風力の再生可能エネルギー
や海水から生成した水素を用いた燃料電池を動力とする。

 燃料電池自動車「MIRAI」の搭載部品を用いて、船舶用のコン
パクトなFCシステムを開発し、エナジー・オブザーバー号に搭載した
もの。

出典：TOYOTA ニュースリリース「トヨタ、船舶向けに初の燃料電池システムを開発し、フランス
の「エナジー・オブザーバー号」に搭載」

36

燃料電池船向けの燃料電池システム納入 燃料電池船向けの燃料電池システム開発
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 ＮＴＴ西日本は、新型のドローン開発に乗り出す。新型ドローンには小型のガソリンエンジンや水素エンジン
を搭載する見通し。

 ベンチャー企業「ロボデックス」が、福島県南相馬市で燃料電池を搭載したドローンの実証実験を実施。

 プロドローンが新たにPEFCを搭載したドローンを発表。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

 ＮＴＴ西日本は、新型のドローン開発に乗り出す。
 開発は4月1日に設立されたNTT西日本の子会社、

ジャパン・インフラ・ウェイマークが行い、鉄塔や橋梁な
どの設備を点検といったインフラ点検サービス事業で
活用する。

 小型のガソリンエンジンや水素エンジンを搭載する見
通し。現行機の３倍以上となる２時間程度の長時
間の飛行を実現する計画。現行機の電源は、リチウ
ムイオンポリマー電池で、飛行時間は２０―４０分
程度。

 産業用ドローンの開発・販売を行うベンチャー企業「ロボデック
ス」は、福島県南相馬市の福島ロボットテストフィールドにて
燃料電池を搭載したドローンの実証実験を行った。

 2種のハイブリッド型ドローンのうち１つには、英国のインテリ
ジェント・エナジー社の800Wの燃料電池ユニットが2つ搭載
されている。

出典：RoboDEX NEWs
「7月12日福島にてドローン用燃料電池システムの展示、デモフライト実施」

水素エンジン搭載のドローンの開発 燃料電池ドローンの実証実験

燃料電池（PEFC）ドローンの発表

出典：プロドローン社HP

 株式会社プロドローンは、「第46回東京モーターショー2019」
に出展する。「SUKUU」と「燃料電池ドローン」を展示する。
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 国内で高圧ガスタンクを搭載した水素燃料電池ドローンを安全に飛行させるための「水素燃料電池ドローン
における高圧ガスの安全のためのガイドライン（案）」が公開。

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗

「水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全のためのガイドライン（案）」が公開

 高圧ガスタンクを搭載した水素燃料電池ドローンを安全に飛行させるための「水素燃料電池ドローンにおける高圧ガスの安全のため
のガイドライン（案）」が公開、パブリックコメントが募集された。

 高圧ガス保安法令に基づき、一定高度以上で飛行するドローンに水素貯蔵容器を搭載する場合に求められる事業者が担保すべ
き安全面の条件・措置を、ガイドラインにまとめたもの。

出典：e-Gov パブリックコメント「水素燃
料電池ドローンにおける高圧ガスの安全
のためのガイドライン（案）に対する意見
募集について」
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産業プロセス・熱利用に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 神戸製鋼とルクセンブルグのアルセロール・ミタルは、石炭のか
わりに水素を使うことで、二酸化炭素の排出を減らせる製鉄
技術を共同で開発すると発表した。ミタルが今後、ドイツで建
設する実証プラントに神鋼が技術協力する。環境負荷の少な
い水素を使った製鉄法は欧州など世界で開発が進みつつある。
ミタルが建設する実証プラントは世界最大規模となる。(9月
17日)

＜産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性＞
各産業プロセスにおけるCO2フリー水素の利用について、純
度や受入方法、電化の困難性などの技術的な要件や経済
合理性を持つための価格条件を精査し、ポテンシャルを評価
する調査を実施する。

• 早稲田大学は、二酸化炭素と再生可能エネルギーで得られる
電力・電解水素を低温で反応させて資源化する新手法の開
発に成功したと発表した。(1月22日)

＜産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性＞
CO2フリー水素と二酸化炭素からプラスチック製品等を製造
する技術など、二酸化炭素の回収・利用により気候変動問
題に対応する技術（カーボンリサイクル技術・CCU）の実用
化に向けた検討・研究開発を実施する。
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 神戸製鋼とルクセンブルグのアルセロール・ミタルは、石炭のかわりに水素を使うことで、二酸化炭素の排出を
減らせる製鉄技術を共同で開発する。

 早稲田大学は、二酸化炭素と再生可能エネルギーで得られる電力・電解水素を低温で反応させて資源化
する新手法の開発に成功した。

産業プロセス・熱利用に関するアクションプランへの取組みと進捗

 神戸製鋼の子会社であるミドレックス社は、世界最大の鉄鋼メー
カーであるアルセロール・ミッタル社が進める水素を活用した低炭素
製鉄の研究・開発において、同社と共同開発契約を締結、併せて、
アルセロール・ミッタル社のドイツ・ハンブルグ工場内に建設される計
画の水素を活用した還元鉄製造実証プラントの設計を実施する
契約も締結した。

 実証プラントでは、天然ガスを還元剤とする既設の直接還元鉄プ
ラントの炉頂ガスに含まれる水素を回収し、水素還元の実証を行
う。

 年間約10万トンの還元鉄を生産する予定であり、水素のみを還
元剤とする直接還元鉄プラントとしては世界最大規模。

出典：KOBELCO プレスリリース「Midrex社：水素を活用した直接還元製鉄法に関する
共同開発契約をアルセロール・ミッタル社と締結」

 早稲田大学は、回収した二酸化炭素と再生可能エネルギーから
得られた電力と電解水素を用いて、常温から100℃台という低温
度の範囲で効率よく速やかに二酸化炭素を資源化する手法の開
発に成功したと発表。

 セリウム酸化物に外部から弱い直流電場を与えるとその表面でプ
ロトンが動くという「表面プロトニクス」という現象を発見し、それを利
用し、金属の1種であるルテニウム(Ru)の微粒子をセリウム酸化
物の上に微細に載せた固体触媒に直流電場を印加することで、
二酸化炭素が効率よく一酸化炭素やメタンへと資源化される。

出典：早稲田大学 Topic「低温で二酸化炭素の資源化が可能に」

開発手法の反応の概念図

水素を活用した還元鉄製造実証プラント 二酸化炭素資源化手法の開発

アルセロール・ミッタル社ドイツ・ハンブルグ工場 既設直接還元鉄プラント
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燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 積水ハウスが、名古屋市に国内初の全住戸ZEH（ネット・
ゼロ・エネルギー・ハウス）分譲マンションを建設。各戸に搭
載した燃料電池「エネファーム」と合わせたW発電で、家庭で
使うエネルギーを100％賄うことを目指す。(5月10日)

＜ロードマップの記載：エネファームの導入目標＞
エネファームについて、2020 年頃の市場自立化を実現した
上で、2030 年までに 530 万台の導入を目指す。

-
• 三井不動産レジデンシャルなど不動産会社１０社が、五輪

選手村を活用したマンション全戸にエネファームと蓄電池を完
備する計画。(4月24日)

• パナソニックは、選手村跡地の分譲住宅向けに、家庭用燃
料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」を開発し、
住宅全戸に導入予定。(7月24日)

• 日本特殊陶業やTOTOなど森村グループ4社が、共同出資
会社「森村SOFCテクノロジ」を設立。（9月27日）

• 森村SOFCテクノロジは2021年ないし22年をメドに、家庭
用の固体酸化物形燃料電池製品の発売を目指す。(1月
24日)

• 米ラスベガスで開催されているデジタル技術見本市「CES」で、
豊田章男社長は、トヨタ自動車はこのほど、自動運転車や
スマートテクノロジー、生活支援ロボットの実証実験を行う
「未来都市」を富士山麓に建設すると発表。(1月9日)

＜（水素・燃料電池を活用したまちづくり）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 東京ガスが、販売する「エネファームミニ」は製品の小型・軽量化に
より、搬入時間が短縮。また、製品の低重心化により下駄基礎の
利用が可能となったことで、短時間で設置工事が可能。(10月11
日)

＜燃料電池技術活用＞
エネファームの本格的な普及に向けて、（中略）設置が
容易な小型機の市場投入、集合住宅のエネルギー消費
量に合わせた仕様の製品の開発・市場投入、（中略）に
取り組む。• パナソニック株式会社は、マンション向けエネファームの新製品を

2020年6月より発売する。2019年4月に発売した戸建住宅向け
エネファームをベースに、戸建住宅に比べ、より設置条件に制約が
あるマンション向けに開発。（2月25日）

• 大阪ガス株式会社は世界最小サイズとなる「エネファームtype S」
の新製品を4月1日から発売すると発表。 「エネファームtype S」
は大阪ガスがアイシン精機、京セラ、トヨタ自動車とともに開発した
技術を製品化した家庭用燃料電池。（2月28日）

• 東邦ガス株式会社とアイシン精機株式会社は、「バーチャルパワー
プラントプロジェクト（豊田市VPPプロジェクト）」に参画し、エネ
ファームの遠隔制御検証と、エネファーム群を集約した調整力等の
活用に向けた検証実証を開始。(5月25日)

＜（エネルギーマネジメントでのFC活用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 日本において、「災害時 パーソナルに対応する」ためのポータブル
水素燃料電池で社会貢献事業展開すべく、フランスのプラグマ・イ
ンダストリー社の日本法人「株式会社 Pragma Industries 
JAPANが設立された。停電時の問題を解消する、“ポータブル水
素燃料電池「Pragma H-01」”を発売する。(12月12日)

＜（その他の燃料電池利用①ポータブル燃料電池）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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 積水ハウスが、国内初の全住戸ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）分譲マンションを建設。

 不動産会社１０社が、五輪選手村を活用したマンション全戸にエネファームと蓄電池を完備する計画。

燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 積水ハウスは、日本で初めてとなる全住戸がZEH基準を満たす
分譲マンションを建設。

 燃料電池や節湯水栓、断熱浴槽、LED照明などの省エネ機
器を採用することで極力省エネ性能を高めた上で、住戸当たり
平均4kW程度の太陽光発電を装備することでZEHを達成。

 災害発生時の対応にも配慮し、停電時には太陽光発電システ
ムとエネファームの停電時発電機能（発電継続）による電力
供給が可能。

出典：積水ハウス CSR・環境活動「日本初の全住戸ZEH分譲マンション「グランドメゾン覚
王山菊坂町」が竣工」

 三井不動産レジデンシャルなど不動産会社１０社が、五輪選手
村を活用したマンション全戸にエネファームと蓄電池を完備する。

 停電時には、蓄電池に充電された電気によってエネファームを起動
し、発電と給湯が可能となる。

出典：三井のすまい HARUMI FLAG「全住戸にエネファームと蓄電池を標準装備」

燃料電池を備えたマンション（積水ハウス） 燃料電池を備えた選手村マンション

マンション外観
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 パナソニックは、選手村跡地の分譲住宅向けに、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」
を開発。ほぼ同じ仕様の製品を、マンション向けとして2020年6月より発売。

 日本特殊陶業やTOTOなど森村グループ4社による合弁会社である森村SOFCテクノロジは、2021年ない
し22年をメドに、家庭用の固体酸化物形燃料電池製品の発売を目指す。

燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 パナソニックが、選手村跡地に誕生する新しい街「HARUMI 
FLAG」の分譲住宅向けに、家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム「エネファーム」を開発。

 東京ガスと共同で、2021年4月頃より分譲住宅全戸
（4,145戸）に順次導入する。

 ほぼ同仕様の製品をマンション向け家庭用燃料電池コージェ
ネレーションシステムとして、2020年6月より販売を開始。

出典：Panasonic プレスリリース「HARUMI FLAG分譲住戸向け家庭用燃料電池「エネファー
ム」を開発」
出典：Panasonic プレスリリース「マンション向け家庭用燃料電池「エネファーム」新製品を発売」

発電出力 200W～700W

定格発電効率 LHV 40.0%

定格熱回収効率 LHV 57.0%

貯湯タンク容量 約130L

エネルギー利用効率 LHV 97.0%

停電時出力 最大AC500W

エネファームの諸元

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

出典：TOTO ニュースリリース「森村SOFCテクノロジー株式会社 事業開始のお知らせ」
出典：住宅産業新聞 2020年1月24日「森村SOFCテクノロジー、燃料電池発売は2021
年～2022年メド=家庭用、〝小型〟や〝レジリエンス〟訴求か」

 森村グループ 4 社（株式会社ノリタケカンパニーリミテド、
TOTO 株式会社、日本ガイシ株式会社、日本特殊陶業
株式会社）が、固体酸化物形燃料電池に関する合弁会
社を設立。

 家庭用、業務用の固体酸化物形燃料電池のセル、スタッ
ク、モジュールおよびシステムの研究・開発・製造・販売に係
る事業を開始した。

 2021年ないし22年をメドに、家庭用の固体酸化物形燃
料電池製品の発売を目指す。

家庭用の固体酸化物形燃料電池製品
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 東京ガスが販売する「エネファームミニ」はSOFCを採用、製品の小型・軽量化により、搬入時間が短縮され、
短時間で設置工事が可能となった。

 大阪ガス株式会社は世界最小サイズとなる「エネファームtype S」の新製品を4月1日から発売する。

燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗

出典：TOKYO GAS プレスリリース「世界最小サイズ1の高効率家庭用燃料電池コージェネ
レーションシステム「エネファームミニ」の発売について」

 東京ガスと京セラは、世界最小サイズの家庭用燃料電池
コージェネレーションシステム「エネファームミニ」を製品化。

 本製品はセルスタックや貯湯タンク容量の小型化により、エア
コン室外機と同等の大きさを実現した。

 製品の小型・軽量化により、搬入時間が短縮されるとともに、
短時間で設置工事が完了する。

燃料電池形式 固体酸化物形（SOFC）

性能

定格発電出力 400W

定格発電効率 42％（HHV）, 47％（LHV）

総合効率 72％ （HHV）, 80％ （LHV）

貯湯タンク容量 20L

寸法

燃料電池ユニット W800mm×D350mm×H700mm

熱源機（標準タイプ） W480mm×D250mm×H750mm

質量

燃料電池ユニット 80kg（乾燥重量）

熱源機（標準タイプ） 42kg（乾燥重量）

設置スペース

奥行条件 995mm 675mm 500mm

面積 約1.8m2 約1.9m2 約1.6m2

エネファームサポート制度 10年間

停電時出力 最大400W

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム開発 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム開発

 大阪ガスは、アイシン精機、京セラ、ノーリツ、パーパス、リンナ
イと共同で家庭用固体酸化物形燃料電池「エネファーム
type S」を開発した。

 「エネファームtype S」は、停電中も発電し、電気が使える停
電時発電継続機能もラインアップ。世界最高の発電効率
55％を達成するとともに、本体の大幅な小型化により設置
性が向上。

出典：Daigas Group プレスリリース「世界最高の発電効率と大幅な小型化により設置性
が向上した家庭用燃料電池「エネファームtype S」の新製品発売について」

発電出力 通常運転時：50W～700W
自立運転時：700W

定格発電効率 LHV 55.0%, HHV 49.6%

定格総合効率 LHV 87.0%, HHV 78.5% 

貯湯タンク容量 25L

寸法 W600 × H1274 × D330 (mm)

エネファーム type S の概要
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 東邦ガスとアイシン精機は、豊田市つながる社会実証推進協議会の取り組みの一つである「バーチャルパワー
プラント（VPP）プロジェクト」に参画して、燃料電池を含むVPPの実証を開始した。

 トヨタが東富士にてWoven cityを発表、燃料電池を同都市で活用予定。

燃料電池技術活用（定置用）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 トヨタ自動車が、人々の暮らしを支えるあらゆるモノやサービス
がつながる実証都市「コネクティッド・シティ」のプロジェクト概要
を発表。

 本プロジェクトでは、2020年末に閉鎖予定の東富士工場の
跡地を利用して、将来的に約70.8万m2の範囲において街
づくりを進めるべく、2021年初頭に着工する予定。

 トヨタは、この街を「Woven City」（ウーブン・シティ）と名付
け、初期は、トヨタの従業員やプロジェクトの関係者をはじめ、
2000名程度の住民が暮らすことを想定。

 暮らしを支える燃料電池発電も含めて、この街のインフラはす
べて地下に設置する構想。

 企業や研究者に幅広く参画を呼び掛け、CASE、AI、パーソ
ナルモビリティ、ロボット等の実証を実施する。

出典：TOYOTA ニュースリリース「トヨタ、「コネクティッド・シティ」プロジェクトをCESで発表」

トヨタが実証都市の構想を発表

 東邦ガスとアイシン精機は、豊田市つながる社会実証推進
協議会の取り組みの一つである「バーチャルパワープラントプ
ロジェクト」に参画して、実証を開始した。

 本プロジェクトでは、様々な需要家のエネルギーリソースをあ
たかも一つの発電所のように制御する「バーチャルパワープラ
ント」を構築し、再生可能エネルギーによる電力の供給に合
わせて、需要等を調整するエネルギーマネジメントを行う。

 プロジェクトの一環として、家庭用燃料電池コージェネレー
ションシステム「エネファームtype S」や家庭用ガスエンジン
コージェネレーションシステム「コレモ」の発電出力をそれぞれ
遠隔制御して、調整力等の活用に向けた検証を行う。

出典：東邦ガス プレスリリース「豊田市でエネファームを活用した「バーチャルパワープラント」実
証を開始 ～全国初のエネファームtype Sを活用した実証事例～」

期間 2019年3月～2020年3月（予定）

場所 愛知県豊田市内

内容 VPPシステムからの指令に基づいたエネルギーマネジメントシ
ステムによるエネファームの遠隔制御検証
VPPのエネルギーリソースとしてエネファーム群を集約し、調
整力等の活用に向けた検証

設備構成 エネファーム（type S） 8台
コレモ 1台

実証の概要

エネルギーマネジメントでのFC活用
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 フランスのプラグマ・インダストリー社の日本法人「株式会社 Pragma Industries JAPANが設立。停電時
の困り事を解消する、“ポータブル水素燃料電池「Pragma H-01」”を発売する。

燃料電池技術活用（その他）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 水素燃料電池市場で事業展開を進めているフランスのプラグ
マ・インダストリー社が日本法人を設立し、アジア地域を含め
た事業を開始した。

 プラグマ・インダストリー・ジャパンは、地震・台風・豪雨等の災
害による停電時の問題を解消する、“ポータブル水素燃料電
池「Pragma H-01」”を発売する。

出典：Pragma Industries Japan プレスリリース「災害対応を含め“ポータブルな水素燃
料電池事業「H project」”を開始」

■“ポータブル水素燃料電池「Pragma H-01」”

① 専用の粉末パックに水を加える事で発生する水素か
ら発電

② 水素貯蔵タンクが不要で、粉末パックの備蓄により長
時間発電

③ 小型でクリーンな発電のため住宅・役所・避難施設
等の屋内でも利用可能

ポータブル燃料電池
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燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 産業用ボイラメーカーの三浦工業株式会社が「業務用4.2kW固体
酸化物形燃料電池(SOFC)システム FC-5B型」を2019年10月
より販売。システムの改良により50%の発電効率、90％の総合効
率を実現。(6月20日)

＜燃料電池技術活用＞
イニシャルコスト低減に向けて、①セルスタック及び燃料処理機に
ついては、セルスタックの高効率・高出力密度化等の技術開発
に取組み

• 日本特殊陶業と三菱日立パワーシステムズは、固体酸化物燃料電
池（SOFC）で使用される発電要素として円筒型セルスタックを製
造および販売する合弁会社を設立する。両社が開発した発電部品
は、低電流で効率的に高電圧の出力を使える。(7月5日)

• 1月29日に合弁会社「CECYLLS（セシルス）」を設立した。（2月
4日）

• 東芝エネルギーシステムズは、広州の新興企業であり、メタノール改
質技術を使用して燃料電池システムを開発しているMore 
Hydrogen Energy Technology Co.、Ltd. と中国での燃料
電池システムの開発に関するパートナーシップ契約を締結した。 (11
月13日)

＜（その他の燃料電池利用②メタノール燃料電池）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• トヨタ自動車は、燃料電池自動車「MIRAI」に搭載するFCシステム
を活用した定置式の燃料電池発電機を開発し、愛知県豊田市の本
社工場敷地内に設置、実証運転を開始。(9月18日)

＜（発電事業でのFCの活用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• ＮＥＤＯと、中国電力とＪパワーの共同出資会社である大崎
クールジェンは、ＣＯ２分離・回収型の石炭ガス化燃料電池
複合発電の実証事業を開始。(12月26日)
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燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 東芝エネルギーシステムズは30日、水素を燃料として発電する
燃料電池システムを福島県から受注したと発表した。福島市の
あづま総合運動公園に設置し、発電した電力は同公園内の体
育館に供給。(9月30日)

＜（純水素燃料電池）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 東芝エネルギーシステムズ株式会社は、シンガポールで電気・ガ
スの送配電事業を運営する「SP Group」の傘下企業「SP 
Capital Limited」向けに、丸紅より自立型水素エネルギー供
給システム「H2One(TM)」を受注し、このたびSP Groupの
研究開発施設において運転を開始した。日本国内企業で初め
てとなる水素エネルギー供給システムの輸出であり、海外におい
て「H2One(TM)」が初めて稼働となる。(10月30日)

• 東芝は、インドネシアの国営電力会社のインドネシア電力公社
（PLN）と、水素エネルギー供給システムの普及に向けて協調
する覚書を締結したと発表した。技術や制度を整備した上で、
2023年までの導入を目指す。(10月10日)

• 三浦工業株式会社は、業務用燃料電池を対象としたメンテナン
スサービスを提供する部門を新たに設立する。（3月11日）

＜（燃料電池のメンテナンス）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 九州大学はベトナムで食品廃棄物から抽出したバイオガスから
電気を作り出す燃料電池を実証実験し、6割を超える発電効
率を達成した。(8月13日)

＜（多様な燃料のFCでの活用）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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 三浦工業株式会社が「業務用4.2kW固体酸化物形燃料電池(SOFC)システム FC-5B型」を2019年
10月より販売。システムの改良により50%の発電効率、90％の総合効率を実現。

 東芝エネルギーシステムズが、メタノール改質技術を使用して燃料電池システムを開発している広州の新興企
業と中国での燃料電池システムの開発に関するパートナーシップ契約を締結。

 産業用ボイラーメーカの三浦工業は、「業務用4.2kW固体
酸化物形燃料電池(SOFC)システム FC-5B型」を2019
年10月より販売する。

 本製品は、システムの改良により50%の発電効率、90％の
総合効率を実現。

 本製品は、Ceres Power社との提携により開発された。
Ceres Power社のSteel Cell技術により、セルスタックの高
い耐久性、汎用的な材料の使用および量産プロセスによる
製造を可能とした。

定格発電量 4.2 (kW-AC)

熱回収量 3.4 (kW)

発電熱効率 LHV 50%

総合効率 LHV 90%

寸法 W1500 × H1820 × D690 (mm)

質量 840 (kg)

製品概要

出典：MIURA ニュースリリース「業務用燃料電池システムをモデルチェンジ！「FC-5B型」販売開始」

固体酸化物形燃料電池(SOFC)システムの開発

 東芝エネルギーシステムズは、中国・広州のスタートアップ企
業で分散電源用燃料電池システムの製造・販売を行う
MHO社と中国における燃料電池システムの開発に向けた
提携に合意し、契約を締結した。

 MOH社は、メタノール改質技術を活用した燃料電池システ
ムを開発するスタートアップ企業。分散型電源用燃料電池
システムの製造・販売を行う。

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「中国のスタートアップ企業と
分散電源用燃料電池システムの開発に向け提携」

メタノール燃料電池の開発

燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗
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 日本特殊陶業と三菱日立パワーシステムズが、固体酸化物燃料電池で使用される発電要素として円筒型
セルスタックを製造および販売する合弁会社「CECYLLS」を設立。

 トヨタ自動車が、燃料電池自動車「MIRAI」に搭載するFCシステムを活用した定置式の燃料電池発電機を
開発し、本社工場敷地内で実証運転を開始。

 トヨタ自動車が、燃料電池自動車「MIRAI」に搭載されてい
る燃料電池システムを活用した定置式の燃料電池発電機
を開発し、愛知県豊田市の本社工場敷地内に設置して、
実証運転を開始した。

 導入したFC発電機は、MIRAIに搭載されているFCスタック、
パワーコントロールユニット、2次電池などのFCシステムをそれ
ぞれ2セット使用。

 毎日、24時間連続で運転し、水素使用量当たりの発電量
などのエネルギー効率、発電出力の安定性、耐久性、メンテ
ナンス性等の検証・評価を行う。

出典：TOYOTA ニュースリリース「トヨタ自動車、本社工場に、MIRAI用FCシステムを活用した定
置式FC発電機を導入」

 日本特殊陶業と三菱日立パワーシステムズは、固体酸化
物形燃料電池の発電要素である円筒セルスタックの製
造・販売を行う合弁会社「CECYLLS株式会社」を共同
で設立した。

 MHPSの長寿命、熱利用が可能な円筒セルスタック設計
技術と、NTKが保有するセラミックスの量産技術を融合さ
せ、高性能円筒セルスタックを量産・販売する。

出典：三菱日立パワーシステムズ ニュース/新着情報「日本特殊陶業と三
菱日立パワーシステムズ、燃料電池セルスタックの製造・販売を行う合弁会社
「CECYLLS（セシルス）」の設立のご案内」

寸法 2.3 × 4.5 × 2.5 (m)

流用した主なFCシステム FCスタック、PCU、2次電池、エアーコンプレッサー

定格出力 100kW

発電効率（送電端） 50%以上

定格電圧/相数/周波数 AC210V/三相三線/50/60Hz

燃料電池の種類 固体高分子形

起動時間 40秒（定格出力到達時間）

FC発電機の基本スペック

セルスタックに関する技術開発 産業用発電へのFC活用

燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗
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 NEDOと、中国電力とＪパワーの共同出資会社である大崎クールジェンが、CO2分離・回収型の石炭ガス
化燃料電池複合発電の実証事業を開始。

 東芝エネルギーシステムズが、水素を燃料として発電する燃料電池システムを福島県から受注。

燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 東芝エネルギーシステムズが、福島県からあづま総合運動公
園に設置予定の純水素燃料電池システム「H2Rex™」を受
注した。

 本システムは、「福島水素エネルギー研究フィールド」で製造
した水素を用いて発電を行う。

 導入機は、従来機に比べ重量30%、容積で40％低減を
実現し、発電効率は50%(LHV)以上である。

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「福島県あづま総合運動公園向けの純水
素燃料電池システム「H2Rex™」を受注」

 NEDOと大崎クールジェンは、CO2分離・回収型酸素吹石炭ガ
ス化複合発電の実証試験を開始した。実証設備に燃料電池を
組み合わせ、石炭ガス化ガスの燃料電池への適用性を確認する。

 本実証試験では、CO2を90％分離・回収しながら、現状で最新
鋭微粉炭火力発電方式と同等の送電端効率である40％の達
成見通しを立てることを目標としている。

 酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験設備にCO2分離・回収
設備を付設して、 CO2分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発
電システムとしての基本性能やプラント運用性・信頼性、経済性
などを検証する。

出典：大崎クールジェン プレスリリース「CO2分離・回収型酸素吹石炭ガス
化複合発電の実証試験を開始」

CO2分離・
回収型
石炭ガス化複
合発電
（IGCC）

燃料電地

「H2Rex™」のイメージ

発電事象へのFC利用の実証試験 純水素燃料電池の利用
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 東芝エネルギーシステムズ株式会社が、シンガポールの企業「SP Capital Limited」向けに、丸紅より自立
型水素エネルギー供給システム「H2One(TM)」を受注。

 東芝は、インドネシアの国営電力会社のインドネシア電力公社と、水素エネルギー供給システムの普及に向け
て協調する覚書を締結。

燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗

 東芝エネルギーシステムズは、インドネシアの国営電力会社で
あるインドネシア電力公社と自立型水素エネルギー供給シス
テム「H2One™」の同国内への普及に向けた協業に合意し
た。

 インドネシアの電力供給事業計画では、今後再生可能エネ
ルギーの設備容量の比率を2017年時点の12.52％から
2025年に23％まで増加させることを定めている。

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「自立型水素エネルギー供給システム
「H2One™」の普及に向けインドネシア電力公社と協業に関する覚書を締結」

 東芝エネルギーシステムズは、シンガポールで電気・ガスの送
配電事業を運営する「SP Group」の傘下企業「SP 
Capital Limited」向けに、丸紅より自立型水素エネルギー
供給システム「H2One™」を受注した。

 本件は、日本国内企業で初めて注となる水素エネルギー供
給システムの輸出である。

 「H2One™」は、水素を製造する水電解装置、水素貯蔵タ
ンク、純水素燃料電池、蓄電池などから構成されたCO2フ
リーの自立型水素エネルギー供給システムである。

出典：東芝エネルギーシステムズ プレスリリース＆ニュース「シンガポールへ自立型水素エネルギー供
給システム「H2One™」を納入」

純水素燃料電池の利用 純水素燃料電池の利用

SP Groupに設置された「H2One™」
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 三浦工業株式会社が、業務用燃料電池を対象としたメンテナンスサービスを提供する部門を設立。

 九州大学はベトナムで食品廃棄物から抽出したバイオガスから電気を作り出す燃料電池を実証実験し、6
割を超える発電効率を達成した。

 九州大学を代表機関とする国際共同研究チームは、ベトナ
ム・メコンデルタのエビ養殖場内に、地域の有機性廃棄物を
資源として利用した低炭素エビ養殖システムの実証プラントを
構築し、当プラントにおいて、東南アジア初の固体酸化物形
燃料電池の実証研究を実施している。

 バイオガスの直接供給で作動する発電出力1kWの固体酸
化物形燃料電池に、メコンデルタ特有の有機性廃棄物であ
るエビ養殖池ヘドロ、稲わら、ココナッツの搾りかすなどから製
造したバイオガスを供給し、発電効率62.5%を達成した。

出典：九州大学 NEWS 研究成果
「ベトナム・メコンデルタにおける固体酸
化物形燃料電池（SOFC）の実証研
究 ～バイオガスの供給により世界最高
レベルの発電効率62.5%を達成～」

多様な燃料のFCの活用

 この発電効率は、バイオガス供給による燃料電池の発電効
率としては世界最高レベルで、同じ出力のエンジン発電機の
2～3倍に達するものである。

 三浦工業株式会社は、2020年4月1日より、業務用燃料
電池を対象としたメンテナンスサービスを提供する部門を新た
に設立する。

 同社は2019年10月には、発電効率と信頼性を向上した
新型モデルである「業務用4.2kW固体酸化物形燃料電池
システム FC-5B型」を発売開始しており、今後の日本国内
での事業展開に合わせ、燃料電池を専門に扱うメンテナンス
部門を関東、中部、近畿、九州に設置し、顧客に対して、よ
り迅速かつ高品質なサービスを提供していく。

燃料電池を対象としたメンテナンスサービス

出典：MIURA ニュースリリース「燃料電池向けメンテナンス部門設立のお知らせ」

FC-5Bの外観

 なお、FC-5B型は、パートナーであるCeres Power社と共
同で開発した製品である。

燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗
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革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン
主要な動き 関連する

ロードマップのアクションプラン

• 澤藤電機株式会社は、岐阜大学との共同研究により開発してきた
プラズマを用いた水素製造装置「プラズマメンブレンリアクター
（PMR）」の水素製造量を倍増させることに成功した。(6月17
日)

＜革新的技術開発＞
【製造】
・高効率な水電解・人工光合成、水素高純度化透過膜など、
新たな水素製造技術に係る研究。

• NEDOと人工光合成化学プロセス技術研究組合は、東京大学や
信州大学などと共同で、世界で初めて、可視光で水を水素と酸素
に分解する酸硫化物光触媒を開発した。(7月5日)

• 東レは、世界初となるナノサイズの連続する空隙構造を持った多孔
質炭素繊維を創出した。ガス分離膜の構造を支える支持層に用い
ることでCO2の分離や水素製造に用いられる高性能分離膜の軽量
化やコンパクト化が図られるとともに、分離性能を向上させることが
出来る。(11月19日)

• 東京工業大学、物質・材料研究機構、高知工科大学、九州大学、
静岡大学の共同研究グループは、温室効果ガスを光照射で水素や
化学原料に変換できる高性能光触媒を発表した。(1月28日)

＜革新的技術開発＞
【製造】
・化石資源から水素と炭素を直接分離する水素製造等の技
術開発。• 千代田化工建設は2月12日、豪州のHAZER GROUP 

LIMITEDと、Hazer社が開発したメタンから水素およびグラファイ
トを高効率で生産する「HZAER(R) Process」の日本における商
業展開に関する覚書を締結したと発表した。水素とグラファイトを生
産できる設備を開発し、日本国内の未利用バイオマスや他のメタン
資源からの『地産地消型』水素サプライチェーンのビジネスモデル構
築に取り組む。(2月14日)
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革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 東大は外部の機関と連携して、水素の運搬に必要な有機化合
物メチルシクロヘキサン（MCH）を、二酸化炭素を排出せず安
価に製造する世界初の技術検証に成功。（4月5日）

＜革新的技術開発＞
【輸送・貯蔵】
・低コストかつ高効率なエネルギーキャリア開発
-エネルギー消費を低減した新規の有機ハイドライド等の
合成技術開発。

• 東京工業大学 物質理工学院 の共同研究グループは、ホウ素
と水素の組成比が1:1のホウ化水素シートが室温・大気圧下に
おいて光照射のみで水素を放出できることを見出した。安全・軽
量なポータブル水素キャリアとしての応用に期待できる。(10月
25日)

＜革新的技術開発＞
【輸送・貯蔵】
・軽量で高容量水素貯蔵材料の開発。

• 高砂熱学工業は、民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」に
参加することを明らかにした。プロジェクトでは、月へ打ち上げる
ロケットに水電解装置を積み、月に豊富に存在するといわれる水
から電気分解で水素と酸素を取り出すことを想定した実験を試
みる。（12月19日）

＜（その他の技術開発）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。

• 日産自動車は、ガソリン燃料を改質して水素に変える直列4気
筒エンジンを試作した。水素を気筒に入れることで燃焼を速くし
て、熱効率を高められる。改質用触媒のコストは低く、日産が最
近熱心な発電専用エンジンにも使いやすい。熱効率の大幅向
上を目指す同社の「切り札」になり得て、2025年までの実用化
が見込まれる。(11月26日)
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 澤藤電機株式会社が、プラズマを用いた水素製造装置「プラズマメンブレンリアクター」の水素製造量を倍増
させることに成功。

 NEDOと人工光合成化学プロセス技術研究組合は、世界で初めて可視光で水を水素と酸素に分解する酸
硫化物光触媒を開発。

革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗（水素製造技術）

 澤藤電機が、岐阜大学との共同研究により開発してきた、プ
ラズマを用いた水素製造装置「プラズマメンブレンリアクター
（PMR）」の水素製造量を従来と比較して倍増させることに
成功した。

 従来のPMRでは水素製造量を増やすために、アンモニア供
給量を増しても150NL/h以上の水素製造量が得られな
かった。今回、PMRの電極間にアンモニア吸着剤を充填する
などの改良を加えることで、アンモニア供給量に伴って水素製
造量が増加することを確認した。

 従来と比較して2倍の水素製造量300NL/hが得られた。

出典：澤藤電機 ニュース「プラズマメンブレンリアクターの水素製造量を従来比倍増」

 NEDOと人工光合成化学プロセス技術研究組合
（ARPChem）は、東京大学や信州大学などと共同で、
世界で初めて、可視光で水を水素と酸素に分解する酸硫化
物光触媒を開発した。

 本触媒はY2Ti2O5S2という酸硫化物半導体で構成されてお
り、波長640nm以下の太陽光を吸収して水を分解する。

開発した酸硫化物微粒子光触媒の電子顕微鏡写真（左）と
吸収スペクトル（右）

出典：NEDO ニュース「世界初、可視光を利用して水を分解する酸硫化物光触媒を開発」

水素製造量の推移

高効率な水素製造プロセスの研究開発 安価な水素製造プロセスの研究開発
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 千代田化工建設は、豪州のHAZER社と同社が開発したメタンから水素およびグラファイトを高効率で生産
する生産プロセスの国内商業展開について、覚書を締結。

 東京工業大学、物質・材料研究機構、高知工科大学、九州大学、静岡大学の共同研究グループが、温
室効果ガスを光照射で水素や化学原料に変換できる高性能光触媒を発表。

革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗（水素製造技術）

 東京工業大学、物質・材料研究機構、高知工科大学、九
州大学、静岡大学の共同研究グループが、低温でメタンの
二酸化炭素改質反応を起こすことができる光触媒材料の開
発に成功した。

 ロジウムとチタン酸ストロンチウムからなる複合光触媒を開発
し、光照射のみでドライリフォーミングを達成した。

 ヒーター等による加熱を必要としないため、燃料の消費が大
幅に抑えられるとともに、加熱による触媒の劣化が起こらず長
期間安定的に反応を継続することができる。

出典：九州大学 NEWS 研究成果「温室効果ガスを光照射で水素や化学原料に変換
－高性能な光触媒を開発－」

（a）光触媒の透過型電子顕微鏡観察像、（b）同光触媒粒子の高倍率観察像

 千代田化工建設は、豪州のHAZER社と同社が開発したメ
タンから水素およびグラファイトを高効率で生産する「HAZER
Process」の日本における商業展開について覚書を締結。

 国内における未利用バイオマスや他のメタン資源などから水
素とグラファイトを生産する設備の開発、および地産地消型
水素サプライチェーンのビジネスモデルの構築に取り組む。

 「HAZER Process」は天然ガスおよび類似のメタン原料に
鉄鉱石触媒を利用して、水素およびグラファイトに効率的に
変換する。

出典：千代田化工建設 ニュース「豪州Hazer社とHAZER® Processの日本展開に関す
る覚書を締結」

高効率な水素製造プロセスの研究開発 安価な水素製造プロセスの研究開発
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 東京工業大学が、ホウ化水素シートが室温・大気圧下において光照射のみで水素を放出できることを発見。

