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１ 調査の背景と目的
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我が国において、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。

水素は、利用時に二酸化炭素を排出しないという環境特性はもちろんのこと、エネルギーキャリアとして再生可能エ
ネルギー等を貯め、運び、利用することができる特性（貯蔵性、可搬性、柔軟性）を有する。エネルギー資源の乏
しい我が国にとって、水素はエネルギー安全保障と温暖化対策の切り札となりうる。

現行の「水素・燃料電池戦略ロードマップ」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
めた水素基本戦略平成２９年１２月に策定された。

今後、水素基本戦略の記載事項を着実に実行していくために、エネルギー基本計画の見直しに関する議論も踏
まえながら、ロードマップについても改定していく必要がある。そのためにはロードマップの進捗状況や経済産業省の取
組のみならず、他省庁や国内外関連事業者の取組もフォローアップをした上で具体的目標やアクションプランを更新
しなければならない。

本事業では、ロードマップに記載されている産学官の取組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産学官の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・評価するとともに、課題解決に必要な取組内容等を検討・提案するこ
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

「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

「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

（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。

実
施
項
目
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要

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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 国内外の最新の情報を収集し、水素・燃料電池関連の世界的な動向を把握する。

 対象は水素基本戦略に関連する全分野とする。

 水素基本戦略、水素・燃料電池戦略ロードマップを下敷きに、以下の観点での整理を行う。

（１）水素・燃料電池戦略ロードマップに記載された取り組みについては、取り組み進捗の確認を行う。

（２）水素・燃料電池戦略ロードマップに記載が十分でない取り組みについても、国内外の最新動向に
関する整理を通じて、重要と考えられる論点の抽出を図る。

目的

 デスクトップ調査に当たっての「目的・観点」及び実施内容を以下に示す。

実施内容

 デスクトップでの調査で入手可能な国内外の公開情報（ニュース、報道発表、研究報告その他）を定期的に
収集し、水素・燃料電池関連情報を網羅的に取得。

 取得した情報については整理の上、定期的に資源エネルギー庁様に報告を実施。
⇒取得した全情報のまとめについては別紙ご参照。
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 2019年度からはPEFCへの定額補助については終了。重点支援対象の既築、LP対応、寒冷地仕様、マン
ションには追加補助3万円が加えられる。

エネファームへの補助スキーム

出典：資源エネルギー庁HP

重点支援対象への補助スキーム 特定機器等における基準価格等のスライド
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 集合住宅でNearly ZEH-Mの取得を目指し、エネファームを採用する事例が見られた。エネファームは、太陽
光発電の住戸辺り積載可能量が限定される集合住宅でもZEH条件を満たす際に寄与。

 パナソニックが戸建向け新型エネファームを発表。2019年4月1日から発売開始。

 また、マンションの燃料電池を活用した余剰電力融通が新たな事業者により実施される動きも見られた。

余剰電力融通

 三井不動産子会社が名古屋市の再開発地区「みなとアクル
ス」内で販売するマンションに採用される、「エネファーム」で、発
電した電力の余剰分を東邦ガスが買い取り、付近の大型商
業施設やスポーツ施設に融通する。

 広島ガスは、家庭用燃料電池「エネファームtypeS」で発電し
た余剰電力を買い取るサービスを2019年4月から開始する。

出典： 東邦ガス プレスリリース

Nearly ZEH-Mの取得

 大京の新築マンション「ライオンズ芦屋グランフォート」は、経済
産業省の定める「Nearly ZEH-M」として、日本初のBELS
評価書（住棟単位）取得。全戸平均32％の省エネ実現。

 これらの省エネと太陽光発電による創エネにより、1次エネル
ギー消費量を約80％削減、Nearly ZEH-Mの基準を達成。

出典：パナソニックHP

新型の戸建向けエネファーム

 パナソニックは、家庭用燃料電池「エネファーム」の戸建向け
新製品を開発し2019年4月1日より発売。

 総合効率97％を達成。発電時の熱を床暖房用の熱源とし
て活用することも可能となった。

 レジリエンス機能として、停電時にも家庭生活を提供するため
のハイブリッド蓄電システムとの連携機能をオプションとする。
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 富士電機から業務用燃料電池システム市場投入の発表がなされた。

 日立造船は20kW級の業務用燃料電池燃料電池を2019年に市場投入予定。

出力（AC） 50kW

発電効率[LHV%] 55%(目標値)

総合効率[LHV%] 85%(目標値)

発電方式 SOFC

市場投入時期 2018年度下期受注開始

市場投入の発表がなされた業務用燃料電池

 富士電機は2014年度からNEDO助成事
業（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）に参画
し、50kW級業務用SOFCの要素技術開
発および実証評価を行ってきた。

 最終年である2017年度は同社千葉工場
内で実証試験を行い、基本特性評価と
3000時間以上の耐久性評価を実施。安
定運転が可能なことを確認した。

日立造船の業務用燃料電池

 日立造船は2013年度から業務用
20kW級SOFCの要素技術開発に
本格的に着手。

 2017年度から社外での実証試験
開始、2018年11月も継続中。連
続運転時間4000時間を達成。

 市場投入は2019年度の見込みと
なる。

出典：家山一夫（日立造船）「SOFC型燃料電池の開発状況と市場投入に向けて」

開発スケジュール

スペック

出典：富士電機HP
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 2018年度は東芝、パナソニックから、純水素燃料電池の市場投入がアナウンスされた。

東芝エネルギーシステムズ パナソニック

外観

出典：東芝 HP

出力（AC） 1000kW級 5kW

発電効率
[LHV%]

50％以上（100kW製品） 57%(目標値)

総合効率
[LHV%]

95％（100kW製品） －

発電方式 純水素燃料電池 純水素燃料電池

市場投入時期 2018年度中を予定 2021年4月を目標

 パナソニックは、東京都を主体者として行われる晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業「HARUMI FLAG」に、
純水素燃料電池を納入する計画で開発を進めている。

 東芝エネルギーシステムズは、100kWまでの既存製品と同じ固体高分子型の技術を使い、1000kW級を製品化する。
化学工場なら生産で生じた副産物の水素を発電に使え、電力会社から購入する電気を減らせる。水素由来電気と電力
会社の発電コストが同等となるグリッドパリティーも可能で、光熱費を抑えられるという。

出典：パナソニックHP
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 神奈川県川崎市では、使用済みプラスチックから取り出した水素を、燃料電池による発電と給湯に利用。

神奈川県川崎市の取り組み

 生命科学分野の企業や研究機関が集積する殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」で、大和ハウスが開発を進めている。
 「川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル」では、純水素燃料電池システム「H2Rex™」（東芝エネルギーシステムズ製）が

稼動する。純水素燃料電池のエネルギー源として、ホテルでは世界初という使用済みプラスチック由来の水素を使用する。
 昭和電工の川崎事業所で使用済みプラスチックからアンモニア生産の原料として水素を取り出しているが、その一部をパイプライン

でホテルに供給する。ホテルからも使用済みプラスチック（宿泊客が使った歯ブラシなど）を回収し、水素製造の原料として使う。
 使用済みプラスチックを熱分解して製造した水素を使い、東芝製の純水素燃料電池（出力100kW）による発電と給湯でホテ

ル全体のエネルギーの約30％を賄う。

出典：環境省「地域連携・低炭素水素技術実証事業実証開始セレモニー
（川崎市）について～使用済みプラスチックからのパイプライン輸送による水素
活用サプライチェーン実証 別添資料」
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 日産自動車は、燃料電池自動車（FCV）の量産を見送ることを発表。

 川崎重工業は、独ダイムラーの新型燃料電池自動車に、高圧水素減圧弁を供給する。

日産自動車の燃料電池自動車（FCV）量産見送り

 日産自動車は、独ダイムラー、米フォード・モーターと共同開発している燃料電池自動車（FCV）の量産化計画を当面見送る。
 燃料電池自動車（FCV）は電気自動車（EV）に比べて普及が遅れており、EVの開発や生産に経営資源を集中させる。

川崎重工業、独ダイムラーの新型燃料電池自動車（FCV）に部品を供給

 川崎重工業は、ドイツの大手自動車メーカーであるダイムラー社向けに「高圧水素減圧弁」を開発し、新型燃料電池車のメル
セデス・ベンツ“GLC F-CELL”に採用された。

 「高圧水素減圧弁」は、ダイムラー社の子会社であるニューセルシス社と共同開発したもので、燃料電池車に搭載している水素
タンクから供給されてくる約700気圧の非常に高圧な水素ガスを、燃料電池スタックで使用可能な圧力近傍まで減圧する重要
な役割を果たす部品である。

出典： 川崎重工業 プレスリリース

【新型燃料電池車向けの高圧水素変圧弁】
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 セブン-イレブン・ジャパンが、3t級の燃料電池トラックを導入することを発表。発電電力は冷蔵にも利用。

 東京アールアンドデーによる燃料電池小型トラックの公道実証が、福岡市内で実施された。

出典：東京アールアンドデー HP

燃料電池小型トラックの公道実証

 東京アールアンドデーは、国内初となる燃料電池小型
トラックの公道実証を10月より福岡市内で開始した。

 10月から12月の約3か月間、福岡市内で配送業務を
行うことで、実運用でしか得られない車両のデータ収
集・評価を進めて、今後の技術開発に活用する。

 車両の燃料は、水素エネルギー社会の実現に向けて
「水素リーダー都市プロジェクト」を進める福岡市におい
て「下水バイオガス原料によるグリーン水素」を使用。

セブン-イレブン・ジャパンの燃料電池トラックの取り組み

 セブン-イレブン・ジャパンは、トヨタ自動車が開発した燃料電
池トラックを2019年春に首都圏で２台導入する。

 走行時のCO2排出量がゼロの冷蔵温度帯３トントラックで、
燃料電池で発電した電力は商品の冷蔵でも活用する。

 グループ全体で2030年度までに店舗で使用する電力のうち、
再生可能エネルギーの占める比率を現在の数％から2割に
引き上げ、2030年度までにCO2排出量（物流を含まない
店舗運営）を2013年度比で27％減らす計画。

出典： トヨタ自動車 ニュースリリース

【燃料電池トラックの活用】 【燃料電池トラックの公道実証】
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 複数の工場で、燃料電池フォークリフト導入が発表。これらの例では燃料として再エネ由来水素を利用。

 日本郵船グループは、船舶の脱炭素化に向けた新コンセプトシップ「NYKスーパーエコシップ2050」を考案。

燃料電池フォークリフトの導入

 パナソニックは2019年4月完成を目途に、草津拠点内に
フォークリフト用水素ステーションを建設して、燃料電池フォー
クリフトを導入する。燃料電池フォークリフトの導入は滋賀県
内初。フォークリフト用の水素は、拠点内の太陽光パネルでつ
くられた電気で水を分解してつくる地産地消の再生可能エネ
ルギーになる。 また、水素を使って純水素燃料電池で発電し、
電気と熱を拠点内で利用することにも取り組む。

 豊田自動織機は、太陽光による電力のみで水素を製造し、
燃料電池フォークリフトに供給する再エネ水素充填所
「H2PLAZA」を高浜工場内に設置。一貫したCO2フリーを
実現。この取り組みは、愛知県制定の「低炭素水素認証制
度」に基づいた低炭素水素製造計画の認定を受けている。

船舶の脱炭素化に向けた新コンセプトシップの発表

 日本郵船グループは、船舶の脱炭素化に向けた新コンセプト
シップ「NYKスーパーエコシップ2050」を考案した。

 太陽光パネルを搭載し、燃料には再生可能エネルギー由来
の水素を使用することで「CO2排出量ゼロ」を実現する。

 自動車専用船をモデルにした2050年のコンセプトシップで、
再エネ由来の水素を燃料とし、排熱も利用する高効率な燃
料電池システムを用いて推進する。

 太陽光パネルの設置により長距離の航海にも対応可能。

出典： 日本郵船 HP

【NYKスーパーエコシップ2050】

出典： 豊田自動織機HP
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 星山工業・ビードローンの開発した燃料電池ドローンは、従来の3倍となる、30分の飛行時間を達成した。

 交通分野では、トヨタとJR東日本は、水素活用で連携して、水素ステーションなど整備することを発表。

水素活用に関する企業連携

 トヨタ自動車とJR東日本は、水素を活用した交通網の整備
で連携すると発表。

 JR東日本が品川の再開発エリアで再開発する地域などで水
素ステーションを整備する。

 鉄道車両への燃料電池（FC）の導入に向けた協業も検討。
 水素の活用を広げ、交通による二酸化炭素（CO2）の排

出量削減に共同で取り組む。

出典： JR東日本 プレスリリース

燃料電池ドローンの開発動向

 星山工業、ビードローンは、炭素繊維複合材料(CFRP)を
用いた超軽量機体構造材料及び小型燃料電池と CFRP
製水素貯蔵容器からなる電源供給システムを開発。

 開発した燃料電池ドローンは、従来の3倍となる、30分の飛
行時間を地上実験で成功させた。

出典：ロボットフェスタ・航空宇宙フェスタふくしま2018（出展者情報）

【燃料電池ドローン】 【鉄道と自動車の企業連携】
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JHyMに、新たにインフラ事業者が参画

 新たに参画するインフラ事業者は、福島県いわき市の事業
者で、石油製品や生コンクリートなどを取り扱う総合商社と、
岐阜県岐阜市に所在地をおく、地域に根差した総合エネ
ルギーサービス事業者の2社である。

 11社でスタートしたJHyMの参画企業は18社に増え、その
うちインフラ事業者が8社となる。

 2019年3月には初の水素ステーションが開所。

 燃料電池自動車（FCV）の運転手が自ら水素を補給する「セルフ充填」が解禁される。

 日本水素ステーションネットワーク合同会社（JHyM）に、新たにインフラ事業者2社が参画する。

「セルフ充填」が解禁

 本格的な水素社会の実現に向け、燃料電池
自動車（FCV）の運転手が自ら水素を補給
する「セルフ充填」が解禁。

 経済産業省と民間事業者での検討の結果、
有人のステーションならば現行規制の枠組み内
でセルフ化が可能とし、官民で導入効果や課題
を検証しつつ、ステーションの無人化も目指す。

 水素ステーションのコスト抑制や人手不足対策
の有効手段として、大きな期待がかかる。

「セルフ水素スタンドガイドライン」 （JPEC)で例示している主な内容
出典： 経済産業省 第6回 水素・燃料電池自動車関連規制に関する検討会 参考資料

出典：JHyM HP

【JHyMの参画企業】【セルフ充填のイメージ】
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 低コスト型の水素蓄圧器が実用化の段階に入る。これにより製造コストが大幅に低減。