 東大は外部の機関と連携して、水素の運搬に必要な有機化合物メチルシクロヘキサン（MCH）を、二酸
化炭素を排出せず安価に製造する世界初の技術検証に成功。

革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗（水素輸送・貯蔵技術）

 東京大学が主催する水素サプライチェーン構築を目指す社
会連携研に、JXTGエネルギー、クイーンズランド工科大学、
千代田化工建設が参画し、オーストラリアにおいて有機ハイド
ライドを低コストで製造し、日本で水素を取り出す世界発の
技術検証に成功した。

 本検証では、水とトルエンから直接メチルシクロヘキサンを製
造する「有機ハイドライド電解合成法」と呼ばれる製法を用い
たことで、工程を大幅に簡略化した。

 将来的にはメチルシクロヘキサン製造に関わる設備費を約
50%低減することが可能となる。

技術検証の工程と役割

安価な水素輸送プロセスの研究開発

 東京工業大学の共同研究グループは、ホウ素と水素の組成
比が1:1のホウ化水素シートに紫外光を照射する単純な操
作で、室温・大気圧という穏やかな条件で水素を取り出すこ
とができることを見出した。

 ホウ化水素シートは軽元素のホウ素と水素からなり、その質
量水素密度は8%以上と極めて高く、爆発のリスクある水素
ガスボンベに代わる軽量で安全な水素キャリアとしての応用が
期待される。

出典：東京工業大学 東工大ニュース「軽量で安全な水素キャリア材料を開発」

光照射によってホウ化水素シートから水素が放出される様子を示す概念図

安全な水素輸送プロセスの研究開発

出典：JXTGエネルギー プレスリリース「「ＣＯ２フリー水素」を低コストで製造する世界初の技術検証に成功」
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 高砂熱学工業が、民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」に参加する。月へ打ち上げるロケットに水電解
装置を積み、月に豊富に存在するといわれる水から電気分解で水素と酸素を取り出すことを想定した実験を
試みる。

 日産自動車は、ガソリン燃料を改質して水素に変える直列4気筒エンジンを試作した。

革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗（水素利用技術）

 高砂熱学工業とispaceは、民間月面探査プログラム
「HAKUTO-R」のコーポレートパートナー契約を締結した。

 高砂熱学工業は、熱利用技術と水電解技術において
HAKUTO-R と協業し、世界初の月面環境での水素／酸
素生成の実証実験に向けて、月面着陸船への水の電気分
解装置の搭載を目指す。

 2023年の月面探査ミッションに向け、水電解技術の実証実
験に向けた検討を行う。

出典：高砂熱学工業 トピックス・プレスリリース「高砂熱学工業、HAKUTO-R
コーポレートパートナー契約を締結 月面での水電解ミッションを実施 」

 日産自動車が、ガソリン燃料を改質して水素に変える直列4
気筒エンジンを試作した。

 燃料改質エンジンは、排ガス再循環配管中に改質用触媒と
改質用の燃料噴射装置を設置し、燃料と排ガスを触媒に通
して水素に変える。

 水素を気筒に入れることで燃焼を速くして、熱効率を高めら
れる。改質用触媒のコストは低く、発電専用エンジンにも使
いやすい。2025年までの実用化が見込まれる。

出典：日経 xTECH (日経BP) 2019年11月29日「日産が燃料改質
エンジン量産に前進、世界最高効率への切り札 直列4気筒に」

史上初の民間月面探査プログラムHAKUTO-Rのランダーとローバー（イメージ） 日産の燃料改質ガソリンエンジンの構成

月面環境における水素製造 燃料改質エンジンの開発
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国民の理解促進、地域連携に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 国立競技場で行われる東京五輪の開会式で点火される聖火
に、次世代エネルギーの活用を世界にＰＲする狙いで、燃料
に水素を使う案が出ている。プロパンガスに代わって水素で燃
やす炎を、五輪マークの青、黄、黒、緑、赤に着色する技術も
検討が進んでいる。(7月24日)

＜国民の理解促進、地域連携＞
国民の理解促進に向けて、2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会や2025年の大阪・関西万博等のあら
ゆる機会を活用し、その時点での日本の最先端技術や未来
の水素社会像などを積極的に発信していく。

• トヨタ自動車など、水素の利用推進に取り組む民間企業10
社は、中部圏における水素の需要拡大と安定的な利用のため
のサプライチェーンの構築を目指し、水素の大規模利用の可
能性を検討する「中部圏水素利用協議会」を立ち上げた。

＜（特定地域における企業連携）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。



 

62

国民の理解促進、地域連携に関するアクションプランへの取組みと進捗

 トヨタ自動車などの民間企業10社が、中部圏における水素の大規模利用の可能性を検討する「中部圏水
素利用協議会」を立ち上げ。

 トヨタ自動車など、水素の利用推進に取り組む民間企業10社は
3月6日、中部圏における水素の需要拡大と安定的な利用のため
のサプライチェーンの構築を目指し、水素の大規模利用の可能性
を検討する「中部圏水素利用協議会」を立ち上げた。

 石油・ガス・電力などのエネルギー、石油化学、自動車、金融など
様々な業界の企業が参画し、産業界全体で横断的に検討を進
める日本で初めての取り組み。

 協議会では、日本政府が策定した「水素・燃料電池戦略ロード
マップ」の当面の目標である「2030年に水素利用量年間30万ト
ン」に弾みをつけるために、2020年代半ばからの社会実装開始を
目指して、活動に取り組んでいく予定。

出典：TOYOTA ニュースルーム「中部圏において水素の大規模利用の可能性を検討する「中
部圏水素利用協議会」を立ち上げ」

民間企業10社による「中部圏水素利用協議会」

活動の予定

• 海外からの水素大規模輸送が始まることを想定した、中部圏での水素受
入拠点から需要サイドまでのサプライチェーンの検討

• 発電・石油産業等の各製造業の企業活動やモビリティでの利用など、中部
圏全体での水素利用量のポテンシャルの試算

• 各々の需要サイドで受け入れ可能な水素コストの検討
• 実現に向けた技術面・金融面・制度面での課題を整理し、必要な施策と

社会実装につながる事業モデルを提案
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グローバルな水素社会の実現に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 12月8日に「第13回日中省エネルギー・環境総合フォーラ
ム」が東京都内で開催され、水素の利活用拡大などで日中が
連携していくことを表明した。(12月10日)

＜グローバルな水素社会の実現＞
政府レベルの国際的な枠組みを最大限活用し、政策に関す
る情報交換や共同調査・研究等を推進する。特に、日本が
先行するモビリティ及びサプライチェーンの分野において、規
制緩和、共同実証の実現等に向けてリーダーシップを発揮し
ながら取り組んでいく。

• 安倍晋三首相は21日、ポーランドのモラウィエツキ首相と官
邸で会談し、原子力や水素技術の活用などエネルギー分野で
の協力を進展させる方針で一致した。(1月21日)

• 政府は6月26日、経済産業省とフランス連帯・エコロジー転
換省との間で、水素に関する知見共有や技術開発など、エネ
ルギー転換のためのイノベーション分野での協力に関する協
力覚書の交換を行ったと発表。(6月27日)

＜グローバルな水素社会の実現＞
米、独、仏等、本分野をリードする国との間では、安全規制
の比較、事故情報の共有等、水素・燃料電池政策に関する
情報交換や共同調査・研究等を行う。

• 日本の経済産業省と英国のビジネス・エネルギー・産業戦略
省との間で、再生可能エネルギーの技術協力やCCUSの開
発支援など、クリーンエネルギー革新に関する協力覚書が交
換された。（7月4日）

• 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局及び米国エネル
ギー省は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力
を強化することを確認し、共同宣言を発表した。（6月15
日）
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グローバルな水素社会の実現に関するアクションプランへの取組みと進捗

主要な動きと関連するロードマップのアクションプラン

主要な動き 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 政府は23日、日本が排出する温暖化ガスを今世紀後半の早
い時期までに実質ゼロにする戦略をまとめた。二酸化炭素
（CO2）を出さない水素エネルギーの製造コストを2050年ま
でに10分の1以下に引き下げ、燃料電池自動車（FCV）や
水素発電を広く普及させる。温暖化対策の国際枠組み「パリ協
定」に基づき、政府は戦略を6月中旬に国連に提出する方針。
(4月23日)

＜ロードマップの記載：東京宣言を実現する取組＞
水素閣僚会議で示された東京宣言を実現するべく、国際
的に連携しつつ、東京宣言に盛り込まれた以下の取組を
行っていく。
-水素の供給コストや燃料電池自動車等の製品価格の低
減に向けて、技術のコラボレーションを推進するとともに、基
準や規制の標準化やハーモナイゼーションを促進する。

• 第2回水素閣僚会議が開催され、水素エネルギーの政策調整
を担当する閣僚と代表団が東京で会合し、水素エネルギーの
開発に向けた協力の戦略について議論した。（9月25日）

• 国際エネルギー機関（IEA）は、排出量を削減する可能性の
あるエネルギー源としての水素の使用を増やすという課題に取り
組むべきであると報告書で述べた。(6月14日)

＜（国際機関からの提言）＞
現行ロードマップにアクションプランの記述なし。
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グローバルな水素社会の実現に関するアクションプランへの取組みと進捗

対象国 対象分野 内容

中国
• 水素の利活用拡大
• 海洋プラスチックごみ問題をはじめとする資源循環

2つの分野において、官民の対話や国際会議での
議論及び知見の共有などを通じて連携することを表
明

ポーランド • クリーンコール、原子力や水素などのエネルギー分野
会談で、原子力や水素技術の活用などエネルギー
分野での協力を進展させる方針で一致

フランス

• 再生可能エネルギーの発展に関する研究開発等の経験やベストプラク
ティスを共有

• 水素閣僚会議等の枠組みを活用した水素に関する知見共有や、水
素技術の研究開発のための国際協力の推進

• 福島第一原子力発電所の廃炉、高レベル放射性廃棄物の最終処
分、核燃料サイクルの実施に関する緊密なパートナーシップの継続、第
三国における原子力産業協力の促進、2020年以降の高速炉開発
に関する協力枠組みの立ち上げ等

• 輸送、産業、建築物等全ての部門における省エネに関する知見やベ
ストプラクティスの共有。

エネルギー転換のためのイノベーション分野での協力
に関する協力覚書を交換

イギリス

• 再生可能エネルギーやエネルギー効率技術などのイノベーションを加速
する上での政策の役割に関する共同研究

• 炭素の回収、利用、貯蔵（CCUS）の開発を支援
• 低炭素経済への移行をサポートする水素技術の研究開発
• 高度な原子炉の研究開発
• 浮体式洋上風力の研究開発

クリーンエネルギー革新に関する協力覚書が交換

二国間の取組み

出典：経済産業省 ニュースリリースアーカイブ「第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラムを
開催しました」

出典：共同通信 2020年1月21日「エネルギー協力を進展、で一致 日ポーランド首相」

出典：経済産業省 ニュースリリースアーカイブ「フランスとの間で「エネルギー転換のためのイノベー
ションに関する協力覚書」の交換式を行いました」

出典：経済産業省 ニュースリリース「第3回「日英産業政策対話」を開催しました」

 日本と各国間における協力や連携が進展。
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 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局及び米国エネルギー省は、水素・燃料電池技術に関する三国・
地域間の協力を強化することを確認し、共同宣言を発表した。

 第2回水素閣僚会議が開催され、水素エネルギーの政策調整を担当する閣僚と代表団が東京で会合し、
水素エネルギーの開発に向けた協力の戦略について議論した。

グローバルな水素社会の実現に関するアクションプランへの取組みと進捗

 第2回水素閣僚会議が開催され、各国の水素エネルギーの
政策調整を担当する閣僚と代表団が東京で会合し、水素
エネルギーの開発に向けた協力の戦略について議論した。30 
を超える国・機関が会議に出席した。

 各国閣僚と代表は、長期戦略やロードマップを策定し、それ
を実行するための技術課題や関連施策を特定しながら包括
的に水素の利用拡大に向けた課題に取り組むことの重要性
を認識した。

出典：水素閣僚会議2019 総括文書「グローバル・アクション・アジェンダ（仮訳）」

第2回水素閣僚会議

 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局及び米国エネル
ギー省は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協
力を強化することを確認し、共同宣言を発表した。

 共同宣言の主なポイントの抜粋

出典：経済産業省 ニュースリリース「日米欧で水素・燃料電池に関する共同宣言を
発表しました」

日欧米の共同宣言

• 日欧米の三機関は、水素・燃料電池技術への
強い関心を共有する。

• 水素・燃料電池技術の開発を加速するための
結束を強化していく。

• 水素における協力枠組をいかに最も効果的に
開始、実施するか追及する。
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 日本政府は、日本が排出する温暖化ガスを今世紀後半の早い時期までに実質ゼロにする戦略をまとめた。
「パリ協定」に基づき、政府は戦略を6月中旬に国連に提出する方針。

 IAEが、排出量を削減する可能性のあるエネルギー源としての水素の使用を増やすという課題に取り組むべき
であると報告。

グローバルな水素社会の実現に関するアクションプランへの取組みと進捗

 IEAは、世界は、排出の可能性のないエネルギー源としての
水素の使用を後押しするという課題に取り組む必要があると
報告した。

 再生可能エネルギーから水素を製造するコストは2030年ま
でに30％減少する可能性があり、水素燃料は輸送、化学
薬品および鋼鉄のような産業におけるCO2排出量を減少さ
せる可能性がある。

 事務局長であるBirol氏は、現在石油精製や肥料生産で
主に使用されている水素をより幅広く取り入れることができる
ようにするために、技術をスケールアップし、コストを削減するの
に適切な時期だと述べた。

出典：REUTERS JUNE 14, 2019「World needs to embrace hydrogen 
challenge, cut costs: IEA」

 日本政府は、日本が排出するCO2を2070年ごろまでに実
質ゼロとする新たな目標をまとめた。

 政府目標は水素の製造費を50年までに現在の1割以下に
し、天然ガスより割安にして普及を促すことを明記。排出され
たCO2を回収し、資源化することで排出を実質ゼロとする。
排出ゼロの目標は主要7カ国で初。

 政府は今回まとめた目標を国連に提出する。

出典：日本経済新聞 2019年4月2日「日本、CO2排出70年ごろゼロ 政府が新目標」

日本の二酸化炭素排出戦略 IAEの報告書
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諸外国の動向



 

ドイツの動向（1/6）【燃料電池モビリティ】
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 自動車メーカーが新たな協業体制の構築を発表。
 FCバス、FC商用車、FC鉄道の導入あるいは導入に向けた複数企業による協業体制の構築や取り組みが発表。

全体要約：引き続き燃料電池車・FCモビリティ関連の動きが活発。FCバス、FCトラックと種類の大型商用車の導入が進

む。

自動車メーカーの取り組み・協業についての詳細情報

BMWとトヨタが燃料電池自動車を製造するための提携を発
表した。BMWの最高技術者であるKlaus Frölich氏は、「20年代
初頭には、X5型水素自動車の小シリーズが登場し、2025年までに
大量生産可能な水素自動車が発売される予定だ」と述べた。
出典：BMW and Toyota partnering up to build fuel cell car（2019年7月4

日）

BMWグループはIAA Cars 2019ショーでBMW i
Hydrogen NEXTを発表した。この発表は、燃料電池技術の
導入による電気自動車向けポートフォリオを補完する能力を実証して
いる。BMWグループでは、2022年に次世代の燃料電池電気駆動
システムを小型車で提供する計画を立てている。
出典：The BMW i Hydrogen NEXT at the IAA Cars 2019（2019年9月11日）

ボッシュはPowerCellの燃料電池スタックPowerCell S3.
をベースにした燃料電池システムを発表した。ボッシュは、燃料
電池技術をトラックやバスのような大型車の電化や、二酸化炭
素の排出に関する厳しい法規制に対応するための有望な技術
だと述べている。
出典：Bosch Presented Fuel Cell System Based on PowerCell’s Fuel Cell 
Stack at the IAA fair in Frankfurt（9月12日）

燃料電池バス・鉄道についての詳細情報

Everfuel、Wrightbus、 Ballard Power Systems、
Nel HydrogenらはH2Busコンソーシアムの設立を発表し
た。 商業的に競争力のある料金でヨーロッパの都市でインフラをサ
ポートするとともに、1,000台の燃料電池バスを展開することを約束し
ている。
出典：Leading players enabling true zero-emission hydrogen solution for 
public transportation（2019年6月３日）

Alstomは燃料電池列車の大型受注を実現した。 Rhein-
Main Verkehrsverbund（RMV）の子会社であるFahmeは、
ディーゼル車の代替のため、AlstomのCoradia iLint列車の27本を
注文した。この地域でHöchst工業団地を運営している
InfraservHöchstは、Alstomと協力して水素燃料の供給を行う。
彼らは工業団地の水素で動く列車に水素ステーションを提供する。
出典：Alstom win world’s largest order for hydrogen-powered trains（2019
年6月10日）
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 BMVIが燃料電池モビリティの開発・実証プロジェクトに約2350万€の資金を提供。
 Daimlerが三菱ふそうブランドのFCトラックコンセプトを発表のほか、部品メーカーElringKlingerがFCHJUプロジェクトで

高出力密度のFCスタックを開発。

全体要約：商用車、鉄道、船舶など大型のモビリティを中心に、政府機関や自動車・船舶メーカーらにより、着実にFCモビ
リティの技術開発と社会実装のための実証が推進されつつある。

燃料電池モビリティ（自動車中心）の詳細情報 燃料電池モビリティ（鉄道・船舶）の詳細情報

連邦交通デジタルインフラ省(BMVI)はFCモビリティプロジェクトに、総額
2350万€の資金提供を行うことを発表した。DHLの配送スクーター500
台の燃料電池車化をはじめ、以下のプロジェクトが採択された。
・GHT Mobilityの50台のFCVによるライドプーリング（75万€）
・DHLの小型配送スクータ500台の燃料電池車化（980万€）
・MAN、Shellらの商用車用FCシステム・水素インフラの開発（812万€）
・FAUN Umwelttechnikの燃料電池ごみ収集車開発（52万€）
・EvoBusのバッテリー電気バスへの燃料電池エクステンダ導入（330万€）
・Günsel の燃料電池マテハン車両89台のBMW工場への導入（102万€）
出典：Germany: DHL and MAN Receive Millions in Funding from BMVI for 
Hydrogen Fuel Cells（2019年10月20日）

Dimler Truck&Busは、2039年までに主要地域でのCO2ニュートラル化を

ターゲットとすると発表した。2020年代の終わりまでに水素ベースの量産車を発
表する計画であり、東京モーターショーでは三菱ふそうブランドのプロトタイ
プ燃料電池トラック「Vision F-Cell」を発表。
出典：Daimler Plans to Introduce Hydrogen Vehicles and CO2-Neutral 
Transport（2019年10月25日）

ドイツの自動車部品メーカーElringKlingerは、出力密度5.7kW/Lを
達成する燃料電池スタック「NM12」を開発した。FCHJUプロジェクト
「VOLUMETRIQ」で部材メーカーと共同開発したスタックは表彰を受けた。
出典：ElringKlinger Fuel Cell Stack Awarded as “Best Success Story” within 
the Framework of European R&D project（2019年11月28日）

グリーン水素を燃料とした燃料電池鉄道の実証が開始される。
ブランデンブルクのDeutsche Eisenbahn Service AGは、「H2Rail」プロジェクト
を通じて、今後3年でディーゼル機関車のゼロ・エミッション水素への転換を試験する。
2年以内に主に架線での電力供給がされていない農村部で列車を走らせる計画。
出典：Germany: Pilot Project Begins for the Operation of Trains Using 
Hydrogen Technology（2019年12月８日）

燃料電池旅客船の実証プロジェクト「Pa-X-ell2」が開始された。
メタノールを主燃料として内部改質により得られた水素をFreudenberg Sealing 
TechnologiesによるPEM型燃料電池に供給するシステムが開発され、2021年に
クルーズ船 「AIDAmova」 への搭載と最初の実用試験が計画されている。
出典：Freudenberg Sealing Technologies Partner in Fuel Cells for Maritime 
Shipping Pa-X-ell2 Project（2019年10月10日）

SCHOTTELはゼロ・エミッションプッシュボートの推進ユニットを提供する。
Derbenで現在建設中のプッシュボート「Elektra」は燃料電池を動力源とし、供給
される水素は、風力発電による水電解で生成される。
出典：SCHOTTEL Delivers Propulsion Units for World’s First Emission-Free 
Push Boat（2019年11月28日）

ドイツの海運業者であるSAL Heavy Liftは世界で初めて水素・メタ
ノールを燃料として混焼するエンジンの採用を決定した。エンジンメーカー
FUELSAVE GmbHが開発した船舶への水素/メタノール注入技術は現在検証段
階に入っており、その後6隻のSALの船舶に導入される予定。
出典：SAL Heavy Lift Becomes World’s First to Equip Vessels with New 
Hydrogen / Methanol Injection Technology（2019年12月16日）
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 複数のPower to Gasの実証試験、製鉄での水素利用、水素のガス管混合の試験的操業が開始。
 ドイツの機関の他国のグリーン水素開発プロジェクトへの参画も開始、Power to Gasの国際化が進む。

全体要約：複数のPower to Gasのプロジェクトがドイツ国内で始動。更に、他国における水素プロジェクトにドイツ機
関が参画する事例も複数見られ、Power to Gasの国際化が進む。

ドイツ国内でのCO2フリー水素に関する詳細情報 CO2フリー水素関連の国際的取り組みの詳細情報

Vattenfallは、ドイツの再生可能エネルギーからの水素・合
成ガス製造で、Arge NetzとMan Energy Solutionsと
提携することを発表した。Brunsbuttel HySynGas工業団地は、
バス、トラック、船への燃料、およびガス火力発電所向けにガスを生産
する予定である。
出典：Vattenfall partners push German green hydrogen（2019年4月4日）

ITM Powerは、ドイツのWesslingにあるシェルラインラン
ド製油所に世界最大の10MWの水素電解プラントを建設す
る計画を発表。完成予想は2020年後半で、高度な高分子電解
質膜（PEM）技術を採用する予定。ピークレートで運転すると、年
間最大1,300トンの水素を生産する。
出典：UK to build world's largest hydrogen electrolysis plant in Germany
（2019年7月12日）

ショップスドルフではE.ON子会社のAvacon Netzが
Saxony-Anhaltで天然ガスパイプライングリッドの水素混
合率を最大20パーセントまで引き上げる計画を立て、試験
的操業を開始する準備が進められている。ドイツガス水道協会
との共同プロジェクト。
出所：Hydrogen levels in German gas distribution system to be raised to 20 
percent for the first time（2019年7月24日）

2G Energy AGは、Siemensから水素駆動CHPシステム
を受注した。同システムは、中東での水素製造プロジェクトの中で利
用される。製造されたグリーン水素はCHPユニットの燃料として利用さ
れる。
出典：2G Energy AG Receives Order from Siemens for a Hydrogen CHP
（2019年7月22日）

Siemens社とChina State Power Investment 
Corporation社は、グリーン水素の開発と利用に関する協
力のための覚書に調印した。水素プロジェクトの技術的および商業
的開発においてさらに協力し、水素関連分野におけるイノベーションを
共同で探求する。
出所：Siemens and China State Power (SPIC) to Cooperate on Green 
Hydrogen（2019年9月9日）
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 水素専焼ガスエンジンによるコジェネレーションの実証が北ドイツで実施予定。
 ドイツ開発省はモロッコとのエネルギー供給に関する協力を強化、水素輸入の構想について言及。
 大手鉄鋼会社のグリーン・ブルー水素の製鉄での利用への取り組みの発表が相次ぐ。

全体要約：水素専焼エンジンコジェネやモロッコからの水素輸入への言及、水素利用製鉄など供給・利用が多様化。

水素発電・サプライチェーンについての詳細情報 水素発電・サプライチェーンについての詳細情報

北ドイツで100%水素燃料のガスエンジンコジェネの実証
が行われる。
ハンブルクに拠点を置く熱供給会社HanseWerk Naturと、ガスエ
ンジンメーカーであるINNIO Jenbacherは、100％水素ベースの
熱電併給プラント（CHP）の実証プロジェクトを開始する。
999kWの電気出力と1,300kWの火力発電を備えるCHPは建
設中で、2020年の第1四半期に試運転開始する予定である。
出典：Field Testing the First Hydrogen Cogeneration Plant in Northern 
Germany（2019年11月24日）

ドイツ政府はモロッコからの水素輸入を計画している。
ドイツ開発省（BMZ）は、モロッコとの「改革パートナーシップ」の枠
組みの中でエネルギー供給に関する協力を強化したいと考えている。
「我々はエネルギー協力を拡大し、水素やメタノールなどの燃料の
生産のための研究プラットフォームを計画している」とドイツ開発大臣
Gerd Müllerは語り、連邦政府は、アフリカ諸国から中期的に水
素を輸入してヨーロッパでエネルギーを供給することを期待している。
出典：Germany: Federal Government Plans to Import Hydrogen from 
Morocco（2019年12月2日）

thyssenkrupp Steel Europe、Equinor、およびOpen Grid 
Europeは、天然ガスからの「ブルー」水素の脱炭素生産と供給を促進する
ための実現可能性調査を共同で実施する。
この研究は、ドイツ最大のデュイスブルクの製鉄所で実施され、thyssenkrupのサイトへの水
素の調達と輸送、二酸化炭素の輸送と貯蔵のオプションを評価する。
thyssenkruppは、2050年までに気候中立企業になるための手段として2つの技術ルート
を追求している。一つが直接還元製鉄への水素の利用であり、その他鉄鋼プロセス由来の合
成ガスと水電解で製造した水素での化学品製造も検討している。
出典：New study looks at production of blue hydrogen from natural gas
（2019年10月9日）

thyssenkrupp Steel Europeは、世界初の高炉での水素の使用に関
する一連のテストを開始した。
高炉の改造に続き、同社は大規模な直接還元プラントの建設を計画しており、2020年代
半ばから水素含有ガスで稼働する予定である。
出典：World First in Duisburg as NRW Economics Minister Pinkwart Launches 
Tests at thyssenkrupp into Blast Furnace Use of Hydrogen（2019年11月11
日）

製鉄事業者のSalzgitter AGが製鉄用グリーン水素製造を開始する。
Salzgitter Flachstahl GmbHはSiemens Gas and Powerと2.2MWのPEM電解プ
ラントを建設する契約を締結した。これは「SALCOS」プロジェクトの一環であり、プラントは、
2020年の第4四半期に稼働を開始する予定。電力は30MWの風力発電で賄われ、水電
解で同社の現在の水素需要全体をカバーする予定となっている。プロジェクト全体のコストは
約5,000万€である。
出典：Salzgitter AG Enters the Field of Commercial Hydrogen Production
（2019年11月19日）
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 ドイツ-オランダの「エネルギー転換に関する共同宣言」において、グリーン水素の可能性に関する共同調査の計画が発表。
 ドイツ-中国間で、燃料電池モビリティの規制・規格・標準化に向けた協力のための対話が実施された。
 水素利用のコンセプト検証から社会実装支援までに至るまで、地域の水素普及への取り組みを支援する「HyLand」プロ

ジェクトが開始。ドイツの16地域が選出され、総額6000万ユーロ以上の助成を行う。

全体要約：水素技術の開発に連邦政府が7億8000万€の投入を発表。また、独蘭、独中の国際協力も発表など、水
素分野への取り組みが強まる。

ドイツと他国の国際協力についての詳細情報 ドイツの水素政策についての詳細情報

ドイツとオランダは、緊密に協力して水素の可能性を探求したいと考
えており、ドイツのアルトマイアー連邦経済相と、オランダのウィーブ
ズ連邦相が、エネルギー転換に関する共同宣言で合意した。
共同で実施する予定の調査では、再生可能エネルギーからの水素の将
来の製造が、例えばグリーン電力の貯蔵や新しい輸送手段のために試験
される。
ドイツとオランダは2050年までにカーボンニュートラルな国になると約束して
いる。
出典：Germany and the Netherlands Agree on Hydrogen Cooperation（2019
年10月5日）

革新的なモビリティ技術とインフラストラクチャに関する覚書に引き続
いて、ドイツと中国の協力について議論する会議が開催された。
運輸およびデジタルインフラストラクチャの連邦大臣Andreas Scheuerと
科学技術省のWANG Zhigangが協力して、今後の共同プロジェクトと
さらなるコラボレーションの枠組みについて議論した。議題の1つは燃料電
池モビリティに関連する規制、規格、標準化に関する協力のための情報
交換である。
出典：Germany and China partner on hydrogen mobility（2019年11月18日）

ドイツ政府は新たに3億ユーロ（329百万ドル）をグリーン水素研
究に投入すると、発表した。技術面で世界一になることを目指し、
総額7億8,000万ユーロを誓約した。
「グリーン水素は未来のエネルギーキャリアであり、気候目標を達成するた
めに必要な重要な基盤です」と、教育研究省のAnja Karliczek氏は
述べ、以前に割り当てられた1億8,000万€から4億8,000万€に増額
すると発表した。経済問題とエネルギー省が7月に水素研究に対して約
束した3億€に、更に追加される。
出典：Germany raises green-hydrogen research funding to €780m（2019年
10月9日）

ドイツの「Hyland」プロジェクトのもと、16の地域が水素プロジェ
クトの資金を獲得する。
HyLandプロジェクトでは、コンテストにより、水素・燃料電池を利用する
既存のコンセプトを社会実装するための2,000万€の投資助成金を受
け取る3地域の「HyPerformers」と、水素コンセプトのプロジェクトアイ
デアを作成および検証するために30万€を受け取る13地域の
「HyExperts」を決定した。
出典：16 German regions receive funding for hydrogen projects（2019年12
月13日）
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 ドイツの第三者試験認証機関がグリーン水素の認証に対応する証明サービスを開始。
 ドイツのガス事業者の企業連合が水素パイプラインのビジョンを提示。
 ドイツでは、2021年に年間5,000トンのグリーン水素オークションを開始する予定。

全体要約：ガス事業者らの水素利用への取組みが進む。政府はグリーン水素入札の準備を進めている。

CO2フリー水素についての詳細情報 政策動向についての詳細情報

ガス供給事業者らが水素と天然ガスの輸送と混合に関する
MoUに署名。ガス供給事業者であるドイツのONTRAS Gastransport

GmbH、GRTgaz SA、GRTgaz Deutschland GmbHは、水素および天然ガ
スの輸送と混合に関する知識と研究交流ネットワークを改善するための覚書
（MoU）への署名を発表した。この合意は、国境を越えた協力を強化し、水素と
カーボンニュートラルガスの新しいソリューションに貢献するという意思を明確に表明
している。
出典：Signing of a European Memorandum of Understanding on 
Hydrogen by Gas Operators（2020年1月17日）

ドイツのガス事業者の企業連合が、水素パイプラインのビ
ジョンを提示。ドイツのガス事業者による企業連合であるFNBは、ネットワーク

マップの形で全国的な水素パイプラインのビジョンを提示した。このパイプラインシステ
ムは、全長約5,900 kmのラインであり、90％以上が既存の天然ガスネットワーク
に基づいており、継続的に開発されている。
出典：Germany: Transmission System Operators Publish Map for 
Visionary Hydrogen Network (H2 Network)（2020年1月29日）

ドイツの第三者試験認証機関がグリーン水素の認証に対
応する証明サービスを開始。ドイツの第三者試験認証機関TÜV SÜD

はアップデートされたGreen Hydrogen認証に対応する証明を提供するサービス
の開始を発表した。認証されたグリーン水素の量は、EUがサポートする再生可能
エネルギーからの水素の原産地証明書システムに登録できる。
出典：TÜV SÜD Certifies Green Hydrogen（2020年2月7日）

ドイツのSvenja Schulze環境大臣は、グリーン水素入札の
迅速な立ち上げを求めている。彼女は2021年に年間5,000
トンのグリーン水素オークションを開始する。ドイツのSvenja Schulze

環境大臣は、グリーン水素入札の迅速な立ち上げを求めている。2021年に年間
5,000トンのグリーン水素の入札を開始する予定である。この入札量は年間5,000トン
ずつ増加していき、2030年に5GWの電気容量が達成されるまで続く。政府は現在、
2030年までに20％のグリーン水素導入を検討している。
出典：Germany’s Svenja Schulze to start world’s first green hydrogen tenders 
in 2021（2020年3月3日）
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 ボッシュはPowerCellの燃料電池スタックPowerCell S3.をベースにした燃料電池システムを発表した。

 Everfuel、Wrightbus、 Ballard Power Systems、 Nel Hydrogenらは1000台のFCバスを導入す
るH2Busコンソーシアムの設立を発表した。

 自動車機器サプライヤーであるボッシュはPowerCellの燃
料電池スタックPowerCell S3をベースにした燃料電池シス
テムを発表した。

 ボッシュとPowerCellは、4月の段階で自動車セグメント向
けの燃料電池スタックPowerCell S3に関する共同開発お
よびライセンス契約に署名していた。

 ボッシュは、燃料電池技術をトラックやバスなどの大型車両
の電化、および二酸化炭素の排出に関するより厳しい法的
要求を満たすための有望な技術と見なしている。

ボッシュが燃料電池システムを発表

出典：Bosch Presented Fuel Cell System Based on PowerCell’s Fuel Cell 
Stack at the IAA fair in Frankfurt（9月12日）

 Everfuel、Wrightbus、 Ballard Power Systems、 Nel
HydrogenらはH2Busコンソーシアムの設立を発表した。コン
ソーシアムは、1,000台の燃料電池バスとそれを支えるインフラを、
商業的に競争力のある料金でヨーロッパの都市に展開することを
約束している。

 この画期的な水素燃料電池電気バスのソリューションは、価格は
下表、水素価格は1キログラムあたり5～7ユーロ、サービスコスト
は1キロあたり0.30ユーロを予定し、最も費用対効果の高いゼロ
エミッションオプションとなる。

 プロジェクトの第一段階である合計600台のバスは、EUのコネク
ティング・ヨーロッパ・ファシリティから4,000万ユーロの支援を受けて
いる。この資金援助により、2023年までにデンマーク、ラトビア、
英国の各地域で200台の燃料電池バスとそれを支えるインフラが
導入される。

H2Busコンソーシアムの設立が発表

出典：Leading players enabling true zero-emission hydrogen solution 
for public transportation（2019年6月３日）

バス種類 長さ 価格 航続距離

Single Deck 12m <375k <450km

Articulated 18m <465k <520km

Double Deck 10.9m <410k <310km

バスの種類と概要

出典：Launch of the H2Bus Consortium
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 連邦交通デジタルインフラ省はFCモビリティプロジェクトに、総額2350万€の資金提供を行うことを発表。

 グリーン水素を燃料とした燃料電池鉄道の実証が開始される。

 連邦交通デジタルインフラ省(BMVI)はFCモビリティプロジェク
トに、総額2350万€の資金提供を行うことを発表した。DHL
の配送スクーター500台の燃料電池車化をはじめ、以下のプ
ロジェクトが採択された。

FCモビリティプロジェクトへ2350万€の資金提供

出典：Germany: DHL and MAN Receive Millions in Funding from BMVI for 
Hydrogen Fuel Cells（2019年10月20日）

 ブランデンブルクのDeutsche Eisenbahn Service AGは、
「H2Rail」プロジェクトを通じて、今後3年でディーゼル機関車
のゼロ・エミッション水素への転換を試験する。

 2年以内に主に架線での電力供給がされていない農村部で
列車を走らせる計画。

 Prignitz地区のNeustadt/DosseとMeyenburg間の
ルートを使用する。

 連邦政府がパイロットプロジェクトに資金提供を行う。

水素を燃料とした燃料電池鉄道の実証

出典：Germany: Pilot Project Begins for the Operation of Trains Using 
Hydrogen Technology（2019年12月８日）

事業体 内容 金額

GHT Mobility 50台のFCVによるライドプー
リング

€754,622

DHL 小型配送スクータ500台の
燃料電池車化

€9,822,330

MAN、Shell 商用車用FCシステム・水素
インフラの開発

€8,121,251

FAUN 
Umwelttechnik

燃料電池ごみ収集車開発 €521,241

EvoBus バッテリー電気バスへの燃料
電池エクステンダ導入

€3,309,652

Günsel 燃料電池マテハン車両（水
素駆動産業用トラック）89
台のBMW工場への導入

€1,024,094

採択プロジェクト例



 

ドイツの動向詳細（3/6） 【CO2フリー水素ほか】

77

 Vattenfallは、ドイツの再生可能エネルギーからの水素・合成ガス製造で、Arge NetzとMan Energy 
Solutionsと提携することを発表した。

 Siemens社とChina State Power Investment Corporation社は、グリーン水素の開発と利用に関す
る協力のための覚書に調印した。

 Vattenfallは、ドイツの再生可能エネルギーからの水素・合成
ガス製造で、Arge NetzとMan Energy Solutionsと提携
することを発表した。

 Brunsbuttel HySynGas工業団地において、バス、トラック、
船への燃料、およびガス火力発電所向けに燃料となるガスを
生産する予定である。

 パートナー企業は、ブルンズビュッテルに電気分解機を建設し、
少なくとも50MWのグリーン水素と1日40トンの合成メタンを
生産することを計画している。

Vattenfallが水素・合成ガス製造で提携

出典：Vattenfall partners push German green hydrogen（2019年4月4日）

 Siemens社と中国国家電力投資集団公司（SPIC）
は、グリーン水素の開発と利用に関する協力のための覚書
に調印した。

 2社は水素プロジェクトの技術的および商業的開発におい
てさらに協力し、水素関連分野におけるイノベーションを共
同で調査する。

 このプロジェクトでは、 Siemens社とSPICが電解水素コン
ピテンスセンター建築の可能性を探り、電解水素製造の業
界標準を共同で策定する。

Siemens社が中国の国家電力投資集団公司と
水素の開発と利用に関する協力覚書に調印

出所：Siemens and China State Power (SPIC) to Cooperate on Green 
Hydrogen（2019年9月9日）
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 北ドイツで100%水素燃料のガスエンジンコジェネの実証が行われる。

 ドイツ政府がモロッコからの水素輸入を計画。

 ハンブルクに拠点を置く熱供給会社HanseWerk Naturと、
ガスエンジンメーカーであるINNIO Jenbacherは、100％水
素ベースの熱電併給プラント（CHP）の実証プロジェクトを開
始する。