 溶接で配管同士をつなぐ技術開発も進み、設備費用の低減が期待される。

 水道技術を応用した、ゴムパッキン技術について、米国への輸出が開始された。

水素蓄圧器コスト４割減

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が水素
ステーション向けに開発を進めていた低コスト型の水素蓄圧
器が、実用化の段階に入る。

 NEDOの研究事業に参画した、JFEコンテイナーと日本製鋼
所が、それぞれ2018年度中に商品化する計画。

 NEDOによると、製造コストが従来型の水素蓄圧器に比べて
４割ほど下がるとしている。

出典： 高石工業 HP

 ゴムパッキン製造の高石工業は水素エネルギー施設の部品を
開発し、米国輸出を開始。

 水道や都市ガスで培ったパッキン技術を水素ビジネスに転用
したもの。現地の水素ステーション運営会社に採用され、
2020年までに約30施設へ納入する。

水素エネルギー施設の部品を海外に供給

 松田鉄工所（周南市）は水素ステーションの低コスト化や
安全性向上につながる高圧配管溶接技術を開発。

 鋼材を脆くする水素に耐性を持つ、ステンレス系の新規材料
を使い、ねじではなく溶接で配管同士をつなぐ技術の開発に
成功。配管の保守費用低減が期待される。

低コスト化につながる高圧配管溶接技術の開発

【パッキン技術を転用した部品】
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 水素を活用する発電システムについては、500kWのディーゼル発電機への水素混焼コジェネレーションシステ
ム実証を日立製作所他が、1MWコジェネ用ガスタービンの商用化を川崎重工が発表。

出典：日立製作所 プレスリリース

水素発電の開発動向（日立）

 日立製作所とデンヨー興産、産業技術総合研究所は、福島
県郡山市で水素混焼発電システムの実証を開始すると発表。

 化学工場の排出ガスに含まれる水素や再生エネルギーの電
力で製造した水素を500kWのディーゼル発電機で液体燃
料と混焼利用。石油コンビナートや鉄鋼・化学プラントで生成
される副生水素を活用し、電気と熱を自家消費する事業モ
デルの普及・拡大につなげる。

出典： NEDO プレスリリース

水素発電の開発動向（川崎重工）

 川崎重工は、水素と天然ガスと燃料を自在に切り替えられる
ガスタービンを2020年度をめどに商用化する予定。

 両方の燃料に対応できる燃焼器を開発。神戸市で参画する
実証事業に適用し、1MW級コージェネレーションシステムが
４月に水素燃料のみで運転に成功。

 将来は再生可能エネルギーで製造した水素を燃料に用いる
「CO2フリー」の電源として活用を見込む。

【水素混焼発電システム】 【コージェネレーションシステム外観】
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 アンモニアを燃料に用いた発電に、日揮、IHIが成功し、アンモニア発電に係わる技術開発が進む。

出典：日揮 HP

アンモニア発電の開発動向（日揮）

 日揮と産業技術総合研究所は、再生可能エネルギー
の電力で製造した水素を原料とするアンモニアを合成し、
そのアンモニアを燃料に用いた発電に成功したと発表。

 低温・低圧で効率的なアンモニア合成が可能な新たな
ルテニウム触媒を開発し、それを用いた実証試験でのア
ンモニア製造を実施。

 合成したアンモニアを47kWガスタービンで燃焼・発電。
 今後は発電装置の大型化やアンモニアの製造コスト削

減を目指して研究を継続する。

アンモニア発電の開発動向（IHI）

 IHIはアンモニアと天然ガスの混焼試験を横浜事業所で
実施し、2000kW級ガスタービンでは世界初という熱量
比率20％の混燃に成功。

 ガスタービンの燃料としてアンモニアを利用する燃焼技術
の実用化にめどが付いた。

 今回の実証試験では、既存の燃焼器をアンモニア混焼
用に改良することで、アンモニア混焼時の安定燃焼を達
成すると同時に、NOxの生成を抑制することに成功。

出典：IHI プレスリリース

【アンモニア発電設備（IHI）】【アンモニア合成実証試験装置（日揮）】
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 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーキャリア」において、基礎実験レベルながら、水素燃
料の優れた燃焼特性を活用した新しい燃焼方式が確立。

出典： 産業技術研究所 プレスリリース

火花点火水素エンジンの開発に成功
 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーキャリア」において、産業技術総合研究所、岡山大学、東京都市

大学、早稲田大学の研究グループは、試験用小型エンジンを用いた基礎実験で、水素燃料の優れた燃焼特性を活用し
た新しい燃焼方式を確立し、世界初となる高熱効率・低NOxを実現できる火花点火水素エンジンの開発に成功。

 東京都市大学が提唱する、燃焼室に噴射した水素燃料噴流が分散する前の塊の状態で燃焼させる過濃混合気点火
燃焼方式（PCC燃焼）を採用し、燃焼室壁面近傍での燃焼を減らすことに成功。

 さらに、燃焼ガス温度の低い希薄混合気で、燃料の塊からNOxの生成が増加しないように水素濃度を制御し、噴流の形
状と点火までの時間を最適化してNOxの生成を減らすことにも成功。

【火花点火水素エンジンの概要】
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出典： 旭化成 プレスリリース

 旭化成では大型電極を用いたアルカリ水電解設備の試験運転を開始。

大型電極を用いたアルカリ水電解設備の試験運転開始（旭化成）

 旭化成は、大型電極を用いたアルカリ水電解設備を使い、IHIと共同で再生可能エネルギーによる「グリーン水素」製
造の試験運転を開始したと発表。

 電極面積3m2の大型アルカリ水電解設備を活用し、最大水電解電力は120kW、水素製造能力は25Nm3/h。
 この設備で得られる知見をもとに、セルスタック数を拡張した1ユニット10MW級の大型アルカリ水電解システムの実用

化に取り組む。

【アルカリ水電解設備】



MHIR Confidential

CO2フリー水素関連の取り組み動向（PEM形水電解）

21

出典：日立造船 HP

 日立造船は、1時間あたりの水素発生量が国内最大級の水
素発生装置を開発したと発表。

 今回開発した装置は高分子膜を用いて、従来の装置の倍
以上の水素発生量となる。

 貯蔵した水素は燃料電池を使い電気に戻すことが可能で、
風力発電などでの電力余剰分を、水電解装置を介して水素
として貯蔵する際に使う。

 柏工場で実証実験し、来年度の販売開始を目指す。

水素発生量が国内最大級の装置を開発（日立造船）

 PEM水電解装置の開発に関する発表が、日立造船、神鋼環境ソリューションから行われた。

水素発生装置を33％小型化（神鋼環境）

 神鋼環境ソリューションが新しいオンサイト型の水電解式水素
発生装置を開発。従来モデルの性能はそのままに、設置面
積やメンテナンススペースを大幅に削減したのが特徴。

 従来の機種に対して設置面積比約33％減、容積比約
15％減の小型化を実現。

 背面並びに側面方向のメンテナンススペースの確保が不要と
なり、約85％のメンテナンススペース削減が可能となった。

新機種『H2BOX-Ⅱ』（写真は試作機） 右：現行機種「H2BOX」
出典：神鋼環境ソリューション ニュースリリース

【水素発生装置（日立造船）】 【水電解式水素発生装置（神鋼環境ソリューション）】
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愛知県の低炭素水素認証制度

 再エネ由来の低炭素水素の認証制度を愛知県が導入した。

出典：愛知県 HP

 愛知県は、太陽光やバイオガスなどの再生可能エネルギーを用いて製造した水素を「低炭素水素」として、認証する
制度を全国で初めて開始した。

 有識者で構成する低炭素審査会を設立し、民間事業者の事業計画を認定する。
 低炭素水素をつくる過程で生じたCO2量など、１年間の実績を踏まえて認証の総量を決める。
 トヨタ自動車や中部電力、東邦ガスなどが共同で水素製造の計画を作り認証を申請する見通し。

【低炭素水素認証制度の概要】
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出典： アルハイテック HP

廃アルミ再利用した、水素生成装置
レンタル事業の開始

 アルハイテック（高岡市）は、開発した水素生成装置のレン
タル事業を開始。廃アルミから水素を発生させる装置で、市
販の燃料電池とつなぐことで発電が可能。

 同社が開発した「エ小（こ）僧（ぞう）」は、アルミを使ってア
ルカリと化学反応させて水素を発生させる装置で、食品や薬
品の包装紙などアルミの廃棄物を再利用できる。

 CO2排出量は、電源を使ってアルミ廃棄物を焼却処分した
場合と比べて約87％削減できる。

 日本鉄鋼連盟は、鉄鋼業のCO2排出量を、2100年までに
世界全体でゼロにする目標を打ち出した。

 既存の省エネルギー化技術の普及拡大や、開発中の低炭
素化技術の実用化に加え、新たに水素還元製鉄などの次
世代技術の開発に挑戦し、21世紀半ば以降の実用化を目
指す。

 高炉を用いない水素還元製鉄やCO2回収・貯留などの次
世代技術の開発に挑戦する方針。併せてこれらの社会実装
に向けて水素の安定供給源や、CO2の埋設場所を確保す
るなどの社会的な環境整備を急ぐよう提唱した。

鉄鋼業界で、2100年までに
CO2排出量をゼロにする目標を発表

 製鉄、アルミ業界で、 CO2排出量を減らす取り組みの中で水素利用を検討するものが見られる。

出典：日本鉄鋼連盟 発表資料

【2100年のCO2排出ゼロに向けたロードマップ】
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出典： トヨタ ニュースリリース

 トヨタ自動車は、工業利用を目的とした汎用バーナーとして「世界初」となる水素燃料のバーナーを、中外炉工業との
協力により開発したと発表。

 新開発の水素バーナーは、水素を緩やかに燃焼させる新機構を導入。化石燃料ではなく、水素を燃やすことにより
CO2排出をゼロにするとともに、空気中での高温燃焼で発生するNOx排出量を一般的な都市ガスバーナー以下のレ
ベルまで低減し、高い環境性能を両立。

 トヨタ本社工場（愛知県豊田市）鍛造ラインに導入しており、「トヨタ環境チャレンジ2050」の「工場CO2ゼロチャレン
ジ」達成に向けて他の国内工場にも順次展開していく方針。

トヨタが世界初の水素バーナーを開発

 トヨタが世界初の水素バーナーを開発した。水素を燃やすことによりCO2排出をゼロに、NOx排出量も低減。

【水素バーナーの概要】
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出典： NEDO ニュースリリース

人工光合成の実現へ向けた光触媒の開発

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と人工光合成化学プロセス技術研究組合（ARPChem）は、
東京大学とともに、太陽電池の材料として用いられているCIGSをベースに、太陽光のスペクトル強度がピークとなる可
視光領域（波長400～800nm）の光を吸収する光触媒材料を開発した。

 水素生成エネルギー変換効率12.5％と、世界最高の水素変換効率を達成した。

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と人工光合成化学プロセス技術研究組合
（ARPChem）は、光触媒を開発し、水素生成エネルギー変換効率12.5％と、世界最高の水素変換効
率を達成。

【水素生成光触媒の原理】
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出典： AGC ニュースリリース

 AGCは、耐久性5倍の無補強高性能電解質薄膜を開発した。これによって燃料電池の耐久性向上と電解
質膜の薄膜化による燃料電池スタックサイズの小型化、システムの簡素化が期待される。

耐久性に優れた無補強高性能電解質薄膜の開発

 AGCは、ポリマー主鎖の柔軟化という新しいコンセプトでポリマー設計を行い、ミクロ構造を制御した燃料電池用のフッ
素系電解質ポリマーを開発。

 電解質の膜厚を従来の5分の1に相当する5μmにしても、25μmの無補強の従来品に対し、5倍以上の乾湿サイクル
耐久性を持たせることに成功した。

 薄膜化した電解質膜を用いることで、発電出力の向上が達成できる。
 電解質膜の薄膜化により、燃料電池スタックサイズの30％小型化や、加湿器が不要な簡素なシステムが達成されるこ

とが期待される。

【開発した電解質ポリマーの特性】
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海外動向（デスクトップ調査）の要約
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 米・加、欧州、中国、韓国、オーストラリア、その他地域で水素・燃料電池関連で本年度目立った取り組みを以下に示す。

 FC商用車の導入の本格化、多様なモビリティのFC化が世界的なトレンド。特に、FC商用車への取組みが強化された。

 CO2フリー水素（Power to Gas）の取組みも活発化を見せ、キャリア・用途共に多様化の傾向。

項目 米国・カナダ 欧州 中国 韓国 オーストラリア その他

ロードマッ
プ発表

－ ◎ － ◎ ◎ －

FCV・モビ
リティ

◎
昨年度に続き、FCトラック
の取組みが活況。FCフォー
ク導入台数は2万台突破。

◎
FC列車が世界初の走行。
その他FC船、多様なモビ
リティのFC化を進める。

◎
バスやトラックを始め
としたFC商用車導
入を強力に推進。

◎
Hyundaiの国内外
でのFCV・商用車導
入の動きが活発。

－

○
インド・東南アジアで
のFCバス実証等で
の動向が目立つ。

水素ス
テーション
(ST)

○
カリフォルニア州で2024年
迄の水素ST建設計画発表。

○
ドイツでは50箇所の水素
ST開所。欧州全体で約

120箇所の水素ST開所。

◎
FCモビリティ導入加
速を受け、水素ST
建設の動きも加速。

◎
FCモビリティ普及に
向け、官民一体の

水素ST導入を推進。

－ －

水素
サプライ
チェーン

－ － －
◎

水素輸出国としての
地位確立に向け、研
究開発・実証が進む。

Power 
to Gas
(CO2フ
リー水素)

○
アメリカでもP2Gの実証が

徐々に始まる。

◎
Power to Gasの取組
みは、実証事業数や多様

性で他地域に先行。

－ －
◎

水素輸出国としての
地位確立に向け、研
究開発・実証が進む。

－

動向の
まとめ

昨年に引き続き、FC商用
車・FCフォークを中心に取り
組みが活発。P2G実証の

動きも見られた。

FCバスの実証や船舶など
モビリティの導入が進む。
P2Gは大規模化の傾向。

政府・地方の政策に
よる支援の下、FC
商用車導入への動

きが活発化。

ロードマップの発表
Hyundai中心のモ
ビリティ・水素ST関
連の動きが活発化。

水素輸出国として世
界的に地位を確立
するという政府目標
の元、取り組み強化。

アジア・オセアニア・
中東でFCモビリティ
やCO2フリー水素な
どに動きが見られた。
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米国におけるFCモビリティ関連の最近の動向（１）
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 大型商用車関連の動きが活況。特に、FCトラック関連の動向が目を引き、Nikola社、北米トヨタはFCトラッ
クの新モデルを発表。

 Fedexやアンハイザー・ブッシュがFC宅配車・FCトラックの導入を発表し、取組みの加速化を伺わせる。

FCトラック導入の動き
 FedExはニューヨークにおける基本配達ルートにおいてレンジ

エクステンダー搭載の電気自動車を初めて配置する。
 導入されたFC宅配車には、Plug Power によって提供され

た燃料電池システムが採用されている。搭載されたレンジエク
ステンダーにより航続距離は257kmまで伸びた。

 Nikola社がアンハイザー・ブッシュから800台のFCトラックを受
注した。テスラの将来的な受注を奪った形。

 Nikola社のFCトラックは航続距離がEV車よりも長く、長距
離物流における優位性を有する。

【FedEXに導入されるFC宅配車のFCシステム】

大手トラックメーカーのFCトラック関連の動き
 Nikola社は同社にとって3モデル目となる水素燃料電池ト

ラック「Tre」を発表した。従来の米国マーケット向けと異なり、
欧州マーケットを視野に展開する。

 航続距離は500～1200km。水素充填時間は20分。
 2019年の米国フェニックスで開催されるイベントで展示した

のち、2020年にノルウェーで走行テストを実施する。

【Nikola社のFCトラック Tre 】

出典：Nikola社HP 出典：“FedEx Express Hydrogen 
Fuel Cell Extended-Range 
Battery Electric Vehicles”
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米国におけるFCモビリティ関連の最近の動向（２）
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 実証事業において、DOEのFCバスの運転時間および耐久性に関する究極の技術目標を達成。カリフォルニ
ア州では2040年までにゼロエミッションバスへの移行を決定した。

 DOEはFCフォークリフトの導入台数が２万台に到達したと報告し、アメリカはFCフォークリフトの導入において
世界を牽引している。AmazonやDaimlerはPlug Power社製のフォークリフト導入を発表した。

FCフォークリフト導入に関連する動き

 Amazonはニューヨーク州の集配センターにPlug Power
社製のFCフォークリフトを導入する見込み。

 15000~18000ガロンの液体水素を貯蔵する装置を施
設の外に設置し、燃料電池フォークリフトに水素を供給する。

 Daimlerは、400台以上のPlug Power社のFCシステム
を導入している。Plug Power社のFCフォークリフトは延べ
700万時間の稼動実績を有する。

【Plug Power社のFCフォークリフト】

出典：Plug Power社 HP

FCバスに関連する動き
 NRELによればAC Transitにおける２つのバスの運転時間

が、究極目標である25,000時間を突破。１つを除く全て
のバスの運転時間が18,000時間を突破したとしている。

 カリフォルニア州では、2040年までにすべてのバスをゼロエ
ミッションシステムに移行することを決定した。FCバスは現在
の153台から2020年には1,000台に急増することが予想
されている。

【DOE、FTA によるFCバスの性能・コスト・寿命目標】

出典：資料を元に作成

単位 2016年目標 究極目標

バス寿命 年/マイル 12/500,000 12/500,000

運転時間 時間 18,000 25,000

充填回数 回/日 1 (<10分) 1 (<10分)

コスト ＄ 1,000,000 600,000

稼働時間 時間/日/週 20/7 20/7

燃費 dge/マイル 8 8
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米国における水素ステーション関連の最近の動向
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 Nikola社はNel社に水電解装置と対応する水素STを発注した。

 Plug power社は人間の手を介することなくロボットにより水素充填が可能となる水素ステーションを開発した。

 カリフォルニア州では、2024年までに100箇所の水素ステーションを建設するという計画を発表した。

カリフォルニア州における水素ステーション建設計画

 カリフォルニア州における水素ステーションに関する共同報告
書が発表されました。

 カリフォルニアには、現在38の水素ステーションがあります。
 2018年現在、5,658台のFCVが販売またはリースされ、

2024年までに47,200台に増加すると見込まれています。
 2024年までに水素ステーション開所目標である100基を

達成するためには、公的支援・資金が必要となります。

【カリフォルニア州の水素ステーション開所目標】

出典：CEC ”Joint Agency Staff Report on Assembly Bill 8: 2018 Annual Assessment of 
Time and Cost Needed to Attain 100 Hydrogen Refueling Stations in California”

水素ステーションに関連する各企業の動向
 Nikola社は448台の水電解装置および対応する水素ST

をNelに対して発注した。
 電解槽の規模は1GWとしている。水素STは70MPa、クラ

ス８のトラックおよび自家用車に対応する。

 Plug power社は人間の手を介することなく水素充填が可
能な水素ステーションを開発し、その実証事業を完了した。

 共同事業者のRPI社は、当水素ステーションの実証のため
にコンピューターによる視覚的監視システム、センサー、リモー
ト制御システム、ロボットによるノズル操作技術を開発。

 今後、DOEから供給された200万ドルの資金を自立自動
型水素ステーションの開発に用いるとしている。

出典：Nikola社HP

【Nel社製水電解装置】
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米国・カナダにおけるCO2フリー水素関連の最近の動向
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 米国でも徐々にP2Gの実証が始まる。複数の Power to Gas プロジェクトが発表された。

 ITM Powerがマサチューセッツ地域において数MW規模のP2G実証や、カナダ・オンタリオ州マーカムでの
Hydrogenicsによる大型のP2G水素貯蔵施設の運用が開始される。

出典：Enbridge社HP

ITM Powerによる数MW規模のP2G実証

 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した。

 マサチューセッツ地域のP2Gエネルギー貯蔵および再生可能
エネルギー由来の水素の実証試験である。

 Massachusetts Department of Energy 
Resources (DOER) では、2020年までに200MWhと
いうエネルギー貯蔵量の目標を掲げている。

【ITM Power 社製の水電解装置】

カナダでの大型水素貯蔵設備の運用開始

 カナダ・オンタリオ州において、北米初となる2.5MW級の
PEM型水電解施設の運用が開始された。

 運営はガス分配事業者EnbridgeとHydrogenicsのジョ
イント・ベンチャーによって実施される。

 製造された水素の用途は、FCモビリティ用および天然ガス
網注入が想定されている。

【Low-Carbon Energy Projectについて】

出典：ITM社HP
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その他アメリカの動向【燃料電池車・FCモビリティ・ 水素ステーション】
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 大型車向けのレンジエクステンダー製品の導入が目を引く。FCバスの実証試験において耐久性の技術目標を達成。今後
の動向に注目。

 DOEは水素インフラの整備・開発を加速させるために規制緩和の検討を行ない、FCV普及に向けた取組みを推進。

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。

燃料電池車・FCモビリティ・水素ステーション関連の詳細情報

米国DOEは水素インフラの整備・開発を加速させるために規制緩和を検
討しており、ステークホルダーとの強力関係を強化すると発表した。主な目
的は、ボトルネックとなっている連邦規制・法令等の特定、規制による障壁を
緩和するためになすべきことを整理することである。
出典：Department of Energy Seeks Feedback on Regulatory Barriers to Hydrogen 
Infrastructure（6月13日）

FirstElement Fuelは、エア・リキード(Air Liquide)がゼロエミッション
FCV市場向けの初の液体水素製造施設建設に1億5000万ドル超の投
資をすることで、California True Zero Network向けの長期的な再
生可能水素供給を確保した。
出典：FirstElement Fuelのカリフォルニア水素ネットワークが過去最大の契約を受注（11月27
日）

トヨタは、カリフォルニア州でシェルと、大型水素ステーションを１カ所建設す
ると発表。世界最大級の貨物輸送拠点のあるロングビーチ港に設ける方針。
トヨタは昨年10月から大型FCトラックの実証を始め水素インフラも整える。
出典：トヨタとシェル、米加州で大型水素ステーション（4月20日）

NELの水素ステーションH2Station® が水素分配供給ステーションと
して世界で初めてUL認証を受けた。 当水素ステーションが標準として認
証手順の効率化が進み、今後特に米国での水素ステーションの設置が加
速されると見込まれる。
出典：Nel’s H2Station achieves UL certification as the first hydrogen fuelling
station product in the world（4月11日）

米フォード・モーターが独ダイムラーとの燃料電池車分野における合弁
事業を解消することが13日、明らかになった。 FCVをめぐっては燃料と
なる水素のインフラ整備の遅れを主な理由としており、両社は今後、EV
の開発に注力する見通し。
出典：フォード、ダイムラーとの燃料電池合弁を解消へ （6月14日）

Loop Energy社は、南カリフォルニア州でのFAST TRACK Fuel 
Cell Truck Projectにおいて、大型車両向けFCレンジエクステンダーを
供給する予定であると発表した。搭載される燃料電池はLoop Energy社
のFC-REXになる予定。航続距離は320km以上まで延長する見通し。
出典：Loop Energy Fuel Cell Range-Extenders Chosen for FAST TRACK Project（8月10
日）

RONN Motor Groupは中国で電気自動車、燃料電池自動車を開発
するための合弁会社の設立を発表した。「燃料電池乗用車は、2020年
から2025年にかけて市場は量産段階に入ると予想されている」と同社の会
長はコメントしている。燃料電池/バッテリー電源システムを搭載した軽量のナ
ノコンポジット商用車に向けられると述べた。
出典：Scottsdale’s RONN Motor Group will partner with China（1月28日）

https://www.energy.gov/articles/department-energy-seeks-feedback-regulatory-barriers-hydrogen-infrastructure
https://japan.cnet.com/release/30282722/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2965948020042018L91000/
https://www.gasworld.com/nels-h2station-achieves-ul-certification/2014516.article
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3176924014062018TJ2000/
https://www.prnewswire.com/news-releases/loop-energy-fuel-cell-range-extenders-chosen-for-fast-track-project-300693932.html
https://azbigmedia.com/scottsdales-ronn-motor-group-will-partner-with-china/
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各モビリティの普及台数がFCV4,500台、FCフォーク16,000台以上、FC
バス25台以上、とその多様性が特徴。カリフォルニア州では、規制の関係も
あり、2025年までに200基の水素ステーション建設を目標に掲げ、州政府
も2018年までに$235Mの投資を行うと発表。今後もモビリティを中心に活
発な動きが見られると予想される。

出典：DOE ”Hydrogen and Fuel Cell Program Overview”.

アメリカの動向（その２）【CO2フリー水素・その他】
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 DOEは、Ecolectro社に170万ドルを授与しアルカリ交換膜の研究開発の推進を支援。

 FuelCell Energy Inc.は、2つのバイオガス燃料電池プロジェクトを発表。再生可能エネルギーとCO2フリー水素の両方
を生産する燃料電池システムを埋め立て地に設置する予定である。

全体要約：複数の Power to Gas プロジェクトが発表され、DOEの水電解技術開発では、安価な水素製造を目指す。
定置用FCでは、MW級商や研究開発の開始など大型化への動きが見られた。

CO2フリー水素・定置用FC関連の詳細情報

エネルギー事業者Exelonは、イリノイ州において風力発電で生じた余剰電
力がある場合に原子力発電所の原子炉を水素製造に用いることを検討。水
素は鉄鋼製造、アンモニア製造、自動車用として利用される見込み。
出典：Nuclear Operators Scramble To Make Reactors Flexible Enough For New Energy 
Economy（8月1日）

米国エネルギー省(DOE)は、クリーンな水素燃料の開発を加速するために
Ecolectro社に170万ドルを授与した。 商業規模でのより安価な水素燃料
開発はまだ達成されていないが、Ecolectroはアルカリ交換膜材料でこれを変え
たいと考えている。米国エネルギー省は、資金援助を行って、それを実現するた
めの援を行っている。
出典：Ecolectro to speedup hydrogen fuel development thanks to DOE grant（12月4日）

California Hydrogen Business Councilは政府に、Hydrogen 
Councilの2030年までに輸送部門の水素を100%再生可能エネルギー
由来とする目標に向けて、グローバルな共同体制を作ることを求める声明を
発表した。
出典：California Hydrogen Business Council calls for decarbonised hydrogen for 
transportation（1月11日）

米国のFuelCell Energy Inc.は、カリフォルニア州で2つのバイオガス燃料
電池プロジェクトの開発を発表した。 そのうちの1つは、オレンジカウンティでの
埋立地ガスの再生可能電力と水素への変換である。
出典：FuelCell Energy enters option agreement for landfill gas project（1月10日）

【参考】アメリカのFCモビリティ関連の市場動向について

https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2018/08/01/nuclear-operators-scramble-to-make-reactors-flexible-enough-for-the-new-energy-economy/#7c3d0b7613bd
http://www.hydrogenfuelnews.com/ecolectro-to-speedup-hydrogen-fuel-development-thanks-to-doe-grant/8536488/
https://www.gasworld.com/chbc-calls-for-decarbonised-hydrogen/2016296.article
http://biomassmagazine.com/articles/15870/fuelcell-energy-enters-option-agreement-for-landfill-gas-project
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欧州のFCモビリティ関連の最近の動向(１)
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 FCバス、FCタクシー等、多種多様な分野でのFCモビリティを導入する動きが目立つ。

 FCバス関連実証事業の動きが昨年に引き続き活発であり、JIVE2プロジェクト内では2020年までに300台
のFCバスの導入を目指すとされる。

FCバスに関する動向

 EUのJIVE１及びJIVE２のプロジェクトの下、 ドイツのケル
ンおよびヴッパータールの2都市にFCバスが40台導入される。

 JIVE２プロジェクトでは、14都市にわたり新たに152台の
FCバスを導入する計画。

 JIVE・JIVE2プロジェクトにおいて、2020年代前半に300
台のFCバスの導入を目指す。

 また、欧州の選出された地域に600台のFCバスを導入する
プロジェクトが計画されている。

 JIVE2においては、耐久性実証のためにFCバスの運転時
間を15000時間/3年としいている。

【JIVE、JIVE2実証においての導入予定FCバスの台数 】

FCタクシーに関する動向

 トヨタモーターヨーロッパは2月21日、FCモビリティのさらなる
推進を目指して、合弁会社の「HysetCo」を設立した、と
発表した。

 この合弁会社は、エアリキード、idex、STEPの3社と共同で
設立され、フランス・パリ市内に2020年末までに、600台の
FCタクシーを配備することを目指す。

 トヨタモーターヨーロッパは2017年7月、このプロジェクトに参
画し、燃料電池車のミライ25台がタクシーとして配備。その
後、導入を増やし、現在のFCタクシーの配備台数は100
台に到達している。

【HyPEにおけるFCタクシー】

出典：Air Liquide HP出典：各資料を元に作成

Cluster名
導入FC

バスの台数

Benelux 50

France 15

Germany/Italy 88

Northern/Eastern Europe 50

UK 88
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 ドイツ・ブレーマーフェルデにおいて、世界で初めてのFC列車
の商用運行が開始される。