 実証では、天然ガス燃焼プラントが、100%水素を使用する
初期の一時的な運転に用いられる。

 999kWの電気出力と1,300kWの火力発電を備えるCHP
は建設中で、2020年の第1四半期に試運転開始する予定
である。

 このプロジェクトと並行して、HanseWerkグループは、
Avaconが実施する天然ガスグリッドに20%の水素を混入さ
せる実証にも参加している。

水素燃料のガスエンジンコジェネの実証

出典：Field Testing the First Hydrogen Cogeneration Plant in Northern 
Germany（2019年11月24日）

出典：Germany: Federal Government Plans to Import Hydrogen from 
Morocco（2019年12月2日）

 ドイツ開発省（BMZ）は、モロッコとの「改革パートナーシッ
プ」の枠組みの中でエネルギー供給に関する協力を強化した
いと考えている。

 ドイツ開発大臣Gerd Müllerは「我々はエネルギー協力を拡
大し、水素やメタノールなどの燃料の生産のための研究プラッ
トフォームを計画している」と述べた。

 連邦政府は、アフリカ諸国から中期的に水素を輸入してヨー
ロッパでエネルギーを供給することを期待している。

 連邦政府によると、ドイツの貸付と技術供与により建設された
太陽光発電所がモロッコでは稼働している。「モロッコはグリー
ンエネルギーの国であると」開発大臣は述べた。

 ドイツ政府は総額4億5000万€の低利融資によって、今後3
年間モロッコの中小企業を支援したい考え。

ドイツ政府がモロッコからの水素輸入を計画
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 thyssenkrupp Steel Europeは、世界初の高炉での水素の使用に関する一連のテストを開始した。

 デュースブルグに拠点を置く鉄鋼メーカーthyssenkrupp
Steel Europeは、世界初の高炉での水素の使用に関する
一連のテストを開始した。

 製鋼時に発生するCO2排出量を大幅に削減することが目的。

 同社の目標では、2030年までに自社の生産とプロセスからの
排出量（スコープ1）とエネルギー購入からの排出量（スコー
プ2）を30％削減する。

 試験開始にあたり、1つの羽口から高炉に水素が注入された。
高炉の28の羽口すべてに水素の使用を段階的に拡大する。
2022年からは、さらに3つの高炉すべてに水素の使用を拡大
する計画である。

 高炉の改造に続き、同社は大規模な直接還元プラントの建
設を計画しており、2020年代半ばから水素含有ガスで稼働
させることを計画している。

高炉での水素使用のテスト

出典：World First in Duisburg as NRW Economics Minister Pinkwart
Launches Tests at thyssenkrupp into Blast Furnace Use of Hydrogen
（2019年11月11日）

出典：thyssenkrupp Press release:World first in Duisburg as NRW 
economics minister Pinkwart launches tests at thyssenkrupp into blast 
furnace use of hydrogen
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 ドイツとオランダは、緊密に協力して水素の可能性を探求したいと考えており、ドイツのアルトマイアー連邦経済
相と、オランダのウィーブズ連邦相が、エネルギー転換に関する共同宣言で合意。

 ドイツ政府は新たに3億ユーロ（329百万ドル）をグリーン水素研究に投入すると、発表した。

 ドイツとオランダは、緊密に協力して水素の可能性を探求した
いと考えており、ドイツのアルトマイアー連邦経済相と、オランダ
のウィーブズ連邦相が、エネルギー転換に関する共同宣言で
合意した。

 共同で実施する実現可能性調査では、再生可能エネルギー
からの将来の水素製造と具体的な用途、例えばグリーン電力
の貯蔵や新しい輸送用ドライブなどがテストされる。

 その目的は、欧州共通の水素ディレクティブを策定することで
ある。

 ドイツとオランダは2050年までにカーボンニュートラルな国にな
ると約束している。

ドイツとオランダがエネルギー転換に関する共同宣言

出典：Germany and the Netherlands Agree on Hydrogen Cooperation
（2019年10月5日）

 ドイツの教育研究省は、クリーン燃料技術研究のための資金
について、既に表明されている4億8,000万ユーロに3億ユー
ロを追加し、総額を7億8,000万ユーロとした。

 教育研究省のAnja Karliczek大臣は「グリーン水素は未来
のエネルギーキャリアであり、気候目標を達成するために必要
な重要な基盤である」と述べた。

 これはPeter Altmaier大臣が率いる経済問題とエネルギー
省が7月に水素研究に対して約束した3億€に、更に追加さ
れたものであり、 Altmaier大臣は「今年末までに、政府は水
素戦略を決定し、企業が水素産業の可能性をさらに発展さ
せるための条件を整える」と述べた 。

ドイツ政府は新たに3億ユーロをグリーン水素研究に投入

出典：Germany raises green-hydrogen research funding to €780m
（2019年10月9日）

出典：Federal Ministry for Economic Affairs and Energy:Joint
Declaration of Intent between the Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy of the Federal Republic of Germany and the Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy of the Kingdom of the Netherlands 
on the Energy Transition（PDF）
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 パリ市内では熱波に伴う大気汚染対策として、市中心部への自動車乗り入れが制限。
 フランス-日本間で水素・燃料電池分野を含む連携に向けた動きが複数見られた。
 その他フランス-インドの研究機関間で水素を含むエネルギー分野での国際的な協力の契約締結が発表。

全体要約：フランス-日本間で国際的な協力に向けた動きが複数見られた。その他インドとの水素分野での研究に関する
協力も発表。

政策一般の動向 フランス-日本間の政策動向

6月、パリ市当局は記録的な熱波により大気汚染が悪化して
いるとして、旧型で燃費の悪い自動車のパリ中心部への乗り
入れを禁じる措置を講じた。
乗り入れ可能となる車両は、電気ないし水素自動車、06年1月以
降に登録されたガソリン車、11年1月以降に登録されたディーゼル車
に限られる。データ会社によると、対象車両は５００万台近くに上り、
全体の約60％に相当するという。
出所：パリ中心部、自動車最大60％乗り入れ禁止 熱波で大気汚染悪化
（2019年6月28日）

8月22日、インドのモディ首相がフランスを公式訪問の際、フ
ランスの原子力・ 代替エネルギー庁（CEA）とインド国立太
陽エネルギー研究所（NISE）が水素の分野での協力に向
けた契約を締結。
この契約で両当事者は、電気分解による水素の生産、再生可能エ
ネルギー源、エネルギー貯蔵容量の開発、輸送用途など、水素と燃
料電池に基づくさまざまなエネルギー分野で協力することに同意した。
出所：CEA and the Indian National Institute of Solar Energy (NISE) Sign an 
Agreement in the Field of Hydrogen (2019年８月30日）

フランスの水素関連企業、自治体などで構成する産業クラス
ターが、日本企業に技術連携を呼び掛けている。
このクラスターは、水素の製造や貯蔵、燃料電池車（ＦＣＶ）、水素ス
テーションに関する技術を持つクラスターであり、「水素・燃料電池戦略ロード
マップ」を策定した日本で技術を売り込むほか、水素製造の低コスト化や効
率化技術の共同開発も目指す。日仏の技術を融合し、アフリカなど新興国
に投入し、世界規模で水素の利用・普及へとつなげることを目指す。
出所：フランスの産業クラスター、水素技術で日本に連携促す／“世界規模で普及を” (2019
年7月3日）

世耕経済産業大臣とル・メール経済財務大臣は電話会談で、
自動走行、電池、電動化、水素・FCV、サプライヤ強化の５
項目について、両国政府は情報交換、自動車産業の大きな
環境変化の支援及び自動車産業政策における日本とフラン
スの間の更なる協力の可能性に関する意見交換を目的とした
政策対話を開始することに同意した。

2019 年 6 月以来、両国政府の局長級で政策対話の設置に向けた協議
を行ってきた。今般、両国政府で覚書が締結され、継続的な議論を行う枠
組みができた。
出所：世耕経済産業大臣とル・メール経済財務大臣の共同プレスリリース（仮訳） (2019
年9月2日）
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 国営鉄道の燃料電池列車15台導入、EUプロジェクトでの燃料電池船導入など、自動車以外の燃料電池モビリティへの
取り組みが複数見られる。

 EDFが再生可能エネルギー・原子力由来水素を供給する子会社を立ち上げ。

全体要約：鉄道や船での燃料電池活用が活発化。また、EDFが原子力・再エネ由来水素の供給会社を立ち上げ。

モビリティ関連の詳細情報 CO2フリー水素関連の詳細情報

ゼロエミッション燃料電池船を展開するプロジェクト
FLAGSHIPが、欧州連合（EU）から500万ユーロの助成
金を交付された。このプロジェクトでは、フランスのリヨンにおい
て燃料電池タグボートの建造を、ノルウェーのスタヴァンゲルに
おいて旅客フェリーとカーフェリーを配備する予定である。
ノルウェーの事業体であるNorledの狙いは、液体水素を動力源とす
る世界初の船舶の建設など、他のいくつかの水素関連プロジェクトで
同社が開発している水素技術を適用することにある。
出所：European project to deploy two hydrogen vessels（2019年5月14日）

フランスの国営鉄道会社SNCFのCEOはディーゼル列車に代
わる、ゼロ・エミッションの燃料電池列車15台注文を発表した。
これまでフランスではクリーンな水素の取得に問題があり、国内で使用
される水素の95％が天然ガスより取得されていた。この列車にはドイ
ツが採用したモデルを適用させることが提案されている。CEOはSNCF
の目的は、15年以内にフランスの鉄道にディーゼル列車を残さないこ
とだと述べた。
出所：France Climbs Aboard Hydrogen Train Revolution with Order of 15 
Trains (2019年８月29日）

フランスのEDFは、原子力および再生可能エネルギーからの
低炭素電力を使用して、産業およびモビリティの脱炭素化を
支援するために水素製造・配給を行う子会社Hynamicsを
立ち上げた。
Hynamicsは、水素製造プラントの設置、運転、保守のためのサービ
スを通じて、産業用顧客に水素を提供する。また、電車、バス、ゴミ収
集車、商用車、さらには河川輸送システムなどに燃料を補給するス
テーションを提供し、輸送用途の水素のサポートも行う。Hynamicsに
よれば、化石燃料からのエネルギーを用いて生産された水素は、水素
1キログラムあたり10キログラムのCO2を排出するが、EDFが保有する
58基の原子力発電所と、水力発電、風力発電、太陽光発電を用
いることで、96％CO2を含まない混合燃料を生み出すことができると
いう。
出所：EDF moves into the hydrogen market（2019年4月4日）
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 ルノーがFC商用車を発表。トヨタからFCシステム供給を受けるCaetanobusがパリにFCバスを導入。
 グルノーブルの都市圏で、2023年までに国家目標の1/4に相当する1000台の燃料電池車を導入。
 フランス南部の複数地域で大規模なグリーン水素製造計画が発表された。

全体要約：商用車中心にモビリティ開発や実証が進む。複数地域で大規模グリーン水素プロジェクトが発表。

燃料電池モビリティについての詳細情報 CO2フリー水素についての詳細情報

南フランスのオクシタニー地方が2030年までに総額1億5000万€のグ
リーン水素計画の立ち上げを決定、水素の生産、流通に関わるプロジェ
クトの募集を開始した。
南フランスのオクシタニー地方が「Territory H2 Occitanie」プロジェクトの募集を開
始した。このプロジェクトは、環境エネルギー管理庁（Ademe)とのパートナーシップ
で立ち上げられ、再生可能エネルギーからの水素の生産、流通、および車両の取得
を支援する。2024年までに3台の燃料電池鉄道、20台のグリーン水素ステーション、
2台の工業用規模の水電解装置、600台の商用車を導入する。
オクシタニー地方は、2019年から2030年の期間に1億5,000万ユーロのグリーン
水素計画を開始することを決定し、10億ユーロの投資を生み出す計画である。
出所：France: The Occitanie Region Launches a Call for Hydrogen Mobility 
Projects (2019年10月27日）

Air Liquide、DLVA、ENGIEはグリーン水素を産業規模で生産する
ためのパートナーシップ「HyGreen Provence」に参画する。
Air Liquide、Durance、Luberon、Verdon都市部（DLVA）、およびENGIE
は、グリーン水素の製造、貯蔵、流通を目的とする「HyGreen Provence」プロジェ
クトのための協力協定を結んだ。
プロジェクトの第1ステージが2017年に開始されており、検証の結果年間数万トンの
太陽光由来のグリーン水素供給が可能、という結論が得られた。第1ステージは
2021年まで実施され、その後2027年まで発展的に続けられる。
出所：Air Liquide, DLVA and ENGIE are entering into an ambitious 
partnership to produce green hydrogen on an industrial scale (2019年11月
13日）

グルノーブル大都市圏を対象としたゼロエミッションモビリティ展開プログラ
ムが立ち上がる。「Grenoble Alpes Metropole」が主催するイベントで、
「Zero Emission Valley」（ZEV）プロジェクトが立ち上げられた。プロジェ
クトは、欧州の資金支援を受けてオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方が主導す
るプログラムで、2023年までに、「20の水素ステーション」、「15台の水電
解槽」、「1000の燃料電池車（フランスの国家計画目標の25％に相
当）」の開発を目的としている。
出所：McPhy: Launch of the ZEV Hydrogen Project for the Grenoble Alpes
Metropolis（2019年10月11日）

ルノーグループは燃料電池商用車「KangooZ.E.Hydrogen」を欧州で
初公開した。
KangooZ.E.Hydrogen車体の床下に2つの水素タンクを搭載した。水素の充填は、
5～10分で完了する。航続距離は、最大で370kmでKangooのEVの1.6倍。
出所：ルノー カングー 、燃料電池車を発表…航続370km、EV仕様の1.6倍(2019年10月
31日）

パリ交通公団（RATP）はCaetanoBusとFCバスの試験を行う。
ポルトガルのCaetanoBusと、世界で5番目の都市交通事業者であるパリ交通公団
（RATP）は、パリで燃料電池バスの試験を行う協力協定に署名した。パリの気候
行動計画である、2050年までに、パリを再生可能エネルギーのみで稼働するカーボン
ニュートラルな都市にするというビジョンを受けて このコラボレーションが推進された。
出所：RATP France will test Caetano H2.City Gold Hydrogen Powered Bus 
(2019年11月27日）
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フランスのコンソーシアムが原子力による水素生成の研究報
告をまとめる。
フランスのEDFが率いるコンソーシアムは、電解装置を原子力発電に接続することで、
「英国で予測される需要のかなりの部分を満たすのに十分な水素を生成する」と考
えている。EDF主導のH2Hコンソーシアムは、原子力による水素が技術的および安
全上の理由で実行可能であり、ヘイシャムの原子力発電所で計画された実証プロ
ジェクトからスケールアップされる可能性があるとする結論の研究をまとめた。現在開
発中のEDF Energyの原子力新築プロジェクトであるSizewell Cは、大規模電解
槽のモジュール式設置をサポートできる可能性がある。報告書によれば、2035年ま
でに約550MWの電解槽容量が、1日あたり約220,000kgの水素を生産し、
1.89ポンド/ kg（2.44米ドル/ kg）の低レベルの水素コストが予想される。
出所：EDF plans vast hydrogen production at UK nuclear plants (2020年2月
26日）

フォルシア、現代のFCトラックへ水素貯蔵システムを供給。
自動車部品大手の仏フォルシアは、現代自動車から燃料電池自動車（FCV）水
素貯蔵システムの大型契約を受注したと発表した。フォルシアは、1万基の水素タンク
を含む水素貯蔵システム全体を現代自動車へ供給する。システムは仏バヴァンにある
水素貯蔵システム専門のグローバルCoEで生産し、2021年に納入を開始する予定
だ。4年間で現代の大型トラック約1600台に貯蔵システムを供給し、これらのトラック
はその後、現代自動車がH2 Energyとスイスに設立した合弁会社に納入される。
出所：フォルシア、現代のFCトラックへ水素貯蔵システムを供給（2020年2月28日）

フランスの動向（4/4） 【燃料電池モビリティ・CO2フリー水素関連】

 フォルシアが現代自動車のFCトラックへ水素貯蔵システムを供給。
 フランスのコンソーシアムが原子力による水素生成の実行可能性を研究報告としてまとめる。

全体要約：原子力を用いた水素生成の研究報告がまとまる。
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 インドのモディ首相がフランスを公式訪問の際、フランスの原子力・ 代替エネルギー庁（CEA）とインド国立
太陽エネルギー研究所（NISE）が水素の分野での協力に向けた契約を締結。

 世耕経済産業大臣とル・メール経済財務大臣が電話会談で、両国政府が情報交換、自動車産業の大き
な環境変化の支援及び自動車産業政策における日本とフランスの間の更なる協力の可能性に関する意見
交換を目的とした政策対話を開始することに同意した。

 インドのモディ首相は、フランスを公式訪問の際、フランスの原
子力・ 代替エネルギー庁（CEA）とインド国立太陽エネル
ギー研究所（NISE）が水素の分野での協力に向けた契約
を締結した。

 この合意では、電気分解による水素の生産、再生可能エネ
ルギー源のエネルギー貯蔵能力の開発、輸送アプリケーション
など、水素と燃料電池に基づくさまざまなエネルギー分野で協
力することに同意した。

印仏が水素の分野で協力に向けた契約を締結

出所：CEA and the Indian National Institute of Solar Energy (NISE) Sign 
an Agreement in the Field of Hydrogen (2019年８月30日）

 日本国経済産業省とフランス共和国経済財務省は、情
報共有、自動車産業の重要な情勢変化の支援、及び自
動車産業政策における日本とフランス間の更なる協力可
能性に関する意見交換、を目的とした政策対話を設置す
ることに合意した。

日仏政府が自動車産業関連で、意見交換を目的
とした政策対話を開始することに同意

出所：世耕経済産業大臣とル・メール経済財務大臣の共同プレスリリース（仮訳）
(2019年9月2日）

内容

1 自動走行の社会実装に関する、事業環境の改善に係
る協力

2 車載用蓄電池サプライチェーンの強化に係る協力

3 電動化政策及び充電インフラ整備に係る協力

4 水素社会実現に向けた燃料電池自動車の普及に係
る協力

5 自動車産業関連の中小サプライヤー強化に係る協力

協力覚書が定めるアジェンダ
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 ゼロエミッション燃料電池船を展開するプロジェクトFLAGSHIPが、欧州連合（EU）から500万ユーロの助
成金を交付された。

 フランスのEDFは、原子力および再生可能エネルギーからの低炭素電力を使用して、産業およびモビリティの
脱炭素化を支援するために水素製造・配給を行う子会社Hynamicsを立ち上げた。

 ゼロエミッション燃料電池船を展開するプロジェクト
FLAGSHIPが、欧州連合（EU）の研究開発プログラム
Horizon2020から500万ユーロの助成金を交付された。

 このプロジェクトでは、フランスのリヨンにおいて燃料電池タグ
ボートの建造を、ノルウェーのスタヴァンゲルにおいて旅客フェ
リーとカーフェリーを配備する予定である。

 プロジェクトの目的は、両船が再生可能エネルギーから生成さ
れた水素で運行されることである。これにより、船舶の真のゼロ
エミッションの運用が可能になるだけでなく、海上および陸上で
のゼロエミッション輸送のさらなる展開の基盤が構築される。

 ノルウェーの事業体であるNorledの意図は、同社が開発して
いる水素技術を、液体水素を動力源とする世界初の船舶の
建設など、その他の進行中の水素関連プロジェクトに適用す
ることにある。

ゼロエミッション燃料電池船を展開するプロジェクト

出所：European project to deploy two hydrogen vessels（2019年5月14日）

 フランスのEDFは、原子力および再生可能エネルギーからの
低炭素電力を使用して、産業およびモビリティの脱炭素化を
支援するために水素製造・配給を行う子会社Hynamicsを
立ち上げた。

 新会社ハイナミクスは、水素製造プラントの設置・運営・保守
サービスを通じて、産業界の顧客に水素を提供する。

 また、電車、バス、ごみ収集車、商用車、河川輸送システム
などに水素を補給するサービスステーションを提供することで、
輸送用途での水素の利用をサポートする。

 Hynamicsによれば、化石燃料からのエネルギーを用いて生
産された水素は、水素1キログラムあたり10キログラムのCO2
を排出するが、EDFが保有する58基の原子力発電所と、水
力発電、風力発電、太陽光発電を用いることで、96％CO2
を含まない混合燃料を生み出すことができるという。

フランスのEDFは、水素製造・配給を行う子会社
Hynamicsを立ち上げ

出所：EDF moves into the hydrogen market（2019年4月4日）
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 パリ交通公団（RATP）がCaetanoBusとFCバスの試験を実施。

 南フランスのオクシタニー地方が2030年までに総額1億5000万€のグリーン水素計画の立ち上げを決定、水
素の生産、流通に関わるプロジェクトの募集を開始。

 ポルトガルのCaetanoBusと、世界で5番目の都市交通事
業者であるパリ交通公団（RATP）は、パリで燃料電池バス
の試験を行う協力協定に署名した。

 パリの公共交通機関の担当者が、2020年8月に燃料電池
バス「H2.City Gold 12m型」をテストする。

 パリの気候行動計画にある、2050年までにパリを再生可能
エネルギーのみで稼働するカーボンニュートラルな都市にすると
いうビジョンを受けて このコラボレーションが推進された。

CaetanoBusとFCバスの試験

 南フランスのオクシタニー地方が「Territory H2 Occitanie」
プロジェクトの募集を開始した。

 このプロジェクトは、環境エネルギー管理庁（Ademe)との
パートナーシップで立ち上げられ、再生可能エネルギーからの
水素の生産、流通、および車両の取得を支援する。

 オクシタニー地方は、2019年から2030年の期間に1億
5,000万ユーロのグリーン水素計画を開始することを決定し、
10億ユーロの投資を行う「グリーン水素計画」を立ち上げるこ
とを決定した。計画では以下のサポートが行われる。

オクシタニー地方がプロジェクトの募集を開始

出所：France: The Occitanie Region Launches a Call for Hydrogen 
Mobility Projects (2019年10月27日）

項目 ~2024 ~2030

燃料電池鉄道 3台購入

グリーン水素プラント 2基を建設

グリーン水素製造/供給ステーション 20基を建設 55基へ増設

工業用規模の水電解装置 2基建設 10基へ増設

水素自動車 600台取得 3250台取得

計画のサポート内容

出所：RATP France will test Caetano H2.City Gold Hydrogen Powered Bus 
(2019年11月27日）

項目 値

サイズ 長さ：11.995m、幅：2.5m、高さ：3.458m

定員 最大87名

燃料電池システム FCスタック公称出力-60kW（トヨタFCスタック）

航続距離 最大400 km

H2.City Gold(12m型)のスペック

出所：CaetanoBus 「H2.City Gold, SPECIFICATION」
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 水素内燃機関を動力として用いた船舶に関する実証が複数発表。
 トヨタのMIRAI35台がオランダ発の燃料電池タクシーとしてハーグで導入。その他離島の実証も見られる。

全体要約：燃料電池タクシー・バスの導入が相次ぐ。また、水素内燃機関船舶の実証プロジェクトが複数発表。

燃料電池タクシー・バス関連の詳細情報 水素船舶関連の詳細情報

オランダで最初の燃料電池タクシーとして、ハーグの自治体
がトヨタのMIRAIを35台導入した。
これはWMO（社会支援法）による輸送手段として使用され、公共交通
機関を使用できない人が使用することができる。毎年約15,000人がこれを
使用している。
出所：35 Toyota Mirai’s Form the First Dutch Hydrogen Taxi Fleet (2019年
６月25日）

公共交通機関のオペレーターQbuzzは、オランダのグローニ
ンゲン州とドレンテ州で使用するために、ベルギーのメーカー
Van Hoolに20本の燃料電池バスと水素燃料ステーション
を発注した。
この車両は、2020年12月に稼働を開始する予定。稼動範囲は350～
400キロメートルであり、オランダ北部の2つの州の都市間ルートで使用され
る予定である。
出所：Holland: Qbuzz provinces order 20 fuel cell buses（2019年7月27日）

ワッデン島のAmeland–AmelandとBorkumでは、
H2Watt水素プロジェクトの一環で燃料電池タクシーを利
用しようとしている。H2Wattの予算は220万ユーロで、2年間の稼
働が見込まれている。ワッデン島は、風力、太陽光、水などのグリーンエネル
ギーにとって理想的な条件を備えているため、このプロジェクトに適していると
される。
出所：Borkum and Ameland to Test Hydrogen Water Taxies（2019年9月17
日）

北西ヨーロッパのプロジェクトH2SHIPSは、水素燃焼船舶への
燃料補給と輸送の技術的および経済的な実現可能性を検証し、
この技術の市場参入が成功する条件を明らかにするものである。
2つのパイロットプロジェクトがH2SHIPSの一環として実施される。アムステル
ダムに新たな水素駆動の港湾船を建設し、ベルギーでは外海での運用に適
した水素燃料補給システムが開発され、試験される。H2SHIPSには5カ国
から13のパートナーが参加している。
出所：H2SHIPS Sets Sail (2019年7月15日）

オランダのデルフトのNouryonはLenten Scheepvaartとの
パートナーシップの中で、軽油の代わりにグリーン水素を燃料とし
た船舶でロッテルダムまで航行する実証試験を計画している。実
証の目的はゼロエミッション水上輸送が可能であると示すことであり、再生可
能電力を使用してNouryonによって現地生産される100％グリーン水素で
航行できる新しい内陸船の実現可能性を検討している。
出所：Partners Cast Off for Study on Zero-Emissions Hydrogen 
Shipping（2019年7月23日）

Vattenfallは、北海のHollandse Kust Zuid 1＆2洋上風
力発電所向けの水素内燃機関による乗務員輸送船提供に関し
てWindcat Workboatsと契約した。Hollandse Kust Zuid 1
＆2は、公的助成金なしで建設された世界初の洋上風力プロジェクトであり、
このプロジェクトは2022年に委託される予定。
出所：CMB Technologies and Windcat to Develop Hydrogen Crew Transfer 
Vessels (CTV’s) Project（８月９日）
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 オランダのFCスタックメーカーとノルウェーの造船会社が共同でFCオフショア船舶を発表。
 北オランダのフローニンゲン、ドレンテ、フリースラント州が官民から総額9000万€の支援を受けて、「Hydrogen Valley」

の構築を目指す。
 北オランダの3つの港がパートナーシップ「Hydroports」を発表。

全体要約：FCバス・船舶の開発導入が進められる他、オランダ北部において水素製造から利用に向けた大規模プロジェク
トが複数開始され、地域として水素利用のハブとなるべく、取り組みが強く推進されている。

燃料電池モビリティについての詳細情報

Ulstein Design＆Solutions BVとオランダの燃料電池会社
Nedstackが燃料電池駆動の建設支援船の設計を行う。
ノルウェーの造船会社のUlstein Design＆Solutions BVとオランダの燃料
電池会社Nedstackは、新たな燃料電池駆動のオフショア船の設計の詳細
を明らかにし、3年以内に船が進水する可能性があるとした。Ulstein
SX190の総出力は7.5MWで、そのうち2MWはNedstackのPEM燃料電
池によって賄われる。船舶は低硫黄海洋ディーゼル油を使用した従来の
ディーゼル電気推進も利用できる。
出所：Hydrogen-powered CSV moves zero emissions closer to reality (2019
年11月15日）

フローニンゲン、ドレンテ、南ホラントの公共交通機関向けに50台の
新しい燃料電池バスが導入される。
Stientje Van Veldhoven環境・住宅大臣、Floor Vermeulen氏（南
ホラント州）、およびFleur Gräper氏（フローニンゲン州）は公共交通機
関に50台の新しい水素バスを導入する契約に署名した。50台のバスはすべ
て、遅くとも2021年までにフローニンゲン、ドレンテ、南ホラントに納入される
予定である。
出所：Netherlands: Fifty New Hydrogen Buses for Public Transport（2019年
11月25日）

GroningenとLeeuwardenの間で燃料電池鉄道のテスト
走行が実施。
GroningenとLeeuwardenの間で、燃料電池鉄道の多くのテスト走行が
行われる。これによりProRailはグリーン水素での実用的な経験を積むことに
なる。オランダでグリーン水素で列車が走るのはこれが初めてである。
出所：First Alstom Hydrogen Train Arrives in the Netherlands (2020年3月2
日）

燃料電池トラックのイベントで大衆市場展開の加速について
議論。
「燃料電池トラック：カーボンニュートラルなヨーロッパへの道を拓く」というイベ
ントで、ブリュッセルにて主要なトラック業界の専門家、EUの意思決定者、エ
ンドユーザー、インフラストラクチャプロバイダーで構成されるイベント参加者が、
水素燃料電池トラックとそのインフラストラクチャの大衆市場展開の加速につ
いて議論した。主なコミットメントとして、燃料電池トラックを2025年までにプ
レコマーシャル（5,000～10,000台）状態にし、2030年までに完全商用
化（95,000台）を行うこと、2025年までに約100箇所、2030年までに
1000箇所の水素補給ステーションを整備することが挙げられた。
出所：Industry comes together to promote hydrogen fuel cell trucks（2020
年3月6日）
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 鉄道やトラックへの燃料電池の利用についてテストやイベントが実施。
 Delfzijlにゼロカーボン水素プラントを導入するプロジェクトが開始。1100万€の助成金が支給される。

全体要約：燃料電池を利用した鉄道やトラックについて、テストや関連イベントが実施されている。

CO2フリー水素についての詳細情報

McPhyが欧州最大規模のゼロカーボン水素プラントを導入。
フランスのMcPhyはヨーロッパ最大の規模のゼロカーボン水素プラントを導入
する。生産能力は年間3,000トン。オランダのNouryonとGasunieによって
開始されたプロジェクトで、電解装置はオランダのDelfzijlに設置される。水
素はバイオメタノールの生産に使用され、CO2排出量を年間最大27,000
ｔ削減する。
出所：Industrial Hydrogen: a 20 MW Project in the Netherlands (2020年1月
22日）

コンソーシアム「Djewels」は、グリーン水素プロジェクトで、
1,100万ユーロの欧州助成金を受領することを発表。
Nouryon、Gasunie、Hinicio、McPhy、BioMCN、DeNoraで構成され
るコンソーシアム「Djewels」は、オランダのDelfzijlで実証されるグリーン水素
プロジェクトで、1,100万ユーロの欧州助成金を受領することを発表した。こ
の資金は、革新的な水素技術の開発を支援する欧州委員会と業界のパー
トナーシップである、FCH-JUによって付与される。NouryonとGasunieが所
有および運営する20MWの電解槽は、この規模としてはヨーロッパ初の実装
となる。関係するパートナーMcPhyは、再生可能な電力を年間3,000tのグ
リーン水素に変換する。また、BioMCNは、水素と他のプロセスからのCO2を
組み合わせて再生可能なメタノールを生産し、CO2排出量を年間最大
27,000t削減する。
出所：Hinicio is a key partner within “Djewels” green hydrogen project: 
pioneering the European renewable eFuels market created by RED2（2020
年2月6日）

フローニンゲン、ドレンテ、フリースラント州が官民からの9000万€
の支援を受け、「Hydrogen Valley」となる。
オランダ北部のフローニンゲン、ドレンテ、フリースラント州が、水素経済のシリ
コンバレー「Hydrogen Valley」」となる。オランダ経済省によると、現在、欧
州委員会はこれに対する補助金として2000万ユーロを拠出している。6年
間の開発プロジェクトは官民パートナーシップからの7,000万ユーロとともに、
約9,000万ユーロの支援を受けることになる。スポンサーは、フローニンゲン大
学の指揮下にある研究コンソーシアム「HEAVENN」であり、Akzo Nobel、
Gasunie、ENGIEなど欧州6カ国31のメンバーで構成されている。
出所：Netherlands: Groningen, Drenthe and Friesland Become a “Hydrogen 
Valley” (2019年10月21日）

アムステルダム、デン・ヘルダー、フローニンゲンの3つの港は、ヨー
ロッパの水素ハブになるためのパートナーシップ「Hydroports」を
締結した。
オランダの北西部での広範囲の水素インフラの構築に向けた長期的な協力
を行う。
Hydroportsはオランダ企業のShell、Gasnie、Stedin、Remehaによる
パートナーシップ「Mission H2」のパートナーでもある。
出所：Ports Enter Partnership on Hydrogen（2019年12月15日）
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 グリーン水素バリューチェーンを構築するための100MW以上の大規模プロジェクトが複数予定。
 グリーン水素の用途としてはエネルギー貯蔵や製油所向けの他、航空機燃料の例も見られた。
 その他水素によるエネルギー自給が可能な住戸も発表された。

全体要約：各地でグリーン水素製造の大規模な実証試験や事業化調査のプロジェクト実施が発表。

CO2フリー水素関連の詳細情報

NouryonとGasunieは、オランダのDelfzijlで計画中のグ
リーン水素ユニットの拡張を検討している。実現可能性調査から、
SkyNRG社向けのグリーン水素の供給へとつなげる予定。再生可能エネル
ギーで電気分解によってグリーン水素を製造するプラントは、20MWから少な
くとも60MWに拡大でき、年間9,000トンのグリーン水素を生産することがで
きる。持続可能な航空燃料（SAJF）で飛行することで、従来の灯油と比較
して少なくとも85％のCO2排出量の削減が実現する。
出所：Nouryon and Gasunie study scale-up of green hydrogen 
project to meet aviation fuels demand（2019年５月28日）

RWEとInnogyが共同で、グリーン水素の大規模生産を検
討。フローニンゲン州のInnogy保有のウェストツリーズ風力発電所に接続さ
れたRWEのEemshaven発電所敷地内で、100MWの水素製造の実現
可能性を調査する。
出所：RWE and innogy explore green hydrogen production in the 
Netherlands (2019年６月20日）

英BPは、ロッテルダム製油所に水の電気分解による水素製造
プラントを建設するプロジェクトの事業化調査(FS)をロッテル
ダム港などと共同で実施することを明らかにした。太陽光・風力発
電の余剰電力を使用する。装置の規模は250MWであり、水素製造能力は
4万5,000トン/年。CO2排出量を35万トン/年削減できると見積る。
出所：リムエネルギーニュース：IMOが船舶燃料硫黄濃度規制の指針、BPは再生
可能電力の水素製造（2019年５月27日）

南ホラント島のGoeree-Overflakkeeで、9月に水素を利
用したエネルギー自給可能な新しいオール電化一戸建て住宅
Innovathuisがオープンする。
この住宅では、季節間のエネルギー貯蔵のために太陽エネルギーをグリー
ン水素へと変換するアプリケーションを実現しており、エネルギーが必要と
なれば、すぐにこの水素が電気と熱に変換され、家庭で使用される。
出所：Netherlands: Green Hydrogen in the Innovathuis
（2019年8月8日）

欧州委員会の燃料電池・水素共同事業は、北オランダに対
する2000万ユーロの支援と、官民による7000万ユーロの
共同出資のための助成金準備を開始した。
本プロジェクトの総額は約9000万ユーロであり、オランダ北部に本格的
なグリーン水素のバリューチェーンを構築することを目的としている。新エネ
ルギー連合の一部であるエナジーバレーが主導する「HEAVENN 
project」コンソーシアムには、欧州6カ国の31の公共・民間プロジェクト
が参加する。
このコンソーシアムは、来年初めまでにこの助成金の契約に調印すること
を目指しており、これにより同地域は6年間のプロジェクトを開始し、欧州
有数の水素供給地域となることが可能となる。
出所：Northern Netherlands: EU Support for the Green Hydrogen 
Region of Europe（2019年9月20日）
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 洋上風力由来のグリーン水素プロジェクトの計画が発表される。
 ロッテルダムにマルチメガワット規模の高温電解槽の建設が行われる。

全体要約：洋上風力由来のグリーン水素プロジェクトの計画が発表される。ロッテルダムにマルチメガワット規模の高温電
解槽の建設が行われる。

CO2フリー水素についての詳細情報

ShellとGasunieは、洋上風力を動力源とするオランダ最大
のグリーン水素プロジェクトの計画を発表。
ShellとGasunieは、北海の最大10GWの洋上風力を動力源とする、オラ
ンダ最大のグリーン水素プロジェクトの計画を発表した。プロジェクトは、
Eemshavenに設置する予定の大型水素電解槽を使用する。
出所：Shell unveils world's largest offshore wind plan to power green 
hydrogen (2020年2月27日）

ロッテルダムに水素製造用のマルチメガワット規模の高温電解
槽を建設。
フィンランドのエネルギー企業Neste、フランスの公的研究機関CEA、工場建
設業者のPaul Wurth、エネルギー会社ENGIE、およびクリーンテック企業
Sunfireが参加するMULTIPLHYプロジェクトは、ロッテルダムに水素製造用
の「世界初」のマルチメガワット規模の高温電解槽を建設する。
MULTIPLHYは、2.6MWの公称電力入力と60kg / hの水素生産能力
を備えた工業用精製プロセスでの高温電解槽の最初のデモンストレーション
である。2024年末までに電解槽が約16,000時間稼働し、合計で約960
トンのグリーン水素が生成されることが期待されている。
出所：Green hydrogen for renewable products refinery in Rotterdam（2020
年3月12日）
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 オランダのデルフトのNouryonはLenten Scheepvaartとのパートナーシップの中で、軽油の代わりにグリーン
水素を燃料とした船舶でロッテルダムまで航行する実証試験を計画している。

 Vattenfallは、北海のHollandse Kust Zuid 1＆2洋上風力発電所向けの水素内燃機関による乗務員
輸送船提供に関してWindcat Workboatsと契約した。

 オランダのデルフトのNouryonはLenten Scheepvaartとの
パートナーシップの中で、軽油の代わりにグリーン水素を燃料と
した船舶でロッテルダムまで航行する実証試験を計画している。

 実証の目的はゼロエミッション水上輸送が可能であると示すこ
とであり、再生可能電力を使用してNouryonによって現地生
産される100％グリーン水素で航行できる新しい内陸船の実
現可能性を検討している。

 MSアントニー号は、塩素や苛性ソーダの製造に使用される塩
の輸送にグリーン水素を使用することを考えている。

 このプロジェクトは、Hydrogen Coalition Inland 
Shippingの一環として行われており、荷主と内陸海運協同
組合であるPTCとNPRCは、海運をより持続可能なものにす
るための取り組みを行っている。

グリーン水素を燃料とした船舶の航行実証試験

出所：Partners Cast Off for Study on Zero-Emissions Hydrogen Shipping
（2019年7月23日）

 ヴァッテンフォールは、オランダ北海の洋上風力発電所
「Hollandse Kust Zuid 1 & 2」向けの乗組員輸送船
（CTV）の供給契約をWindcat Workboats社と締結
した。