 走行速度は100km/h、水素は移動式水素ステーションか
ら充填される。

 Alstomは英国国鉄321形列車をFC列車に代替する方
針を発表した。

 最初の代替実施は2021年の予定。最終的には100両の
321形が代替されることになる。

 Alstomによれば列車の航続距離は1000kmになり、最
大速度は140kmになると見込まれる。

 H2-Industries社とLloyd's Register (LR)は液体有機
水素キャリア(LOHC)を利用した電動船舶の基準策定で協
業している。

 スコープはLOHCの船舶向けの充填に関する項目、船上水
素貯蔵に関する項目、動力プロセスに関する項目等である。

 LOHCは従来のディーゼルと同様な貯蔵方法が適用可能で
ある他、LOCHはエネルギー効率が高く、非爆発性でかつ可
燃性が低いとされる。

 H2 Industries社はドイツのボートメーカーである
Nobiskrug社とLOHCによるエネルギー貯蔵を行う燃料電
池ヨットの開発を行っている。29mのヨットで価格は$900万。

 19年Q1に市場投入予定だが、200基のオーダーを受けたと
の同社CEOのコメントあり。

3535

欧州のFCモビリティ関連の最近の動向(２)
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 ドイツでは、AlstomのFC列車の運行が開始。フランスやイギリスでも開発が計画され、FC列車の導入が拡
大していくと考えられる。

 H2-Industries社とLloyd‘s Register (LR)は、液体有機水素キャリアを利用した電動船の安全基準策
定へ向け協業、Power Cellは海洋向けのFC動力システムの開発をSiemensと共同で行う。

燃料電池列車に関する動向

【Alstom のFC列車 Coradia iLint 】

燃料電池船に関する動向

出典：Alstom HP 出典：H2 Industires HP
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欧州のCO2フリー水素関連の最近の動向(１)
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 欧州でのPower to Gasの取組みは、実証事業数や多様性において他地域を先行しており、引き続きその
動向に注目。

 水素の利用用途も様々で、製鉄用、工業用、熱利用（ガス網注入）、原料用（リファイナリー）、エネル
ギー貯蔵などの実証が目立つ。

ドイツのグリーン水素を利用した製鉄実証

 Linde AG、Salzgitter Flachstahl GmbHおよび
Avacon Natur GmbHは製鉄業におけるCO2排出削
減を目的としたプロジェクト「Salzgitter Clean 
Hydrogen」を発表した。

 風力発電と水電解装置を用いて水素を生成し、製鉄業
での水素導入量の拡大を目指す。

 約400Nm3/hの容量を持つPEM水電解装置が運用さ
れる予定。

 プロジェクト全体のコストは風力タービン、水素製造用水
電解装置の既存配電網への接続などを加えて、約
5,000万€に達している。

【Salzgitter Clean Hydrogen の概要 】

イギリスのガス網注入プロジェクト

 英国政府機関が水素のガス網注入プロジェクト
HyDeployを認可した。

 当プロジェクトはキール大学の大学内ガス網に水素を
20%の割合で混合する。来年開始され、大学内の17施
設の他、100の居住用設備に提供される。

 本プロジェクトの運営者はガス網事業者であるCadentで
ある。Cadentによれば、当プロジェクトと同程度の水素混
合が英国でなされた場合、毎年CO2の排出を600万トン
削減できるとしている。

【HyDeploy の概要】

出典：HyDeploy Press over view出典：Salzgitter Clean Hydrogen HP
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 オークニー諸島で、スコットランド政府が中心となった水素プ
ロジェクト「Surf 'n' Turf」がスタートした。

 離島において風力と潮力で発電した電力を使い水電解装
置により水素製造し、需要地である本島にフェリーで運搬。
燃料電池で発電し、再び電力として使う。

 ITM Powerが設置したプラントは出力500kWである。
ITM PowerのPEM型水電解装置は、モジュール化された
設計のためスケールアップしやすい。

 Proton Motorが産業用途向けに開発した出力25kWの
PEFCシステムを採用した、合計75kWのFCシステムによっ
て発電される。
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欧州のCO2フリー水素関連の最近の動向(２)
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CO2フリー水素由来アンモニア製造

 Siemensは英国オックスフォードにおいて世界で初めてのア
ンモニアをエネルギー貯蔵に用いる実証試験を開始する。

 水電解によって製造されたCO2フリー水素を利用し、アンモ
ニアを製造しており、用途は発電用燃料、自動車燃料、工
業用冷却剤等を想定している。

 エネルギー貯蔵媒体としてのアンモニア活用は初の試み。

離島での実証プロジェクト

 アンモニア製造、メタネーションや離島での実証などの取組みが目を引く。

 Siemensは、CO2フリー水素を利用したアンモニア製造の実証を開始し、エネルギー貯蔵媒体としてアンモニ
アを利用する。また、英国の離島におけるグリーン水素利用のぷろ

【本実証設備の概略図】

【 Surf ‘n’ Turf プロジェクト概要】

出典：Community Energy Scotland HP出典：Siemens ”Green Ammonia” 2017.
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ドイツの動向（その1）【燃料電池車・FC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および従来の協業体制の解消を複数発表。その中でDaimlerによりプラグイン
型の燃料電池商用車が発表された。

 一方、FCバス、FC商用車、FC鉄道の導入に向けた取り組みが官民により着々と進められている。

 2018年4月時点でFCVは約500台普及、FCバスは16台稼働、FCフォークリフトは100台弱導入、水素ステーションは
43箇所稼働。

FCV・商用車についての詳細情報自動車メーカーの取り組み・協業についての詳細情報

全体要約：複数の自動車メーカーが新たな協業や従来体制の解消を発表。その中で商用車や鉄道といった分野で燃料
電池の導入に向けた取り組みが着々と進む。

メルセデスベンツは7月2日、燃料電池コンセプトカー、『コンセプト・スプ
リンターF-CELL』を発表した。 F-CELLの大きな特徴は、GLC F‐CELL
同様、外部充電が可能なプラグイン機能付きの燃料電池車という点であ
り、バッテリーは、家庭および充電ステーションで充電できる。
出典：メルセデスのプラグイン燃料電池車、商用車に拡大展開…航続最大500km（7月
３日）

フォルクスワーゲンは9月27日、次世代の燃料電池車向け技術を、米
国のスタンフォード大学と共同開発したと発表した。 両者は、貴金属の
プラチナの使用量を減らした次世代の燃料電池触媒を開発することに成
功したと発表。
出典：VW、次世代の燃料電池車向け技術を開発…大幅なコスト削減が可能に（9月
28日）

AudiはHyundaiと燃料電池自動車に関する技術の共同開発関係を
締結した。関連する知財や部品などを共有できる体制を構築する予定。
出典：Hyundai teams up with Volkswagen's Audi to boost hydrogen 

cars（6月20日）

ドイツの物流企業であるDHLグループは子会社であるStreerScooterに対
して、2020年までに水素ステーションの建設と100台の燃料電池バンWork 
Lを注文した。 当車両はDHL Expressの業務用に用いられる予定。
出典：StreetScooter builds fuel-cell vans for DHL and Innogy（8月8日）

ドイツの自動車部品メーカーのFPT Industrieｓはドイツのハノーバーに
あるIAA商用車見本市で水素燃料電池パワートレインのコンセプトを発表し
た。 FPT Industrieｓはこの技術を商用車に適用する事を考えている。
出典：FPT INDUSTRIAL SHOWS ITS HYDROGEN FUEL CELL POWERTRAIN CONCEPT
AT IAA 2018 IN HANNOVER（9月19日）

ベルリンを拠点とするELO Mobilityは、HyMove、WS Consulting、
Fraunhofer交通インフラシステム研究所、およびBTSバストレーラーサービ
スと協力して、水素燃料電池技術を統合したモジュール式バスコンセプトを立
ち上げた。 開発チームは2021/2022の納入を見込んで、最初のモデルの開発
を進め始めている。
出典：ELO Mobility planning hydrogen bus（2月12日）

https://response.jp/article/2018/07/03/311484.html
https://response.jp/article/2018/09/28/314465.html
https://www.reuters.com/article/us-hyundai-audi/hyundai-teams-up-with-volkswagens-audi-to-boost-hydrogen-cars-idUSKBN1JG0NA
https://www.fleeteurope.com/en/lcv/germany/features/streetscooter-builds-fuel-cell-vans-dhl-and-innogy
http://www.fptindustrial.com/global/en/Lists/PressEventsList/Attachments/496/190918_HydrogenFuelCell_Concept.pdf
http://www.fptindustrial.com/global/en/Lists/PressEventsList/Attachments/496/190918_HydrogenFuelCell_Concept.pdf
https://www.gasworld.com/elo-mobility-planning-hydrogen-bus/2016603.article
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ドイツの動向（その2）【CO2フリー水素・その他】
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 昨年度に引き続き、複数のPower to Gasの実証試験が始動。NRW州ヘルテン市では旭化成のアルカリ水電解システ
ムを用いた「グリーン水素」実証プロジェクトが開始。

 メタネーションによる風力エネルギー由来のメタン製造の実証プロジェクトが開始。またドイツによるオーストラリアやモロッコ等で
CO2フリー水素・アンモニア製造への取り組みも開始、Power to Gasの多様化・国際化が進む。

他国でのPower to Gasに関する詳細情報ドイツ国内でのPower to Gasに関する詳細情報

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Power to Gas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の多様化・国際化が進む。

Thyssenkrupp社は豪州のインフラ企業H2Uと30MW水電解水素製
造プラントおよびアンモニア製造設備の建設を契約。再生可能エネルギーか
らCO2フリーのアンモニアを作る初の商用設備となる見通し。
同プラントでは10MWの水素燃焼ガスタービンと5MWの燃料電池が電力網
へ電力を供給。一連の実証をグリーン水素のアジア太平洋圏への輸出のた
めのデモンストレーションとするという計画。
出典：German power-to-gas facility opens green methanation plant; €28M STORE&GO 
project （5月13日）

リン酸や化学肥料を扱うモロッコ企業であるOCPグループは、ドイツの研究
機関であるFraunhofer IMWSと共同で、持続可能な肥料製造のため
のCO2フリー水素とアンモニアの製造技術の開発に取り組む。
パイロットプラントは既にドイツLeuraに構築されており、今後はFraunhofer
IMWSの協力のもとで、アンモニア製造施設をOCPグループがモロッコでも建設
する。
出典：Thyssenkrupp Lands Contract with Australian Company H2U（7月3日）

ドイツのFalkenhagenにある既存の電力ガス(PtG)施設へのメタン化プラ
ントの拡張は、国際的な2,800万ドル(3,350万ドル)のSTORE＆GO研究
プロジェクトの一環として正式に開始した。 メタン化プラントの建設は2017年7
月に開始された。
出典：German power-to-gas facility opens green methanation plant; €28M STORE&GO
project（5月13日）

旭化成、「グリーン水素」実証プロジェクトを始動。NRW州ヘルテン市にお
いて風力模擬電源を使って水素を生成する実証プロジェクトを開始した。
出典：旭化成、「グリーン水素」実証プロジェクトを始動（5月9日）

ドイツのエネルギーサービスプロバイダーであるE.DISとベルリンに拠点を置く
天然ガスベンダーのGASAGは、ドイツのブランデンブルクでP2Gプロジェクト
を開発するための協力契約を締結した。 水素はP2Gでの電気分解による再
生電力によって生成され、この「グリーン水素」は既存のガスネットワークに供給さ
れ、その巨大な貯蔵容量を利用することができる。
出典：E.DIS and GASAG cooperate on power-to-gas project（1月30日）

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ21H9A_R20C17A9000000/
https://www.gasworld.com/cologne-to-have-largest-fuel-cell-bus-fleet-in-germany/2013568.article
http://www.greencarcongress.com/2018/05/20180513-falkenhagen.html
https://www.thelocal.de/20170912/state-of-the-art-hydrogen-taxis-mean-you-can-call-a-cab-guilt-free
https://www.gasworld.com/edis-and-gasag-cooperate-on-p2g-project/2016418.article
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フランスの動向（その1）【政策】
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 6月に水素に関する国家戦略「エネルギー転換における水素展開計画」を発表。フランスは同分野のリーダーとなることを
目標に、商用車中心のFCモビリティ、水素ステーション、グリーン水素利用について数値目標を設定。グリーン水素トレーサ
ビリティシステム導入も予定。 2019年から1億ユーロの予算を獲得し取り組みを進める。

 フランス政府のエネルギー計画の検討の中で、4月にフランス水素燃料電池協会（AFHYPAC）はAir Liquideら13の
企業・研究機関と共同で行った報告では、水素はフランスのエネルギーと経済に大きな影響を与え、2050年にCO2フリー
水素はエネルギー需要の2割を占め、その利用に伴うCO2削減量は550万トン、経済効果は400億ユーロに至ると試算。

フランスのエネルギー・経済への水素の影響の詳細情報「エネルギー転換における水素展開計画」の詳細情報

全体要約：6月に水素に関する国家戦略を発表。取り組みを大きく加速。

フランス政府のエネルギー計画の検討において、フランス水素燃料電池協会
（AFHYPAC）はAir Liquideら13の企業・研究機関と共同で水素がエ
ネルギーと経済に与える影響について報告した。
同報告では、フランスの脱炭素化の中で水素・燃料電池がCO2削減に主とな
る役割を果たすとし、経済に与える影響について分析している。
CO2削減量は2050年までに550万トン(パリ協定で要求される削減量の
1/3)、水素産業による経済効果は400億ユーロに到達し、15万人の雇
用を創出する。ただし、水素を展開するには2028年までに設備や研究開発
への初期投資として、80億ユーロが必要としている。

出典：Air Liquide and 12 partners publish prospective study of the role of carbon-free 
hydrogen in energy transition in France（4月5日）

各分野における数値目標

その他グリーン水素活用に向けて、欧州再エネ指令に基づき水素製造源を
同定するトレーサビリティシステムを2020年までに導入することを予定。
出典：plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique（6月1日）

分野 2023年目標 2028年目標

軽商用車 5000台 2万-5万台

重商用車
（バス、トラック、鉄道、
船）

200台 800―2000台

水素ステーション 100基 400-1000基

産業でのグリーン
水素利用

工業用水素の
10％へ導入

工業用水素の
20-40％へ導入

https://www.gasworld.com/air-liquide-and-12-partners-publish-study/2014485.article
https://www.gouvernement.fr/argumentaire/plan-hydrogene-faire-de-notre-pays-un-leader-mondial-de-cette-technologie
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フランスの動向（その2）【FCモビリティ・水素ステーション、CO2フリー水素】
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 EDF、ENGIEなどのエネルギー事業者により商用車利用に向けたステーション整備が進められる。

 Power to Gasについてもエネルギー事業者を中心に、ガス網への水素注入の実証プロジェクトや南米における大規模な
再エネ由来水素製造への取り組みも開始、Power to Gasの大規模化・国際化が進む。