 Hollandse Kust Zuid 1&2は、公的補助金なしで建設
される世界初の洋上風力発電プロジェクト。沖合22kmに
位置するこのプロジェクトは、2022年に試運転を開始する
予定。

 HydroCatと名付けられた水素CTVは、海岸から洋上風
力発電所まで24人のサービスエンジニアを25knの巡航速
度で輸送することができ、1日あたり170kgの水素を消費す
る。

洋上風力発電所向けの水素内燃機関による
乗務員輸送船提供の契約

出所：CMB Technologies and Windcat to Develop Hydrogen Crew 
Transfer Vessels (CTV’s) Project（８月９日）
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 NouryonとGasunieは、オランダのDelfzijlで計画中のグリーン水素ユニットの拡張を検討している。

 欧州委員会の燃料電池・水素共同事業は、北オランダに対する2000万ユーロの支援と、官民による7000
万ユーロの共同出資のための助成金準備を開始した。

 NouryonとGasunieは、オランダのDelfzijlで計画されている
グリーン水素ユニットの拡張を検討している。

 この実現可能性調査から、SkyNRGのための持続可能な電
力をグリーン水素に変換するための契約につなげる予定。

 このプラントは、20メガワットから少なくとも60メガワットまで拡
張することが可能で、年間9,000トンのグリーン水素を変換す
ることができる。

 グリーン水素は、使用済み食用油などの廃棄物や残渣と組み
合わせて、年間10万トンの持続可能な航空燃料と1万5千
トンのバイオLPGを生産する。

 この持続可能な航空燃料を使って飛行することで、従来の灯
油と比較してCO2排出量を少なくとも85％削減することがで
きる。

計画中のグリーン水素ユニットの拡張

出所：Nouryon and Gasunie study scale-up of green hydrogen project to 
meet aviation fuels demand（2019年５月28日）

 欧州委員会の燃料電池・水素共同事業（FCH JU）は、
EU支援として2000万ユーロ、公的・民間資金として7000万
ユーロの助成金準備を開始するために、オランダ北部を選定し
た。プロジェクトの総量は約9,000万ユーロ。この助成金は、
北オランダにおける本格的なグリーン水素バリューチェーンの開
発を目的としている。

 新エネルギー連合の一部であるエナジーバレーが主導する
「HEAVENN project」コンソーシアムには、欧州6カ国の31
の公共・民間プロジェクトが参加する。

 このコンソーシアムは、来年初めまでにこの助成金の契約に調
印することを目指しており、これにより同地域は6年間のプロジェ
クトを開始し、欧州有数の水素供給地域となることが可能とな
る。

 助成金で支援されるプロジェクトには、産業用原料としてのグ
リーン水素の大規模生産、水素の貯蔵、輸送、流通、産業、
建築環境、モビリティ分野での水素利用などが含まれる。

欧州委員会の燃料電池・水素共同事業
助成金準備を開始

出所：Northern Netherlands: EU Support for the Green Hydrogen Region 
of Europe（2019年9月20日）
出所：FUEL CELLS AND HYDROGEN: FCH JU PROJECTS
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 フローニンゲン、ドレンテ、フリースラント州が官民からの9000万€の支援を受け、「Hydrogen Valley」となる。

 アムステルダム、デン・ヘルダー、フローニンゲンの3つの港が、ヨーロッパの水素ハブになるためのパートナーシップ
「Hydroports」を締結。

 オランダ北部のフローニンゲン、ドレンテ、フリースラント州が、水
素経済のシリコンバレー「Hydrogen Valley」を目指す。

 オランダ経済省によると、現在、欧州委員会はこれに対する
補助金として2000万ユーロを拠出している。6年間の開発プ
ロジェクトは、官民パートナーシップからの7,000万ユーロと合
わせて約9,000万ユーロの支援を受けることになる。スポン
サーは、フローニンゲン大学の指揮下にある研究コンソーシアム
「HEAVENN」であり、Akzo Nobel、Gasunie、ENGIEなど
欧州6カ国31のメンバーで構成されている。

 様々なプロジェクトが、基礎素材の供給から貯蔵・輸送を通じ
た産業への供給、エネルギー・熱供給、水素モビリティに至るま
で、バリューチェーン全体をカバーする。

 プロジェクトの立ち上げ段階では、2024年までに5台の電解
槽が1~100MW規模となる見込み。その後の数年間で
850MW~1000MWとする野心的な計画も進められている。

水素バレーを目指し3州へ9000万€の支援

出所：Netherlands: Groningen, Drenthe and Friesland Become a “Hydrogen 
Valley” (2019年10月21日）

 アムステルダム、デン・ヘルダー、フローニンゲンの3つの港は、
ヨーロッパの水素ハブになるためのパートナーシップ
「Hydroports」を締結した。

 オランダの北西部での広範囲の水素インフラの構築に向けた
長期的な協力を行う。現在、この地域で数十の水素プロ
ジェクトが進められている。

 Hydroportsはオランダ企業のShell、Gasnie、Stedin、
Remehaによるパートナーシップ「Mission H2」のパート
ナーでもある。

３港が水素ハブになるためのパートナーシップ締結

出所：Ports Enter Partnership on Hydrogen（2019年12月15日）
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 イタリアのEniとNextChemが都市の固形廃棄物とリサイクル不可能なプラスチックから水素とメタノールを製造する変換技
術の開発の協力を発表した。

 South Tyrolパイロットプロジェクトで住宅のエネルギー高効率化に関連する取り組みも開始した。プーリア州評議会では、
再生可能エネルギー発電設備を使用し、水素の生産を促進する法案を承認した。

 ポーランドのバスメーカーSolarisが新型の燃料電池バスを発表した。

全体要約：イタリアでは廃棄物・プラスチックからの水素製造の取り組みや再エネと水素を活用した住戸が発表。 ポーラ
ンドでは、新型の燃料電池バスが発表された。

イタリアの水素・燃料電池関連取り組みの詳細情報

EniとNextChemは、都市の固形廃棄物とリサイクル不可能なプラス
チックから水素とメタノールを製造するために高温ガス化を使用する変
換技術を開発し、実施するためのパートナーシップ契約を締結した。両
社は、環境への影響を最小限に抑えながら、廃棄物を新しいエネルギーであ
る水素とメタノールに変換する技術開発で協力する。
出所：Eni, Maire Tecnimont to transform non-recyclable waste into 
hydrogen and methanol（2019年6月10日）

South Tyrolパイロットプロジェクトが2019年7月中旬に正式に開
始された。南チロルの山小屋を、GKNの水力発電とHy2green社による金
属粉末を利用した水素貯蔵技術を使用し、エネルギー効率の高い住宅にし
た。
出所：New Energy-Efficient House Inaugurated with Proton Motor Fuel Cell 
Technology（2019年7月22日）

プーリア州評議会は「水素の使用の促進に関する規制と、風力発電と
太陽光源の太陽光発電変換のための既存プラントの更新に関する規
定」と題された法案を承認した。法律では水素製造を通じて再生可能エネ
ルギーの使用で、既存の再生可能エネルギー発電設備の利用を最適化しよ
うとしている。
出所：Italy: Puglia Passes Law to Promote the Use of Hydrogen（2019年8月
16日）

ポーランドのバスメーカーSolarisは、6月にストックホルムで開催され
るUITPグローバル公共交通サミットで燃料電池バス、Solaris 
Urbino 12 Hydrogenを発表した。Solarisはまだ新しいH2バスに関
する技術データを提供していないが、燃料電池車はその屋根に水素タンクを
搭載し、29.2kWhの追加エネルギー貯蔵として独自の「ハイパワーバッテ
リー」も装備すると述べている。
出所：Solaris to debut Urbino 12 hydrogen bus in Sweden（2019年5月22
日）

ポーランドの水素・燃料電池関連取り組みの詳細情報
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 EniとNextChemは、都市の固形廃棄物とリサイクル不可能なプラスチックから水素とメタノールを製造するた
めに高温ガス化を使用する変換技術を開発し、実施するためのパートナーシップ契約を締結した。

 ポーランドのバスメーカーSolarisは、6月にストックホルムで開催されるUITPグローバル公共交通サミットで燃
料電池バス、Solaris Urbino 12 Hydrogenを発表した。

 EniとNextChemは、高温ガス化を利用して都市の固形廃
棄物やリサイクル不可能なプラスチックから、環境への影響を
最小限に抑えながら水素とメタノールを製造する変換技術を
開発し、実施するためのパートナーシップ契約を締結した。

 Eniはすでにヴェネツィアのポルト・マルゲラにあるバイオ精製所
での「廃棄物から水素へ」プロジェクトの評価に関心を示してお
り、NextChemと共同で実現可能性調査を実施した。

 今回の合意により、EniはNextChemの技術の共同開発者
となり、循環型経済の具体的な事例を提供する。

プラスチックから水素とメタノールを製造する変換技術

出所：Eni, Maire Tecnimont to transform non-recyclable waste into hydrogen 
and methanol（2019年6月10日）

 ポーランドのバスメーカーSolarisは、6月にストックホルムで
開催されるUITPグローバル公共交通サミットで燃料電池
バス、Solaris Urbino 12 Hydrogenを発表した。

 Solarisはまだ新しいH2バスに関する技術データを提供し
ていないが、この燃料電池バスはその屋根に水素タンクを
搭載し、29.2kWhの追加エネルギーを貯蔵する独自の
「ハイパワーバッテリー」も装備すると述べている。

 また、スウェーデンで開催される展示会では、電気バス
「Urbino 12」の新しい外観を発表する。 Solarisによると、
ポーランドのラドム市に、10台の電気バス「Urbino 12」と
関連する充電インフラの納入する準備が進められている。

Solarisが新たな燃料電池バスを発表

出所：Solaris to debut Urbino 12 hydrogen bus in Sweden（2019年5
月22日）
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 EU HyMethShipプロジェクトの一環で、再生可能エネルギー源からの水素100％または水素キャリアガスメタノール
100％で動作する2MWの船舶用エンジンが2020年にテストされる予定。

 Wiener Linienは、2019年9月初めに燃料電池バスへの転換を開始。
 「第1回ケルンテン水素サミット」を開催し、広範な議論の中で水素の多くの用途が議論され、「カリンシアン水素イニシアチ

ブ」が開始された。

全体要約：商用車や船舶用の水素関連プロジェクトが開始。また、国内で第1回となる水素サミットを開催し水素の多く
の用途を議論。

オーストリアの動向に関する詳細情報

オーストリアの主要エキスパートが招かれた「第1回ケルンテ
ン水素サミット」は、広範な議論の中で水素の多くの用途が
議論され、「カリンシアン水素イニシアチブ」が開始された。こ
の専門家会議に、オーストリアおよび水素技術の分野における国際
的に有名な専門家ならびに産業界および商業界の著名な企業が
参加し、2台の水素自動車も展示された。
出所：Austria: Carinthia Launches Hydrogen Initiative（2019年7月24日）

Wiener Linienは、2019年9月初めに純電気バスへの
転換を開始した。Wiener Linienの戦略には、燃料電池バスの
調達試験も含まれる。また、ウィーン北部のレオポルダウ・ガレージに
水素ステーションを建設することも盛り込まれている。最初のバスと、
駅とバスの両方のテストは、2020年頃に始める。
出所：Wiener Linien Plans to Include Hydrogen Buses（2019年9月14日）

EU HyMethShipプロジェクトの一環として、2020年にグ
ラーツのLECでカーボンニュートラルな2MWの船舶用エンジン
がテストされる。エンジンはJenbacher Type 6ガスエンジンで、再生
可能エネルギー源からの水素100％または水素キャリアガスメタノール
100％で動作する。チロル州は現在、これに240万ユーロの補助金を
提供している。INNIOは、LECと協力して、この技術をさらに発展させ、
2021年までにガスエンジンが最大100％の水素またはメタノールで動
作できることを実証する予定。
出所：INNIO & LEC Research Cooperation Sets New Standards for Carbon-
Neutral and Secure Energy Future（2019年8月23日）
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 燃料電池スタックメーカーPowerCellがドイツや中国への車載用スタック供給を拡大。
 金属加工技術を持つCell Impactと日本の中西金属製作所が、燃料電池のバイポーラ－プレート製造に関するビジネ

ス開発についての覚書に署名。

全体要約：燃料電池スタックメーカーPowerCellが他国への車載用スタック供給を拡大。また、金属加工技術を持つ
メーカーが日本メーカーと協業へ向けた覚書に署名。

スウェーデンの動向に関する詳細情報

スウェーデンのPowerCell Sweden ABは、中型トラックでの
設置とテストのために、アーヘン工科大学からMS-100燃料電
池システムの注文を受けた。このシステムは、中型配送トラック向けの
コスト効率の高い電気駆動トレインソリューションの開発を目的とした
LiVeプロジェクト内で使用される。
出所：PowerCell Delivers Fuel Cell System for Tests in Trucks at the German 
University RTWH Aachen（2019年7月24日）

PowerCell Sweden ABは、中国のサプライヤーから自動車
産業へのPowerCell S2燃料電池スタックの追加注文を受け
た。この顧客は、中国の自動車産業向けの製品を開発および販売して
おり、商用車および乗用車産業の両方のサプライヤー。
出所：PowerCell Receives Follow-On Order for S2 Fuel Cell Stacks from 
Chinese Automotive Supplier（2019年9月14日）

スウェーデンのCell Impact ABと日本の産業グループ、
中西金属製作所は、国際ビジネス開発に関する覚書
（MoU）に署名した。
この合意は、Cell Impactの製造プロセスがバイポーラ－
プレートの大量生産を費用対効果の高い方法で可能にす
る燃料電池技術への世界的な投資の増加に照らして行わ
れた。
出所：Cell Impact and Japanese NKC Strengthen the Cooperation on 
Hydrogen Fuel Cell Technologyds（2019年8月23日）
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 欧州のFCトラック実証や、自動車メーカーでのPowerCellのスタック採用事例が相次ぐ。
 ノルウェーではEquinorやBKKによる、P2G＋液化水素での船舶向け水素サプライチェーン計画が発表。
 デンマークでは、大型のP2Gプラントによるグリーン水素やメタノール製造の計画が複数発表。

全体要約：スウェーデンでは燃料電池スタック・部材メーカーの動きが目覚ましい。また、ノルウェーやデンマークでは船や車
などの輸送部門へのグリーン水素供給を目指した大型のP2Gプラントの建設計画が目立つ。

燃料電池モビリティについての詳細情報 CO2フリー水素についての詳細情報

デンマークのEverfuelとShell Refineryは、北欧最大の水素製造
プラントを建設し、グリーンエネルギーを輸送部門に将来供給するため
の戦略的協力協定を締結した。
Shellが所有する土地にEverfuelが今後北欧地域で最大のPower to Xプラント
が建設する。最初のフェーズでは20MW級の水電解装置を導入し、最大の場合で
GW級まで拡充を行う。最大ケースは毎日3,000～4000台の燃料電池バスとト
ラックへの水素供給が可能な量に相当する。
出所：Everfuel and Shell Enter into Strategic Collaboration on a Large Scale 
Hydrogen Plant (2019年12月9日）

ノルウェーの電力事業者であるBKK、石油・ガス事業者のEquinor、フ
ランスのAir Liquideは、海運業界向けの完全な液体水素サプライ
チェーンを構築しようとする新たなイニシアティブを発表した。
2024年に商用輸送において水電解で製造した液体水素利用を目指している。
出所：BKK, Equinor and Air Liquide to Develop a Liquid Hydrogen Supply 
Chain for Ships（2019年12月18日）

デンマークのGreenLabは世界初のグリーン水素とメタノールの製造
のための大規模施設を建設する。製造は2022年にGreenLabで開
始される。
10MWのメタノールプラント及び12MWの電解工場を建設し、80MWの風力発電
や太陽光発電からの電力を用いて、P2Xを行う。
出所：Danish Company GreenLab to Create World’s Largest Scale 
Production Facility for Green Hydrogen（2019年12月20日）

スウェーデンの燃料電池メーカーであるPowerCellが、燃料電池
大型トラックの実証プロジェクト「H2Haul」に参加する。
PowerCell Sweden ABは、EUが資金提供する5年間のプロジェクト「H2Haul」に
参加する。このプロジェクトは、燃料電池と水素を使って電気を供給する様々なタイプ
の大型トラックの実地試験をヨーロッパ数カ国の主要な物流会社や小売会社によって
日常業務で行う。
出所：PowerCell to Participate in EU Project Regarding Fuel Cell 
Electrification of Heavy-Duty Trucks（2019年10月1日）

PowerCell Sweden ABは、世界的なOEMメーカーの試験用
にS3燃料電池スタックの新たな追加注文を受けた。
注文額は約770万スウェーデンクローネ（約8900万円）で、OEMからの
PowerCell S3の短期間での2回目の注文となる。
出所：PowerCell Gets New Follow-On Order for PowerCell S3 Fuel Cell 
Stacks From a Global Automotive OEM (2019年10月11日）

スウェーデンのImpact Coatings ABと現代自動車は燃料電池
車の主要コンポーネントである金属バイポーラフロープレートのコー
ティング技術の開発で共同開発契約を締結した。
Impact CoatingsはPVDベースの燃料電池コーティングソリューションのリーディング

サプライヤであり、コーティング材料、機械、およびサービスを提供している。
出所：Impact Coatings Signs Joint Development Agreement with Hyundai 
Motor Company for High Performance Fuel Cell Coatings（2019年11月12
日）
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 ノルウェーのGreenstatと、グリーン水素会社Hy2gen AGの子会社が合弁会社を設立。
 クリーンな水素製造技術開発を行うZEG Powerが1億3000万ノルウェークローネを調達

全体要約：ノルウェーの企業にグリーン水素生産のための合弁会社の設立の動き。また、水素製造技術開発を行う企業
が資金調達を達成。

CO2フリー水素についての詳細情報

クリーンな水素製造技術開発を行うZEG Powerが1億3000万
ノルウェークローネを調達。
ZEG Powerは、ゼロエミッション水素製造技術の導入に向けて1億3,000万ノル
ウェークローネ（約1億3,000万円）を調達した。ZEG Powerは、吸着剤強化改
質をベースとした炭素回収機能を備えたクリーンな水素製造技術を開発しており、高
純度の水素と高純度の二酸化炭素を製造し、利用や貯蔵に供することができるよう
にしている。
出所：ZEG Power Raises NOK 130m to Deploy its Zero-Emission Hydrogen 
Production Technology (2020年3月20日）

ノルウェーのGreenstatと、グリーン水素会社Hy2gen AGの子
会社が合弁会社を設立する。
ノルウェーのGreenstatと、グリーン水素会社Hy2gen AGの子会社であるHy2gen 
Norge ASは、ノルウェー全土でのグリーン水素生産に関連するプロジェクトを開発す
る合弁会社を設立する意向を発表した。このパートナーシップの目標は、2025年まで
に最低100MWの電解槽を設置することである。これにより、年間約15000tの水素
が生産され、輸送、大型車、海運、および産業内の成長する水素市場へのグリーン
水素の安定供給が確保される。
出所：Greenstat Signs Cooperation Agreement with Hy2gen on Green 
Hydrogen Production in Norway（2020年2月17日）
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 スウェーデンのPowerCell Sweden ABは、中型トラックでの設置とテストのために、アーヘン工科大学から
MS-100燃料電池システムの注文を受けた。

 スウェーデンのCell Impact ABと日本の産業グループ、中西金属製作所は、国際ビジネス開発に関する覚
書（MoU）に署名した。

 スウェーデンのPowerCell Sweden ABは、中型トラックへの
導入と試験のために、アーヘン工科大学からMS-100燃料電
池システムの注文を受けた。

 このシステムは、中型配送トラック向けのコスト効率の高い電
気駆動トレインソリューションの開発を目的としたLiVeプロジェ
クト内で使用される。

 LiVeプロジェクトは、ドイツ連邦環境・自然保護・建設・原子
力安全省から資金提供を受けているプロジェクト。

 システムは18トンの配送トラックに導入され、配送トラックにお
ける燃料電池技術の使用を評価される。

MS-100燃料電池システムの受注

出所：PowerCell Delivers Fuel Cell System for Tests in Trucks at the German 
University RTWH Aachen（2019年7月24日）

 スウェーデンのCell Impact ABと日本の産業グループ、中
西金属製作所は、国際ビジネス開発に関する覚書
（MoU）に署名した。

 今回の合意は、燃料電池技術への投資が世界的に増加し
ていることを踏まえ、 Cell Impact社の製造プロセスにより、
コスト効率の高いフロープレートの大量生産が可能となったこ
とによるもの。

 この合意は、Cell Impactの製造プロセスがバイポーラ－プ
レートの大量生産を費用対効果の高い方法で可能にする燃
料電池技術への世界的な投資の増加に照らして行われた。

 このフロープレートの製造方法は、自動車業界にとって、コスト
削減と燃料電池の生産量増加の両方を可能にするという。

 今回の覚書締結に伴い、Cell Impacは約500万クローネ
の直接発行による新株発行を行う。

スウェーデンと日本の企業が
国際ビジネス開発に関する覚書（MoU）に署名

出所：Cell Impact and Japanese NKC Strengthen the Cooperation on 
Hydrogen Fuel Cell Technologyds（2019年8月23日）
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 スウェーデンの燃料電池メーカーであるPowerCellが、燃料電池大型トラックの実証プロジェクト「H2Haul」に
参加。

 ノルウェーの電力事業者であるBKK、石油・ガス事業者のEquinor、フランスのAir Liquideは、海運業界向
けの完全な液体水素サプライチェーンを構築しようとする新たなイニシアティブを発表。

 PowerCell Sweden ABは、EUが資金提供する5年間の
プロジェクト「H2Haul」に参加する。

 このプロジェクトでは、燃料電池と水素を使って電気を供給す
る様々なタイプの大型トラックの実地試験を行い、合計16台
の車両がベルギー、フランス、ドイツ、スイスの物流会社や小売
企業によって、日常業務の中でテストされる。

 プロジェクト内に配備される水素ステーションが、迅速に大容
量の燃料補給を行い、燃料電池トラックがディーゼル社の代
替となるかの実証をサポートする。

 このプロジェクトはFCH JUからの1200万€の助成金によって
実現された。

PowerCellが燃料電池大型トラックの実証に参加

出所：PowerCell to Participate in EU Project Regarding Fuel Cell Electrification 
of Heavy-Duty Trucks（2019年10月1日）

 ノルウェーの電力事業者であるBKK、石油・ガス事業者の
Equinor、フランスのAir Liquideは、海運業界向けの完全
な液体水素サプライチェーンを構築しようとする新たなイニシ
アティブを発表した。

 このプロジェクトは、環境に負荷の少ないエネルギー技術の
新製品・サービスの開発・導入を加速させるための支援ス
キーム「PILOT-E」から3,350万€を獲得した。

 このプロジェクトには生産、貯蔵、輸送から特定の船での使
用までのバリューチェーン全体が含まれる。

 関係者は、2024年に水電解で製造した液体水素を商用
出荷できることを目指している。

 さらに、参加メンバーのWillhelmsenは、NorSea Group
と共同で貯蔵施設、補給施設、ゼロ放電容器、ターミナル
を含む新しい液体水素供給コンセプトを開発する。

ノルウェーの電力事業者や石油・ガス事業者らが
液体水素サプライチェーン構築するイニシアティブを発表

出所：Everfuel and Shell Enter into Strategic Collaboration on a Large 
Scale Hydrogen Plant (2019年12月9日）
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 運輸省が4000台以上のゼロ・エミッションバスの導入計画を発表。
 ゼロカーボン水素をガスネットワークに注入するパイロットプロジェクトが発表される。

全体要約：運輸省が4000台以上のゼロ・エミッションバスの導入計画を発表。

燃料電池モビリティについての詳細情報 CO2フリー水素についての詳細情報

ゼロカーボン水素をガスネットワークに注入するパイロットプロ
ジェクトが稼働開始。ゼロカーボン水素をガスネットワークに注入する英国初

のパイロットプロジェクトが完全に稼働開始したと、HyDeployから発表された。
出所：HyDeploy: UK Gas Grid Injection of Hydrogen in Full Operation 
(2020年1月2日）

Worcester Boschが100％水素ガスで稼働できるボイ
ラーを発表。イギリスのボイラー製造会社であるWorcester Boschは、100％

水素ガスで稼働できるボイラーを発表した。プロトタイプは、天然ガスでも効率的に動
作するように設計されており、これは、将来、水素ガス供給が実現した場合、「水素
対応ボイラー」を持っている人は、そのまま水素ガスに適用できることを意味する。
出所：Worcester Bosch unveils hydrogen boiler (2020年1月15日）

新しい再生可能水素プロジェクトである「Gigastack」の次
のフェーズに、750万ポンドの資金が与えられた。イギリスのビジネ

ス、エネルギー、産業戦略省（BEIS）による水素供給に関するコンペティションの一
環として、新しい再生可能水素プロジェクトである「Gigastack」の次のフェーズに、
750万ポンドの資金が授与された。Gigastackプロジェクトは、洋上風力から得られ
る再生可能な水素が、英国の2050年のネットゼロ温室効果ガス排出目標をどのよ
うにサポートできるかを示す。
出所：Industrial Scale Renewable Hydrogen Project advances to Next 
Phase (2020年2月18日）

Anglo Americaが燃料電池鉱山用トラックを開発。
世界的な採掘会社であるAnglo Americaは、Williams Advanced 
Engineering（「WAE」）と協力して、燃料電池鉱山用トラックを開発した。Anglo 
Americanは、革新的な思考と技術の進歩を活用して採掘の主要な持続可能性の
課題に対処するFutureSmart Miningプログラムの一環として、2030年までに世
界の温室効果ガス排出量を30％削減することを約束した。燃料電池トラックは、燃
料電池モジュールとWAEのスケーラブルな高出力モジュラーリチウムイオンバッテリーシス
テムを組み合わせて駆動する。
出所：Williams Advanced Engineering Partners with Anglo American on 
World’s Largest Hydrogen Mining Truck（2020年2月10日）

英国運輸省が、4000台以上のゼロ・エミッションバスを導入
するため、50億€の計画を発表。
英国政府の運輸省は、少なくとも4000台のゼロ・エミッションバスを導入し、また国内
のバスと自転車のインフラを強化するための5年間の50億ユーロの計画を発表した。グ
リーンモビリティの向上と増加に焦点を当てたバス資金計画の詳細は、2020年後半
に発表される予定の「国家バス戦略」で発表される予定。
出所：U.K. Department for Transport Announces Plan to Deploy 4,000+ 
Zero-Emission Buses（2020年3月16日）

イギリスの動向（1/2） 【燃料電池モビリティ・CO2フリー水素】
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 天然ガスから低炭素水素を製造するプラントの研究に750万￡の政府資金が提供。
 複数企業で結成されたタスクフォースが政府に10億￡の水素投資を要求。

全体要約：水素に関する公的資金にまつわる動きが見られる。

CO2フリー水素についての詳細情報

複数企業で結成されたタスクフォースが政府に水素投資を要
求。
BP、Shell、Baxiなどの企業で構成される新しい業界のタスクフォースが結成され、
政府に水素投資を求めている。水素タスクフォースは、ローンチ報告書「ネットゼロの
提供における水素の役割」で、政府に水素の生産、貯蔵、流通プロジェクトに10億
ポンドを投入するよう求めている。また、タスクフォースは、ビジネス、エネルギー、産業
戦略、運輸省、住宅省、地方自治体、環境省、食料・農村局およびHM財務省な
ど、複数の異なる政府部門を含む英国の部門横断的な水素戦略の開発を提案し
ている。
出所：NEW INDUSTRY TASKFORCE CALLS FOR £1BN HYDROGEN 
INVESTMENT (2020年3月3日）

天然ガスから低炭素水素を製造するプラントに関する研究を
実施するコンソーシアムに、750万ポンドの政府資金が授与。
Progressive Energy、Essar、Johnson Matthey、およびSNC Lavalinからな
るコンソーシアムは、Johnson Mattheyの独自技術を使用して天然ガスから低炭
素水素を製造する水素製造プラントに関する「FEED」研究を実施するために、750
万ポンドの政府資金を授与された。Stanlow製油所に配置するために、最終プロ
ジェクトには最大3つのプラントが含まれ、年間最大18 TWhの低炭素水素を生産
できる。
出所：HyNet Hydrogen Project Receives £12.8M in Government Funding for 
North West England (2020年2月19日）

Acorn CCSプロジェクトは低コストでスケーラブルな炭素回
収および貯蔵スキームである。
英国初のCCSプロジェクトである可能性があるAcorn CCSプロジェクトは、低コストで
スケーラブルな炭素回収および貯蔵スキームである。本プロジェクトは、スコットランドの
St Fergusターミナルの陸上ガス施設からの現在の炭素排出の費用効率の高い回
収と貯蔵を可能にするだけでなく、北海の天然ガスをクリーン水素に改質して、英国
全土の家庭や産業の暖房を脱炭素化するためのガスグリッドに混合し、脱炭素輸送
などの他の用途に使用できるAcorn水素プロジェクトを実現する重要な役割も果た
す。
出所：Costain Selected by Pale Blue Dot to Accelerate UK’s First Carbon 
Capture and Storage (CCS) Project (2020年3月3日）

イギリスの動向（2/2） 【燃料電池モビリティ・ CO2フリーン水素】

企業動向についての詳細情報



 

欧州その他の動向（1/2） 【燃料電池モビリティ・CO2フリー水素ほか】

106

 ハンガリーでドローンや空飛ぶクルマなど航空産業への水素利用が活発。
 EUでエアバス構想。次世代エネルギーとして期待される水素分野で企業連合を促す

全体要約：EUではエアバスにならって、水素分野で企業連合を促す。ハンガリーでは航空産業への水素利用の動き。

燃料電池モビリティについての詳細情報 CO2フリー水素についての詳細情報

ハンガリーの企業がEUで大型輸送および無人航空機の市場を探
索するための水素貯蔵ソリューションに関するパートナーシップを形
成。
ハンガリーのGOLDI Mobility Kft、Liaoning Alsafe Technology 
Company Limited、およびHy-Hybrid Energyは、EUで、大型輸送お
よび無人航空機の市場を探索するための水素貯蔵ソリューションに関する
パートナーシップを形成した。GOLDIは、ヨーロッパで12mおよび18mの燃料
電池バスを製造および販売する計画を立てている。さらに、同社は水素駆動
ドローン市場を模索している。
出所：Partnership on Hydrogen Storage Solutions for EU Market (2020年1月
16日）

ハンガリーで世界初の燃料電池駆動の空飛ぶクルマが発表。
世界初の燃料電池駆動の空飛ぶクルマが、ハンガリーのBács-Kiskun郡の
Jakabszállásで発表された。László Palkovics革新技術大臣は、記者
会見で、水素経済は気候保護の基盤の1つであると述べた。。
出所：Hungarian-American Hydrogen-Fuel Cell-Powered Passenger-
Transport Aircraft Unveiled (2020年1月22日）

Snamが天然ガス輸送ネットワークのトライアルの水素混入量を
10％に倍増。
Snamは、 Contursi Terme（サレルノ）の天然ガス輸送ネットワークのト
ライアルで、水素混入量を10％に倍増した。この増加量は、300万世帯の
年間消費量に相当し、二酸化炭素排出量を500万トン削減する。
出所：Snam: Hydrogen Blend Doubled to 10% in Contursi Trial (2020年1月
9日）

ポルトガルはEUの主要なグリーン水素生産国を目指す。
ポルトガルが豊富で安価な再生可能エネルギーを利用できるようになると、
欧州最大のグリーン水素生産国になることができると、ジョアンペドロマトス環
境大臣が述べた。計画では、1GWの太陽光発電プラントを建設して電解
槽に電力を供給し、水素を生成して地元のエネルギー集約型産業に供給
するか、シネスの港から輸出する計画である。
出所：Portugal plans to be EU’s principal green hydrogen producer (2020年
1月15日）

ロシアのエネルギー会社Gazpromが、天然ガスを水素に変換す
る技術を開発。
ロシアのエネルギー会社Gazpromが、化石天然ガスを気候変動に影響し
ない水素に変換する技術を開発している。いわゆるメタン熱分解では、天然
ガスは熱により水素と炭素に分解され、水素製造の電解プロセスで必要とさ
れたエネルギーよりも少なくて済む。副産物の炭素は、さまざまな産業プロセ
スや消費財の原料として使用される。
出所：Gazprom Develops Climate-Neutral Production for Hydrogen (2020年
1月21日）

政策動向についての詳細情報

水素版「エアバス」構想 EUが産業戦略。
欧州連合（EU）の欧州委員会は10日、産業戦略を公表した。エアバスの成功に
ならって、次世代エネルギーとして期待される水素分野で企業連合を促すほか、鉄鋼
などを念頭にエネルギー多消費型のCO2の排出削減を支援する仕組みをつくる。
出所：水素版「エアバス」構想 EUが産業戦略(2020年3月11日）
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 欧州のFCトラック実証や、自動車メーカーでのPowerCellのスタック採用事例が相次ぐ。
 ノルウェーではEquinorやBKKによる、P2G＋液化水素での船舶向け水素サプライチェーン計画が発表。
 デンマークでは、大型のP2Gプラントによるグリーン水素やメタノール製造の計画が複数発表。

全体要約：イタリア・ポルトガルでは水素発電用ガスタービンの実証計画が発表。また、オーストリアでは現時点で世界最
大級とされる6MW級の水電解装置が稼働開始。

水素発電についての詳細情報 CO2フリー水素についての詳細情報

イタリアのタービンメーカーのAnsaldo Energiaとノルウェーの
Equinorは、100％水素ガスタービン燃焼器の検証を共同で行う。
同社のGT36 Hクラスタービンは既に0％～50％の体積水素含有量で運転
可能だが、本格的な高圧試験でフルスケール・古プレッシャーの検証試験を
行い、NOx排出量の最適化、運用柔軟性の確認、高水素濃度での出力
や効率の低下抑制を検証する。
出所：Ansaldo, Equinor Partner to Validate 100% Hydrogen Gas Turbine 
(2019年10月24日）

ポルトガルの電力事業者であるEDPは、Ribatejoのコンバインドサ
イクルプラントで、水素貯蔵・水素利用を伴うパイロット水素製造プ
ロジェクトを開始する。
実証プラントは、2022年に建設が予定されており、1MW、貯蔵容量
12MWhの電解槽を有し、ポルトガル最大級の実証となる。プロジェクトの主
目標は、コンバインドサイクル用の水素・アンモニアガスタービンにおける、新し
いPower to X to Power(P2X2P)ソリューションを開発することである。
2020年からプロジェクトは開始する。
出所：EDP Prepares a Project to Test Hydrogen at Central do Ribatejo (2019
年12月17日）

オーストリアの製鉄所で、現状世界最大の6MW級水電解プラン
トが稼働を開始した。
FCHJUプロジェクト「H2FUTURE」の一環として、パートナーの
voestalpine、VERBUND、Siemens、Austrian Power Grid、K1-
MET、およびTNOは、鉄鋼生産における長期的な化石燃料利用の代替
手段としてグリーン水素還元製鉄を検討し、使用される水素の工業生産を
研究している。
出所：H2FUTURE: World’s Largest “Green” Hydrogen Pilot Facility 
Successfully Commences Operation (2019年11月11日）

ヨーロッパ最大の天然ガスインフラ企業Snamは、新たに水素部
門を立ち上げ、低炭素プロジェクトへの資金を増やす。
ヨーロッパ最大の天然ガスインフラ企業であるSnamは、新たに水素部門を
立ち上げた。Snamは2023年までに年間投資の20％を持続可能なプロ
ジェクトに割り振ることを約束している。Snamはすでに南イタリアで、5％の
割合で水素をガス網に注入しているが、今年末までに10％に引き上げられ
る予定だ。
Snamの水素ビジネスユニットは、さらに多くのパイロットプロジェクトを手掛け、
水素サプライチェーンの構築を手掛ける計画だ。
Snamは、2050年までにイタリアの総エネルギー需要の23％を水素から得
ることができるようになると予測している。
出所：Europe’s Biggest Gas Grid Ramps Up Hydrogen Efforts (2019年11月
19日）
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 イタリアのタービンメーカーのAnsaldo EnergiaとノルウェーのEquinorが、100％水素ガスタービン燃焼器の
検証を実施。

 ヨーロッパ最大の天然ガスインフラ企業Snamが、新たに水素部門を立ち上げ、低炭素プロジェクトへの資金
を増やす。

 イタリアのタービンメーカーのAnsaldo Energiaとノルウェーの
Equinorは、100％水素ガスタービン燃焼器の検証を行う。

 本共同研究の目的は、フルスケールの全圧燃焼器検証試験
で水素燃焼技術を進歩させることにあり、主な目標は、NOx
排出量の最適化、運用柔軟性の確認、高水素濃度でのエ
ンジンの出力や効率の低下抑制である。

 同社のGT36 Hクラスタービンは既に0％～50％の体積水素
含有量で運転可能だが、最近の本格的な高圧試験において、
出力や効率の低下なしに70％までの水素で運転可能である
こと、100％まで燃焼させることが可能であることが示された。

 Ansaldoは，100%水素ガスタービンの実証に向けた取り組
みの一環として、いくつかの著名なプロジェクト、例えば、水素
リッチ燃焼のための予混合燃焼器を開発するプロジェクトであ
るEncapCo、水素100%のための再加熱燃焼器を開発す
るDECARBIT、燃料噴射器の基礎を研究するBigH2などに
参加している。

100％水素ガスタービン燃焼器の検証

出所：Ansaldo, Equinor Partner to Validate 100% Hydrogen Gas Turbine (2019
年10月24日）

 ヨーロッパ最大の天然ガスインフラ企業であるSnamは、新た
に水素部門を立ち上げた。水素部門は、多くのパイロットプロ
ジェクトを手掛け、水素サプライチェーンの構築を手掛ける計
画だ。

 Snamは2023年までに年間投資の20％を持続可能なプロ
ジェクトに割り振ることを約束している。

 Snamはすでに南イタリアで、5％の割合で水素をガス網に注
入しているが、今年末までに10％に引き上げられる予定だ。
既存の送電網のインフラは「大部分が水素対応可能」であり、
アップグレードを必要とするのはシステムの構成要素の1％未
満である。

 Snamは、グリーン水素が2030年までに天然ガスで製造さ
れた「灰色」の水素よりも安くなり、2040年までには天然ガス
そのものよりも安くなると考えている。また、2050年までにイタ
リアの総エネルギー需要の23％を水素から得ることができるよ
うになると予測している。