Power to Gasに関する詳細情報FCモビリティ・水素ステーションに関する詳細情報

全体要約：エネルギー事業者が水素関連の取り組みで大きな役割を担っており、商用車利用に向けた水素ステーションの
整備やPower to Gasの実証事業が進められている。

フランスで初めての水素を天然ガス網に注入するPower to Gas実証
事業「GRHYD」が開始された。ENGIEおよびADEMEが参画し、フランス
北部ダンケルク地方で実施される。天然ガスに対して6％のレベル（最大
20％）で注入、100世帯と、村の保健所のボイラーでの熱利用に用いら
れる。
出典：Partners in the GRHYD project inaugurate France’s first Power-to-Gas 
demonstrator（6月12日）

フランスのH2V INDUSTRYはDunkerqueプロジェクトで、ノルウェー
の水電解装置メーカーHydrogen Proをパートナーとして選択した。
野心的な「Power to Gas」プロジェクトである「Les Hauts de France」
プロジェクトは、5年間にわたり５つの水素生産ユニット(それぞれ100MW)
を建設することを目指している。
出典：H2V INDUSTRY and Hydrogen Pro join forces（10月10日）

南米のフランス領ギアナにおいて、フランスの水素事業者HDF Energy
はプロジェクトCentrale électrique de l’Ouest guyanais
(CEOG) を立ち上げた。世界最大級の太陽光発電-水素製造・エネル
ギー貯蔵システムの建設が目的である。太陽光発電は55MW、水素貯
蔵量は140MWhである。費用は9,000万ドル。140MWhは現在世界
最大となり、これまでの最大級である豪州のTesla等によるプロジェクト
129MWhを上回る。水素製造コストは、電力代を除いて€0.1/kWhとし
ている。
出典：Hydrogen based solar-plus-storage project launched in French Guiana（5月29
日）

フランスのエネルギー事業者EDFは、フランスで水素に関するソリューションを
積極的に展開しているMcPhyに1,600万ユーロを投資し、McPhyの最大
株主になる。McPhyは国内の20か所の水素ステーションのうち、13基を供
給している。McPhyは、水素ステーションのほか電解槽や水素貯蔵施設などの
水素ソリューションを提供している。
出典：EDF investing €16M in hydrogen specialist McPhy（6月6日）

フランスのエネルギー事業者ENGIEは、フランス最大のマルチ燃料ステーショ
ンを発足した。ステーションはルンギスの国際市場の中心に位置、水素は
Symbio社のFCシステムを搭載した50台のRenault・Kangooに供給。
出典：ENGIE inaugurates the largest hydrogen utility fleet and the first 
alternative multi-fuel station in France（6月7日）

フランスの水素専門事業者McPhyはオー・ド・フランス地域で６台のFC
バスへの向けの水素ステーションを設置する。
FCバスはSMT AGにより運用され、これはフランスで初のFCバスとなる。水
素ステーションは水電解によるオンサイト型で2019年春に供給開始予定。
出典：The Artois Gohelle Transport Authority positions itself with hydrogen（5
月28日）

https://www.renewableenergymagazine.com/panorama/partners-in-the-grhyd-project-inaugurate-francea-20180612
https://www.gasworld.com/h2v-industry-and-hydrogen-pro-join-forces/2015616.article
https://www.pv-magazine.com/2018/05/29/hydrogen-based-solar-plus-storage-project-launched-in-french-guiana/
https://www.electrive.com/2018/06/06/edf-investing-e16m-in-hydrogen-specialist-mcphy/
https://www.engie.com/en/journalists/press-releases/largest-hydrogen-utility-fleet-alternative-multi-fuel-station/
https://mcphy.com/en/press-releases/the-artois-gohelle-transport-authority-positions-itself-with-hydrogen/
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 FCモビリティ関連では、商用車、船、列車、ドローンに関して動きが見られた。

 ITM Powerと住友商事のMW級の大規模なCO2フリー水素プロジェクトの発表。CO2フリー水素を用いたメタノールのガ
ス管網への注入などのプロジェクトが発表された。

CO2フリー水素の取り組み燃料電池車・FCモビリティ関連の取り組み

全体要約：水素専焼エンジン搭載のトラックやFCドローン等、FCモビリティに関しての動きが活発化。CO2フリー水素関連
の取組みも活況で、ガス管注入、離島での実証等が目立つ。

英ITM Powerと日本の住友商事は、日本におけるマルチメガワット級
の水電解装置をベースにしたプロジェクト開発についての戦略的提携に
合意した。 ITM Powerは、この契約の一環として、住友商事に複数メ
ガワットの電解槽システムを供給し、日本国内で独占的に広範囲のプロジェ
クトに統合し、他の市場では非独占的に統合すると発表した。パートナーは
また、オーストラリアのいくつかのプロジェクトの実現可能性調査を実施予定。
出典：ITM Power, Sumitomo to partner on hydrogen projects in Japan（7
月10日）

アイスランドにおけるCO2フリーエネルギー(地熱エネルギー)を活用して
得られたメタノールを混合させる計画が発表された。メタノールはアイスラン
ドにおける地熱エネルギーを利用して水分解から得られた水素と、
Savartsengi地熱発電で排出されたCO2（ガス管を通じて供給）を合
成して得られるものである。
出典：Novel carbon-neutral fuel from Iceland to be mixed with petrol for 
UK cars（7月16日）

ULEMCoは水素専焼エンジンのトラックの実証を年末頃に実施する予
定。
出典：ULEMCo to carry out pioneering hydrogen trial（4月18日）

グラスゴー港を拠点にした客船製造業者Ferguson Marineが中心と
なっているコンソーシアムがEUが主となって拠出している燃料電池フェリープ
ロジェクトHySea IIIに参画することになった。 プロジェクトにおける開発費
は、€1260万と見込まれ、そのうち€930万がEUのHorizon 2020から支出
される。
出典：Ferguson Marine to develop world’s first renewables-powered 
hydrogen ferry（6月20日）

水素燃料駆動ドローン研究専門企業のBSHARKは、初の水素燃料駆動
ドローンHyDrone 1550のメーカーであるMicroMultiCopter
（MMC）とこのほど提携した。 BSHARKは新しい水素燃料駆動ドローン
Narwhal 2を発表した。
出典：BSHARKが水素燃料ドローンNarwhal 2を発表（9月16日）

バスメーカーのアレクサンダー・デニス・リミテッド（Alexander Dennis 
Limited、ADL）は、水素二重デッキ・バスをゼロエミッション・モデルに追
加した。 この技術は、水素燃料電池専門家Arcola Energyによって設計さ
れたEnviro400ダブルデッキバスで開発された。
出典：Alexander Dennis offers hydrogen double-deck bus（11月28日）

https://renewablesnow.com/news/itm-power-sumitomo-to-partner-on-hydrogen-projects-in-japan-619528/
https://www.businessgreen.com/bg/news/3069470/off-grid-ev-charging-afc-energy-unveils-mobile-hydrogen-fuel-cell-system
https://www.hydrogenfuelnews.com/novel-carbon-neutral-fuel-from-iceland-to-be-mixed-with-petrol-for-uk-cars/8535493/
https://www.businessgreen.com/bg/news/3069470/off-grid-ev-charging-afc-energy-unveils-mobile-hydrogen-fuel-cell-system
https://www.airqualitynews.com/2018/04/18/ulemco-to-trial-mega-low-emission-hydrogen-fuel/
https://www.gasworld.com/ferguson-marine-to-develop-hydrogen-ferry-/2014949.article
https://mainichi.jp/articles/20180917/pls/00m/020/514000c
https://www.airqualitynews.com/2018/11/28/alexander-dennis-offers-hydrogen-double-deck-bus/


MHIR Confidential

4343

【参考】オランダの最近の動向

43

 3月に「Hydrogen Roadmap」発表。2050年カーボンフリーに向け本格的取り組み開始。（次頁参照）。

 FCバス・FC鉄道・FCトラックの実証が複数開始予定。

 Gasunieは大規模なPower to Gasプロジェクトを発表。HyStock Projectやバイオメタノール向上へのグリーン水素供
給など、取り組みを活発化させている。

全体要約：3月にロードマップ発表。FCバス導入、Power to Gas実証発表など取り組みが著しい。2030年までに
CO2排出量を50％削減目標を達成するために、エネルギー転換を加速させる。

EUのH2Shareプロジェクトの下で、オランダのVDLは27トンの燃料電
池トラックを開発し、3つの加盟国（BE、NL、DE）の4つのフロントラン
ナーNWE地域と協力し、燃料電池トラックと水素ステーション導入に関す
る実証を行う。これらは、ベルギー、オランダ、ドイツ、フランスの6カ所で実施
予定。
出典：TNO joins H2-Share project to build and demo 27t hydrogen fuel cell 
truck and mobile refueler（7月30日）

ロッテルダム市は、燃料電池と水素共同プロジェクト（FCH JU）に関連
する、3Emotionプロジェクトによる、最初の2台の燃料電池電気バス
（FCEB）の導入を実施した。
バスへの燃料保固有はAir Liquideの既存のステーションが利用される。この
パイロットフェーズは、2025年からの100％排出ガスのない公共バスの準備
段階であると位置づけられている。
出典：First two fuel cell buses launched in Rotterdam under FCH JU-funded 
project(7月4日）

Power to Gas関連の取り組み

Gasunieは、オランダのGroningen州のZuidwending近くのガス貯
蔵場所に、発電からガスへの設備（PTG）を設置することを発表。
Gasunieの子会社であるEnergyStockとNew Energyは、約5,000の
ソーラーパネルを使用して、太陽光発電で持続可能な電力を水素に変換、
地下貯蔵することを目指している。さらに、Tennetの高電圧電力網から持
続可能なエネルギーがプロジェクトに供給される。
このパイロットプロジェクト（HyStock Project）は、1メガワットの容量を持
つオランダの最初の発電施設であり、電力供給技術の拡大に向けた重要な
ステップである。
出典：Gasunie To Invest in Power-To-Gas Unit (6月30日)

NouryonとGasunieは、CO2から再生可能なメタノールを製造するため
に欧州最大のメタノール工場を持ち、バイオメタノールを供給している
BioMCNにグリーン水素を供給することに合意した。NouryonとGasunie
は現在、オランダのDelfzijlで20メガワットの水電解ユニットを使用して、再生
可能エネルギーをグリーン水素に変換することを検討している。プロジェクトの
最終決定は今年後半に予定されている。
出典：NOURYON AND GASUNIE TO SUPPLY GREEN HYDROGEN FOR 
BIOMCN RENEWABLE METHANOL PRODUCTION (2月28日)

燃料電池車・FCモビリティ関連の取り組み

http://www.greencarcongress.com/2018/07/20180730-tno.html
https://www.gasworld.com/rotterdam-motors-towards-zero-emission-transport/2013083.article
https://www.gasunie.nl/en/news/gasunie-zet-duurzame-energie-om-in-waterstof-met-eerste-1-mw-powe?page=1
https://www.chemengonline.com/nouryon-and-gasunie-to-supply-green-hydrogen-for-biomcn-renewable-methanol-production/
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水素利用アプリケーションの導入スケジュールは以下の通り。優先度の高い分野として製造側ではCCS＋ガス改質・水電解 、
利用側ではFCモビリティ（乗用車、バス、フォークリフト、商用車、船など）・水素発電・化学品の原料としての利用等を掲げた
点が特徴的。

出典：TKI NIEUW GAS”Outlines of a Hydrogen Roadmap ”
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 中国ではトラック・バス等商用車を中心にFCモビリティの導入が本格化。上海申竜客車やテロス自動車など
によるFCバスの量産化が開始される。また、Weichaiは、2000台の商用車（トラック、バス、フォークリフト）
の市場投入に関するプログラムを発表した。

 欧州企業とのパートナーシップ契約締結、共同開発等、協力関係構築の動きが見られる。

 9月にWeichaiがBallard社の最大の株主となり、ジョイン
トベンチャーが設立される。

 Weichaiは2000台の商用車（トラック、バス、フォークリフ
ト）を市場投入する。Weichaiは同社のFCスタックを用い
てFCモジュールを組み立てる役割を担う。

 設立されたJVは9000万ドル支払い、バラードのFCスタック
の製造技術およびモジュール製造技術の技術移転を受け
る。提供された技術によって、バス・トラック・フォークリフト商
用車製造を促進させる

中国と米国企業のパートナーシップに関する動向
 比亜迪汽車（BYD）は、US Hybridとの水素燃料電池

レンジエクステンダータイプのFCバスの共同開発を発表した。
 同車種は、ハワイのDaniel K. Inouye国際空港に納入

される予定である。
 本事業はHawaii’s Clean Energy Initiative (HCEI) 

の一部として実施され、ハワイ州で使用されるエネルギーを
100%再エネ由来のエネルギーにする州の目標における中
心的な役割を果たす。

 バスは基本は比亜迪の電動自動車にUS Hybridの燃料
電池を搭載したレンジエクステンダータイプである。

中国におけるFC商用車に関する動向

出典：各資料を元に作成

【中国におけるFCバスの実証状況】

都市名 省名 FCバスの実証数

如皋市 江蘇省 3

如皋市 四川省 10

張家口市 河北省 74

鄭州市 河南省 2

上海市 6

北京市 5

出典：US Hybrid HP

【US Hybrid 社製のFCバス】
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 Air Products, Air liquid は、水素ステーション設備を提供することで協業関係を構築。水素ステーション
の建設は今後増加するものと見込まれる。

 2020年に水素ステーション100基の開所を目指す。上海市や佛山市等で水素ST建設が進む。

 北京中科富海はAir Products社と共同で中国で最初の
液化水素の充填ステーションを設置することを発表した。

 実証から商用化までを行い、その内容は建設、運営、維持
と水素の液化の前段階におけるガス供給を含む。

 広東省にAir products社のSmartFuel®ステーションを
2基提供するとしている。

 35MPaおよび70MPa両方の圧力に対応し、双方の圧力
下で充填容量は一日当たり500kgであり、最大
1500kg/日まで拡充可能である。

 佛山市では、2018年末に８基の水素STが開所されると
している。現行の2基の水素STと合わせると、中国で最多
の10の水素ST数を擁する都市となる見込みである。

 ８つのうち１つは新設であり、他の７つは既存のガソリン
（天然ガス）STに併設されるものである。

 佛山市政府は、2018～2019年の間に1000台のFCバ
スの運転開始と、水素ST28箇所の設置を計画している。

 上海市では、現在13箇所の水素STを建設中（ガソリンス
タンド併設型を含む）である。

 上海市では、2025年には水素ST50箇所、乗用車は2
万台以上、商用車1万台以上の導入を目標としている。

中国の水素ステーション関連の動き

【2018年12月時点でにおける中国での水素ST開所数】

【中国各都市での水素ST開所状況】

ステーションタイプ 開所数 都市名

70 MPa オンサイト 1 大連

70 MPa オフサイト 1 蘇州市(常熟市)

35 MPa オンサイト 1 北京市

35 MPa オフサイト 8 上海市、鄭州市等
出典：30th IPHE Steering Committee 
Meeting Pretoria, South Africa,
“Country Update China (Fall 2018)”