Snamが、新たに水素部門を立ち上げ

出所：Europe’s Biggest Gas Grid Ramps Up Hydrogen Efforts (2019年11
月19日）
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 水素協議会がオーストラリアやサウジアラビアの企業、金融機関グループを新メンバーとして発表。
 水素協議会がレポートにおいて、今後10年以内に水素ソリューションのコストが大幅に低下することを示唆。

全体要約：水素協議会がオーストラリアやサウジアラビアの企業、金融機関グループを新メンバーとして発表。また、レポー
トでは、今後10年以内に水素ソリューションのコストが大幅に低下することを示唆した。

企業動向についての詳細情報

水素協議会が新メンバーを発表。
水素協議会は、オーストラリアやサウジアラビアの企業、そして水素ソリューショ
ンの大規模なスケールアップをサポートして、輸送、建物、重工業などのセク
ターの脱炭素化を支援する目的で、投資家グループを形成する金融機関グ
ループを新メンバーとして発表した。現在評議会は5つのステアリングメンバー
を含む22の新しいメンバーを迎え、81社に成長した。
出所：The Hydrogen Council Announces Significant Membership Growth 
Covering New Geographies and Financial Sector Ahead of 3rd Anniversary 
CEO Event (2020年1月15日）

水素協議会のレポートが水素ソリューションのコストが今後
10年以内に急激に低下することを示唆。
水素協議会が発表したレポート「水素の競争力への道：コストの観点」では、
水素ソリューションのコストが今後10年以内に急激に低下することが示されて
いる。水素の生産、流通、および機器とコンポーネントの製造のスケールアップ
が継続すると、さまざまな用途で2030年までにコストが最大50％減少すると
予測され、水素が他の低炭素代替品と競合するようになる。この調査は実
際の業界データに基づいており、厳密な方法論を使用して30社から
25,000のデータポイントが収集および分析されている。水素競争力を拡大
して達成するために、2030年までに約700億ドルの投資を支援する必要が
あるという。
出所：Hydrogen Council: Hydrogen Cost to Fall Sharply and Sooner than 
Expected（2020年1月20日）
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 カリフォルニアでは10月時点でFCVは7570台販売、FCバス31台稼働、水素ステーション41箇所が稼働。
 内燃機関メーカーCumminsにより、モーターショーで大型FCトラックが発表。
 ロサンゼルスでは石炭火力の水素発電への転換計画が発表。
 その他ユタ州では随伴ガスからの水素製造計画が発表。

全体要約：カリフォルニア州ではFCVのみでなくFCトラックの発表やFC鉄道の導入の発表などFCモビリティの取り組みが
着実に進展。その他石炭火力から水素発電への移行計画も発表。水素エネルギーの存在感が増す。

水素発電についての詳細情報

その他（随伴ガスからの水素製造）の詳細情報

燃料電池モビリティについての詳細情報

ロサンゼルス市水道電力局（LADWP）は、石炭火力のインターマ
ウンテン発電所に代わる施設で、クリーンな水素燃焼に移行するため
の詳細なスケジュールを策定した。
水道電力局は、2025年に新しい発電所がオープンしたときには、30％の水
素と70％のガスの混合物を燃焼できるタービンを設置することを初めて約束し
た。
出所：L.A. Wants to Build a Hydrogen-Fueled Power Plant (2019年12月11
日）

ユタ州のBig Navajo Energyは、Navajo Nation Oil and 
Gas、H2Go、エネルギー開発局と協力して、油田からのフレアガス
を捕捉して、水素に転換する、新しいパイロットプロジェクトを発表し
た。
Navajo Nation Oil and Gasの油田サイトでのオペレーションでは、1日あ
たり600 kgの水素を製造し、代替燃料源のほか、農業、医療技術、商業
および製造サービスで使用する計画である。
出所：Utah: Navajo Nation Signs Hydrogen Pilot Project (2019年11月26日）

California Fuel Cell Partnershipより、FCEV販売、FCEBおよび
水素ステーションのデータが発表された。
California Fuel Cell Partnershipによれば、10月1日時点でアメリカ全体で販
売・リースされている燃料電池車7,570台、カリフォルニアで稼働中の燃料電池バスは
31台、カリフォルニアで稼動中の水素ステーションは41箇所である。
出所：California: FCEV Sales, FCEB, & Hydrogen Station Data October 1st 
2019（2019年10月14日）

Cummins Inc. は、燃料電池とバッテリーを搭載した大型トラックのデモ
ンストレーション車両を、2019年北米商用車ショーで発表した。
このトラックは、最近Cumminsに統合されたHydrogenicsの90kWのPEM型燃料
電池が搭載され、150～250マイルの航続距離を持つ。
出所：Cummins Showcases Hydrogen Fuel Cell Truck During 2019 North 
American Commercial Vehicle Show（2019年10月30日）

カリフォルニア州のサンバーナーディーノ郡交通局（SBCTA）は、米国初
の燃料電池マルチユニット列車の契約をStadlerと締結した。この契約に
は、4台の追加車両のオプションが含まれている。
水素を燃料とする「FLIRT H2」は、9マイルの路線であるRedlands Passenger 
Rail Projectで2024年に就航する予定。FLIRT H2は、燃料電池、水素タンク、
電気駆動モーターを搭載した動力トラック。
出所： SBCTA: First U.S. Hydrogen Fuel Cell MU (2019年11月15日）
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 米国のHyzon Motors Inc.が燃料電池自動車会社として事業を開始。
 PROTON TECHNOLOGIESがゼロエミッションの水素を0.1ドル/kgで生産できると予測。
 米国エネルギー省が、新しい市場を構築するイノベーションを推進するために、最大64百万ドルの資金を発表。

全体要約：枯渇した油・ガス田を用いてゼロエミッションの水素を安価に生産できるとの予測。米国エネルギー省が、新しい
市場を構築するイノベーションの推進のため、最大64百万ドルの資金を発表。

政策動向についての詳細情報燃料電池モビリティについての詳細情報

米国エネルギー省が、新しい市場を構築するイノベーションを推進す
るために、最大64百万ドルの資金を発表。
米国エネルギー省は、H2@Scaleイニシアチブの新しい市場を構築するイノ
ベーションを推進するために、最大64百万ドルの資金を発表した。この出資は、
市場の拡大を促し、水素の生産、貯蔵、輸送、使用の規模を拡大する革新
的な研究開発をサポートする。米国は年間1,000万トンの水素を生産してい
るが、経済全体で水素の利点を完全に実現するには、水素の供給と需要を
大幅に増やす必要がある。
出所：Energy Department Announces Up to $64M to Advance H2 @ Scale in 
New Markets (2020年1月23日）

米国エネルギー省とHyundai Motor Companyが協力を発表。
米国エネルギー省（DOE）とHyundai Motor Companyは、水素および
燃料電池技術の性能の現状を評価し、直面する課題に対処するための協
力を発表した。この取り組みは、燃料供給インフラストラクチャの詳細な評価を
含む、これらの新興技術の独立した、客観的な検証を促進する。このパート
ナーシップの一環として、Hyundaiは5台のHyundai NEXO燃料電池車を
DOEに提供し、この秋にワシントンD.C.エリアでアメリカ製の小規模水素燃料
供給システムであるSimpleFuelユニットの設置をサポートする。
出所：U.S. Department of Energy Joins Industry to Collaborate on 
Transportation Technology Validation and Assessment (2020年2月11日）

米国のHyzon Motors Inc.が燃料電池自動車会社として事業を開始。
米国・ニューヨークのHyzon Motors Inc.は、ゼロ・エミッション商用車の世界的な展
開に焦点を当てた燃料電池自動車会社として事業を開始する。Hyzonは、これまで
多くの自動車OEMにサプライヤーとして提供してきたHorizon Fuel Cellグループの
成功を活用し、2020年後半にはバスとトラックを、2021年からはバンやその他の水
素を搭載した車両を導入する。Hyzonは、Horizonの高性能PEM燃料電池を搭載
した車両総重量15～40トンのトラックを直ちに提供する。
出所：Hyzon Motors Inc is Officially Launched with a Hydrogen Fuel Cell 
Heavy Vehicle Integration Facility in NY State, USA（2020年3月16日）

PROTON TECHNOLOGIESがゼロエミッションの水素を0.1ドル/kg
で生産できると予測。
PROTON TECHNOLOGIESはゼロエミッションの水素を0.1ドル/kgで生産できると
予測している。枯渇した油・ガス田に酸素を吹き込み、水素生成反応を地下で発生
させ、軽い水素を上部で回収する。
出所：Exclusive: Get To Know A Sector -PROTON TECHNOLOGIES- Part 
One-Zero Emission Hydrogen at $0.10/kg（2020年2月25日）
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 Cummins Inc.が、燃料電池とバッテリーを搭載した大型トラックのデモンストレーション車両を発表。

 ロサンゼルス市水道電力局が、石炭火力のインターマウンテン発電所に代わる施設における、クリーンな水素
燃焼に移行するための詳細なスケジュールを策定。

 Cummins Inc. は、燃料電池とバッテリーを搭載した大型ト
ラックのデモンストレーション車両を、2019年北米商用車
ショーで発表した。

 このトラックは、最近Cumminsに統合されたHydrogenics
の90kWのPEM型燃料電池が搭載され、150～250マイル
の航続距離を持つ。

 トラックは90 kWの燃料電池用に設計されており、30 kWま
たは45 kWの増分で最大180 kWまで拡張可能で、100 
kWhのリチウムイオンバッテリー容量も備えている。

燃料電池ハイブリッド大型トラックのデモ車両

出所：Cummins Showcases Hydrogen Fuel Cell Truck During 2019 North 
American Commercial Vehicle Show（2019年10月30日）

 ロサンゼルスは、石炭発電の燃料を天然ガスプラントに置き
換える必要がある。その一方で、ロサンゼルス市水道電力局
（LADWP）は、将来的に天然ガスの代わりに再生可能な
水素を燃焼させることを約束した。

 LADWPは、石炭火力のインターマウンテン発電所に代わる
新しい施設で、クリーンな水素燃焼に移行するための詳細な
スケジュールを策定した。

 取組みが成功した場合、インターマウンテン工場は、世界中
の政府や電力会社のモデルになる可能性がある。

 LADWPは、2025年に新しい発電所がオープンする際には、
30％の水素と70％のガスの混合物を燃焼できるタービンを
設置することを表明した。

 州議会は、水素100%の燃焼の期限として2045年を設定
している。

ロサンゼルス市水道電力局が
水素燃焼水素に移行するためのスケジュール策定

出所：L.A. Wants to Build a Hydrogen-Fueled Power Plant (2019年12月
11日）
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 国レベルでは産業白書が公開。将来を含む水素需給の見通しが示される。
 地方自治体が引き続き積極的に燃料電池産業の成長に向けた支援に取り組む。その中で、水素ハブとなるべく石炭から

の水素製造を検討している大同が目を引く。

全体要約：中国でNEV規制の導入が開始。また、初の「中国水素エネルギー・燃料電池産業白書」が発表。
その他、上海をはじめとする地方自治体が積極的に燃料電池・水素産業の推進を図る。

国レベルの動向 地方自治体の動向

中国でNEV規制の導入が始まった。
EVやプラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCV）の
生産・輸入を一定割合で義務付けるもの。中国の自動車メーカーは
2019年は罰則がないので様子見。他社の戦略を分析しつつ、政府
の姿勢を見極めていく対応。
出所：NEV規制“元年”は様子見（2019年6月6日）

中国初の「中国水素エネルギー・燃料電池産業白書」が発
表された。
「2050年、中国のエネルギー構造の中で水素エネルギーは約10%
と推定され、必要量が6,000万トンに迫る。その際に、全国の水素ス
テーションは1,000基以上に達し、10兆元を超える経済波及効果
が期待される」と、中国水素エネルギー連盟専門家委員会主任で

同済大学の余卓平総長補佐は記者会見で説明した。
出所：「中国水素エネルギー・燃料電池産業白書」発表（2019年7月10日）

中国自動車技術会は、「揚子江水素回廊建設計画」を発表
した。
計画は2019年から2030年までの3段階に分けられ第3段階の長期
開発計画（2026年～30年）で、長江デルタの全都市と20以上の
主要高速道路をカバーし、国際影響力のある燃料電池自動車地域
を形成し、中国の燃料電池自動車産業を推進するとされている。
出所：以上海為核心 打造長三角氫走廊（2019年5月24日）

新しい水素エネルギー自動車工業地帯、Jiading 
Hydrogen Parkが月曜日に上海市嘉定に設立された。同
地区には水素エネルギーの研究機関や企業を引き付けるための優遇
政策があり、研究開発や製造拠点に最大1000万元（144万米ド
ル）を提供している。
出所：Hydrogen on the rise in Jiading（2019年6月10日）

山西省の大同市は、石炭に代わる新しい成長機会として、水
素のハブになる目標を掲げている。中国3位の大同炭田は5000
トンの石炭から水素製造を行うプロジェクトの入札を行っており、これが
実現されれば、毎年11万トンの水素が生産されると予想されている。
出所：China’s Coal Capital Transforming Into Hydrogen Hub（2019
年9月15日）
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 濰柴動力（Weichai）は世界的なスタックメーカーBallardの最大株主になり、4400万ドルのFCモジュール購入、
昨年に引き続き旺盛な動きを見せる。

 トヨタ自動車が複数の中国の大手バスメーカーとの燃料電池車に関する提携を発表。日本メーカーの中国での燃料電
池スタック提供がついに始まる。

全体要約：昨年に続き、中国内メーカーがバスを中心にFC商用車を積極的に開発。燃料電池ドローンも発表される。ま
た、中国企業と国外企業の大規模な提携も複数発表。中でもトヨタの燃料電池提供が目を引く。

中国企業の動向 中国企業と海外企業のパートナーシップに関する動向

中国民営自動車大手の浙江吉利控股集団は、燃料電池バ
スを開発した。吉利として初めてのFCV新エネルギー車の商用車ブ
ランド「遠程汽車」の燃料電池バス「F12」を開発し、受注活動を開
始した。10分間の燃料補給で500キロを走行できるという。
出所：吉利がFCVを開発 第1弾はバス（2019年５月30日）

中国のバスメーカーのGolden Dragon社は最近、浙江省
嘉山郡から燃料電池バス100台を1億4860万人民元で受
注したと発表した。同社によると、8.5メートルの燃料電池バス80
台と12メートルの燃料電池バス20台が今年と来年に納品される。
出所：China: Golden Dragon Receives Order for 100 Fuel Cell 
Buses from Jiashan（2019年9月19日）

中国のドローンメーカーMMC UAVは、15時間の飛行時間
を記録した新しい 「Griffion H」 を発表した。高効率な金属
セパレータを用いた燃料電池により飛行時間が延長されており、3kg
のペイロードでも10時間の飛行が可能となった。
出所：MMC UAV Hydrogen Drone Breaks New Record for Flight 
Time（2019年9月19日）

2018年にBallard社の最大の株主となったWeichaiが2019年
5月にはBallardはWeichaiからの4400万ドルのFCモジュール受
注を発表。
出所：Ballard Reaches Agreement for $44M Order With Weichai-Ballard JV 
to Support Initial Fuel Cell Vehicle Deployments in China（2019年５月１

日）

４月22日、トヨタ自動車は中国自動車大手の北京汽車集
団と燃料電池車（FCV）で提携すると発表した。トヨタは燃料
電池装置や水素タンクなどを福田汽車のバス向けに供給する。
出所：トヨタ、中国・北京汽車と燃料電池車で提携（2019年4月22日）

トヨタ、蘇州金龍、上海改造エネルギー技術と長春バスは共
同で水素エネルギー産業戦略的協力枠組み協定に署名した。
国内の先進自動車メーカーの蘇州金龍は水素燃料電池バスを早くか
ら開発し、強い技術力を持っている。
出所：Toyota, Suzhou Jinlong and Changyun Bus Sign Fuel Cell Bus 
Cooperation Agreement（2019年7月18日）
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 FCスタック・モビリティの技術開発の進展はめざましく、技術開発に関する国際協力も活発。シミュレーションの活用によるコ
スト削減など目を引く成果も見られる。

 一方で、燃料電池車への優遇政策の転換を示唆する報道も見られた。
 製鉄大手の河北鋼鉄集団がイタリアのTenovaと水素利用製鉄技術での協力を発表。

全体要約：燃料電池モビリティの技術開発が継続して活発。鉄鋼大手の水素への取り組みが新たに発表。

政策動向についての詳細情報

燃料電池モビリティについての詳細情報

中国政府は燃料電池車に対する追加の税制優遇措置に消極的である。
中国財政省はこのほど、発展途上の燃料電池車(FCV)に対して、補助金政策の延
長など追加の税財政優遇措置を取る考えがないことを明らかにした。過度の支援によ
る「政策依存症」に陥り、産業競争力が育たないことを警戒している。
出所：燃料電池車の補助金に消極的 財政省、「依存症」弊害を懸念(2019年10月17
日）

トヨタの燃料電池自動車MIRAIが中国市場に投入される。
トヨタ自動車と広州汽車集団（広汽集団）との合弁自動車メーカー、広汽豊田汽
車が年内にもトヨタの「MIRAI（ミライ）」が中国市場に輸入される。
出所：広汽トヨタ、年内にミライを輸入か＝中国紙（2019年11月8日）

自動車メーカーの安徽衆泰汽車とフランスのAir Liquideは燃料電池ス
タックの開発と衆泰汽車の車両への応用に関して提携協議を交わした。
出所：衆泰汽車、仏産業ガス大手と燃料電池で提携（2019年11月13日）

中国の北汽福田が電気、水素燃料電池、ハイブリッドエンジンを含む「新
エネルギー」車両を20万台製造する計画を発表した。
北汽福田汽車は、2025年までに20万台の「新エネルギー」商用車を製造する新計
画を発表した。このプロジェクトは配送トラック、バン、バス、その他大型車両などの商
用車に限定される。北汽福田汽車はこのプロジェクトに26億ドルを投資する予定。
出所：Chinese bus and truck manufacturer announces $2.6billion plan for 
200,000 ‘new energy’ vehicles by 2025, including electric, hydrogen fuel cell 
and hybrid engines（2019年11月20日）

CO2フリー水素についての詳細情報

中国鉄鋼大手の河北鋼鉄集団はイタリアの鉄鋼・工業用設備メーカーの
テノバと、水素を活用して製鉄プロセスのＣＯ２排出量を削減するモデル
プロジェクトを展開する覚書を結んだ。
出所：河鋼とテノバが提携、水素利用しＣＯ２削減(2019年11月27日）

世界初の水素駆動5G埠頭の使用が開始される。
山東省青島市で28日、世界初の水素駆動5G埠頭が稼働した。青島市の埠頭で
は水素燃料を動力とした高速クレーン、貨物輸送車両の他、無人誘導車両や、
100近くの自動化機器が用いられ、無人車両がエコで効率的にコンテナを輸送できる
ようになっている。従来の港と比べ、この埠頭の運用効率は30％向上、労働需要が
70％削減され、自動化と全体効率は世界トップクラスになるという。
出所：世界初の水素駆動5G埠頭が使用開始(2019年11月29日）

中国とイギリスの科学者は、自動車メーカーが試作なしに燃料電池を試
験可能にするコンピューター・シミュレーション・プログラムを開発した。
デジタル・プラットフォームは、FAW(ファースト・オートモーティブ・ワークス)、SHPT(上
海水素推進技術)、Sunrise Powerなど、いくつかの自動車および燃料電池企業の
研究開発プロセスを大幅にスピードアップし、コストを削減した。
出所：Virtual Engine Test Simulator Transforming China’s Hydrogen Car 
Industry (2019年1２月17日）
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 コアコンポーネントの100％が独自の知的財産権で生産される燃料電池エンジンが発売される。
 SAIC Motorの子会社により、総額5億元の燃料電池プロジェクトが開始された。
 鉄鋼大手企業に水素を用いた製鉄で脱炭素化を目出す動き。

全体要約：燃料電池モビリティの技術開発が継続して活発。鉄鋼大手の水素への取り組みが新たに発表。

燃料電池モビリティについての詳細情報

SinoHytecが新しい燃料電池エンジンを発売。
SinoHytecは、北京市政府と国務院の開発研究センターが主催する2019年のグ
ローバルエネルギー移行フォーラムで、新しい水素燃料電池エンジンYHTG60SSを
発売した。YHTG60SSは、初めてコアコンポーネントの100％が独自の知的財産権
で生産され、電力密度が500W/kgを超え、コストが30％削減された。
出所：China: SinoHytec Launches its New Hydrogen Fuel Cell Engine（2020
年1月2日）

国家電力投資集団有限公司が開発した燃料電池路線バスがラインオフ。
国家電力投資集団有限公司が明らかにしたところによると、同社と中国中車が共同
開発した水素燃料電池路線バスが、浙江省寧波市鄞州区でラインオフした。水素
燃料電池路線バスの全長は12メートル、水素注入時間は15分、満タン時の航続
距離は600キロ以上。エネルギー変換効率は53−55％で、一般的な内燃機関の3
倍にのぼる。
出所：航続距離600キロ超の水素燃料電池路線バスがラインオフ—中国（2020年1月10
日）

SHPTが総額5億元の新たな燃料電池プロジェクトを開始した。
SAIC Motorの子会社であるShanghai Hydrogen Propulsion Technology 
Co. Ltd（SHPT）は、上海市嘉定区で新たな燃料電池プロジェクトを開始した。
プロジェクトの総投資額は5億元。完成後は、研究開発室、試験検証、パイロット生
産、水素供給の4つの機能が実現し、2021年8月に生産を開始する予定。第1期
の生産能力は燃料電池スタックとシステムが1万2000基に達し、2024年の生産額
は12億元に達する見込みである。
出所：China: SAIC Motor’s 70 million USD Fuel Cell Project Launched in 
Jiading（2020年3月19日）

CO2フリー水素についての詳細情報

宝武集団が水素エネルギーによる製鉄で脱炭素化を目指す。
中国鉄鋼大手の宝武集団は、将来的にオーストラリアからの原料炭輸入量を減らす
ために、原料炭ではなく水素を還元剤とする製鉄方法の導入を検討している。
出所：中国鉄鋼大手、水素エネで脱炭素化目指す(2020年3月17日）

中国のエネルギー会社、内モンゴルに5GWの水素製造プラントを建設。
中国のエネルギー事業会社であるBeijing Jingnengは、水素をエネルギー貯蔵に
使用する太陽光発電と風力発電の複合発電所に30億ドルを投資する計画を発表
した。この5GWプラントは内モンゴルに建設される予定で、フル稼働時には、年間40
万～50万トンの水素を生産することを目指している。
出所：Chinese energy company to build 5GW hydrogen production plant in 
Inner Mongolia (2020年3月19日）
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 中国初の「中国水素エネルギー・燃料電池産業白書」が発表。

 中国自動車技術会が、「揚子江水素回廊建設計画」を発表。

 中国初の「中国水素エネルギー・燃料電池産業白書」が発
表された。

 「2050年、中国のエネルギー構造の中で水素エネルギーは
約10%と推定され、必要量が6,000万トンに迫る。その際に、
全国の水素ステーションは1,000基以上に達し、10兆元を
超える経済波及効果が期待される」と、中国水素エネルギー
連盟専門家委員会主任の余卓平総長補佐は記者会見で
説明した。

 「白書」によると、中国は世界一の水素大国であり、現在、年
間2,500万トンの工業用水素の生産能力を有すると見積
もっている一方で、技術開発やインフラ建設などでは、先進国
との格差があると分析している。

中国水素エネルギー・燃料電池産業白書が発表

出所：「中国水素エネルギー・
燃料電池産業白書」発表
（2019年7月10日）

出所：CHINA HYDROGEN 
ALLIANCE:中国氢能源及燃
料电池产业白皮书

 中国自動車技術会は、「揚子江水素回廊建設計画」を発
表した。

 計画は2019年から2030年までの3段階に分けられ第3段
階の長期開発計画（2026年～30年）で、長江デルタの
全都市と20以上の主要高速道路をカバーし、国際影響力
のある燃料電池自動車地域を形成し、中国の燃料電池自
動車産業を推進するとされている。

揚子江水素回廊建設計画が発表

出所：以上海為核心 打造長三角氫走廊（2019年5月24日）

計画 期間 内容

第一段階
2019
~2021

長江デルタの既存の水素エネルギー産業
基盤に基づき、水素燃料電池自動車の促
進を進める。

第二段階
2022
~2025

燃料電池自動車の適用と開発を強力に
推進し、水素エネルギーの主要技術のレベ
ルをさらに向上させ、主要都市間に10以
上の水素高速道路の建設を促進する。

第三段階
2026
~2030

長江デルタのすべての都市と20を超える主
要高速道路をカバーし、国際的な影響力
を持つ燃料電池自動車の応用分野を形
成し、大陸燃料電池自動車産業を全面
的に推進する

本計画の開発段階

水素需要とその比重



 

中国の動向（2/4） 【企業動向】
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 中国のバスメーカーのGolden Dragon社が燃料電池バス100台を受注。

 トヨタ自動車が中国自動車大手の北京汽車集団と燃料電池車（FCV）で提携すると発表。

 中国のバスメーカーのGolden Dragon社が、浙江省嘉興
市から燃料電池バス100台を1億4860万人民元で受注し
たと発表した。

 同社によると、8.5メートルの燃料電池バス80台と12メートル
の燃料電池バス20台が今年と来年に納品される。

 この燃料バスは、500km以上の連続運転が可能であり。10
分から15分で燃料が充填できる。

 燃料バスの円滑な運営のため、嘉興市は関連インフラの構築
を進めている。2022年までに嘉興市には3~5台の水素ス
テーションが設置される予定。

Golden Dragon社が燃料電池バス100台を受注

出所：China: Golden Dragon Receives Order for 100 Fuel Cell Buses from 
Jiashan（2019年9月19日）

 トヨタ自動車は、中国自動車大手の北京汽車集団と燃料
電池車（FCV）で提携すると発表した。傘下の北汽福田
汽車に燃料電池装置や水素タンクなどを供給する。

 水素関連の技術開発を手掛ける中国・清華大学系企業と
も組んで中国でのFCV普及を目指す。福田汽車は清華大
系の北京億華通科技が持つFCVの制御システムと組み合
わせて商品化する。

 トヨタは福田汽車以外の中国商用車メーカーにもFCVの部
品外販を進める方針

トヨタ自動車が北京汽車集団とFCVで提携

出所：トヨタ、中国・北京汽車と燃料電池車で提携（2019年4月22日）



 

中国の動向（3/4） 【燃料電池モビリティ（企業の動き）】
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 トヨタ、蘇州金龍、上海改造エネルギー技術と長春バスが、水素エネルギー産業戦略的協力枠組み協定に
署名。

 トヨタ、蘇州金龍、上海改造エネルギー技術と長春バスは、
蘇州の水素エネルギー産業の開発を推進するための水素エネ
ルギー産業戦略的協力枠組み協定に署名した。

 本協定は、長江デルタ水素エネルギー産業チェーンの協調開
発を積極的に推進し、戦略的協力を加速するために作成さ
れた。

 先進自動車メーカーの蘇州金龍は、トヨタと上海の企業と水
素燃料電池バスを共同で開発・製造し、強い技術力を持っ
ている。

トヨタと複数の中国企業が、
水素エネルギー産業戦略的協力枠組み協定に署名

出所：Toyota, Suzhou Jinlong and Changyun Bus Sign Fuel Cell Bus 
Cooperation Agreement（2019年7月18日）



 

中国の動向（4/4） 【FCモビリティほか】
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 中国の北汽福田が「新エネルギー」車両を20万台製造する計画を発表。

 中国政府は燃料電池車に対する追加の税制優遇措置に消極的。産業競争力が育たないことを警戒。

 中国の北汽福田汽車は、電気、水素燃料電池、ハイブリッド
エンジンを含む「新エネルギー」商用車を2025年までに20万
台製造する新計画を発表した。

 このプロジェクトは配送トラック、バン、バス、その他大型車両な
どの商用車に限定される。北汽福田汽車はこのプロジェクトに
26億ドルを投資する予定。

 同社会長は、イニシアチブの一環として、電気、水素燃料電
池、ハイブリッドガスなど、様々な代替エネルギー技術を開発
するとしている。

 また同社は、トヨタとBeijing Yihuatong Technologyとの
間で、100kWの水素燃料電池エンジンを開発する契約を発
表した。

「新エネルギー」車両を20万台製造する計画

出所：Chinese bus and truck manufacturer announces $2.6billion plan for 
200,000 ‘new energy’ vehicles by 2025, including electric, hydrogen fuel cell 
and hybrid engines（2019年11月20日）

 中国財政省はこのほど、発展途上の燃料電池車(FCV)に
対して、補助金政策の延長など追加の税財政優遇措置を
取る考えがないことを明らかにした。過度の支援による「政策
依存症」に陥り、産業競争力が育たないことを警戒している。

 中国政府は今年6月26日から、電気自動車（EV）の補
助金に関し今年の支給基準を前年比最大60%削減し、
国の補助金基準と平仄（ひょうそく）を合わせ実施してきた
地方政府の補助金制度も廃止していた。

中国、燃料電池車に対する
追加の税制優遇措置に消極的

出所：燃料電池車の補助金に消極的 財政省、「依存症」弊害を懸念(2019年10
月17日）
出所：中国FCV市場で日本企業が勝ち残る｢3つの条件｣ (2019年9月7日）



 

韓国の動向 【FCモビリティ・水素発電・政策】
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 Hyundai Construction Equipmentと他2社が燃料電池フォークリフトと中・大容量の燃料電池ショベルの開発を目
指す。

 韓国の2019年におけるエコカーの販売・輸出が拡大。
 斗山モビリティイノベーションがMSと水素燃料電池ドローンソリューションの開発のための協約を締結。

全体要約：2019年度のエコカーの販売・輸出の拡大が報告された。企業の燃料電池ドローンに関するの動きが活発。

燃料電池モビリティについての詳細情報

Doosan Mobility InnovationとHanyang Corp.が燃料電池ド
ローンを使用した太陽光検査ソリューションを開発する。
Doosan Mobility InnovationとHanyang Corp.は、MOUに署名したと発表し
た。両社は、2時間以上飛行できる燃料電池ドローンを使用した、国内最大の太陽
光発電所をチェックするスマートソーラーチェックソリューションを開発する。
出所：Doosan Mobility Innovation and Hanyang Co., Ltd. Develop 
“Hydrogen Fuel Cell Drone-Based Solar Inspection Solution”（2020年3月7
日）

Hyundai Construction EquipmentがHyundai Motor、
Hyundai Mobisと燃料電池フォークリフトと中・大容量の燃料電池ショ
ベルの開発を目指す。Hyundai Construction Equipmentは昨年2月、京畿
道龍仁市のMabuk研究センターでHyundai Motor、Hyundai Mobisと燃料電
池建設機械の共同開発に関する覚書を締結した。3社は、今後数年間で燃料電池
フォークリフトと中・大容量の燃料電池ショベルの開発を目指す。量産・流通の目標時
期は2023年としている。
出所：Hyundai Construction Equipment (HCE) to develop “Hydrogen Fuel 
Excavators” with Hyundai Motors（2020年3月17日）

韓国の2019年におけるエコカーの販売・輸出が拡大。
韓国自動車産業協会が発表した自動車産業統計によると、韓国の2019年におけ
る低公害車の国内販売台数は前年比18.5％増の11万219台、輸出台数は
31.8％増の25万8,937台となった。低公害車の国内販売台数は、プラグインハイブ
リッドを除く全ての種類が増加した。特に、燃料電池自動車は、水素を充填する水素
ステーションなどインフラが拡充されたことから、前年に比べ5.6倍となった。
出所：韓国、2019年のエコカーの販売・輸出は拡大（2020年3月19日）

水素発電についての詳細情報

KEPCOが水素貯蔵液体技術を使用して1時間あたり20Nm3の水素を
貯蔵できることを実証したと発表。
KEPCOは「水素貯蔵液体技術」（LOHC）を使用して1時間あたり20Nm3の水素
を貯蔵できることを韓国で初めて実証したと発表した。KEPCOはまた、LOHC技術に
基づく水素貯蔵施設に関する韓国ガス安全公社から証明書を受け取ったと述べた。
出所：KEPCO Develops Korea’s First Hydrogen Storage Liquid Technology 
(2020年3月10日）

企業動向についての詳細情報

斗山モビリティイノベーションがMSと燃料電池ドローンソリューションの開発
のための協約を締結。
斗山モビリティイノベーション（DMI）は10日、米ラスベガスで開催された世界最大
規模の家電・IT博覧会「CES 2020」で、MSと水素燃料電池ドローンソリューション
の開発のための協約を締結したと発表した。
出所：斗山、MSと「水素電池ドローン」開発へ(2020年1月10日）



 

その他の国の動向 【FCモビリティ・CO2フリー水素】
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 南アフリカの鉱山において、世界最大となる燃料電池ハイブリッドトラックがデビュー。

 DEME ConcessionsとOmani Partnersは、オマーンでグリーン水素プラント開発のためのパートナーシップを発表。
 タスマニア州政府が2040年までに200％の再生可能エネルギーの目標値を設定。

全体要約：オマーンでグリーン水素プラント開発の動き。タスマニア州政府は2040年までに200％の再生可能エネル
ギーの目標値を設定。

燃料電池モビリティについての詳細情報

南アフリカのプラチナ鉱山で世界最大の燃料電池ハイブリッドトラックがデ
ビュー。
国際的な鉱業会社のAnglo Americanは、南アフリカのプラチナ鉱山の1つで世界
最大の燃料電池ハイブリッドトラックがデビューすると発表した。重量は約290トンで、
世界で2番目に大きい電気自動車の6倍以上の重量がある。燃料電池電気自動
車は、リチウムイオン電池と水素燃料電池の両方を使用するハイブリッドエンジン設計
で設計され、これは鉱山で通常使用される従来のディーゼルエンジン車に取って代わ
る。
出所：World‘s largest electric vehicle is a 290-ton dump truck with a hybrid 
hydrogen fuel cell engine which is set to roll out at a South African 
platinum mine（2020年2月17日）

CO2フリー水素の詳細情報

DEME ConcessionsとOmani Partnersが、オマーンでグリーン水
素プラントを開発するためのパートナーシップを発表。
DEME ConcessionsとOmani Partnersは、オマーンでグリーン水素プラントを開
発するためのパートナーシップを発表した。この施設は、オマーン地域の化学産業の
脱炭素化に大きく貢献するとともに、例えばアントワープ港などのヨーロッパの国際的
な顧客にグリーン水素または誘導体（メタノールやアンモニアなど）を提供する。最初
のフェーズで想定される電解槽の容量は、250～500 MWと推定される。
出所：DEME Concessions and Omani Partners Announce Partnership to 
Develop Green Hydrogen Plant in Oman（2020年3月4日）

タスマニア州政府は、2040年までに200％の再生可能エネルギーの目
標を設定した長期戦略を発表。
オーストラリアのタスマニア州政府は、2040年までに100％ではなく200％の再生可
能エネルギーの目標を設定したタスマニア島の長期戦略を発表した。タスマニア州首
相のPeter Gutwein氏の発表は、2022年までに100％の再生可能エネルギーを
目指すという以前の公約を踏襲したもので、今回の発表では、2040年までに
100％ではなく200％の再生可能エネルギーを目標としている。政府は、5,000万
ドルの公的資金で州の水素経済の展開を後押しする意向。
出所：WWEA Welcomes Tasmania as a Global Renewable Energy Leader 
with its 200% Renewable Energy Target（2020年3月16日）



 

参考：各国の政府によるロードマップ
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全体要約：IEAはG20Reportに先だち、2019年時点で各国政府のロードマップ発表状況を以下の通り整理。

国 区分 名称 発表年

Argentina Government Roadmap Hydrogen Strategy for Argentina 2019

Australia Government Roadmap National Hydrogen Roadmap 2018

Austria Government Roadmap Unknown 2014

Brazil Government Roadmap
Hidrogênio energético no Brasil: Subsídios para políticas de 
competitividade: 2010-2025 (Hydrogen Energy in Brazil: 
Subsidies & Policies for Competitiveness : 2010-2025 )

2010

Canada Government Roadmap Hydrogen Pathways 2019

EU Government Roadmap
Hydrogen Roadmap Europe - A sustainable pathway for the 
European energy transition

2019

France Government Roadmap
Plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition 
énergétique

2018

France Government Roadmap
Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2023 et 2024-
2028

2019

Italy Government Roadmap National Hydrogen Implementation Plan (DAFI) 2016

Japan Government Roadmap The Basic Hydrogen Strategy 2017

Japan Government report Strategic Roadmap for Hydrogen and Fuel Cells 2019

Netherlands Government Roadmap Outlines of a Hydrogen Roadmap 2017

S.Korea Government Roadmap Roadmap for the Revitalization of the Hydrogen Economy 2019



 

アウトライン
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３ 海外現地調査



 

海外視察の概要
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視察の目的

 近年水素に関して積極的な取り組みを見せるオランダ・ドイツ・イギリスにおいてCO2フリー水素の製造・利用
と制度設計への取り組みについて情報収集し、今後の我が国の戦略検討の参考とする。

訪問機関 国 属性 取り組み概要

オランダ
経済・気候政策省
（Hydrogen 
Envoy）

オランダ 政府機関 オランダの水素政策を立案。

ISPT オランダ 研究機関
GW級水電解装置開発プロジェクト「GW Electrolyzer」をはじめ、
オランダの水電解やP2Xの研究開発プロジェクトへ関与。

TKI Nieuw Gas オランダ 業界団体 オランダのロードマップ策定に深く関与。

New Energy 
Coalition

オランダ 業界団体 北オランダでの「Hydrogen Valley」プロジェクトの取りまとめ機関。

Siemens ドイツ 電解装置メーカー
世界有数の大型PEM形水電解装置を開発、その他中東やオース
トラリアでの水素プロジェクトにも積極的に参加。

イギリス
産業・ビジネス・エネ
ルギー省

イギリス 政府機関
イギリスの水素政策を立案。2020年2月には、大規模水素製造
プロジェクト・水素の工業利用に関するプロジェクトを相次いで発表。

ARUP イギリス コンサルティング
イギリスでのガス管水素注入の安全性検討プロジェクト
「Hy4Heat」取りまとめ機関。

欧州視察（2月18日-2月26日）視察先の概要



 