出典：30th IPHE Steering Committee Meeting Pretoria, South Africa,
“Country Update China (Fall 2018)”
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 韓国政府から「水素経済活性化ロードマップ」が発表され、FCモビリティの導入拡大の動きが活発化。

 現代自動車はFCVやFCトラックを欧州へ輸出することを発表。

「水素経済活性化ロードマップ」の発表

 韓国政府は、「水素経済活性化ロードマップ」を発表した。
 ロードマップでは、FCVの生産量を、2040年までに620万

台に増やすほか、水素STを1200か所に増やすとしている。
 政府は、 FCバス4万台、FCタクシー8万台、FCトラック3万

台の導入を予定している。水素STの数は、2018年の14
から2022年には310、2040年には1,200箇所に増える
見通しである。

 FCVは国内で290万台、国外で330万台流通する見通
し。

現代自動車の動向

 現代自動車とFCVに関連する技術において共同開発関
係を締結した。

 お互いの関連する知財や部品等を共有できるようにする。

 現代自動車は、1年間の試用期間を経て、蔚山（ウルサ
ン）の定期便にFCバスを初めて導入した、と発表した。

 来年、全国の主要都市で30本以上のバスが定期的に運
航されることになっている。

 現代自動車は、大型FCトラックを欧州に1,000台輸出す
ると発表した。スイスの水素エネルギー企業「H2Energy」と
供給に関する覚書を交わした。

【現代自動車開発のFCトラックイメージ】

出典：現代自動車 HP

【水素経済活性化ロードマップにおける目標値】

出典：各資料を元に作成

2018 2022 2040

FCV生産台数（台） 2000 81,000 620,000

水素ST数（箇所） 14 310 1,200

定置用
燃料電池
電力供給量

家庭用
（MW）

7 50 2,100

産業用
（GW）

0.3 1.5 15
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オーストラリアのロードマップ関連の最近の動向
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 CSIRO、ARENA、オーストラリア政府が相次いで水素エネルギーロードマップや国家水素戦略の策定を発表。

 研究開発プロジェクトへの資金提供や政策を策定する方針を打ち出し、水素産業において水素輸出国とし
てオーストラリアの優位性を最大化する姿勢を表明している。

 豪州CSIROは、水素エネルギーロードマップ「National 
Hydrogen Roadmap」を発表した。

 市場化に向け、インフラ整備や水素供給コストの低減に取
り組むことで、水素の市場化を目指す

 ロードマップ内では、2025年に既存燃料と競合可能という
見通しを示す。

【ロードマップ内で示された水素供給コスト見通し】

出典：CSIRO “National Hydrogen Roadmap”

オーストラリアのロードマップ関連の動き
 豪州再生可能エネルギー局（ARENA）は、オーストラリア

の風力発電と太陽光発電を活用した「グリーン」水素輸出
を目指す方向性を示した。

 2025年には世界で311-3731トンの、2040年には
15800-82105トンの水素需要が発生するとされる。

 また、2025年にオーストラリアは4.61豪ドル/kgH2(370
円/kg）で水素が提供可能と見積もっており、オーストラリ
アにとって日本は最大の水素輸出相手国とされ、次いで韓
国、シンガポール、中国を相手国として想定している。

オーストラリアの水素輸出構想

【水素需要量、オーストラリアからの輸出量の予測】

国
2025 2030 2040

需要 輸出 需要 輸出 需要 輸出

日本 516 106 1761 368 4131 852

韓国 223 24 728 78 2175 234

中国 226 3 3318 38 17430 197

シンガポール 15 2 2678 7 168 23

その他地域 448 2 11 11 10927 45

単位：1000トン

出典：ARENA “OPPORTUNITIES FOR AUSTRALIA FROM HYDROGEN EXPORTS”
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 日豪間で世界初の褐炭水素プロジェクトが始動。水素エネルギーサプライチェーンの構築を目指す。

 有機ハイドライドを利用した低コストCO2フリー水素製造方法の世界初の技術検証に成功。「CO2フリー水
素」製造技術の社会実装に向けた開発に取り組む。

出典：資源エネルギー庁HPより

 オーストラリアビクトリア州において、褐炭から水素を製造す
る実証プラントの建築が開始された。

 本プロジェクトによって、400の雇用を長期的に新規創出す
ると見込まれている。連邦政府および州政府はこの製造の
ために１億豪ドルを拠出する。

 川崎重工、J-Power、岩谷産業、丸紅、日本政府との取
引が予定され、水素はHasting港から日本へ輸送される。
実証プラントの完成は2021年を予定している。

日豪間での世界初の褐炭水素プロジェクト

 JXTGエネルギー、千代田化工建設、東京大学、クイーン
ズランド工科大学は、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初の技術
検証に成功した。

 本検証の特徴は、水素の利活用拡大に不可欠な水素の
低コスト化を実現するため、有機ハイドライド製造の工程を
簡素化した点にある。

 将来的には有機ハイドライド製造に関わる設備費を約
50％低減することが可能となる。

 太陽光発電の電力を用いた「CO2フリー水素」約0.2kgの
製造に成功した。

「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

出典：JXTGエネルギーHPより

【有機ハイドライドを利用した水素製造工程】

【褐炭水素プロジェクト概要】
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 アジアにおいて、FCV、FCモビリティ関連の動きが活発化。インドでの水素混合ガス駆動のバスの運用、シンガ
ポールでのFCドローン等注目が集まる。

シンガポールのFCドローン関連の動向

 HESエナジー・システムズは、産業用の大規模保守検査用
マルチロータードローンHYCOPTERの発売を発表した。

 HYCOPTERは140gの圧力調整装置を搭載しており、こ
れにより水素圧を350バールから0.5バールに減圧可能であ
る。長時間の滞空時間を有する。

 HYCOPTERは、数分で水素充填が可能であり、今後の
改良次第では、従来型よりもはるかに長距離の商品配送
を実現できる可能性がある。

インドでの水素エネルギー利用の動向

【FCドローン HYCOPTER】

出典： HESエナジー・システムズHP

 Tata Motors 製のFCバス10台が現在試験走行中であ
る。

 インド最大の燃料販売会社であるIndian Oil 
Corporation Limited（IOCL）が、上記FCバスの販
売を発表。政府の新エネルギープログラムへの支持を表明し
た。

 インドのデリー市は来年から水素混合天然ガスを動力とした
公共バスの運用をインドで初めて実施する。

 各バスにおける水素混合率は18～20%であり、その状態
におけるパフォーマンスをテストする。

 従来の天然ガスに比べ、水素混焼のほうが燃費が3～4％
向上するとされる。

【 Tata Motors 製のFCバス】

出典： Tata Motors HP
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中国の動向（その１）【燃料電池車・FCモビリティ（行政の動き）】
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 中央政府以外にも地方政府（山東省、広東省等）が政策策定・補助金拠出、開発投資等でFCV産業
の発展のため支援を行なう。特に商用車比重の高い山東省は開発センターの設置等、FCへの注力を開始。

 財産税の一種である車船税の課税対象からFCVを除外するなど、優遇措置を実施。

【参考】山東省自動車産業強化計画地方政府における取り組み

全体要約：FCVの産業化へ向け取り組みを加速化。中央政府以外でも地方政府が政策策定・補助金拠
出、開発投資等、活発な動きを見せる。

2025年には燃料電池自動車分野での中国の最先端地域を目指すとして、
2017年における山東省の自動車産業営業収入が6894億元（11兆
円）として以下の目標を掲げる。

2022年には1000億元クラスの製造拠点を４箇所つくるほか、
産業拠点のクラスター効果により強力な生産拠点の形成を目指すとしてい
る。

（参考）：山東省における関連プレイヤー
商用車： 中通客車、中国重型汽車、山東沂星、濰柴動力、國金汽車
PEM： 山東東岳 等

出典：山東出臺汽車産業規劃 到2025年年産300萬輛車（7月4日）

山東省では、水素を含む新エネルギーへの変換事業に２兆円規模の投資
を開始。自動車産業発展計画を発表し、燃料電池イノベーションセンターを
設置し、中国での燃料電池自動車の先端地域を目指す。
出典：山東推出第一批新舊動能轉換優選項目 共450個（6月27日）
山東出臺汽車産業規劃 到2025年年産300萬輛車（7月4日）
魯拓4千億級汽車生產基地（7月19日）

広東省人民政府は新エネルギー車の産業およびイノベーションの発展を加
速させるための意見を発表。バスの電動化（燃料電池化を含む）に取り組
む重要性を強調。2018年末における広州・珠海等でのバスの電動化を目指
す。
出典：廣東發佈新能源汽車發展意見 廣州/珠海2018年底實現公交電動化（6月14日）

補助金・税制優遇措置

省エネ・新エネルギー自動車購入への補助金は不正が多発したため縮小さ
れたが、燃料電池自動車への補助金は水準が維持された。
出典：新能源汽車補貼新規十二日起實施 續航一百五十公裏以下乘用車取消補貼（6月
13日）

財政部は、財産税の一種である車船税の課税対象から、燃料電池自動車
を除外すると発表。
出典：陸對新能源車船免徵車船稅、節能汽車則減半徵收（7月31日）

年次 生産台数 営業収入 新エネ車
台数

乗用車
割合

2022 270万台 1兆元 50万台 65%

2025 300万台 1.2兆元 70万台 70%

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.sd.xinhuanet.com/news/2018-07/04/c_1123075159.htm
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.sd.xinhuanet.com/news/2018-06/27/c_1123041297.htm
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.sd.xinhuanet.com/news/2018-07/04/c_1123075159.htm
http://paper.wenweipo.com/2018/07/19/FI1807190001.htm
http://news.sina.com.tw/article/20180614/27191384.html
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.xinhuanet.com/fortune/2018-06/13/c_1122976367.htm
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=6c0eb6ec-9b1f-49ab-8153-47ea46882d1b
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都市間を走る燃料電池バスは、2018年7月25日、中国北部の河北省
張家港の水素ステーションで利用開始した。 49台の水素燃料電池バスと
25台の都市バスが張家口に導入され、水素動力のバスを利用する河北省
の最初の都市となる。
出典：Hydrogen-powered buses put into operation in Zhangjiakou, N 
China's Hebei（7月27日）

奇瑞汽車がFCレンジエクステンダータイプのSUV「TIGGO8」を発表。
30kWの金属電極の燃料電池に35MPa対応の3.58kg貯蔵可能な水素
タンクを有する。航続距離はNew European Driving Cycleの運転状況
下で540kmに達し、定速条件下では700kmに達する。
出典：From driver-less driving to intelligent manufacturing, Chery stand reveals future 
in World Manufacturing Convention（5月28日）

この国で最大のSUVおよびピックアップメーカーの1つであるGreat Wall 
Motor Co Ltdは、水素燃料電池電気自動車をビジネスの新たな焦点
にしており、長期的に重要なセクターになると予想している。
出典：Great Wall Motor bets big on hydrogen fuel cell vehicles（2月26日）

エア・リキードと上海STNE社は、中国での燃料電池トラックの展開を加
速するためのパートナーシップ契約を締結。STNEは、7,500台のトラックを
運航し、2020年までに約25箇所の水素ステーションの運営を目指す。
出典：Air Liquide and startup STNE partner for the development of hydrogen mobility 
in China（6月29日）
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 上海申竜客車やテロス自動車などによる、FCバスの量産化へ取り組みがなされる。

 奇瑞汽車による新型レンジエクステンダーの発表等、中国国内企業による燃料電池車の開発が進む。

 濰柴動力と英国CERES Powerの間の協力関係、STNEとエア・リキード社によるFCトラックにおけるパートナーシップ、
BYDとUS Hybrid社によるレンジエクステンダー開発等欧米企業との協力関係構築が見られる。

FCV・その他FCモビリティ関連の詳細情報

全体要約：FCバス・トラック等の商用車を中心に、燃料電池自動車の産業化へ向けて動きが本格化。

上海申竜客車はFCバスの量産化を開始した。数百台を上海市へ納入す
る見通し。2022年に北京で開催する冬季五輪向け受注も目指す。日本
メーカーの部品採用も検討する。
出典：上海申竜客車、燃料電池バスを量産、上海市に納車へ （4月19日）

広東省のテロス自動車動力システムズは2022年までにFCバスの年産1
万台体制を構築する計画。リサイクルを手がける瀚藍環境も、ゴミ処理で得
られる電力やメタンガスを活用し、燃料の水素を量産する計画。
出典：ＥＶ大国・中国、水素燃料電池車じわり 次見据え地方で（4月26日）

中国山東省濰坊市に本拠のある濰柴動力は、英国CERES POWERと
燃料電池に関する協力関係を結ぶ契約に正式にサインしたと発表した。そ
の中で濰柴動力は、4000万ポンドを超える投資を実施して、CERES 
POWERが新しく発行する株券を購入。これにより、濰柴動力はCERES 
POWERの株の20%以上を保有する大株主になる。
出典：Fuel Cell新秀？濰柴動力與英國CERES POWER合作進軍固態氧化物燃料（6
月13日）

中国北京に本社を置く電子商取引・サービス事業者JD.com(京東商
場)は上海における当社の宅配車用に水素燃料電池自動車を数十台ほど
用意した。従来の内燃ガソリン宅配車からの転換であり、CO2排出を抑制
する。
出典：JD.com introduces fleet of hydrogen delivery trucks（7月2日）

http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/27/c_137351045.htm
https://www.automotiveworld.com/news-releases/driver-less-driving-intelligent-manufacturing-chery-stand-reveals-future-world-manufacturing-convention/
http://global.chinadaily.com.cn/a/201902/26/WS5c749b98a3106c65c34eb69d.html
http://www.greencarcongress.com/2018/06/20180629-alchina.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29589190Z10C18A4FFE000/
https://www.asahi.com/articles/ASL4R6GV3L4RUHBI02J.html
http://www.autonet.com.tw/cgi-bin/view.cgi?/news/2018/6/b8060220.ti+a2+a3+a4+a5+b1+/news/2018/6/b8060220+/news/2018/6/13+b3+d6+c1+c2+c3+e1+e2+e3+e5+f1
https://www.essentialretail.com/news/jdcom-hydrogen-delivery-trucks/
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 現代自動車は、国内向け・国外向けにFCV・FCモビリティの生産を活性化させる動きを見せる。

 FCモビリティ関連の動きに呼応して、水素ステーションの普及を推し進める見通し。

水素ステーション関連の詳細情報

全体要約： 「水素経済活性化ロードマップ」の発表を受け、FCV・FCモビリティを中心に動きが活発化。

韓国政府、Hyundai、韓国ガス公社が水素ステーション網の構築に向け
て協力関係を結んでいる。 配置重点地域としては、韓国の主要な高速道
路に8基設置し、他の10基をソウルや他地域に配置する。
出典：Korea: public-private hydrogen station network（4月25日）

韓国でもSPC設立方式の水素ステーション普及が推進されて成功するか
どうかに関心が集まっている。 産業通商資源部は最近、現代車とSKガス、
ヒョソン重工業、韓国ガス公社、エア・リキードコリア、リンデコリアなどの企業と
共にSPC設立委員会を構成し、今年11月に法人の設立を終える計画を決
めた。
出典：韓国の水素ステーション、日本・ドイツ方式で増やす（１）（5月2日）

定置用燃料電池の詳細情報

燃料電池車・FCモビリティの詳細情報

FuelCell Energyは2018年7月26日、韓国南方電力（KOSPO）と
の20MWの燃料電池プロジェクトについて20年間のサービス契約を発表
した。8つのSureSource 3000TM発電所は、仁川にあるKOSPOが所有
する既存の1.8GWのコンバインドサイクル発電所に隣接する地域暖房システ
ムをサポートするために電気と熱エネルギーを生産する。
出典：FuelCell Energy Announces Service Agreement with Korea Southern Power 
Company（7月26日）

韓国ハンファグループの傘下でエネルギー事業を手掛けるハンファエナジー
は16日、斗山や韓国東西発電らと共同で忠清南道瑞山市の大山産業
団地内に水素燃料電池を用いた発電所を建設すると発表した。 周辺の化
学工場で発生する副生水素を用いる。
出典：超大型燃料電池発電所を建設 副生水素利用、ハンファが主導（8月20日）

ソウル市は9月27日、エコ車に対して追加の補助金を支給すると発表。
市政府は今年の補助金支給目標を2257台とし、今後179億ウォンを
1740台の純電動自動車および50台の水素燃料電池自動車に追加支給
するとしている。
出典：Seoul To Provide Additional Subsidies For Purchase Of Eco-friendly 
Cars（9月27日）

現代自動車は2025年までにフランスに計5000台の水素電気自動車を
輸出すると14日、明らかにした。 現代自動車は16日、フランスの化学企業
「Air Liquide」(エア・リキード)、エネルギー・ソリューション企業「Engie」(エン
ジー)とこうした内容の了解覚書(MOU)を交わす。
出典：現代自動車、フランスに水素自動車5000台輸出へ（10月15日）

現代自動車グループが2030年までに年間50万台規模の水素電気車
(FCEV)を生産する。 現代車グループは合計7兆6000億ウォン(約7630
億円)を投資して5万1000人の雇用を新たに創出し、現在年間3000台規
模の水素燃料電池生産能力を2022年までに年間4万台規模に拡大する
方針を固めた。
出典：現代車、水素車年間５０万台生産へ…ＧＭ・トヨタと競争（12月12日）

DoosanはInterDrone2018において、ドローン用水素燃料電池に開
発し、オリジナルの機体にセットして展示していた。 水素タンクの配達まで含
めたエコシステムを提案しており、今後様々な国や地域に合わせたパートナー
と事業展開していく模様。
出典：Great Wall Motor bets big on hydrogen fuel cell vehicles（2月26日）

https://www.electrive.com/2018/04/25/korea-public-private-hydrogen-station-network/
http://japanese.joins.com/article/105/241105.html
https://globenewswire.com/news-release/2018/07/26/1542717/0/en/FuelCell-Energy-Announces-Service-Agreement-with-Korea-Southern-Power-Company.html
https://www.nna.jp/news/show/1802073
https://www.urdupoint.com/en/business/seoul-to-provide-additional-subsidies-for-pur-442103.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/10/15/2018101500473.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181212-00000002-cnippou-kr
http://global.chinadaily.com.cn/a/201902/26/WS5c749b98a3106c65c34eb69d.html
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 日豪間で世界初の褐炭水素プロジェクトが始動。水素エネルギーサプライチェーンの構築を目指す。

 再エネを活用したCO2フリー水素製造プロジェクトも検討される。石油大手ウッドサイドは、日本の水素市場に参入する意
向を示すなど、水素輸出に意欲的な取組が目立つ。

 水素キャリアとしてアンモニアの活用が検討。オーストラリア連邦科学産業研究機構CSIROはアンモニアから高純度水素を
分離する技術を開発。

全体要約：水素輸出国を目指すとした政府方針をうけ、再エネ由来水素輸出を視野に入れたPower to gasプロジェクトの動きが引き
続き活発。

CO2フリー水素の詳細情報

オーストラリアの石油大手ウッドサイド・ペトロリアムのコールマン最高経営
責任者(CEO)はこのほど、日本の水素市場に参入する意欲を示した。
出典：ウッドサイド、日本の水素市場参入に意欲（５月17日）

オーストラリアの廃潤滑油再生会社であるサザン・オイル・リファイニング
(SOR)が、クイーンズランド(QLD)州グラッドストーンのバイオ燃料施設
ノーザンオイルで、来年までに独自に燃料用水素の生産を始めることが分
かった。 2年間の技術試験後に実現可能性があると判断できれば、大規模
な水素生産装置を建設する見込み。
出典：ノーザンオイル、来年までに燃料用水素生産（7月19日）

豪州CSIROの研究者がアンモニアを水素キャリアとして活用するための画
期的な技術を開発したと発表した。 すでにアンモニアの輸送経路は確立し
ており、比較的常温での取扱が簡単であることは大きい利点であるとトヨタの
スポークスマンMatthew Macleodは述べた。
出典：Aussie researchers make major hydrogen fuel breakthrough（8月8日）

豪州のシドニー西部地区ではガス会社Jemena とAustralian 
Renewable Energy Agency(Arena)が2年以内に地域ガス供給
網への水素注入を開始する計画を立てている。 当実証計画においては、
1500万豪ドルの水電解水素製造プラントを建設する予定としている。
出典：Hydrogen gas trial in western Sydney could unlock $1.7bn in renewable exports
（10月30日）

オーストラリアビクトリア州において、褐炭から水素を製造する実証プラント
の建築が開始された。本プロジェクトによって、400の雇用を長期的に新規
創出すると見込まれている。連邦政府および州政府はこの製造のために１億
豪ドルを拠出する。川崎重工、J-Power、岩谷産業、丸紅、日本政府との
取引が予定され、水素はHasting港から日本へ輸送される。実証プラントの
完成は2021年を予定している。
出典：World-first coal to hydrogen plant trial launched in Victoria（4月12日）

燃料電池車・FCモビリティの詳細情報

オーストラリアの防衛材料技術センター(DMTC)におけるプロジェクトで水
素燃料電池を補助電源とする装甲車のデモ車を開発した。 開発はロイヤ
ルメルボルン工科大学の研究チーム(リーダー:Reza Omrani)と産業界から
はThales Australiaが参画し、彼らが中心となって実施した。
出典：RMIT, Thales Australia develop new fuel cell system demonstrator（6月6日）

トヨタ・オーストラリア(豪トヨタ)は11月5日、ビクトリア(VIC)州のホブソ
ンズベイ市と「ミライ」の実証実験で提携すると発表した。 ミライを公道で実
際に走らせる走行実験での、自治体との提携はオーストラリア初。
出典：豪トヨタ、ＦＣＶ実験でＶＩＣ自治体と提携（11月6日）

https://www.nna.jp/news/show/1763430
https://www.nna.jp/news/show/1789335
http://www.xinhuanet.com/english/2018-08/08/c_137375605.htm
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/31/hydrogen-gas-trial-in-western-sydney-could-unlock-17bn-in-renewable-exports
http://www.abc.net.au/news/2018-04-12/coal-to-hydrogen-trial-for-latrobe-valley/9643570
http://www.manmonthly.com.au/news/fuel-demonstrator-showcases-alternative-energy/
https://www.nna.jp/news/show/1832354
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 インドやマレーシアでのFCバスの実証事業やFCドローンの開発に関する発表がなされた。

 中東やアフリカにおいて再エネを活用したCO2フリー水素製造プロジェクトも検討され、来年度以降の動向に注目が集まる。

全体要約：本年度はFCモビリティを中心にインドや東南アジアでの動きが見られた。

CO2フリー水素、水素ステーション、燃料電池車・FCモビリティ、定置用燃料電池関連の詳細情報

Army-2018 International Forumにおいてロシア初のヘリコプター
タイプの水素燃料電池駆動のUAVが発表された。 当ドローンは振動感知
装置としても使用可能としている。
出典：Puddle Water: Designers of Russian Drones Resolved Hydrogen Filling Problem
（8月24日）

ロシアは、どの国の政府も汚染を削減するために、欧州での水素市場の開
発方法を検討している。 天然ガスの欧州の主要輸出国とするロシアの
PJSCは、2050年までに年間1,530億ユーロ(7兆522億リンギット)の市場
を創出する方法を模索している。
出典：Russia looks to hydrogen as way to make gas greener for Europe（11月19日）

インドのマハラシュトラ州環境局は、H2燃料電池技術に関するトラクター
を運営する会社と覚書を締結した。 Ramdas Kadam州環境大臣は、
アーメダバードに本拠を置くJimpex Biotechnologyは、この実験は海外で
成功したと主張している。
出典：Maharashtra govt signs MoU to run tractors on hydrogen fuel（2月23日）

ニュージーランドオークランド港では、来年にかけて同市の最初の水素燃料
製造工場をウォーターフロントに建設する予定。 炭素を含まない燃料は、
水素動力付きのフォークリフトや車、場合によってはオークランドの路線で試運
転されるバスに使用される。
出典：Ports of Auckland plans hydrogen fuel plant to power forklifts and cars（12月4
日）

飛行体用の燃料電池システムの開発事業者であるシンガポールのHES
Energy Systemsはフランスにおいて事業拡大し、全自動燃料電池飛
行体向けの分散型水素インフラを展開するとアナウンスした。
出典：Singapore’s HES Energy Systems to Launch Autonomous Zero Carbon Hydrogen 
Aviation Program in France.（9月20日）

http://mil.today/2018/Science17/
https://themalaysianreserve.com/2018/11/19/russia-looks-to-hydrogen-as-way-to-make-gas-greener-for-europe/
https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-govt-signs-mou-to-run-tractors-on-hydrogen-fuel-5593693/
https://www.stuff.co.nz/auckland/109042288/ports-of-auckland-plans-hydrogen-fuel-plant-to-power-forklifts-and-cars
https://www.oaoa.com/news/business/article_7408d9c5-e38d-59f5-98db-7b3a9e749610.html
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視察の目的

 戦略ロードマップの内容、特に燃料電池モビリティ及びCO2フリー水素の製造・利用と制度設計の取り組みを
中心に、欧中の最新動向とその背景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。

訪問機関名 属性 取り組み概要

AFHYPAC 業界団体 フランスの水素ロードマップ策定に関与

Ballard Europe 燃料電池スタックメーカー モビリティ向け燃料電池スタックの開発

Hydrogenics
燃料電池スタックメーカー、
電解装置メーカー

モビリティ向け燃料電池スタックの開発・
P2G用PEM水電解装置開発

Van Hool バスメーカー 燃料電池バスの開発

TÜV SÜD 認証機関 CertifHyでCO2フリー水素「定義」の検討を取りまとめ

Air Liquide 水素供給事業者 CertifHy Phase2での低炭素水素GO製造の実証

Colruyt 小売業
（物流で水素モビリティ利用を検討）

CertifHy Phase2でのグリーン水素GO製造の実証

清華大学 大学 中国での燃料電池研究開発を主導

Sinopec 水素供給事業者 中国でモビリティ向け水素供給事業を計画

欧州

11月12日
-16日

中国

2月13日-
15日
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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？

国としての水素・燃料電池への取り組み

燃料電池モビリティの利用に向けた取り組み

 欧州、中国共に燃料電池モビリティ及びCO2フリー水素活用・制度設計への問題意識やその背景は日本と
は少しずつ異なると考えられ、我が国のロードマップ改訂に向け、それらの差を把握する必要がある。

 視察に当たっての「観点」は以下の通り。

 各プレーヤーが、「燃料電池モビリティ」への取り組みを行う理由はなにか？
 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？
 現状の技術水準や、特に解決されるべき技術課題はどういったものか？
 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？

CO2フリー水素の定義・認証制度設計の取り組み

 CO2フリー水素の定義や認証制度の設計に当たり、どのような議論があったか？
 国際標準化の動きも見える中で、日本の水素政策への影響はあるか？
 実証のねらいは何か？進展はどのような状況か？
 制度設計において今後精緻化する必要がある項目はなにか？
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３ 海外現地調査

欧州現地調査

１．フランスの水素政策の動向
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 フランス政府は2018年6月にロードマップ” Le plan de déploiement de l’hydrogène pour la 
transition énergétique”を発表。３つの柱として、「産業用水素の低炭素化」、「モビリティでの水素利
用」、「エネルギー貯蔵」を掲げる。

 フランス政府は2019年から年間1億ユーロを投入してこれらの取り組みを推進する。

出典：” Le plan de déploiement de l’hydrogène pour 
la transition énergétique”

１．水電解による工業用
水素の製造

-フランスの計画の開始段階-

 工業利用されている水素について、
現在化石燃料から製造されている
水素を、水電解で製造した水素に
置き換えることで脱炭素化。

 2023年に工業用水素の10％を
脱炭素水素に代替、2028年には
20－40％を代替という目標が掲
げられている。

 同時に水素の製造源に関するト
レーサビリティシステムも2020年ま
でに整備するとしている。

 電解技術としては、アルカリ形・
PEM形に加えて、高温水電解が
効率の観点から有望とされている。

 政府は補助金により工業用水電
解装置の導入を支援。

２. モビリティでの水素利用
の評価

-バッテリーを補う役割として-

 モビリティ分野での水素は、バッテ
リーやバイオ燃料を補完する役割と
いう位置づけ。

 短時間の充填時間や静粛性など
から、都市部での商用車での利用
にメリットがあるとされている。

 2030年までに電気分解のコスト
低減により、7€/kg未満のディーゼ
ル相当のコストが実現されることを
見込んでいる。

 モビリティのエコシステム形成のため、
商用車のみでなく、ボートや鉄道、
航空機などの開発も行うとしている。

 政府は水素ステーションへの補助
や業務用車両・集団輸送用車両
の取得の支援を行う。

３. 水素によるエネルギー
ネットワークの安定化

-エネルギー貯蔵手段として-

 再生可能エネルギーの電力システ
ムへの統合のために、Power to 
Gasによる大規模な季節間の貯
蔵が重要。

 最も有望な手段は、ガス管への水
素または合成メタンの注入であると
されている。現在フランスは
GRHYD・JUPITER1000という
２つの実証プロジェクトに取り組む。