海外視察実施に当たっての問題意識と観点
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 ここ1,2年で海外では国家戦略として水素・燃料電池に言及するケースが急増。
 各国の政策はどこに力点を置いているのか？どのような数値目標が設定されており、どうアプローチするのか？
 日本の戦略との差異はどこにあるか？
 他の選択肢との比較の中でどのような利用形態に可能性が見出されているか？
 国際的な協業への取り組みや産業政策として、どのようなものが成されているか？

国としての水素・燃料電池への取り組み

 訪問先の欧州各国では、水素利活用の背景や政策は日本とは少しずつ異なると考えられる。

 我が国のロードマップ改訂に向けては、それらを把握した上で、参考にする必要がある。

 視察に当たっての「観点」は以下の通り。

CO2フリー水素への取り組み

 実証のねらいは何か？進展はどのような状況か？
 CO2フリー水素の利活用推進に当たり、どのような政策・制度設計が検討されているか？
 特に水電解装置において、優先度の高い技術的な課題をどう考えているか？
 ガス管注入への取組について、安全性の検証や混合の実証はどのような状況か？

欧州視察の問題意識・観点





 

オランダの水素分野での主な目標
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 オランダ政府は、2019年6月発表「Climate Agreement」において、2030年に排出量を1990年比
49％とする政府目標に向けて、水素に大きな役割を与え、その活用を強く推進している。

 特にグリーン水素については、2030年までに3-4GWの水電解装置を導入し既存の工業用グレー水素の2-
3割を代替する、といった意欲的な目標を掲げている。

 「Climate Agreement」では実証のため水素プログラムに年間€3千万-4千万投資を行う方針が示された。

出典：”Climate Agreement”
および有識者インタビューに基づく

オランダの水素分野での主な目標
＜CO2フリー水素関連＞
 2030年までに3-4GWの水電解装置を導入し、グリーン水素で既存工業用水素の2-3割を代替する。これに

より、コストを現状の€100万/100MWから、€35万/100MWまでダウンさせる。

 水素パイプラインの整備を2030年頃までに行う。

 地域の再生可能エネルギーと組み合わせた分散型水素製造のデモプロジェクトを開始する。

 2030年頃に北海で「エネルギーアイランド」として水素製造を行うための設計を行う。

＜モビリティ関連＞
 輸送部門では、2025年に50箇所の水素ステーションを整備し、乗用車＋小型トラック1万5千台、大型トラッ

ク3千台、10－20基の船舶を導入する。

＜定置用燃料電池・工業分野での水素利用関連＞
 建物での水素利用のパイロットプロジェクトを2025年に行う。

 2025年-2030年の導入に向け工業分野で水素利用のパイロットプロジェクトを準備する。





 

水素への取り組みの背景（オランダ）
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 オランダでは水素は脱炭素の有力な手段として強く推進されている。

 オランダはEUで水素利用量が2位。天然ガス資源に恵まれ、安価な天然ガスから水素の製造が可能であり、
大量に化学工業用に利用していた背景がある。また、ガスパイプラインが国土を広く走る形で存在。

 近年では北海での洋上風力発電の大量のポテンシャルを活用したグリーン水素製造を目指している。

オランダ経済・気候政策省

• 水素は脱炭素に向けた有力な手段であり、完全に政策主導で推進されている。
排出量95％減という2050年の目標に向けては、他に選択の余地がない。

• ただし、現在の政策での水電解装置の容量などの数値目標はトップダウン的なもの。
ボトムアップの積み上げの目標ではない。

• アンモニアについては、発電等での利用可能性はあるかもしれないが、政策においてプ
ライオリティはない。

• オランダでは年間10億Nm3の水素が利用されており、EUで2番目。天然ガスが安い
ことが背景の一つにあった。

• 水素用途は96％が工業用。主にアンモニア製造、リファイナリーで使用。

• 2030年に再生可能エネルギーが7割導入される計画で、毎年1GW洋上風力発電
が増える。その時に電力網の容量が制約になるためセクターカップリングが重要になる。

• 今やらずに後から水素に取り組むのでは手遅れになる、こう考えてオランダでは様々な
業界のプレーヤーが水素に注目している。

TKI Nieuw Gas
（オランダの業界団体）

水素への取り組みの背景への意見



 

工業分野での大規模水電解とグリーン水素利用への取組み
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 オランダでは化学工場や製油所へのグリーン水素供給や製鉄所の排ガスを利用したグリーンケミストリーの供
給のFSが複数発表されており、プロジェクト全体で導入される電解装置の容量は最大510MWに至る。

 特に電解プラントの知見を有するNouryon（化学）が精力的にプロジェクトに参画する他、Gasunie（ガ
ス）、Tata steel（製鉄）、BP（石油）Engie（電気・ガス）などの企業が参画して取組を進めている。

オランダで現在発表されている工業分野での大規模電解＋グリーン水素利用の実証

サイト 概要 プレーヤー 電解容量 水素製造量 CO2削減

Delfzijl

メタノール製造事業者や化学事業者へ、
Nouryonの20MWアルカリ水電解装置
で製造したグリーン水素を供給する。

Nouryon（化学）
BioMCN（メタノール製造）
Gasunie（ガス）
McPhy（電解装置メーカー）
DeNora（電極）
Hinicio(コンサル）

20MW
⇒60MW

3千トン 2万7千トン

今後20MWの電解装置を60MWにス
ケールアップし、グリーン水素を航空機向
けの合成燃料用原料としても利用する。
炭素は廃棄物から調達する。

Nouryon（化学）
Gasunie（ガス）
SkyRNG（航空機燃料）

－ 10万トン（航空燃料）
15万トン（LPG）

不明

Ijmuide
n

製鉄所からのガスやCO2と、100MWの
水電解装置で製造したグリーン水素を
原料に、グリーンなプラスチックを製造する。

Nouryon（化学）
Tata steel（製鉄）
Port of Amsterdam

100MW 1万5千トン 35万トン

Rotterd
am

BPの製油所向けに250MWの水電解
装置でグリーン水素を供給する。

BP（石油化学）
Nouryon（化学）
Port of Rotterdam

250MW 4万5千トン 35万トン

Eemsha
ven

100MWの電解装置を2022年に建設
する計画。工業用途で利用予定。

Engie（電気・ガス）
Gasunie（ガス）

100MW 不明 不明





 

オランダでの水電解技術開発への取組み（１）
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 研究機関であるISPTでは既存用途で利用されている水素をグリーン水素で代替していくため、「MW Test 
Centre」、「GW Electrolyzer」、「Hychain」という3つの取り組みを進めている。

 「MW Test Centre」では、アルカリ形水電解・PEM形水電解それぞれ250kWの設備を備えた試験設備に
より、GW級へのスケールアップに向けた耐久性の試験を実施する。現在EPCが完了、20年の第４Qから本
格的に試験を開始。

• MW Test Centreはオープンイノベーションを推進する施設であり、膜や電極、補機
などの部材のサプライヤも試験・性能評価を遂行可能。電解槽メーカーから入手しづ
らい情報を得ることができる施設となる。また、パートナーとして、イギリスの水電解メー
カーとも共同研究している。

• アルカリ形とPEM形は両方を有力と考えている。定常運転が求められるならアルカリ形
が有力だが、PEM形はランプアップダウンが素早くできる点にメリットがある。小型・分散
型の利用時にはむしろPEMが有力。

• ただ、アルカリ形は成熟した技術。PEM形には技術の伸びしろがある。

MW Test Centreコンソーシアムへの参画機関

ISPT
（オランダの研究機関）



 

オランダでの水電解技術開発への取組み（２）
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 「GW Electrolyzer」では、特にPEM形のフレキシビリティや、劣化モデリングに関する研究をオランダ内外の
26のパートナーと共同で実施する。

 水電解装置をGW級にスケールアップすることで、CAPEXを€1000/kWから、€350/kW程度にコストダウン
するとしている。

• スケールアップ時のモジュールあたりの出力は最
大20MW程度ではないか。5-10MWのモ
ジュールを大量に並べGW級とする計画だ。

• 耐久性についても重要視しているが、まずは
CAPEXの低減が重要と考えている。装置の寿
命としては、10年程度が目標になる。

• GWスケールの電解装置の利用時に発生する
熱・酸素の活用も重要な課題だと考えている。
これらエンジニアリング的な技術課題も「GW 
Electrolyzer」プロジェクトの検討内容の一つ。

• 投入する水の純度は大規模な水素製造に
とって非常に重要な問題である。

• ISPTでは電解装置の標準化の検討等の取
組は行っていない。基準自体現状存在しない
が、安全性も含め基準づくりは重要。

GW級電解装置の開発計画・技術課題について

主な参画機関 国

Dow（化学） アメリカ

FRAMES（エンジニアリング） オランダ

Imperial College London イギリス

ISPT（研究機関） オランダ

Gasunie（ガス） オランダ

Nouryon（化学） オランダ

OCI Nitrogen（窒素・メタノール） オランダ

Orsted（電力） デンマーク

Shell（石油） オランダ

TKI ENERGIE(業界団体） オランダ

TNO（研究機関） オランダ

YARA（肥料） ノルウェー

ISPT
（オランダの研究機関）

GW Electrolyzerの主な参画機関



 

オランダでの水素サプライチェーンへの取組み（１）
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 オランダでは国内の水素輸送について、国にまたがる水素パイプラインでの供給を構想している。

 北部で洋上風力と水電解で製造した水素を、パイプラインで国内（一部ベルギーやドイツ）に供給する計画。

 背景には、地震の影響により従来の天然ガス田が2023年に供給停止することがある。従来の天然ガス供給
インフラを活用して、水素インフラとして整備・利用する計画。

• 現在近隣国を含む5地域での産業クラスターを構想しており、これらの地域の水素需要を賄
うため、水素を国にまたがる水素パイプラインネットワークで供給する姿を構想している。

• 2026年までにガスパイプラインを100％水素供給が可能なものに対応させる。

• 天然ガス網への水素混入については過去に離島で20vol％まで対応できることを確認した。
現在は天然ガスパイプラインへの水素混入より水素パイプラインでの水素輸送を考えている。

水素パイプラインによる国内サプライチェーンについて

New Energy Coalition
（オランダの業界団体）

オランダ経済・気候政策省

• 北オランダには天然ガス田があるが、地震が発生したため、政府が北オランダのガス田を
2030年までにストップするということを宣言した。実際には2023年にはストップする。そのため、
ガスパイプラインが水素供給のインフラとして利用可能になる。貯蔵には岩塩ドームを利用。

• コストは圧力に依存するので回答が難しいが、ガスの2倍程度ではないか。現状では水素混
入に関する規制はない。クライアント次第だが、水素混入量は3％程度ずつ増加させていく。

• パイプラインは金属製だが水素への転換も特に問題なくできる。プロジェクト内ではポリエチレ
ン＋アルミライナー＋帝人のアラミド繊維でくるんだ新たな複合材によるパイプラインも試す。た
だ、配管そのものよりも重要なのはメーター。水素の質量を精度よく検証する技術が重要。



 

参考：オランダでの水素パイプラインネットワーク構想
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 オランダではガスインフラ・供給事業者のGasunieが有する天然ガスパイプラインを活用して、洋上風力の豊
富な北部から工業地域のある南部まで水素を供給する大規模な水素ネットワークが構想されている。

Gasunieが発表している水素供給ネットワークの構想

出典：Caroline Hillegeer et 
al. .“Green Octopus“



 

オランダでの水素サプライチェーンへの取組み（２）
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 オランダでは国内での水素製造にとどまらず、海外からの水素輸入についても検討している。

 ポルトガルの太陽光発電由来水素について、オランダとして今後輸入の検討を行う。

 オランダの国際水素サプライチェーンの姿については、ISPTの「Hychain」プロジェクトで検討を行っている。水
素キャリアについては今後のプロジェクト（プロジェクトとして5段階あり、現在3までが完了）で検討を行う。

• 国内の水素製造能力だけでは、国内水素需要を賄うには十分でないと考えている。そのた
め、海外からの水素輸入も考えている。

• ポルトガルの太陽光発電から製造した水素を輸入する検討を行うことは決まっている。

• 輸入先としては、モロッコなどの北アフリカや南米も有力と考えている。

国際水素サプライチェーンについて

オランダ経済・気候政策省

参考：ポルトガルのグリーン水素製造プロジェクトについて

ポルトガルの環境気候変動大臣によると、Sinesの太陽光発電からの水素製造プラントのプロジェクトの建設が2021年に開始される。
１GW級の太陽光発電から年間最大17万5千トンの水素を生産する。
大臣は、投資額は2030年までに30億ユーロを超え、 EUとヨーロッパの投資銀行からも資金提供を受ける予定と発表した。
「1GWの自家消費型の太陽光発電パークは、系統接続の関税が免除されているため、発電コストをさらに削減できます。工業プロジェ
クトにのみ使用できる公共の土地がSinesにあります。これは、水素製造コストを削減し、このプロジェクトに大規模な国営企業やガス、
物流、運送会社を誘致する上で重要な要素となる可能性があります。」国家エネルギー省のジョアン・ガランバ氏は語った。

出典：https://jornaleconomico.sapo.pt/en/news/ministro-do-ambiente-construcao-da-central-de-hidrogenio-em-sines-arranca-no-inicio-de-2021-549625
https://econews.pt/2019/11/19/portugal-negotiates-with-netherlands-mega-hydrogen-plant-in-sines/



 

水素の定義・認証およびオランダでの水素への政策的支援
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 オランダでもCertifHyスキームによる水素の製造源保証は重視されており、パイプラインでの水素供給等にお
いて特に重要と考えられている。水素の定義・認証については、現在国際的な制度構築の動きがある。

 SDE++という脱炭素技術への補助制度が存在し、上限€300/tCO2の補助がなされる。CCSを用いた水
素製造はこの対象である。なおグリーン水素への補助は条件付きで認められる模様。

• 化学工業・エネルギー事業者をはじめ、様々なプレーヤーが水素供給事業に関心を持って
いる。水素パイプラインのネットワークは様々な地域で製造された水素の供給に役立つ。

• 製造源や性状の異なる水素の同一パイプラインを介しての供給の推進にはCertifHyのよう
な認証スキームは非常に重要。 EUレベルでの市場を作りたい。

• IPHEで現在、国際的な水素の定義・認証制度を構築しようとする動きがある。

水素の製造源保証（Guarantee of Origin）について

オランダ経済・気候政策省

水素に与えられるインセンティブ（SDE++制度）について

• SDE++は革新的な脱炭素技術に対する補助制度。対象技術によるCO2削減費用と商
品価格との差を補助する。上限を€300/tCO2とし、これを下回る技術に補助がなされる。

• 例えばCCSはSDE++の対象なので、CCSによるブルー水素製造は補助を受けられる。

オランダ経済・気候政策省

• グリーン水素のCO2削減費用は現状€1064/tCO2と高額だが、補助対象項目としてグ
リーン水素は残されており、稼働年間2000時間以下のものがSDE++の対象項目として
残されている。稼働時間の指定が加えられたのは、系統の電源ではなく再生可能エネルギー
が電解装置に投入されることを推奨するためではないか。

• しかし、我々は稼働率が4-5割見込める洋上風力の利用を考えている。
TKI Nieuw Gas



 

オランダにおける水素利用手段
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 オランダで想定されている水素利用手段としては、主に公共用・長距離移動用のモビリティが主。

 その他特徴あるものとして、家庭向けの水素利用ボイラーの利用、グリーン化成品製造が挙げられる。

分類 項目 意見

モビリティ

乗用車
・200台のFCV、50台のFCタクシーを2020年に導入予定。（TKI）
・乗用車については国内に完成車メーカーがない。（TKI）
・北オランダのHEAVEENプロジェクトで2021年までに105台FCVを導入予定。(New Energy Coalition)

バス
・50台のFCVバスを2020年に導入予定。（TKI）
・バス・トラックについては、Eindhovenの近くにPackerの工場などがあり、産業振興効果もある。（TKI）
・北オランダのHEAVEENプロジェクトで2021年までに32台FCバスを導入予定。(New Energy Coalition)

トラック
・長距離トラックに関しては、e-fuel・水素の利用両方がありうる。（TKI）
・FCトラックについては44tトラックの実証も進めている。（TKI）

鉄道 ・オランダでは鉄道は既に電化されている。ディーゼルはグローニンゲン周辺などの一部の地域のみ。（TKI）

飛行機
・高エネルギー密度が必要なので、水素より合成燃料が有力。(TKI)
・SkyNRGとKLMが協力して、e-fuelを作る取組をスタートしている。(オランダ経済・気候政策省)
・CO2はDAC(Dirct Air Capture）で回収予定。10万t規模のe-fuelを製造。（TKI）

船 ・船は事業者の規模が大きくない場合、FCへの投資ができない場合がある。（TKI））

その他車両 ・4台のゴミ収集車を導入予定。稼働時間が12時間と長時間なのでFC化のメリットがある。（New Energy Coalition）

建物 ボイラー

・2025年までに完全にエネルギー自律可能な建物を計画している。（TKI）
・断熱性能に課題のある既築建物で水素対応ボイラーへの燃料転換が考えられる。水素100%対応ボイラーはREMEHAが
開発している。（TKI）
・優先度は高くないが、2050年に向けて注目している。（オランダ経済・気候政策省）

工業 化学
・グリーン水素からのメタノール製造と航空機向けグリーンケロシン製造が有力。（New Energy Coalition）
・製鉄分野ではTata SteelとDowがプロセス副生ガスからのグリーン化成品製造を計画。（TKI）
・ロッテルダムでは廃棄物ガス化によりメタノールを製造するプロジェクトを今後開始する。（TKI）
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 SiemensはPEM形電解装置の開発を手掛け、特に工業用向けに装置の大型化に力を入れる。なお、
2019年に政府が発表した“Reallbore”プロジェクト（後述）でも工業用向けの同社の大規模電解装置の
導入が目立つ。

 その他、発電分野でも30%の混焼が可能なタービンやエンジンを開発している。

Siemens社の水素分野への取組み

ソリュー
ション

分類 項目 意見（インタビューに基づく）

水電解

モビリティ

乗用車 ・ドイツには80箇所ステーションがあるが、現状では自動車が少ない。

HDV・鉄道

・イギリス都市でのディーゼル車禁止などの大気汚染対策もあるのでマーケットを期待している。
・モビリティ向けのFCは、PowerCell社と組む。過去潜水艦向けFCは扱っていたが現在は水電解のみ。
・バスやトラックの他、鉄道についてもイギリスでは期待している。
・FCモビリティの燃料貯蔵についてはタンクの標準化などの検討段階のため、圧縮ガス以外は考えていない。
・研究開発としては、水素直接燃焼もターゲットの一つとして考えてはいる。

船舶 ・グリーン水素を原料とするメタノール燃料の製造について、e2shipプロジェクトでMANと検討している。

工業
化学

・製油所（リファイナリー)への水電解による水素供給をReallboreプロジェクト「GreenHydroChem」で実
施。グリーン燃料製造はエネルギー効率は高くないが、将来的には安くなると考えられている。

製鉄 ・製鉄でのグリーン水素利用に向けたプロジェクト「H2FUTURE」で６MW電解装置「Silyzer300」を導入。

熱 ガス管注入
・Mainzでガス管に水電解で製造した水素を混入。10％までは混入実績あり。グリーンメタンには顧客
（シュタットベルケ）がプレミアムをつけている。スイスでは天然ガスの倍の価格を付ける例もあると聞く。

グリッド
サービス

調整力
・Hamburgで、風力発電設備と5MW水電解装置を直接接続し、PFS（Primary Frequency 
Service）またはSecondaryのサービスが提供可能と確認した。ただ、発電設備と直接接続するよりも系
統電力を使うケースが多い。

発電機
水素
発電

ガスタービン ・既存の天然ガスタービンのレトロフィットを想定。燃焼器改造により、30％程度までの水素混焼へ対応可能。

ガスエンジン ・60kWの製品を既に開発。280kWの製品について、ドバイで実証を行う。
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 その他、現時点ではアイディア段階とのことだが、南米でCO2の大気回収＋グリーン電力による電解でのメタ
ノール製造を行い、欧州に輸入する構想も存在。モビリティ向け燃料・化学工業用途を想定。

 再エネ司令（REDⅡ）やその他環境規制（航空機、船舶など）が背景。

出典：Florian Bergen “Electricity-based fuels as a link between the electricity and transport sectors”

参考：メタノールサプライチェーンの構想
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 欧州では、EUTurbineが2019年1月に脱炭素化に向けての水素ガスタービンへのコミットメントを発表。

・2020年までに20％までの水素に対応可能なガスタービンを提供（既存設備の改造）

・2030年までに100％水素で稼働可能なガスタービンを提供

という目標を掲げた。

 その後SiemensやAnsaldoといったタービンメーカーが相次いで水素ガスタービンへの取組みを発表している。

出典：EUTurbine

欧州における水素ガスタービンに関する最近の動き
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 現在発電事業用のガスタービン（下図橙）ではドライ形では5％-10%、最大で27％の水素割合に対応。
Siemensによれば、2020年代の終りまでに発電事業用ガスタービンで100％水素対応を行う計画。

 より小型の産業用ガスタービンでは、ウェット型では100％、ドライ型で60％までは対応可としている。
Siemensによれば、 2023年までに100％水素燃料にドライ型で対応する計画。

 なお、水素発電に対応可能な大量の水素供給インフラが現状では未発達であり、比較的小規模なガスター
ビンから開発・実証を進めている、という指摘もある。

出典：John Marra “Siemens Perspective on Future Hydrogen Fuel”

Siemensのガスタービンラインナップと水素燃焼
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 イギリスでは2019年6月にClimate Change Act（2050年ゼロ・エミッション目標である”Net zero”を含
む）が発表され、目標に向けて従来脱炭素化が難しい領域とされてきた、家庭の熱需要、工業、運輸部門
にも脱炭素化が求められることとなった。

 また、2030年には5th carbon budgetとして炭素収支1725Mt-CO2が求められ、1990年比57％の排
出削減が必要となる。その中で、水素は（特に家庭の）脱炭素の有力な手段として推進されている。

イギリスビジネス・エネルギー・
産業戦略省（BEIS）

• 熱の低炭素化に関して言えば、水素が脱炭素化に向けた唯一の方策というコンセン
サスがあるわけではない。実際、低炭素な電力と合わせたヒートポンプの利用も有力で
ある。また、地域熱供給にも政府として3億ポンドの予算を投じている。

• ただし、イギリスのガス網に接続された2300万の家庭が、暖房や料理にガスを使って
いるのは事実。家庭の多くは天然ガスボイラーを備えており、燃料の水素への転換と、
ヒートポンプへの転換とで、どちらが社会需要性があるかで手段が決まるだろう。

水素による熱の低炭素化への取り組みの背景への意見

イギリスでの分野別の排出量推移

 各分野の排出量をプロットした右図において、
2050年に向けて“Net zero”への排出量ダウン
が必要とされている。

 電力セクターは、2008年から現在までの排出量
4割減の大半を担っている一方で、建物、工業、
運輸部門の排出量はこの10年横ばいで、抜本
的な改善手段が求められている。

出典：Hydrogen Taskforce“The Role of Hydrogen in Delivering Net Zero”



 

参考：イギリスにおける水素分野の最近の動向
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製造 輸送・貯蔵 利用

項目 ブルー・グリーン水素 パイプライン FCモビリティ 水素の熱利用

普及状況
天然ガス由来ブルー水素・
洋上風力由来グリーン水素
製造実証が発表・進行中。

天然ガスパイプラインへ混合で
きる水素の体積割合としては
0.1%-0.4%程度まで。

●FCV：約100台
●FCバス：20台
●水素ステーション：13箇所
（35MPa・70MPa合計）
（2018年末時点、IPHEの2020年1月発表による）

ガス機器での水素利用時
の安全性検証プロジェクト
が進行中。

政策面
の取組み
・
主な
実証プロ
ジェクト

●2020年2月にBEISが
£2800万を投じて大規模
な低炭素・グリーン水素製
造プロジェクトの開始を発表。

●2019年公開の「Net zero 
Emissions by 2050」を背
景に、排出量の3割を占める家
庭部門の低炭素化のための水
素利用に取り組む。

●「HyDeploy」プロジェクトで
は、20vol％の水素を天然ガス
パイプラインに混合し、家庭や
建物に供給する実証を2020
年1月に開始。

●「H21」では天然ガス＋CCS
で製造した水素100％のパイプ
ラインによる水素供給を検証。

●2017年8月に開始した「Hydrogen for 
Transport Programme」の下、2020年ま
でにFCVとステーションの市場成長を補助。

●2018年12月に開始された「Stage2」では
5プロジェクトに£1400万を投じ、
・9つの水素ステーション新設
・73台のFCV
・33台のFCバス
を導入すると発表。

●「Ultra-low emission bus scheme」に
おいて2019年2月にBrighton and Hove 
Busesの20台のFCバス・インフラ導入に対し
て£440万の資金が与えられた。

●「Hy4heat」プロジェクト
では、ボイラ、調理器具、
オーブン等の家庭用の熱
機器での水素利用の安全
性の検証を実施。

●2020年2月に、BEIS
は£1850万を投じて産業
分野の燃料転換プロジェク
トを発表。

産業界の
主な動向

●「H21」ではCCS込の水
素製造をEquinorが担当。

●Johnson Mattheyが独
自のブルー水素製造技術を
BEISのプロジェクトで実証。

●ITM PowerがGW級水
電解グリーン水素製造実証。

●「Hydeploy」ではガス供給
事業者のCadentがガスネット
ワークでの水素混合ガスの供給
を実証予定。

●Green Tomato社が、ロンドンでMIRAIを
タクシーとして27台導入。
●ロンドンでMIRAIをパトカーとして21台導入。
●燃料電池メーカーのIntelligent Energy
社がSUV・バス向けにスタックを提供。
長安やAlexander Dennisと協業プロジェク
トを発表。
●Intelligent Energy社の燃料電池を搭
載したFCドローンが12時間飛行。

●Worcester Boschが
家庭向けの100％水素対
応ボイラーを発表。

出典：各種公開情報に基づく
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 イギリスでは水素による熱の低炭素化に向けて以下のプロジェクトが実施され、天然ガスからの水素転換への
取り組みが推進されている。一方で、政府としては現状技術検証にとどまり、制度的支援の予定等はない。

イギリスビジネス・エネルギー・
産業戦略省（BEIS）

＜水素への取り組みについて＞
• 現在の取り組みは技術的なフィージビリティや社会需要性を確認している段階。インフ

ラストラクチャーの改造の必要性や、それに必要となるコストなどの検討も行っている。
システムアーキテクチャを確認している、という段階。

＜制度的支援について＞
• 水素について、今の所特にプレミアムなどは与えていない。特に具体的な制度設計の

スケジュールなどで公表しているものはない。今後どのような補助が良いか、ということに
ついては検討をしているところ。工業部門での燃料転換にも特に補助はない。

水素への取り組み・インセンティブ等の制度的支援への意見

イギリスでの熱の低炭素化に向けたガス管水素混入プロジェクト

プロジェクト 概要

HyDeploy/H
ydeploy2

20vol％まで水素がガス管に混合可能であることの技術的な検証を行い、混合した際に、下流の機器の安全性に問題な
いかの確認を行う。

Hynet 20vol％まで水素がガス管に混合可能であることの技術的な検証とともに、工業地域において更に高濃度の水素混合が
可能家の検証を行う。低炭素水素はATR＋CO2分離により製造する。

Hy4heat 家庭用・産業用ガス機器の安全性の検証、水素メーターの実証を行い、ガスネットワークの100％水素転換の実現性を
検証する。

H21 中低圧のガス管の100％水素転換の実現性検証を行い、天然ガスから水素へのパイプラインのガス転換について夏の時
期を利用した段階的実施が可能かどうか、岩塩ドームを利用した季節間エネルギー貯蔵の検証を行う。

出典：IET”Transitioning to Hydrogen”をもとに作成



 

ガス管注入に関する安全性検証・基準づくりへの取り組み（イギリス）
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 Hy4Heatでは家庭向け燃料の水素への転換を行うにあたって、供給される水素の純度の検討を行っている。
水素純度は98％以上という基準案が策定されている。この基準に基づくことで、車載FC用燃料の基準であ
るISO14687を基準とした場合よりも経済効率的な水素の利用が可能であるとしている。

 この水素純度は、水電解＋TSA（temperature swing adsorption）、またはATR/SMR＋CCS＋
PSAにより満たすことができる水準とされる。なお、PSAによる高純度化のコストは0.01-0.05p/kWh。

ARUP

＜Hy4Heatでの水素基準検討について＞
• DNV GLが新たな基準案を作成しており近くレポートが公開される。（2月27日に公開）
• Wobbe指数の幅に関して、メーターが適切なら、熱量の異なるガスの混入にも対応が可能と

考えている。メーターの開発が重要。グリーンメタンでは対応できている。

Hy4Heatプロジェクトで作成された水素燃料基準案

出典：Hy4Heat 
WP2 “Hydrogen 
Purity”
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 BEISは2020年2月に、大規模なブルー水素・グリーン水素製造技術の実証として、5プロジェクトに総額
£2800万を投じることを発表。天然ガス＋CCSによる大規模ブルー水素製造、洋上風力と合わせた水電解
によるグリーン水素製造等が主なテーマ。

イギリスビジネス・エネルギー・
産業戦略省（BEIS）

＜低炭素水素の製造手段について＞
• メタン水蒸気改質以外の製造手段についても、スコープを広げて注視している。ATR

も実証において取り上げる。洋上風力を利用したGW級の電解プロジェクトも発表した。

＜制度的支援について＞
• グリーン水素とブルー水素の制度的な支援について、現時点での決定事項はない。し

かし、検討は行っている。

BEISによる「Hydrogen supply Competition phase 2」の採択プロジェクト

プロジェクト名 グリーン/ブルー 概要 主導機関 ファンド額

Dorphyn
Project

グリーン
10MWの洋上風力発電と海水からの水電解（2MW）によるグ
リーン水素製造と海岸へ配管輸送の実証

ERM £312万

Hynet ブルー
Progressive Energy,Essar,Johnson Matthey,SNC
Lavalinからなるコンソーシアムが、Johnson MattheyのCCSを含
むブルー水素製造技術を検証する。

Progressive 
Energy

£748万

Gigastack グリーン
ITM PowerによるGW級PEM電解槽により、Orstedの洋上風力
発電を利用して大規模に水素製造、Philip 66の製油所へ供給。

ITM Power £750万

Acorn ブルー
Johnson Mattheyによる天然ガスからのCO2分離を含むブルー水
素製造技術の評価と開発。

Pale Blue dot 
Energy

£270万

Hyper ブルー
GTIの開発した吸着強化水蒸気改質プロセスのパイロットスケールの
実証により、ブルー水素供給技術を開発する。

Cranford 
University

£744万

出典：英国政府HPをもとに作成



 

参考：BEISによる「Industrial Fuel Switching competition」の採択プロジェクト
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 BEISは2020年2月に、産業プロセスにおける燃料転換技術の実証として、下記の4プロジェクトに総額
£1850万を投じることを発表。

プロジェクト名 水素利用 概要 主導機関 ファンド額

Hynet North 
West

ボイラー
直接燃焼
リファイナリー

HyNetプロジェクトの一環として、直接燃焼、ボイラー、リ
ファイナリーといった主要な産業プロセスを天然ガスからク
リーンな水素に転換することの実現可能性を実証する。
実証をGreengate Works（ガラス製造業者）のNSG 
Pilkingtonプラント、UnileverのPort Sunlightプラント、
およびEssar OilのStanlow製油所で行う。

Progressive 
Energy

£524万

State-of-the-
art fuel mix for 
UK cement 
production to 
test the path 
for net zero

セメント製造

セメント製造において化石燃料からバイオマス、水素、電
気などのゼロカーボン燃料源へ転換する可能性を調査する
ための物理試験を実施する。
英国のセメント産業全体で転換した場合、年間最大200
万トンのCO2排出削減をもたらす可能性がある。

Mineral 
Productions 
Association

£320万

Alternative fuel 
switching 
technologies 
for the glass 
sector

ガラス工業

電気、水素、バイオ燃料、ハイブリッド燃料による溶融技術
を評価し、燃料転換の可能性を調査する。また評価のた
めの実証スケールのガラス炉を設計することを目的とする。
プロジェクトには本格的な商用ラインでのバイオディーゼル試
験と大規模な実験室規模の水素実証が含まれる。
これらの低炭素燃料技術は、2030年までに年間最大
120万トンのCO2排出量を除去する可能性がある。

Glass Futures £712万

Hydrogen 
alternatives to 
natural gas for 
calcium lime 
manufacturing

カルシウム
石灰製造

高カルシウム石灰製造時の天然ガスの代替として水素を
使用し、鉄鋼製造を含む多様な市場にサービスを提供す
ることを目指す。このプロジェクトでは、プロセス設計、安全
性、運用および環境管理、製品品質をレビューすることに
より、適合性を検証する。

British Lime 
Association

£270万

出典：英国政府HPをもとに作成
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製造 輸送・貯蔵 利用

項
目

ブルー水素 グリーン水素 パイプライン FCモビリティ 工業 熱利用 発電

オ
ラ
ン
ダ

・ATR＋CCS
による大規模
ブルー水素製
造に取り組む。

・ブルー水素
製造は
SDE++制
度により支援
される。

・洋上風力＋
GWスケールの大
規模電解装置の
開発・実証計画
を発表。

・グリーン水素製
造はSDE++制
度により将来的
に支援される。

・北部ガス田の
停止を背景に、
国にまたがるガス
パイプラインを水
素パイプラインに
転換。

・公共用（バスなど）
＋長距離モビリティ
（トラック、船）重視。

・既に電化が進み、
FC鉄道の導入は限
定的と予想。

・グリーン水素を原料と
した航空機むけ合成
燃料（e-fuel)の製
造計画が存在。

・特にメタノールやバイ
オケロシンなどの製造
を行う化学工業向
け・製油所向けの大
規模電解装置導入
実証が相次いで発
表。

・低炭素化・水素導
入の重点分野とも
なっている。

・建物への水素供
給は着目している
が、現状優先度は
高くない。

・水素対応ボイ
ラーを発表したメー
カーは存在。

・H2Mプロジェクトで
大規模な発電事業
用GTCCの水素転
換に取り組む。

(S
ie

m
e
n

s
)

ド
イ
ツ

（調査範囲
外）

・政府の褐炭から
のエネ転計画
「Reallbore」プ
ロジェクトなどを背
景に、数十MW
スケールのPEM
形電解装置を工
業用に導入。

（調査範囲
外）
10％程度のガ
スパイプラインへ
の水素注入は
既に実績あり。

・乗用車水素市場の
注目度は高くない。

・長距離モビリティ（バ
ス・トラック・鉄道）市
場には注目。

・船舶には合成燃料
（e-fuel)を検討

・「Reallbore」プロ
ジェクトなどを背景に、
数十MWスケールの
PEM形電解装置を
工業用に導入。

・電解装置スケール
アップによる低コスト
化も狙えることから、
重要視する分野。

（調査範囲外）
10％程度のガス
パイプラインへの水
素注入は既に実
績あり。

・Siemensが比較
的小型のガスタービ
ンの水素対応を発
表、EUTurbineの
発表等を背景に今
後取り組みが強まる
と予想。

イ
ギ
リ
ス

・BEISが
ATR＋CCS
による大規模
ブルー水素製
造プロジェクト
を発表。

・BEISが洋上風
力を利用した
GW級電解水素
製造プロジェクト
を発表。

・Net zero政
策を背景に、家
庭・産業用ガス
供給の水素転
換を構想。

（調査範囲外）
・短期的には家庭向
けの燃料転換に注目、
長期的にはHDVや船
舶にも注目する、との
BEISの意見あり。

（調査範囲外）
・BEISは産業部門
の燃料転換プロジェク
トにも大規模なファン
ド投入を発表。

・BEISが複数プロ
ジェクトを発表、精
力的に水素転換
に取り組む。

・ボイラー燃焼を念
頭に水素品質基
準策定に取り組む。

（調査範囲外）
・長期的には発電に
も注目する、との
BEISの意見言あり。
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＜CO2フリー水素関連＞
 各国とも、グリーン水素製造においてはスケールアップに積極的に取り組む。コストダウンのためには大規模化がき

わめて重要。
 各国天然ガス由来のブルー水素製造にも精力的に取り組む。大量の水素需要を想定したときに、グリーン水素

だけでは供給面に不安があるとしており、日本においても将来の水素供給に向けた製造技術の検討が必要。

 供給側の大規模化と同時に需要開拓が必要。単に工業用途など大口の需要家への水素供給をねらうのみで
なく、地域的に取りまとめた需要に対しての供給を行い、量の確保を行うケースが見られる。

 合わせて、サプライチェーンを地域的に構築する大規模プロジェクトを政府が支援。低コスト化・スケール確保のた
めには、重点地域を定め、そこでのチェーン構築を狙うことが必要ではないか。国内でも、局地的にはパイプライン
インフラや需要取りまとめの可能な地域が存在すると考えられる。

 電解装置の大規模化に伴い、エンジニアリング面の技術課題の重要性が増している。実証を通じた課題把握と
その解決策の検討のサイクルの必要性が増大しているのではないか。

＜モビリティ関連＞
 輸送部門では公共モビリティからの導入を行う姿勢が鮮明。
 市場的にも長距離モビリティにはっきりと力点。これらの分野における今後の導入計画検討がきわめて重要。
 各国は船舶・航空機分野ではe-fuelにも着眼。CO2フリー水素利用先として一考の余地ありではないか。

＜熱利用＞
 優先度は国によって異なるが、水素混入については一定程度の取り組みがいずれでも見られる。特に英国では

基準づくりを通じて水素ボイラー＞燃料電池の態度が鮮明。前提にあるのは既存インフラの効率的活用。
 国内でも国産ガスを用いた熱量調整の事例も見られ、今後の熱の低炭素化の方策を検討する好機ではないか。



 

参考：チリエネルギー省との電話会議について
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 チリエネルギー省と同国の水素への取り組みに関しての、電話会議を行う機会を得た（3月27日）。

 以下に要約を示す。

チリエネルギー省

• 公開されている「Energia 2050」では、将来の、低コストな再生可能資源を活用し
てグリーン水素を製造、輸出する目標が示されているが、完全に戦略として定義され
たものは、2020年代なかばに公開予定。現状Energia 2050は特に拘束力はない。

• 現状プロジェクトはないものの将来的には2030年に太陽光発電からの水素製造コス
トとして$2-2.5/kgが実現できると考える。日本に輸出した場合、$4.5-6/kg
（CIF）という試算もある。なお、ドイツやシンガポールとも水素輸出の議論をしている。

• 再生可能エネルギーからの水素製造・輸出と鉱業の脱炭素化である。

• 特に鉱業においては現在セクター別に脱炭素目標を立てるとともに、これまで検討はし
ていなかったインセンティブやペナルティの制度化に向けた検討を国会で審議中である。

• 現在プロジェクトで、FC建機のプロトタイプを製造中。水素燃焼エンジンの検討も同
時に行ったが、FCの方が有力と個人的には感じている。

• 課題としては、FCのハイブリッドエンジンの最適化に加え、建機特有の問題としては砂
や悪路などの問題があるのではないか。ただ技術面は専門家に聞いてほしい。

• その他の移動体については、現状では優先度は高くない。モビリティよりは、工業部門
で高温熱を得る手段として水素を利用するのが有力ではないか。

• 再エネ由来水素については、100％再エネ由来が評価される定義・認証制度を望む。

チリにおける水素政策について

チリが重視する水素分野について

チリエネルギー省



 

参考：チリにおける建機での水素利用プロジェクト
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 チリでは現在、以下の２つの水素利用プロジェクトが、鉱業分野で開始している。

 ただし、詳細な目標や成果については、現状明らかにされていない。

デュアル水素-ディーゼル内燃機関トラック開発

＜期間＞2018-2022
＜予算＞$2.2 million（半額支援）

＜参画機関＞下図の通り

燃料電池マイニングトラックの開発

＜期間＞2018-2022
＜予算＞$20 million（$5.8million 支援）

＜参画機関＞下図の通り

出典：Tomas E.Baeza Jeria”hydrogen valleys - Chile”



 

アウトライン
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４ ロードマップの進捗状況に関する調査及び記載内容の提案



 

検討の背景
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 2章で見た通り、水素・燃料電池への取り組みは世界的なムーブメントとなりつつあり、その進展は目覚ましい。

 我が国は2019年3月に、「水素基本戦略」に基づき水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版を発表。

 一方、「水素基本戦略」には、「2020年度を区切りとして進捗状況をアップデートする」との記載があり、最新
の世界の動向を踏まえた、国としての取組方針の記載が求められていると考えられる。

 これらを踏まえて本章では、改訂されたロードマップでの「アクションプラン」への国内の取組状況や、外の動向と
の比較などに基づく考察を行い、今後の国としての取り組み方向性について検討する。



 

実施内容
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 デスクトップ調査や海外視察により収集した最新の国内外動向を踏まえ、現行ロードマップで記載が必ずしも十分
でない論点や項目の具体化についての検討・提案を行う。

実施内容

 実施内容と対象を以下に示す。

対象
 現行ロードマップの項目に基づき、以下の点について議論。

【国際的な水素サプライチェーンの開発】
（１）水素サプライチェーン（主に海外の水素製造ポテンシャル、国際関係）
（２）水素サプライチェーン（主に要素技術）

【国内再生可能エネルギーの導入拡大】
（３）国内再エネ水素（主に水電解技術開発）
（４）地域の再エネ活用（主にサプライチェーン事例）

【水素・燃料電池利活用】
（１）水素発電
（２）モビリティ分野
（３）産業プロセス・熱利用
（４）燃料電池技術活用

①エネファーム
②業務・産業用燃料電池

【研究開発・国際展開・国民の理解促進】
（１）革新的技術開発
（２）国民の理解促進、地域連携
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水素サプライチェーン（海外の水素製造ポテンシャル、国際サプライチェーン関係）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 水素コストの低減に向けた方策としては、海外の安価な未利用エネルギーとCCSを組み合わせる、
又は安価な再生可能エネルギーから水素を大量調達するアプローチが有望であり、これを基本とする。

 具体的には、2030 年頃に商用規模のサプライチェーンを構築し、年間30万t 程度の水素を調達するとともに、
30 円/Nm3程度の水素コストの実現を目指す。

 将来的に 20 円/Nm3程度まで水素コストを低減し、環境価値も含め、既存のエネルギーコストと同等のコスト
競争力を実現することを目指す。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 水素コスト低減に向けた基盤技術開発を継続して実施し、要素技術の必要スペック及びコスト目標の達成を目
指す（要素技術のスペック目標については後掲）。

 安価な海外エネルギー資源の確保に向けて、民間ベースの取組に加えて政府間レベルでの権益確保や資源獲
得に向けた関係構築を図る。

 海外における水素の供給源（化石資源及び再生可能エネルギー）の賦存量や日本への輸送可能性について、
調査分析を実施する。

 国内の副生水素等の未利用資源を活用した水素供給能力について把握すべく、ポテンシャル調査を実施する。
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水素サプライチェーン（要素技術関係）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 水素コストの低減に向けた方策としては、海外の安価な未利用エネルギーとCCSを組み合わせる、
又は安価な再生可能エネルギーから水素を大量調達するアプローチが有望であり、これを基本とする。

 具体的には、2030 年頃に商用規模のサプライチェーンを構築し、年間30万t 程度の水素を調達するとともに、
30 円/Nm3程度の水素コストの実現を目指す。

 将来的に 20 円/Nm3程度まで水素コストを低減し、環境価値も含め、既存のエネルギーコストと同等のコスト
競争力を実現することを目指す。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン（一部抜粋）

 2025年度まで、水素サプライチェーンの実現及び将来のコスト低減に向けて、サプライチェーンを構成する各要素
について、水素製造、CCS、貯蔵・輸送、利用について各種取組を実施する（詳細は後掲）。

 豪州政府が進めるCCSプロジェクトについて、2025年度までにその進捗状況、実現に向けた目途について確認
する。

 2020年度までの国際水素サプライチェーン実証事業における課題や成果について、対外的な公表を行い、水素
供給コストの低減に向けた効果的なフィードバックを実施していく。

 ISO/TC265において進められている、CO2回収、輸送及び貯留分野に関する標準化の議論を主導すべく、積
極的に参加していく。

 2025年頃に、将来の商用水素サプライチェーンの本格導入に向けて、水素サプライチェーンの環境価値を含めた
コストを化石燃料並みまで低減させていく計画の実現可能性の検討及び評価を実施し、事業実施判断を行う。
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水素サプライチェーン（主に要素技術）に関するアクションプランへの取組みと進捗（1/3）

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

2022年度まで、商用液化水素サプライ
チェーンの実現及び低コスト化に向けて、
必要となる現在実施中の基盤技術開
発を継続して実施する。

• 2022年度まで、褐炭のガス化による水素製造、液化
水素貯蔵タンクの大型化と水素液化効率の向上の研
究開発、に関する取組を実施（詳細は後掲）。

• 商用液化水素サプライチェーンの実現
及び低コスト化に向けた基盤技術開
発を継続して実施（詳細は後掲）。

2025年度まで、水素サプライチェーンの
実現及び将来のコスト低減に向けて、サ
プライチェーンを構成する各要素について
以下の取組を実施する。

• 2025年度まで、水素製造、③貯蔵・輸送、④利用に
関する取組を実施（詳細は後掲）。

• 水素サプライチェーンの実現及び将来
のコスト低減に向けたサプライチェーンを
構成する各要素について取組を実施
（詳細は後掲）。

①水素製造
• 褐炭のガス化炉の大型化・高効率

化に向けた研究開発
• 水電解装置の効率・耐久性等の向

上に向けた研究開発（詳細は後
掲）

• 2020年から実証事業で褐炭ガス化炉が運開予定。
• 運開時点でのコストは数百円/Nm3（推計値）。コス

トダウンのため、ガス化炉の大型化・高効率化に向けた
研究開発を行っていく。

• 現在、褐炭ガス化＋CCSプロジェクトの水素製造時
CO2排出量は、0.1kg-CO2/Nm3-H2未満と試算。
製造を含むチェーン全体のCO2排出量は、0.5kg-
CO2/Nm3-H2前後の見込み。

• 褐炭ガス化の技術開発。
• 国際協力を含めた国の支援が必要。

• 海外において褐炭から水素を製造して
いる事例はなし。

②CCS
• CO2貯留技術実証・モニタリング技

術の確立
• CO2分離回収技術の低コスト化に

向けた研究開発
• CO2分離回収、輸送及び貯留分

野に関する国際標準化の推進

• 分離回収技術について、化学吸収材（高炉ガス）、
固体吸収法（石炭火力ガス）、膜分離法（IGCCガ
ス）の開発を継続している。

• 日本は、ISOのCO2回収、輸送、貯留の技術委員会
（TC265）で議決権を持つPメンバーとして活動中。

• ノルウェー科学技術大学のFSC膜を用
いた回収技術が商用化見込み。

• 米国は革新的CCUSを実現すべく、基
礎研究にも力を入れている。

• ISO/TC265では、2020年3月時点
において、8の標準を発行し、5の標準
について開発中である。



 

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

③貯蔵・輸送
• 液化水素貯蔵タンクの大型化研究開発
• 液化水素運搬船の大型化研究開発
• 水素液化効率の向上に向けた研究開発
• 液化水素ローディングシステムの大容量化

研究開発
• 2020年度までのサプライチェーン実証の結

果を踏まえて、液化水素の海上輸送に係る
国際ルールについて国際海事機関
（IMO：International Maritime 
Organization）における協議・策定

• 現時点で日本最大の液化水素タンクは
540m3（種子島）。

• 2020年度に実証事業により2500m3のタ
ンクが運開予定（神戸）。

• 論文で報告されている現状値は5トン/日規
模で13.6kWh/kgだが、冷却用タービン等
の要素技術開発により、国内メーカーはこれ
を10%以上引き下げる技術水準を達成。

• 液化水素浸漬条件下での材料耐性の把
握。貫通部などの複雑形状部への応力集
中抑制と変位吸収機構の付与など。天然
ガス液化と同様に、複数の冷媒を用いる新
プロセス開発など。

• 米国NASAにより3300m3のタンクが稼働
中、4700m3のタンクの建造が計画されて
いる。

• ドイツLinde社は50～150トン/日機で
6kWh/kgの達成が可能との見通しを発表
している。

• 2020年初頭に米国でLinde社、
AirLiquide社、AirProduct社がそれぞれ
30トン/日の液化機を稼働予定。

④利用
• 液化水素に係る気化器、昇圧ポンプ、配管、

継手等の大容量化研究開発
• キャリアの脱水素時における排熱等の利用

によるプロセス最適化研究開発（詳細は後
掲）

• 水素発電実現に向けた研究開発及びFS
調査等の実施（詳細は後掲）

• 加地テックと東レは、5Nm3/h×82MPa水
素ポンプのセル・スタック技術、システムの技
術開発に向け、仕様検討及び試作品製作
を開始。2020年度中の完成を目指してい
る。

• 米DOEは、NEL Hydrogen社の大容量
燃料供給用の高速かつ動的なダイアフラム
コンプレッサー開発（200万ドル）を含む、
トラック、オフロード車、およびそれらを駆動す
る燃料の技術の新しい革新的な研究のため
に5,000万ドルの投資を発表した。

豪州政府が進めるCCSプロジェクトについて、
2025年度までにその進捗状況、実現に向け
た目途について確認する。

• 住友商事は、川崎重工業や丸紅など5社
が豪州で取り組んでいる、褐炭から水素を
製造して日本に輸送する実証実験に加わ
ると発表した。同社は、本実証において
CarbonNet Projectとのコミュニケーション
を促進する役割を担う予定。

• CCSサイトの適合性をモデル化し評価する
ための、地質形成岩、流体試料及び高品
質ワイヤライン形成ログを含む広範なデータ
セットの回収に成功した。

• 今後6~12カ月にわたり、岩石サンプル の
分析が行われる。

水素サプライチェーン（主に要素技術）に関するアクションプランへの取組みと進捗（2/3）
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アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

2020年度までの国際水素サプライチェーン
実証事業における課題や成果について、対
外的な公表を行い、（中略）フィードバック
を実施していく。

• 2019年6月に「水素・燃料電池プロジェクト評
価・課題共有ウィーク」を開催し、NEDOプロジェ
クトの説明やユーザー業界の課題提示、実施中
のNEDOプロジェクトの進捗状況の評価と課題を
抽出。

• 2018年に豪州連邦政府とヴィクトリア州
は、褐炭の調製とガス化、水素の精製と液
化、液体水素の日本への輸送を含む水素
エネルギーサプライチェーンに関する協定を
締結。

2020年頃のCCS技術の実用化を目指し
て、大規模CCS実証、低コスト化に向けた
研究開発の調査を実施する。

• 2019年11月に、北海道苫小牧市における
CCS大規模実証試験においてCO2の累計圧入
量30万トンを達成。

• 豪州CarbonNet Projectで、CCSサイト
の適合性をモデル化し評価するための広範
なデータセットの回収に成功した。

ISO/TC265において進められている、CO2回収、
輸送及び貯留分野に関する標準化の議論を主
導すべく、積極的に参加していく。

• 日本は、ISOのCO2回収、輸送、貯留の技術
委員会（TC265）で議決権を持つPメンバーと
して活動中。

• ISO/TC265では、2020年3月時点にお
いて、8の標準を発行し、5の標準について
開発中である。

2025年頃に、（中略）水素サプライ
チェーンの環境価値を含めたコストを化石
燃料並みまで低減させていく計画の実現可
能性の検討及び評価を実施し、事業実施
判断を行う。

• 現状の国内水素ステーションにおける水素コスト
は100円/Nm3程度。これを仮に水素発電に用
いるとして発電単価換算すると、52円/kWh程
度となる。

• NRELによる新しい研究では、天然ガス改質に
より生成された水素を使用すると、水素コスト
5.3ドル（約600円）/kgを達成可能としており、
これはガソリンコスト2.7ドル/ガロンにほぼ相当し
コスト競争力がある。

2030年度以降の商用有機ハイドライド水
素サプライチェーンの更なる低コスト化の実
現に向けて、必要となる基盤技術開発を
継続して実施する。

• 有機ハイドライドによる水素供給における現状の
トルエンロス率1.4％。

• 東大は2019年4月にCO2を排出せず安価に
MCHを製造する技術検証に成功。

• ドイツHydrogenious社がジベンゾトルエ
ンによるLOHC技術を小規模
（300Nm3/h程度まで）にて実用化し
ている。

サプライチェーン全体を通したCO2排出量
の低減に向けた研究開発を実施する。

• 現在、褐炭ガス化＋CCSプロジェクトの水素製
造時CO2排出量は、0.1kg-CO2/Nm3-H2
未満と試算。製造を含むチェーン全体のCO2排
出量は、0.5kg-CO2/Nm3-H2前後の見込み。

• 米ITM Powerはマサチューセッツ地域にお
ける数MW規模のP2G事業の実証のため
の資金を獲得。

• カナダ・オンタリオ州において2.5MW級の
PEM型水電解施設の運用を開始。

水素サプライチェーン（主に要素技術）に関するアクションプランへの取組みと進捗（3/3）
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国内再エネ水素（水電解技術開発）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 国内の再生可能エネルギー由来水素の本格活用に向けては、コスト低減が鍵となる。水電解装置を中心とした
設備コストについて、国内市場のみならず、再生可能エネルギー導入量やコストで先行する欧州等海外市場への
展開も含め商用化を進めるとともに、Power-to-gas技術の中核である水電解システムについて、2020年まで
に5万円/kWを見通すことのできる技術の早期確立を目指す。

 2020年以降は、特に再生可能エネルギーの供給過剰を貯蔵する観点からPower-to-gasシステムの事業化・
社会実装を進める。FIT制度による全量買取期間が終了する案件が出現する2032年頃には商用化を、更に、
将来的に再生可能エネルギーの導入状況に合わせて輸入水素並のコストを目指す。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 水電解技術について、NEDOプロジェクトの成果を踏まえ、電流密度や効率等の向上に資する技術開発を行う。
 電流密度や効率、耐久性のさらなる向上に資するため、セル劣化等反応メカニズムの解明や耐久性評価手法

の検討・標準化を行い、技術開発にフィードバックする。
 再生可能エネルギー発電量予測、電力需給調整、水素需要など様々な情報をもとに、最適にシステムを運用す

る技術開発を行う。
 再生可能エネルギーの導入状況や、水素の利用形態など地域の特性に応じ、ガス導管注入やメタネーションの

実施可否を含めたPower-to-Gasの導入のポテンシャルについて検討を行う。
 欧州を中心とした海外のPower-to-Gasの状況について調査を行う。
 福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）が立地する福島県など国内数カ所において水素関連技術を集中

的に社会実装させ、水素社会実現のモデル都市・地域として国内外に広く示す。
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国内再エネ水素に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

水電解技術について、NEDOプロジェク
トの成果を踏まえ、電流密度や効率等
の向上に資する技術開発を行う。

【現状】
• 現状の水電解装置システムコストは12万円/kW。
【課題】
• 電解効率の向上、スタック触媒でのニッケル使用

量の低減による設備コスト、メンテナンスコストの削
減等。

• 水電解装置システムコストは5.5-15.4
万円/kW。

セル劣化等反応メカニズムの解明や耐
久性評価手法の検討・標準化を行い、
技術開発にフィードバックする。

• スタックの劣化率のロードマップの2020年度目標
値0.12%/1000時間は、2020年度中に達成
見込み。

• スタックの劣化率は0.13%/1000時
間。

再生可能エネルギー発電量予測、電
力需給調整、水素需要など様々な情
報をもとに、最適にシステムを運用する
技術開発を行う。

• 経済産業省及びNEDOの技術実証事業で整備
を進めてきた、世界最大級の再エネ由来の水素製
造施設「福島水素エネルギー研究フィールド
（FH2R）」が3月より稼働を始めることとなった。
実証運用を行い、それぞれの運転周期の異なる
装置で、電力系統のディマンドリスポンス対応と水
素需給対応を組み合わせた最適な運転制御技
術を検証する予定。

• 中国電力グループは、2019年11月から自立して
電力供給が可能な分散型電源を利用することで、
停電時でも日常生活に近い状態で電気を使用で
きる「自立電源設備サービス」の提供を開始した。

• 米DOE電気局は、IoT技術を統合す
るアプローチの設計及び開発を行う大
学主導の4つの研究プロジェクトに対し、
資金調達 にて670万ドルの資金提供
を行うと発表した。

• フィンランド・ヘルシンキのカタサタマ地区
において、スマートグリッドの研究開発プ
ロジェクトが実施されており、電気自動
車への給電支援や電力需給を自動化
する電力システムの導入など、2030年
まで先進的な取り組みが行われる予定
である。
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国内再エネ水素に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/2)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

再生可能エネルギーの導入状況
や、水素の利用形態など地域の
特性に応じ、ガス導管注入やメタ
ネーションの実施可否を含めた
Power-to-Gasの導入のポテン
シャルについて検討を行う。

• 経済産業省及びNEDOの技術実証事業で整
備を進めてきた、世界最大級の再エネ由来の
水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィー
ルド（FH2R）」が3月より稼働を始めることと
なった。今後、再生可能エネルギーの導入拡大
に伴って発生する余剰電力を水素に変換し、
貯蔵・利用する技術（Power-to-Gas）の技
術実証を進めていく。

• 米ITM Powerはマサチューセッツ地域における
数MW規模のP2G事業の実証のための資金を
獲得。

• カナダ・オンタリオ州において2.5MW級のPEM
型水電解施設の運用を開始。

欧州を中心とした海外のPower-
to-Gasの状況について調査を行
う。

• 2019年6月に「水素・燃料電池プロジェクト評
価・課題共有ウィーク」を開催し、NEDOによる
米国・欧州における水素・燃料電池技術開発
動向の報告及び水素・燃料電池技術開発に
関する紹介があった。

• オーストリア・リンツにおいて固体高分子
（PEM）形水電解技術を使った最大規模か
つ最新の電解槽によるグリーン水素の生産、製
鉄プロセスでの水素活用を行う実証プロジェクト
を2021年まで実証中。

福島水素エネルギー研究フィール
ド（FH2R）が立地する福島県
など国内数カ所において水素関
連技術を集中的に社会実装させ、
水素社会実現のモデル都市・地
域として国内外に広く示す。

• 経済産業省及びNEDOの技術実証事業で整
備を進めてきた、世界最大級の再エネ由来の
水素製造施設「福島水素エネルギー研究フィー
ルド（FH2R）」が3月より稼働を始めることと
なった。今後、再生可能エネルギーの導入拡大
に伴って発生する余剰電力を水素に変換し、
貯蔵・利用する技術（Power-to-Gas）の技
術実証を進めていく。

• 豪州再生可能エネルギー機関と豪州Toyota
は、2019年3月に、メルボルン西のアルトナにあ
る工場跡地に740万ドル規模の水素センターを
建設する計画を発表した。センターでは、輸送
用燃料やエネルギー貯蔵媒体として水素を実
証する予定。

• オーストリア・グラーツ工科大学の現地パート
ナー数社と協力して、ハイテクインフラを備え、国
際的にも競争力があり、科学的にも経済的にも
有望な水素試験・供給センターHyCentAを設
立し、各種実証を行っている。
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地域の再エネ活用（主にサプライチェーン事例）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 地域の未利用資源を活用した水素サプライチェーンの構築は、将来的な低炭素水素の利活用拡大のみならず、
地域のエネルギー自給率の向上や新たな地域産業創出、電力系統が比較的小規模な離島等における再生可
能エネルギーを中心とした分散型エネルギーシステムの確立にも資するものである。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 実証プロジェクト等の温室効果ガス削減効果の評価やコスト分析等の結果を公表し、地域資源を活用した低炭
素な水素サプライチェーンモデルとして広く自治体等に共有する。

 国は、地方自治体等に対し、水素を活用した自立分散型のエネルギー供給システムの災害時における活用につ
いて、積極的に情報提供・普及啓発を行う。

 地域における水素の将来的な需給や、地域における水素を活用した分散型エネルギーシステムの将来的な市場
規模を想定し、中核である水電解システムの低コスト化、規模の最適化、部品や技術の共通化等に取り組む。
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地域の再エネ活用に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

実証プロジェクト等の温室効果ガ
ス削減効果の評価やコスト分析
等の結果を公表し、地域資源を
活用した低炭素な水素サプライ
チェーンモデルとして広く自治体等
に共有する。

• 産業技術総合研究所と清水建設は、共同開発した、建物付
帯型の水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC」による福
島県郡山市の市営卸売市場で太陽光発電でつくった電気を水
素に変えて貯吸蔵合金に貯蔵する実験を開始し、CO2排出量
の削減効果と維持管理費の定量評価を実施する。

• 壱岐市は11日、太陽光エネルギーを使い製造した水素を燃料
にして発電するシステムについて、2020年度から実証実験を実
施し、CO2排出削減効果や経済性を検証する。

• グローニンゲンとドレントの企業
と政府は、北オランダでの水素
システム開発のための投資を
行っており、水素の生産、利用、
輸送・貯蔵のインフラ建設を
2030年にかけて行う予定。

• 英キール大学は、水素を大学
の既存の天然ガスネットワーク
に最大20％の水素を注入して、
家100戸と30の学部の建物
に暖房を供給するプログラム
「HyDeploy」を行っている。

国は、地方自治体等に対し、水
素を活用した自立分散型のエネ
ルギー供給システムの災害時にお
ける活用について、積極的に情報
提供・普及啓発を行う。

• 経済産業省は、電動車の普及促進に向けて、自動車メーカー、
エネルギー関連企業、電動車のユーザー企業等が参画する「電
動車活用社会推進協議会」を立ち上げた。災害時における電
動車の活用について議論し、「アクションプラン案」を作成。

• 国土交通省は8月20日、苫小牧東部開発新計画の進め方を
策定し、物流・エネルギー・情報を柱に産業誘致を促進すること
を決めたと発表。水素・燃料電池など、再生可能エネルギーの活
用、道内外との交通アクセスの利便性をいかした災害時の拠点
形成を展開する。

• 2019年10月に発売された新
北市華Fan大学のメタノール
型水素燃料電池は、モバイル
通信基地局に3日間の電力
消費を提供し、中華電信を維
持することができる。極東、台
湾ビッグブラザー、などの通信事
業者のサービスは、地元住民
が他の人と通信し、災害を防
止する能力を向上させることを
保証する。
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地域の再エネ活用に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

地域における水素の将来的な需
給や、地域における水素を活用し
た分散型エネルギーシステムの将
来的な市場規模を想定し、中核
である水電解システムの低コスト
化、規模の最適化、部品や技術
の共通化等に取り組む。

• 「HARUMI FLAG」の特定建築者11社と、株式会社日立製
作所は、AIによる電力需要予測機能を搭載した最先端AEMS
「HARUMI AI-AEMS」を導入する。これにより、効率的な水素
消費計画や諸設備の制御運転などによるピーク抑制計画を立
案することができ、エネルギーの効率的な利用が期待。

• 浪江町に整備されている世界最大規模の水素製造拠点「福島
水素エネルギー研究フィールド」の開所が７月から本格的な水素
製造と実証研究に入る予定。

• 山梨県企業局、東レらはCO2フリーの水素社会構築を目指し
たP2Gシステム技術開発を実施しており、2020年度中にPEM
型水電解装置を開発・実証、P2Gシステム実運用を行う予定。

• グローニンゲンとドレントの企業
と政府は、北オランダでの水素
システム開発のための投資を
行っており、水素の生産、利用、
輸送・貯蔵のインフラ建設を
2030年にかけて行う予定。
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水素発電

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 実際の社会実装に当たっては、導入初期は既設の天然ガス火力における混焼発電を中心に、小規模なコージェ
ネレーションシステム等における水素混焼も含め、導入拡大を図っていく。

 水素発電については、国際的な水素サプライチェーンとともに2030年頃の商用化を実現し、その段階で17円
/kWhのコストを目指す。そのために必要となる水素調達量として、年間30万t程度を目安とする（発電容量で
1GW程度に相当）。更に、将来的には環境価値も含め、既存のLNG火力発電と同等のコスト競争力の実現
を目指す。そのために必要となる水素調達量として、年間500万～1,000万t程度を目安とする（発電容量で
15～30GW程度に相当） 。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 水素混焼発電導入の条件明確化のため、既設火力発電設備への水素混焼発電を想定し、水素供給システム
や限界混焼率、事業性等についてのFS調査を2019年度までに実施する。

 有機ハイドライトやアンモニアからの脱水素反応に排熱を利用し、プロセスの高効率化・低コスト化を図る技術の
開発を行う。アンモニアについては、実圧環境下における燃焼器及び触媒の耐久性評価を2020年度までに行う。

 水素コージェネレーションシステムの発電効率の向上のため、水噴射を行わずにNOxを抑制する技術の開発を
2020年度までに行う。

 水素の調達コスト低減の見通しを見極めた上で、低NOx燃焼器の開発や燃焼振動対策、冷却技術の開発な
ど、将来的な水素専焼発電の実現に必要な技術開発を行う。

 水素サプライチェーン技術の開発状況や、水素供給コストの低減の状況を踏まえ、事業性について見通しが立っ
た段階において、水素発電の本格導入に必要な取組を実行する。
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モビリティ分野

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 FCVについては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、水素ステーションについては2020年度までに160箇所、2025年度までに320箇所の整備を目標とし、
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。

 路線FCバスをはじめとするFCバスについては2020年度までに100台程度、2030年度までに1,200台程度の
導入を目指し、更なる普及に向けた方向性を検討する。

 商用トラックの国内市場保有台数は320万台以上であり、トラックのFC化に向けた技術開発を進め、普及を目
指す。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン（一部抜粋）

燃料電池自動車
 燃料電池システムについては、電解質膜にする技術開発、触媒として使用されている貴金属に関する技術開発

を行う。
水素ステーション
 水素ステーションの整備費・運営費を低減させるため、安全確保を前提に、規制改革実施計画（2017年6月

9日閣議決定）で掲げられている37項目の規制見直しを着実に進める。
その他のモビリティ
 燃料電池バスについては、車両価格低減を行うとともに、ランニングコストの低減のため、燃費向上の技術開発を

行い、メンテナンスコストの低減のため、耐久性向上の技術開発を行う。さらに、現行の路線バス以外にも車種展
開を図り、普及拡大を図る。加えて、災害時の電源として地域で活用できるよう必要な取組を進めていく。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/6)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

【燃料電池車】
• 燃料電池システムについては、
①電解質膜に関して、薄膜化させつつ、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、耐久
性も維持・向上させる技術開発等を行う。

• 現在のＦＣシステムのスペックは最大出
力密度3.1kW/L、コストは約2万円
/kWと推計。

• 東レらは、2020年度中に耐久性10年を
見通すPEM型水電解装置用の電解質
膜等の開発を行う予定。

【課題】
• 耐久性向上に向けた電解質膜の耐久性

向上。

• 米Nicola Motor Companyは、燃料
電池商用トラックのための燃料電池用膜
電極接合体耐久性向上技術の研究を
進めるための1700万ドルの助成金を
DOEから得た。

• 韓国のFC部品開発会社Komemtecは、
最近建設した第2工場で最大幅
800mmの、FC用ポリテトラフルオロエチレ
ン（PTFE）強化複合膜の量産を計画し
ている。

②触媒として使用されている貴金属に関して、
触媒としての性能や耐久性を維持・向上させ
つつ、使用量の低減や他の触媒への代替を
図る技術開発（コアシェル触媒の量産技術
の確立、ナノワイヤー・ナノシート等といった新
構造触媒の活用等）を行う。

• 地方独立行政法人東京都立産業技術
研究センターが九州大学と共同で、燃料
電池や金属空気電池用のナノ粒子触媒
の大量生産に適した製造方法を開発。

• 日清紡ホールディングスが、燃料電池車の
中核となる発電装置向けの触媒について、
貴金属である白金の使用量を3分の1に
減らした新素材を開発。

• 東北大学発スタートアップのAZUL 
Energyが、白金やマンガン系の素材を使
用せず、低コストで人体に害のない電池の
触媒を開発。

【課題】
• 白金（Pt）使用量の低減化や代替触

媒の高性能化など。

• 米 Pacific Matter社は、プロトン交換膜
(PEM)燃料電池触媒シリーズが、白金の
使用量が少ない触媒により、触媒活性と
耐久性に関する米DOEの2020年自動
車目標を達成した。

• ベルリン工科大学とBMWは、白金の使用
量を従来の50%とした自動車用水素燃
料電池の触媒担体材料を化学的に設計
することに成功した。

アクションプランと関連する取組みと進捗
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/6)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

【燃料電池車】（続き）
• 水素貯蔵システムについては、車載水素

タンクの大きなコストを占める炭素繊維の
使用量低減、効率的な巻き付け等に関
する技術開発を行う。

• 現時点で貯蔵量5kg相当
の水素貯蔵システムは約70
万円と推計。

【課題】
• 炭素繊維、ライナー材の低

コスト化。
• 低コスト高速硬化樹脂の開

発など。

• 韓国・現代自動車はSaudi Aramcoと、将来の自動
車技術の開発や、炭素繊維などの非金属材料の採用
を幅広い分野で拡大させるための共同研究を実施する
水素エコシステムの拡大での書を交わした。

• 韓国・暁星グループは、暁星アドバンスト・マテリアルズと
グループの現地法人を通じて1兆ウォンを投資し、炭素
繊維の生産能力を拡大すると発表した。

• 自動車会社は協調領域の技術情報や
課題を共有し、大学や研究機関、関係
企業が解決策を提案していくなど、産学
官が連携した多層的な技術開発の体制
を構築していく。

• トヨタ自動車が宇宙航空研
究開発機構（ＪＡＸＡ）
と連携し、有人の月面探査
車を開発することを発表した。

• 新潟市は、小型燃料電池
バスの製造や導入の可能性
を検討するため、行政、自
動車関連製造事業者、交
通会社、新潟大学で構成
される会議を設置し、第1回
を開催した。

• 米DOEおよびイスラエルのエネルギー省は、イスラエルイノ
ベーション機関と共に二国間産業研究開発（BIRD）
エネルギープログラムの下で水素駆動ドローンの開発を
含む7つのクリーンエネルギープロジェクトを採択した。

• ベルリン工科大学とBMWは、白金の使用量を従来の
50%とした自動車用水素燃料電池の触媒担体材料
を化学的に設計することに成功した。

• 現代自動車と米カミンズ社は、電気・燃料電池パワート
レインの開発と商品化の機会を共同で評価するための
覚書を締結した。

アクションプランと関連する取組みと進捗
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗(3/6)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

【水素ステーション】
• 燃料電池自動車の加速的な普及、水素ステーション

の自立化に向け、2019年度以降から水素ステーショ
ンの整備地域を拡大し、全国的な水素ステーション
ネットワークを構築することを検討する。その際、日本
水素ステーションネットワーク合同会社（JHyM）を中
心として、以下のように戦略的配置を進めていく。
 2018～2021年度：四大都市圏を起点に、主

要都市及び交通の要衝を重点に、合計80箇所の
水素ステーションを整備することを目指す。

 2022～2025年度：2021年度における整備状
況等を踏まえた整備地点を検討しつつ、さらに水素
ステーションの整備を進め、2025年度までに320
箇所とすることを目指す。

 既設の移動式水素ステーションの未整備地域等で
の活用や、省スペースかつ低コストで施工期間の短
縮にもつながるパッケージ型水素ステーションの採用
など、効率的な水素ステーション整備を行っていく。

• 経済産業省が、FCVに燃料を供給す
る水素ステーションの無人営業を解禁し
た。

• 経済産業省が、水素ステーションの整
備において、水素トレーラ庫の散水設
備の不要化など、コンパクト化を実現す
る4つの方策について、「高圧ガス保安
法」の規定を満たすとの見解した。

• カリフォルニア州は2013年9月
にクリーン自動車の利用拡大を
定めた州法に署名し、2023年
ごろまでに州内で100か所まで
水素ステーションを整備するとし、
このために毎年2000万ドル(24
億円)を投じることを発表した。

• ドイツにおける水素ステーションと
FCV普及に関わる官民パート
ナーシップ「H2 Mobility」を設
立し、2030年までの1000箇
所の水素ステーションを設置する
計画を策定。

• フランスは、「エネルギー変革のた
めの水素展開計画」で2020年
までに100箇所の水素ステー
ションを設置する計画を策定。

• 中国・上海は、「上海燃料電池
自動車開発計画」で2025年ま
でに水素ステーション50箇所以
上を設置する計画を発表。





 

182

モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗(5/6)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

【その他のモビリティ】
• 燃料電池バスについては、①車両価格低

減を行うとともに、②ランニングコストの低
減のため、燃費向上の技術開発を行い、
③メンテナンスコストの低減のため、耐久
性向上の技術開発を行う。さらに、④現
行の路線バス以外にも車種展開を図り、
普及拡大を図る。加えて、⑤燃料電池バ
スは給電機能に優れることから、災害時の
電源として地域で活用できるよう必要な
取組を進めていく。

• 燃料電池バスの普及拡大に向け、燃料
電池バスに対応した水素ステーションの建
設を着実に進める。

• 燃料電池フォークリフトについては、車種
拡大や燃料電池ユニット等のフォークリフト
以外への多用途展開を図り、量産効果
によるコスト低減を図る。また、フォークリフ
トの水素充填設備は物流事業者等が自
ら整備する必要があるため、インフラ事業
者とメーカーは、簡素で運営も容易な充
填設備を整備できるよう必要な取組を
行っていく。

• 燃料電池バスの小型化製造の可能性を
検討する「第２回小型燃料電池バス導
入検討会議」が、新潟市で開催

• 国土交通省が、電気バス、燃料電池タク
シーを活用する８事業を「地域交通グリー
ン化事業」による補助対象事業として支
援を決定

• 経済産業省は、電動車の普及促進に向
けて、自動車メーカー、エネルギー関連企
業、電動車のユーザー企業等が参画する
「電動車活用社会推進協議会」を立ち
上げ、災害時における電動車の活用につ
いて議論し、「アクションプラン案」を作成

• トヨタ自動車は、ポルトガルのバス製造会
社カエタノ・バス社へ燃料電池システムを
供給予定。

• 中国では既に約270台が普及。トヨタ自
動車が中国へ燃料電池コースター導入を
検討中。
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モビリティ分野に関するアクションプランへの取組みと進捗(6/6)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

【その他のモビリティ】（続き）
• 燃料電池トラックについては、国内メー

カーは、小型トラックの実証事業を着実に
実施するとともに、大型トラックについては、
近距離（200km程度・高圧ガスタン
ク）、長距離（500km程度・液体水素
タンク）それぞれの技術開発や課題の整
理を進め、2020年度中に具体的なアク
ションプランを作成する。

• 車両価格の低減、ランニングコスト等の低
減のための技術開発を行う。

• 小型燃料電池トラックの実証事業を
開始。また、大型トラックについては、
技術開発や課題の整理を進め、
2020年の具体的なアクションプラン
の作成についての検討を進めている。

• 米国にて、北米トヨタ自動車がヘビーデューティ
トラックの実証を2017年4月より実施中。

• 米国Nikola社が、2020年からAnheuser 
Busch等へ800台以上の燃料電池トラックを
導入していく予定。また、燃料電池商用トラック
のための燃料電池用膜電極接合体耐久性向
上技術の研究を進めるための1700万ドルの助
成金をDOEから得た。

• 現代自動車は、欧州で2025年にかけて燃料
電池トラック1,600台の燃料電池トラックを導
入予定。

• 水素燃料電池船については、船舶分野
における水素利用拡大に向けた指針の策
定等を2020年を目途に進める。

• 水素燃料電池船における技術的観
点からの指針原案を作成した。

• トヨタモーター・ヨーロッパが、燃料電池実験船
EnergyObserverへの支援拡大を発表。
2020年の東京寄港を目指す。

• 米国Red and White Fleetがサンフランシス
コ湾で燃料電池フェリーを導入することを発表。

• ベルギーCMB社では、水素/軽油混焼エンジン
を適用した海上シャトル船を運航開始。

• 欧州では、水素ガスエンジンを活用し
た”HyMethShip”プロジェクトにおいてGHG排
出ゼロに向けた研究を実施中。

• 現代重工が、水素燃料推進システムの開発を
開始した。
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産業プロセス・熱利用

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 2030年以降に大量に調達・利用するCO2フリー水素は、産業分野においてCO2フリーの燃料として活用するこ
とで、発電やモビリティだけではなく、電化が困難なエネルギー利用分野の低炭素化を図ることが可能。

 現在、製鉄や石油精製などの国内において工業用途で使用される水素は化石燃料で製造されているため、
CO2フリー水素に代替することで低炭素化が可能。

 欧州においては、（中略）産業分野等での「グリーン水素」の活用が検討されている。更に、製鉄プロセスでの
CO2排出削減のため、直接還元製鉄法において還元剤として使用される天然ガスを再生可能エネルギー由来
水素に置き換える検討等が進められている。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 国内の副生水素等の未利用資源を活用した水素供給能力について把握すべく、ポテンシャル調査を実施する。
【再掲】

 各産業プロセスにおけるCO2フリー水素の利用について、純度や受入方法、電化の困難性などの技術的な要件
や経済合理性を持つための価格条件を精査し、ポテンシャルを評価する調査を実施する。

 水素と炭素（カーボン）は炭化水素の主要な構成物として、いわば表裏一体の関係であり、CO2フリー水素と
二酸化炭素からプラスチック製品等を製造する技術など、二酸化炭素の回収・利用により気候変動問題に対応
する技術（カーボンリサイクル技術・CCU）の実用化に向けた検討・研究開発を実施する。
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産業プロセス・熱利用に関するアクションプランへの取組みと進捗

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

国内の副生水素等の未利用資源を活用し
た水素供給能力について把握すべく、ポテン
シャル調査を実施する。【再掲】

• 2012年のNEDO委託調査では、2030

年頃の追加の供給ポテンシャルは 120 

～ 180億Nm3程度であることが報告。

【再掲】

• 2012年のNEDO委託調査では、2030

年頃の海外からの供給ポテンシャルは 90

億Nm3程度であることが報告。【再掲】

各産業プロセスにおけるCO2フリー水素の利
用について、純度や受入方法、電化の困難
性などの技術的な要件や経済合理性を持つ
ための価格条件を精査し、ポテンシャルを評
価する調査を実施する。

• 現時点ではCO2フリー水素は利用されて
いない。

• なお、経済的に代替可能な水素コストは
産業によって異なるが、7.7～30円
/Nm3と試算。

• （鉄鋼）EUのHORIZON2020等の支
援を受けて異業種コンソーシアムによる複
数のプロジェクトが進行中。

• （石油精製）オランダのRotterdam製
油所で再エネ水素利用についてFS中。ド
イツのシェルが欧州政府の支援を受け、再
エネ電気を用いた電気分解水素の導入
計画を検討中。

水素と炭素（カーボン）は炭化水素の主要
な構成物として、いわば表裏一体の関係であ
り、CO2フリー水素と二酸化炭素からプラス
チック製品等を製造する技術など、二酸化炭
素の回収・利用により気候変動問題に対応
する技術（カーボンリサイクル技術・CCU）
の実用化に向けた検討・研究開発を実施す
る。

• 早稲田大学は2020年1月、CO2と再生
可能エネルギーで得られる電力・電解水
素を低温で反応させて資源化する新手
法の開発に成功した発表した。

• 英国北西部の水素エネルギーおよび炭素
回収、利用、および貯蔵（CCUS）プロ
ジェクトであるHyNetでは、2030年までに
英国初の低炭素産業クラスターになるとし
ている。

• 英Progressive Energy社などからなる
コンソーシアムは、Johnson Mattheyの
独自技術を使用して天然ガスから低炭素
水素を製造する水素製造プラントに関す
る「FEED」研究を実施するために、750
万ポンドの政府資金を授与された。
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燃料電池技術活用（エネファーム）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 エネファームについては、2020年頃までに、PEFC（固体高分子形燃料電池）型標準機については80万円、
SOFC（固体酸化物形燃料電池）型標準機ついては100万円の価格を実現（投資回収年数を7～8年に
短縮）した上で、その後の自立的普及を図る。それ以降もユーザーメリットの向上に資する取組を進め、2030年
頃までに投資回収年数を5年に短縮することを目指す。

 その実現に向けて、更なる発電効率の向上（SOFC）、熱利用率の向上（PEFC）に向けた技術開発を進め
るとともに、集合住宅や寒冷地、更には欧州等の熱需要の大きい地域の市場など、優位性のある市場を開拓し、
民生部門での低炭素化を促進する。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 エネファームの着実な価格低減に向けて、機器については、小型化を実現するためにセルスタックの高効率化等の
技術開発を行うとともに、スタック構造及び補機部品の見直しを行い、システムの小型化、簡素化に取組む。

 エネファームの本格的な普及に向けて、既築住宅や集合住宅、寒冷地、LPガス地域などのマーケットを開拓すべ
く、設置が容易な小型機の市場投入、集合住宅のエネルギー消費量に合わせた仕様の製品の開発・市場投入、
寒冷な環境に対応した機器の低コスト化、脱硫装置のコスト低減の技術開発、販売チャネルの拡大等に取り組
む。

 設置工事については、機器の小型化に伴う基礎の簡素化による材料費、施工費の削減を行うとともに、電気工
事の簡素化に向けた規程の整備を検討する。

 エネファームの更なる本格的な普及に向けて、ガス事業者、機器メーカー、ハウスメーカー、デベロッパー等の連携・
協力体制を2019年度までに全国レベルに拡大する。
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燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

エネファームの着実な価格低減に向けて、
（中略）セルスタックの高効率化等の技
術開発を行うとともに、スタック構造及び補
機部品の見直しを行い、システムの小型化、
簡素化に取組む。

• 2019年3月末時点で、PEFCイニシャル
コストは約93万円（機器コスト約75万
円、工事費約18万円）であり、投資回
収年数は約9.7年、SOFCイニシャルコス
トは約118万円（機器コスト約101万
円、工事費約17万円であり、投資回収
年数は約10.4年。

• 東京ガスが、京セラと協業して製品化した、
セルスタックなどを改良することで、従来製
品の4割程度に小型化した世界最小サイ
ズとなる家庭用燃料電池「エネファームミ
ニ」の販売を開始。

• ドイツでは、2014年よりフィスマン社が家庭
用向けの定置用燃料電池を販売している。

• 米フィリップス66研究センターでは、科学者と
エンジニアが、家庭や企業にオンサイトで電
力を供給したり、グリッドの停電時にも信頼
性の高い電力を確保したりするのに利用でき
る天然ガスで稼働する新世代の固体酸化
物燃料電池(SOFC)の開発に取り組んでい
る。

• ドイツのガス事業者GASAGはHPSと協力し
て、HPSのCO2フリー分散型エネルギーシス
テムPiceaにより、一戸建て住宅向けのシス
テムを開発した。

既築住宅や集合住宅、寒冷地、LPガス地
域などのマーケットを開拓すべく、設置が容
易な小型機の市場投入、集合住宅のエネ
ルギー消費量に合わせた仕様の製品の開
発・市場投入、寒冷な環境に対応した機
器の低コスト化、脱硫装置のコスト低減の
技術開発、販売チャネルの拡大等に取り
組む。

• 三井不動産レジデンシャルなど不動産会
社10社が、五輪選手村マンション全戸に
エネファームと蓄電池を完備。

• 西部ガスが家庭用燃料電池（エネファー
ム）の提案を強化し、2019年度は18年
度比1割増を見込む。

• パナソニックは、選手村跡地の分譲住宅
向けに、「エネファーム」を開発し、東京ガ
スと共同で、分譲住宅全戸に順次導入
する予定。

• 米フォーダム大学とBloom Energyは、大
学の図書館に、250kWのクリーンエネル
ギーサーバを設置することを発表した。

• 現代自動車、斗山 (トゥサン) 燃料電池、
蔚山 (ウルサン) テクノパークの3社は、水素
燃料電池の分散型発電の実証に向けた
MOUを締結したと発表した。
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燃料電池技術活用（エネファーム）に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

設置工事については、機器の小型化に伴う
基礎の簡素化による材料費、施工費の削減
を行うとともに、電気工事の簡素化に向けた
規程の整備を検討する。

• 東京ガスが、販売する「エネファームミニ」は
製品の小型・軽量化により、搬入時間が
短縮。また、製品の低重心化により下駄
基礎の利用が可能となったことで、短時間
で設置工事が可能。

• 家庭向け燃料電池の設置工事の簡素化
等に関する取組は特にない。

本格的な普及に向けて、ガス事業者、機器
メーカー、ハウスメーカー、デベロッパー等の連
携・協力体制を2019年度までに全国レベル
に拡大する。

• 東邦ガス株式会社とアイシン精機株式会
社は、「バーチャルパワープラントプロジェク
ト（豊田市VPPプロジェクト）に参画し、
エネファームの遠隔制御検証と、エネファー
ム群を集約した調整力等の活用に向けた
検証実証を開始。

• 広島ガスが家庭用燃料電池（エネファー
ム）の販売を強化し、2019年度は前年
度実績と比べて3割増の615台の販売を
目指す。

• 現代自動車、斗山 (トゥサン) 燃料電池、
蔚山 (ウルサン) テクノパークの3社は、水
素燃料電池の分散型発電の実証に向け
たMOUを締結したと発表した。

• アルカリ型燃料電池パワーソリューションプ
ロバイダーで製造業者のイスラエルの
GenCell Energyは、フィリピンで燃料電
池ソリューションのポートフォリオを提供する
ために、システムインテグレーターとしてフィリ
ピンのAMORELE Technologyを任命し
た。
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燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 業務・産業用燃料電池については、低熱電比需要家への導入を進め、グリッドパリティの突破を早期に実現する
ためイニシャルコストの低減に資する技術開発を進めていく。また、最新鋭のガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）を超える発電効率（60%超）の実現に向けた技術開発を進め、分散型電源による電力供給の可
能性を更に切り開く。

 更に、2030年以降は、国際的な水素サプライチェーンが構築されるとともに、国内の再生可能エネルギーの供給
量拡大が見込まれるため、CO2フリー水素を燃料とする純水素燃料電池コージェネレーションシステムの導入拡
大を図る。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 イニシャルコスト低減に向けて、①セルスタック及び燃料処理機については、セルスタックの高効率・高出力密度化
等の技術開発に取組み、②補機類については、補機（ブロア、流計量、弁、熱交換機等）部品点数の削減や
安価な汎用部品への代替が可能な高価な部品の仕様見直し等を行い、③燃料電池システムについては、部分
負荷効率・負荷追従性の向上や構成機器の簡素化に向けた技術開発・設計等を行う。

 耐久性の向上に向けて、セルスタック等の劣化メカニズムを解明し、劣化の原因を解消するための技術開発を行
う。

 次世代の業務・産業用燃料電池として、最新鋭のガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）を超える発電効
率65％超（送電端効率、LHV）の業務・産業用燃料電池の実現に向けた技術開発を行う。
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燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

イニシャルコスト低減に向けて、
①セルスタック及び燃料処理機については、
セルスタックの高効率・高出力密度化等の
技術開発に取組む。

• （高圧向け）2019年3月末時点でシステ
ム価格（工事費約50万円込み）は約
170万円／kW。発電コストは、40円／
kWh程度。発電効率（送電端効率、
LHV）は、現状50～55%。

• （低圧向け）2019年3月末時点でシステ
ム価格（工事費約50万円込み）は約
180万円／kW。発電コストは、50円／
kWh程度。発電効率（送電端効率、
LHV）は、現状48～52％。

• 米FuelCell Energy社は、7年の長寿命
スタックモジュールを発売した。

• 米Bloom Energyが、モノジェネ機として
米国を中心に数MW規模の導入実績が
ある。（例：Google、Apple等）

• 英国のProton Power Systemsはオラ
ンダのMTSA Technopowerと協力して
0.5～10MWの燃料電池スタックを設計・
販売することを発表した。

②補機類については、補機（ブロア、流計
量、弁、熱交換機等）部品点数の削減や
安価な汎用部品への代替が可能な高価な
部品の仕様見直し等を行う。

【課題】
• 補機コストについては、部品点数、加工費

の削減等に取組みコスト低減を目指す。

【課題】
• 今後調査。

③燃料電池システムについては、部分負荷
効率・負荷追従性の向上や構成機器の簡
素化に向けた技術開発・設計等を行う。

• 京セラは、同社の高耐久性、小型化、高
発電効率を実現する家庭用SOFCシステ
ムの基幹部品 燃料電池セルの発明で「令
和元年度全国発明表彰」の「発明賞」を受
賞した。

• 米Ceres Powerは、カリフォルニア州ロン
グビーチで開催される2019 Fuel Cell 
Seminar＆Energy Expositionで、従
来製品と比べ、小型かつ少ない構成機器
で同等のパフォーマンスを提供、最大
40％のコスト削減ができる新しい水素対
応燃料電池システムを発表した。
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燃料電池技術活用（業務・産業用燃料電池）に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/2)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

耐久性の向上に向けて、セルスタック等の劣
化メカニズムを解明し、劣化の原因を解消
するための技術開発を行う。

• 燃料電池実用化推進協議会(FCCJ)は、
2019年6月にNEDOプロジェクトの成果と
して、劣化評価解析技術を確立し、2020
年以降、評価解析技術の活用と標準化を
行うことを発表した。

• 産総研らは、2019年6月にNEDOプロジェ
クトの成果として、スタック耐久性迅速評価
法を確立、2020年以降、規格化・標準化
などへの基礎データ提供することを発表した。

• イタリア・新技術エネルギー環境局
（ENEA）、仏・CEA、デンマーク工科大
学らは、燃料電池モードと電気分解モード
の両方で動作する固体酸化物型電池の
寿命予測アルゴリズムの実現に向けた加
速試験を規定するための劣化メカニズムの
解析プロジェクトを2019～2021年に実
施予定。

最新鋭のガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）を超える発電効率65％超
（送電端効率、LHV）の業務・産業用燃
料電池の実現に向けた技術開発を行う。

• （高圧向け）2019年3月末時点で発電
効率（送電端効率、LHV）は、現状50
～55%。

• （低圧向け）2019年3月末時点で発電
効率（送電端効率、LHV）は、現状48
～52％。

• 韓国SKイーアンドシーは、米Bloom 
Energyと提携し、固体酸化物形燃料電
池の生産・供給のための国内生産工場を
設立し、最も効率的な燃料電池の現地
生産に取り組んでいる。燃料電池を輸入
して設置する単純な構造の枠を超え、高
効率分散型電源ソリューションの提供者
になるという事業ビジョンを立てている。
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革新的技術開発

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 2050年を見据えた中長期の水素社会の実現、水素利用の本格普及のためには、以下のような水素の「製造」、
「輸送・貯蔵」、「利用」に至るまで革新的技術の着実な開発が必要である。
 高効率な水電解・人工光合成、水素高純度化透過膜など、新たな水素製造技術に係る研究
 高効率水素液化機・長寿命液化水素保持材料の実現
 低コストかつ高効率なエネルギーキャリアの開発
 コンパクト・高効率・高信頼性・低コストな燃料電池の技術開発
 水素と二酸化炭素を利用した革新的化学品合成方法の開発

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン（一部抜粋）

【製造】
 高効率な水電解・人工光合成、水素高純度化透過膜など、新たな水素製造技術に係る研究。
 化石エネルギー資源や太陽光等の既に水素製造に活用されているエネルギー資源だけでなく、高温地熱や海洋

エネルギー、宇宙太陽光、高温ガス炉など、革新的な技術の活用も含めて、あらゆる可能性を検討していく。
【輸送・貯蔵】
 高効率水素液化機・長寿命液化保持材料の実現。
 低コストかつ高効率なエネルギーキャリア開発。
【利用】
 コンパクト・高効率・高信頼性・低コストな燃料電池の技術開発。
 水素と二酸化炭素を利用した革新的化学品合成方法等の技術開発。
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革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗(1/3)

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

高効率な水
電解・人工
光合成、水
素高純度化
透過膜など、
新たな水素
製造技術に
係る研究。

希少金属の使用を
ゼロ又は大幅削減
した触媒（中略）
での水電解

• 理化学研究所は、2019年
3月に、11カ月以上にわたり
安定して水を電気分解する
マンガン触媒の開発に成功
した。

• 希少金属の使用をゼロ又は大幅削減した触媒での水電解の
事例はなし。

高温水蒸気電解
（SOEC）の開発。

• 東芝は，固体酸化物形電
解セル（SOEC）の高性
能化・長寿命化に取り組ん
でいる。

• 米DOEは2019年8月に、Redox Power Systems社に
よる再生可能エネルギーを利用した高効率で低コストな
SOECによる水蒸気電解のコストを4割以上削減するプロ
ジェクトが採択され、100万ドルを受領すると発表した。

水電解・燃料電池
の両方に利用可能
なリバーシブルシス
テムの開発。

• 高砂熱学工業は、2008～
2010 年に JAXA（宇宙
航空研究開発機構）、
2013～2014 年には産総
研に、研究用途ではあるも
のの一体型セルの納入を実
現している。

• フィンランドVTT社が開発したリバーシブル固体酸化物セル
（rSOC）は、天然ガスまたはバイオガス（メタンなど）以外の
水素以外の燃料も直接利用できる。

• イタリア・新技術エネルギー環境局（ENEA）、仏・CEA、デ
ンマーク工科大学らは、燃料電池モードと電気分解モードの両
方で動作する固体酸化物型電池の寿命予測アルゴリズムの
実現に向けた加速試験を規定するための劣化メカニズムの解
析プロジェクトを2019～2021年に実施予定。

化石資源から水素
と炭素を直接分離
する水素製造等の
技術開発。

• 2020年から実証事業で褐
炭ガス化炉が運開予定。

• 海外において褐炭から水素を製造している事例はなし。
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革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗(2/3)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

高温地熱や海洋エネルギー、宇宙太陽
光、高温ガス炉など、革新的な技術の
活用

• 特になし。 • ワシントン州のPacific Northwest National 
Laboratory（PNNL)は2019年9月に、オレゴン
州立大学と共同で、廃水と海水を効率的に水素
に変換する耐久性のある安価なリン化モリブデン触
媒を開発した。

• 2020年1月、世界初の燃料電池駆動の空飛ぶ
クルマが、ハンガリーのBács-Kiskun郡の
Jakabszállásで発表された。

高効率水素
液化機・長寿
命液化保持
材料の実現。

高い液化効率と大
規模な液化量を
両立する革新的
水素液化技術等
の開発。

• 川崎重工業が水素液化設備を来年
をめどに商用化予定（試作機は、液
化効率が従来より２割弱、液化可能
量も5t/日から25t/日に向上）。

• ドイツのザクセンアンハルト州Leunaで、2019年
10月に産業ガスグループLindeの水素液化プラン
トの建設工事の公式開会式が行われた。新しいプ
ラントで液化能力は倍増し、1日あたり最大10トン
の液体水素が生産可能となる。

低コストかつ
高効率なエネ
ルギーキャリア
開発。

エネルギー消費を
低減した新規の有
機ハイドライド等の
合成技術開発。

• 有機ハイドライドによる水素供給にお
ける現状のトルエンロス率1.4％。

• 東大は2019年4月にCO2を排出せ
ず安価にMCHを製造する技術検証に
成功。

• ドイツHydrogenious社がジベンゾトルエンによる
LOHC技術を小規模（300Nm3/h程度まで）
にて実用化している。

軽量で高容量水
素貯蔵材料の開
発。

• 特になし。 • 2019年10月、カナダ・ハイドロジェン・イン・モーショ
ンは、固体水素貯蔵ナノ材料のブレークスルーを開
発した。

アンモニア等の水
素キャリアを比較
的低温、低圧な条
件で合成する技術
の開発。

• 特になし。 • アンモニアを熱分解してGTCCに利用するシステム
は、若干の特許出願や小規模な試験の事例があ
るもののほとんど検討されていない。
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革新的技術開発に関するアクションプランへの取組みと進捗(3/3)

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

コンパクト・高
効率・高信
頼性・低コス
トな燃料電
池の技術開
発。

比較的低温でも
高出力で動作する
固体酸化物形燃
料電池の開発。

• 京セラは、同社の高耐久性、小型化、高発電
効率を実現する家庭用SOFCシステムの基幹
部品 燃料電池セルの発明で「令和元年度
全国発明表彰」の「発明賞」を受賞した。

• 米フィリップス66研究センターでは、科学者
とエンジニアが、家庭や企業にオンサイトで
電力を供給したり、グリッドの停電時にも信
頼性の高い電力を確保したりするのに利用
できる天然ガスで稼働する新世代の固体
酸化物燃料電池(SOFC)の開発に取り組
んでいる。

希少金属の使用
をゼロ又は大幅削
減した高効率・高
耐久な固体高分
子形燃料電池の
開発。

• 地方独立行政法人東京都立産業技術研究
センターが九州大学と共同で、燃料電池や金
属空気電池用のナノ粒子触媒の大量生産に
適した製造方法を開発。

• 日清紡ホールディングスが、燃料電池車の中
核となる発電装置向けの触媒について、貴金
属である白金の使用量を3分の1に減らした新
素材を開発。

• 東北大学発スタートアップのAZUL Energyが、
白金やマンガン系の素材を使用せず、低コスト
で人体に害のない電池の触媒を開発。触媒の
高性能化など。

• 米 Pacific Matter社は、プロトン交換膜
(PEM)燃料電池触媒シリーズが、白金の
使用量が少ない触媒により、触媒活性と耐
久性に関する米DOEの2020年自動車目
標を達成した。

• ベルリン工科大学とBMWは、白金の使用
量を従来の50%とした自動車用水素燃料
電池の触媒担体材料を化学的に設計する
ことに成功した。

水素と二酸
化炭素を利
用した革新
的化学品合
成方法等の
技術開発。

比較的低温、低
圧な反応条件下
でも高活性・高生
産性・長寿命を実
現する燃料・化学
品合成技術の開
発。

• 2018年5月に、産総研は、再生可能エネル
ギーを利用して製造した水素からのアンモニアの
合成を実現するために、圧力を上げると性能が
低下するルテニウム触媒特有の問題を克服し、
10MPa（約100気圧）以下の圧力範囲で
高い活性を維持できる新規触媒を作製したこ
とを発表した。

• 特になし。
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国民の理解促進、地域連携

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 水素の安全性に対する理解はもちろんのこと、水素利用の意義について国民全体で認識を共有していくことが必
要である。そのため、国は地方自治体や事業者とも連携しながら、適切に情報発信していく。

 水素利用の促進のため、国は各地方自治体など地域社会における水素利用の取組を支援するとともに、「燃料
電池自動車等の普及促進に係る自治体連携会議」や各地域での協議会等の場を積極的に活用し、国・地方
自治体間及び各地方自治体間での情報共有や効率的な施策実施等を図っていく。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるアクションプラン

 国民の理解促進に向けて、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や2025年の大阪・関西万博等
のあらゆる機会を活用し、その時点での日本の最先端技術や未来の水素社会像などを積極的に発信していく。
また、水素に関する学びの機会の提供、水素社会を担う人材育成の推進を行う。

 国と各地方自治体間での広域的な連携を深めることにより、先進事例の横展開、効率的・効果的な施策の推
進等を進める。
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国民の理解促進、地域連携に関するアクションプランへの取組みと進捗

アクションプランと関連する取組みと進捗

アクションプランの記述 関連取組み・進捗 海外の関連分野の動向

国民の理解促進に向けて、2020年
の東京オリンピック・パラリンピック競技
大会や2025年の大阪・関西万博
等のあらゆる機会を活用し、(中略)
未来の水素社会像などを積極的に
発信していく。また、水素に関する学
びの機会の提供、水素社会を担う人
材育成の推進を行う。

• 経済産業省は革新的な低燃費技術など次
世代エネルギーに関する研究開発を進める
ため、20カ国・地域（G20）の主要研究
機関と連携する枠組みをつくる。第1弾として
2020年度から同省所管の産業技術総合
研究所がフランス、ドイツなど5カ国6研究機
関と協力を始める。

－

国と各地方自治体間での広域的な
連携を深めることにより、先進事例の
横展開、効率的・効果的な施策の
推進等を進める。

• 国土交通省は5月に、先端技術を使ったま
ちづくりに取り組むスマートシティのモデル事業
に15事業を選んだと発表した。中でも、茨城
県と宇都宮市は今後、大学や民間企業を
交えた産学官の連携組織を立ち上げ、実現
に向けた調査分析に取り組む事業を実施す
る。

－
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 P2Gは分散型のシステム実現の観点から意義があり、大規模なP2Gシステムの構築、実証とその運用結果
を示すことは価値がある。

 地産地消のサプライチェーンを考える上では、水素製造の稼働率が大きなネックである。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• P2G については分散型のシステム実現の観点から意
義がある。

• 地域における水素の将来的な需給や、地域における
水素を活用した分散型エネルギーシステムの将来的
な市場規模を想定し、中核である水電解システムの
低コスト化、規模の最適化、部品や技術の共通化
等に取り組む。

• 水素というシナリオが成立するためには、水素製造の
稼働率が大きなネックである。

• 地域における水素の将来的な需給や、地域における
水素を活用した分散型エネルギーシステムの将来的
な市場規模を想定し、中核である水電解システムの
低コスト化、規模の最適化、部品や技術の共通化
等に取り組む。

• 大規模なP2G システムの構築、実証とその運用結
果を示すことは価値がある。

• 実証プロジェクト等の温室効果ガス削減効果の評価
やコスト分析等の結果を公表し、地域資源を活用し
た低炭素な水素サプライチェーンモデルとして広く自治
体等に共有する。
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 未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン構築は、必要性は明確で、国の支援のもと着実に
進めるべき。ただし、コストに対する懸念も存在。

 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は、既存の石油化学分野等の
技術・経験が活用できるというメリットがあり、海外水素の必要の高まりから重要な意義がある。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン構築
は、大量のCO2 フリー水素の供給をする意味で必要性は明
確で、国際協力推進を含めた国の支援が必要。

• 2050 年CO2 80％削減のためには最大限の再エネ利用が
必須。必要な水素サプライチェーンの実証として着実に進める
べき。

• 必要性はあるが、コストに見合うものか不明である。

• 褐炭のガス化炉の大型化・高効率化に向けた研究開発。
• 水電解装置の効率・耐久性等の向上に向けた研究開発。

• 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
サプライチェーンは、既存の石油化学分野等の技術・経験が
活用できるというメリットは重要であり、海外水素の必要が高
まることは間違いないと考えるので重要な意義がある。

• 2030年度以降の商用有機ハイドライド水素サプライチェーン
の更なる低コスト化の実現に向けて、必要となる基盤技術開
発を継続して実施する。

• 液化水素、アンモニア、MCH以外の可能性のあるオプションも
検討する。

• 2022年度まで、商用液化水素サプライチェーンの実現及び
低コスト化に向けて、必要となる現在実施中の基盤技術開
発を継続して実施する。
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 有機ハイドライドの脱水素反応効率議論においては、システム検証の中での議論の必要があるという指摘。

 水素コジェネに関しては、発電時の効率面でタービンに勝るガスエンジンも視野にいれるべき。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 水素キャリアの脱水素反応について、効率を議論する際には
どの温度域でどの程度の熱を投入するかで結果が変わるため、
システム検証を行いつつ、そのような観点も含めるべきである。

• 有機ハイドライトやアンモニアからの脱水素反応に排熱を利用
し、プロセスの高効率化・低コスト化を図る技術の開発を行う。
アンモニアについては、実圧環境下における燃焼器及び触媒
の耐久性評価を2020年度までに行う。

• 水素コジェネレーションについてもガスタービンのみでなく、ガスエ
ンジンも視野にいれるべきではないか。特に発電が主の場合に
は効率はエンジンの方が高い。

• 水素コージェネレーションシステムの発電効率の向上のため、
水噴射を行わずにNOxを抑制する技術の開発を2020年度
までに行う。
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 水素ステーションの安全性に関わる研究開発は国の事業として取り組むべき課題。

 新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発で、鋼種拡大は重要なテーマと考えられる。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• ISOの国際規格化については非常に控えめな表現であるが、
日本の強みを活かす点ではさらに強調することを意識したほうが
良いのではないか。

• 2020年度までの水素ステーションの各機器の仕様や制御
方法を統一するための業界統一規格の策定に向け、検討
を進める。

• 水素ステーションの安全性に関わる研究開発は、国の事業とし
て取り組むべき課題である。

• 水素ステーションの整備費・運営費を低減させるため、安全
確保を前提に、規制改革実施計画（2017年6月9日閣
議決定）で掲げられている37項目の規制見直しを着実に
進める。

• 無人運転スタンドは海外でも実施されており、我が国においても
安全面や法規面での適合性を十分にとって進める必要がある。

• ユーザー利便性の向上や自立化への道筋の明確化の観点
から、営業時間の拡大や土日営業、ガソリンスタンドやコンビ
ニエンスストアに併設する水素ステーションの整備などの取組
を進めていく。

• 新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発で、鋼種
拡大は重要なテーマと考えられる。

• 2020年度までの水素ステーションの各機器の仕様や制御
方法を統一するための業界統一規格の策定に向け、検討
を進める。
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 水素ステーションの規格化・標準化、モジュール化等に関して、具体的なコストダウンの効果が不明。

 次世代ステーション・充填技術は、運転コストの低減とともに、運転のしやすさも必要。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 水素ステーションの規格化・標準化、モジュール化等に関して、
具体的なコストダウンにどの程度効果があるのかわからない。

• 2020年度までの水素ステーションの各機器の仕様や制御
方法を統一するための業界統一規格の策定に向け、検討
を進める。

• シール部材は保安とともにダウンタイム減少によるコストダウン、
ユーザー利便性に関わり重要なテーマである。

• シール材・ホースの2020年15,000回、2022年30,000
回の耐用充填回数実現を目指す。次世代充填技術の開
発を目指すほか、電気化学式圧縮機などについても技術開
発を実施していく。

• 次世代ステーション・充填技術の運転コスト低減が必要だが、
運転のしやすさも必要ではないか。

• シール材・ホースの2020年15,000回、2022年30,000
回の耐用充填回数実現を目指す。次世代充填技術の開
発を目指すほか、電気化学式圧縮機などについても技術開
発を実施していく。

• 電気化学式水素ポンプは実際のステーションに利用できる可能
性が低く、取り上げるのはどうか疑問。

• シール材・ホースの2020年15,000回、2022年30,000
回の耐用充填回数実現を目指す。次世代充填技術の開
発を目指すほか、電気化学式圧縮機などについても技術開
発を実施していく。
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 水素ステーションの配置は地方への浸透と面的展開の戦略が鍵となる。

 トラックについては、特に長距離走行が必要な領域でのCO2削減の効果は非常に大きいため、もう少し注力
するべきではないか。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 水素ステーションは1年に1回の検査が入ると2週間は利用でき
なくなり、地方で周辺に1か所しか水素ステーションがない場合
は、その期間水素の供給ができなくなる。このため、ステーション
配置は点ではなく面で展開する事が必要。

• 現在の補助金申請の中身をみるとステーションの建設予定地
は四大都市圏に集中しており、一部、鹿児島、富山など事例
はあるものの地方は少ない。水素ステーションの地域への浸透
が一つ鍵となる。

• 燃料電池自動車の加速的な普及、水素ステーションの自
立化に向け、2019年度以降から水素ステーションの整備
地域を拡大し、全国的な水素ステーションネットワークを構
築することを検討する。その際、日本水素ステーションネット
ワーク合同会社（JHyM）を中心として、以下のように戦略
的配置を進めていく。

• トラックについては、特に長距離走行が必要な領域でのCO2削
減の効果は非常に大きい。大型EVトラックの市場投入を計画
している企業もあるが、長距離トラックではFCを利用したほうが
メリットは大きいことから、日本はもう少し注力すべきではないか。

• 燃料電池トラックについては、国内メーカーは、小型トラックの
実証事業を着実に実施するとともに、大型トラックについては、
近距離（200km程度・高圧ガスタンク）、長距離
（500km程度・液体水素タンク）それぞれの技術開発や
課題の整理を進め、2020年度中に具体的なアクションプラ
ンを作成する。

• 車両価格の低減、ランニングコスト等の低減のための技術開
発を行う。
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 有機系の複雑構造を解析するための世界最高性能の評価解析技術の開発、Pt触媒の高活性化、電解
質膜耐久性向上、いずれも重要なテーマであり、国として取り組むべきである。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 有機系の複雑構造を解析するための世界最高性能の評価解
析技術の開発は、まさに国家プロジェクトとして推進すべき。

• 耐久性の向上に向けて、セルスタック等の劣化メカニズムを
解明し、劣化の原因を解消するための技術開発を行う。

• Pt触媒の高活性化に向けた長期的かつ野心的な取組であり、
国のテーマとして評価する。

• 希少金属の使用をゼロ又は大幅削減した高効率・高耐久
な固体高分子形燃料電池の開発。

• セラミック担体、炭化水素膜においては世界最先端の研究内
容で、触媒活性の高度化という、我が国として取り組むべきテー
マを対象としている。

• 希少金属の使用をゼロ又は大幅削減した高効率・高耐久
な固体高分子形燃料電池の開発。

• 電解質膜耐久性向上は複数のユーザー企業からの実ニーズに
基づいた共通課題であり、民間のみでは対処困難な中長期的
なフェーズかつ我が国産業への波及効果が大きいものであること
から、まさに国家事業として取り組むべき。

• 電解質膜に関して、薄膜化させつつ、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、耐久性も維持・向上させる技術開発等を行う。

• 解析が困難なPEFC に対して、世界最高水準の放射光施設
で評価解析する手法は、民間単独での対応は無理であり、ま
さに国家事業として取り組むべきテーマ。

• エネファームの着実な価格低減に向けて、（中略）セルス
タックの高効率化等の技術開発を行うとともに、スタック構造
及び補機部品の見直しを行い、システムの小型化、簡素化
に取組む。
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 固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法、業務用システムの実用化技術実証は、いずれも重要な
テーマであり、国として取り組むべきである。

 SOFCの価値を明示して、それらの項目について定量性を持たせることは意義が高い。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• 固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法は、2025 

年に向けて、水素・燃料電池戦略ロードマップの実現に向けた、

大変重要なテーマであり、期待したい。

• 耐久性の向上に向けて、セルスタック等の劣化メカニズムを

解明し、劣化の原因を解消するための技術開発を行う。

• 固体酸化物形燃料電池を用いた業務用システムの実用化技

術実証は、重要テーマで国の事業として適切である。

• 既築住宅や集合住宅、寒冷地、LPガス地域などのマーケッ

トを開拓すべく、設置が容易な小型機の市場投入、集合住

宅のエネルギー消費量に合わせた仕様の製品の開発・市場

投入、寒冷な環境に対応した機器の低コスト化、脱硫装置

のコスト低減の技術開発、販売チャネルの拡大等に取り組

む。

• SOFC の価値を明示して、それらの項目について定量性を持た

せることは意義が高い。

• エネファームの着実な価格低減に向けて、（中略）セルス

タックの高効率化等の技術開発を行うとともに、スタック構造

及び補機部品の見直しを行い、システムの小型化、簡素化

に取組む。

• 家庭用燃料電池はかなり身近に感じるようになってきた。そのた

め、今後は技術開発に加えて使い方によるランニングコストの低

減を意識した記載があると良い。

• エネファームの着実な価格低減に向けて、（中略）セルス

タックの高効率化等の技術開発を行うとともに、スタック構造

及び補機部品の見直しを行い、システムの小型化、簡素化

に取組む。



 

評価WG・評価ウィークでの各分野に関する主なご意見（その他）
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 現在のロードマップに記載のない周辺の技術開発も考慮することも検討する。

 今後、燃料電池・水素に係る研究者の層を厚くしていくことが重要である。

主なご意見 関連する
ロードマップのアクションプラン

• ロードマップに記載のない周辺の技術開発も考慮することも検

討すると良い。例えばICTやAIの適用によって、設備稼働率の

向上や省人化によって目標に近づくことも考えられる。

• －

• ロードマップは2030年まで設定されているが、NEDOの技術開

発ロードマップでは2030年以降の技術目標も掲げている。今

後、燃料電池・水素に係る研究者の層を厚くしていくことが重

要。

• (中略) また、水素に関する学びの機会の提供、水素社会

を担う人材育成の推進を行う。



 

ロードマップ記載の充実に向けて今後検討が必要な事項（1/2）
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 ロードマップ各分野で掲げられた各課題、それに対する施策の進捗を評価WG、評価ウィークを中心に網羅
的に確認した上で、今後検討が必要と考えられる項目について抽出した結果を以下に示す。

項目 記載充実に向けた検討項目の案

P2G

• 地域の特性に応じた、P2Gの導入のポテンシャルについて検討を行う必要があるの
ではないか。

• P2Gシステムの災害時における活用、地域資源を活用した低炭素な水素サプライ
チェーンモデルを、地方自治体等に対し示す必要があるのではないか。

• あるいは、諸外国のように、コンテスト形式等により水素の製造から利用までを集中
させた地区を作り、需給を拡大するなどの方策もありうるのではないか。

水素サプライチェーン

• 未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン構築のコスト低減に向け、
供給ポテンシャルの調査が必要ではないか。

• 各サプライチェーンについて、現状のより詳細な把握と、定量的な目標が必要では
ないか。

• 水電解装置の効率・耐久性等の向上に向けた研究開発を一層推進する必要があ
るのではないか。

水素発電

• 水素キャリアの脱水素反応の効率について、温度域と投入する熱量に関する検討
を行う必要があるのではないか。

• 水素コジェネレーションについてはガスタービンのみでなく、ガスエンジンも検討を行う
必要があるのではないか。



 

ロードマップ記載の充実に向けて今後検討が必要な事項（2/2）
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 ロードマップ各分野で掲げられた各課題、それに対する施策の進捗を評価WG、評価ウィークを中心に網羅
的に確認した上で、今後検討が必要と考えられる項目について抽出した結果を以下に示す。

項目 記載充実に向けた検討項目の案

モビリティ

• 水素ステーションの規格化・標準化、モジュール化等に関して、コストダウンの効果を
明確にする必要があるのではないか。

• 水素ステーションの設置について、地域への浸透戦略について検討を行う必要があ
るのではないか。

• 長距離FCトラックの開発・導入効果について検討を行う必要があるのではないか。

燃料電池技術活用（エ
ネファーム）

• 今後は技術開発に加えて使い方によるランニングコストの低減に関する技術開発の
記載を検討する必要があるのではないか。

その他

• 水素利用の普及に資する周辺の技術開発や、既存技術の適用について検討する
必要があるのではないか。

• 研究者をはじめ、水素社会を担う人材育成の推進について検討する必要があるの
ではないか。