 その他、電力網から孤立した地域
での実証も重要としている。

 政府は電力網に接続されていない
地域において、水素の利用と組み
合わせた形での実証プロジェクトを
支援する。

フランスの水素ロードマップの３つの柱
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 工業用低炭素水素の需要を早期に拡大し、その後モビリティ、エネルギー貯蔵の需要を拡大する計画。

 水素製造コストの損益分岐点は、€4/kgH2（工業用途平均）、€3/kgH2（全用途平均）。

 大量消費家が利用する水素のコストは現状€2-3/kg程度だが、小中規模需要向けのトレーラー輸送される
水素は€10-€20/kg程度と割高と指摘。一方今日の電解技術でも€4-6/kgH2のコストは可能としている。

出典：” Le plan de déploiement de l’hydrogène pour 
la transition énergétique”

工業用途の低炭素化 モビリティ用水素 ガス網注入によるエネルギー貯蔵

電解装置CAPEX 水素コスト

トン/年 €/kgH2

すべての用途を対象とした水素製造コストの損益分岐点

工業用途を対象とした水素製造コストの損益分岐点

フランスの水素需要と分野別の内訳、および目標とされるコスト
（電解装置CAPEX,水素製造コスト）の推移見通し

€/kW
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ロードマップ目標への取り組みの方向（業界の視点）
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 フランスでは工業用に90万t/年と大量の水素が消費されており、2023年までに1割を低炭素化する予定。

 エネルギー貯蔵ではガス網注入が有力視され、10MW級の電解装置が必要になると考えられている。

 モビリティ分野での水素利用は商用車およびバス・トラック・タクシー・ボート等公共の車両が主対象。

 ステーションについてはクラスタ型の整備がなされ、20-30箇所のステーションあたり1000台の車両を担う。

• フランスの年間90万トンの水素需要のうちリファイナリー、アンモニア製造、化学工業が70万
トンと大半を占め、残りの20万トンはガラス工業や弱電、ガスタービンの水素冷却用などで
の需要。水素需要の10％を2023年までに低炭素水素に転換する。

• 特にどの工業分野でどの程度の量を転換する、という具体的な目標値は決めていない。
• エネルギー貯蔵の分野では、再生可能エネルギーから水電解装置で水素を製造してガス網

に注入することを主に考えている。必要とされる水電解装置の規模としては10MW級。
• また、ギアナのような電力網から孤立した地域においても、水素によるエネルギー貯蔵は重

要な役割を持つと考えている。

AFHYPAC

モビリティ分野について

CO2フリー水素の活用について（工業用、エネルギー貯蔵）

（フランスの水素・
燃料電池業界団体）

AFHYPAC

• 2023年までに5000台の軽商用車を導入し、またバス、トラック、タクシー、ボートなどを合
わせて200台導入する。水素ステーションについては100箇所整備する。

• 水素ステーションの整備についてはパリを始めとした中心都市5つとその周辺で、20-30程度
のステーションからなるクラスタを構成し、徐々にそれをネットワーク化しながら拡大する。各ク
ラスタあたり、供給を行う自動車は1000台程度を想定する。
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 水電解での水素製造コストについては、2023年には€6-8/kgH2を目標とする。2028年には天然ガス改
質水素に対して競争力を持つことが目標とされている。

 CO2フリー水素のトレーサビリティシステムについては、EUレベルのものを利用することになるとする一方で、フラ
ンスで有力な水素製造手段についてどう評価されるかが課題としている。これは、日本における「定義」検討
時にも重要な論点といえるのではないか。

• 水電解水素製造コストとして、2023年に€6-8/kgを目指す。
• さらに2028年には€2-3/kgを目指す。これは従来の天然ガス改質で製造された水素に対

して、競争力を持つために必要なコストとして設定。
• 水電解装置のCAPEXを今後€750/kWとできたとして、電力価格が€100/MW、といった

条件であれば水素製造コストとして€5.5/kgといった所も見えてくると考えている。これは
€3/kgに対してそれほど距離があるとは思わない。安価な電力を調達することが目標達成
には非常に重要。

AFHYPAC

CO2フリー水素のトレーサビリティシステムについて

水電解による水素製造コスト目標について

（フランスの水素・
燃料電池業界団体）

AFHYPAC

• EUレベルのシステム（CertifHy）ができればそれを活用するということになるだろう。
• 一方で、フランスで有力とされる水素製造手段に対して、どうそれが評価されるかという課題

がある。たとえば原子力由来の水素は低炭素水素として認証されるだろうか、またバイオマス
の熱分解についてはどうか？などの問題がある。
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３ 海外現地調査

欧州現地調査

２．燃料電池モビリティおよびスタック開発の動向
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 欧州では都市部の大気汚染対策を背景に、公共交通機関、特にバスが有力なFCの導入先と見られている。

 インフラ整備の容易さ、長距離走行・高ペイロードへのニーズから商用車へのFC導入が乗用車に先行。

 乗用車ではBEVとの比較になり、バッテリーの出力比重を大きくする方向も示唆されている。

 倉庫の規模の違いやバッテリーフォークとのシビアな競争の結果、米国ほどフォークリフトは普及していない。

企業 乗用車 バス トラック フォークリフト

Ballard

 車では長距離の走行や
高負荷が必要な領域が
FCの生きる領域。

 乗用車に搭載されるバッ
テリーとFCの出力比重は
難しいところだが、バッテ
リーを大きくしてFCを小さ
くする方向になってくるの
ではないか。

 欧州ではまずCO2排出量や
大気汚染の低減に関心を持
つ都市の公共輸送手段が
ターゲット。今後ベルリン・パ
リ・ロンドンなどでゼロ・エミッ
ションカーでないと入れない領
域が設けられる可能性がある。

 その次のステップとして商業用
の車両のFC利用があると考
えている。

 Ballardは特にHeavy 
Duty vehicleに力を入
れている。車では長距離
走行や高負荷が必要な
領域がFCの生きる領域。

 競合メーカーが大容量の
FC提供を始めたのも
Heavy Duty Vehicle
を意識してではないか。

 バッテリーフォークとシビア
に比較され、高額な燃
料電池フォークリフトは
欧州では米国に比べ普
及していない。

 米国と欧州では倉庫の
規模が異なり、倉庫あた
り導入されるフォークリフ
ト数も米国は欧州より
一桁大きい。

Hydrog
enics

 輸送部門の排出量削減
と産業競争力の維持が
欧州での導入の背景。こ
れは他のモビリティも同様。

 乗用車は一般向けの水
素の受容性を喚起する
力も大きいだろう。

 公共交通機関はゼロ・エミッ
ションの推進が比較的容易
である。

 バスは稼働時間が長い
（365日×16h）ため、耐
久性が強く要求される。FCの
技術開発のプラットフォームと
して乗用車に勝る。

 バッテリーのみではトラック
の航続距離やペイロード
の要求を満たせない。

 特定のサイトで燃料充填
することや台数あたりの水
素需要が大きいことから、
水素ステーションの整備・
展開が容易。経済性は
自動車向けより利益が出
やすいだろう。

 燃料電池フォークリフト
はバッテリーフォークリフト
に比べてバッテリー交換
の時間ロスと人件費、
バッテリー貯蔵のフットプ
リントの削減に寄与する。
ドライバーがセルフ充填
もできるため、生産性の
向上に寄与する。

出典：各社インタビューに基づく
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 FC鉄道普及の背景として、ネットワークの固定や電化コストとの比較の結果選択されていることが示唆された。

 欧州では燃料電池船市場は注目を集めており、特に数MWのFCを搭載するフェリーへの関心が高い。

 航空機（UAV）のFC化には、今回インタビューを実施した2社は欧州で積極的に取り組んではいない。

企業 鉄道 船 飛行機（UAV）

Ballard

 鉄道では他のモビリティ
とは若干FC導入の背
景が異なると思われる。
ネットワークが固定され
ていることが大きな要因
ではないか。

 燃料電池船は興味深い市場。特にフェリーの市
場に着目している。フェリーでは、2MW-5MW程
度のFCが必要。

 運河向けの船では出力500kW-1MW程度のも
のも必要。それにも注目している。

 我々は扱わないが、数MW級の出力領域では
SOFCもありうるかもしれない。

 より大きな船、たとえばクルーズ船などは燃料電池
にとってはやや時期尚早な領域。

 特に船向けには大規模な水素供給が必要になる
ことと、船から船への供給が必要などの課題があり、
これらへの対応が必要。石油やガスの経験が十分
なユーティリティ企業の参画が必要ではないか。

 Ballardとしては米国の
ProtonexがUAVの開発
に取り組んでいる。

Hydrogenics

 非電化地域の電化
（ケーブル敷設）は非
常に高コスト。燃料電
池鉄道への転換のほう
が安上がりである。

 Alstomは将来のディー
ゼル燃料のコスト上昇
見通しも理由としている。

 長距離航行、大規模な船の電化はバッテリーだけ
では難しい。特に大型船では高出力が求められる。

 船は近年重要性が増している。～2MW程度の
領域のフェリーを重要視。また客船にも関心がある。
こちらは出力として～90MW程度など大規模。

 船での利用のメリットはインフラ整備が容易である
こと。またノルウェーでは環境規制が厳しい。

 大規模な船では液化水素での水素貯蔵が有力。

 空冷スタックを扱っていない
ためUAVなど小型の飛行
機は対象としていない。よ
り大型の人が乗れるサイズ
のものが検討対象。

出典：各社インタビューに基づく
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 欧州ではディーゼルバス利用への規制による電化推進と、バスオペレータの利便性の２つの理由からFCバスへ
の注目が高まっている。

 バッテリーバスと比較して、長い航続距離と短い充填時間はバスオペレータの運行計画を柔軟にする。

 FCバスのディーゼルパリティ条件は€5/kgとの意見もあった。

【燃料電池バスの欧州での導入の背景について】
• Van Hoolは2005年から燃料電池バスの開発を行い、現在までに製造したバスは合計で108台に上る。
• 欧州で燃料電池バスへの取り組みが進められる背景は”autonomy”（注：自律性、環境規制による推

進でなく、ユーザーメリットドリヴンなことを示唆する表現と考えられる）である。
• ゼロ・エミッションという観点からはバッテリーバスでも燃料電池バスでも構わない。我々バスメーカーとしてもど

ちらか片方のバスのみを導入したいということではない。しかし、航続距離にして200ｋｍを超える領域を担
えるのは燃料電池バスだろう。Daimlerが導入しているバッテリーバスは150km程度の航続距離と思う。
バスオペレータの運行計画のフレキシビリティを上げるためには航続距離としては300km程度が必要になる。

• また、充填時間が短いことも運用の観点からは非常に重要である。10分以下で充填ができる燃料電池バ
スのメリットは大きい。最近ではより多くのバスオペレータが燃料電池バスに興味をもつようになっている。

• オペレータの事情としてはディーゼルバスに固執したい側面もあるが、特定の都市においてディーゼルバスの
利用を規制する動きがある。たとえばライプツィヒでは2017年からディーゼルバスが都市中では禁止されてい
る。こうした動きが見られるようになり、ドイツやフランスなどで風向きが変わった。

• 産業振興の側面からは、欧州は燃料電池分野で世界をリードしたいという考えもあると思われる。バッテ
リーについては既に欧州で製造を行っていない。水素・燃料電池は欧州の産業としてチャンスという考え方も
ある。

【燃料電池バスの市場について】
• 燃料電池バスのグローバルな市場に関して言えば、Van Hoolは欧州がメインと考えている。その他の市場

としては、米国は重要だと考えている。中国については今は考えていない。市場の信頼性に疑問がある。
• バスについては、いわゆるディーゼルパリティは水素コストにして€５/kgと考えられる。

Van Hool
（ベルギーのバスメーカー）
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 ColruytはPlug Power社のフォークリフトを倉庫へ導入。

 欧州では米国と労働環境が異なり、FCフォークのメリットの出やすい3シフトの環境が限定的。導入状況の差
の一因ではないか。

 また、生鮮食品を扱う小売業では脱ディーゼルの要望も強く、トリガーとして働いていると考えられる。

 FCトラックのディーゼルパリティ条件は€5-6/kgとの意見もあった。

【燃料電池フォークリフトの欧州での導入の背景について】
• FCフォークリフトは今後200台以上導入予定。2018年に75台導入される予定だったが、プロジェクトの遅

れにより現時点ではその半分程度にとどまっている。水素製造装置の導入に問題があった。
• Plug Power社のフォークリフトを2011年から導入している。利用しているのはclass 3 のフォークリフト。同

社のフォークリフトは他社のものよりも実績が豊富であるところを重視した。また、導入後のサービスも良かった。
特に燃料電池は起動停止に伴う劣化などの問題があるが、メンテナンスをオンサイトでできる。

• 倉庫の労働環境に関して、３シフトの倉庫のほうが2シフトの倉庫よりもFCフォークリフトの導入効果が出や
すいと考えている。ただ、ベルギーではシフトで働く人への労働環境の制度が非常に厳しいため、3シフトの倉
庫はアメリカに比べて少ない。

• 低温環境でのFCフォークリフトの利用について、過去に検討したことはあるが、氷点下では異なる燃料を使わ
ないといけないため現在は考えていない。ただし、バッテリーフォークと比較してチャンスは広がるとは考えている。

【燃料電池トラックの欧州での導入の背景について】
• 燃料電池トラックについては、Colruytのような生鮮食品を扱う小売業においてはディーゼルなど大気汚染に

つながるものを使わないことに関する要求は強い。CNG車から、バッテリーや燃料電池への移行が始まりつつ
ある。現在44tのFCトラックの実証を行っており、H2shareプロジェクトで27tのFCトラックの実証を実施。

• ノルウェーでは化石燃料で走る車両に対して車両税が高く、制度が脱ディーゼルへのインセンティブになってい
る。現状ではベルギーの規制は導入へのインセンティブとして十分ではない。

• ディーゼルパリティの条件は水素が€5-6/kgになること。

Colruyt
（ベルギーの小売業者）
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参考：主要スタックメーカーの動向（Ballard）
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 FCフォークリフトで圧倒的シェアを誇る米国Plug Power社への供給は近年減少。同社の事業はHeavy 
Duty Motiveにより牽引されている。

欧州でFCHJUプロジェクトにより導入が進められているFCバスについては、多くの大手バスメーカーへモジュール
導入実績を有する。また、中国でも20台以上のFCバスへのモジュール導入実績を持つ。

 FCトラックについても上海にてDongfeng社に500台のモジュールを納入予定。
鉄道に関しても中国でのトラムの導入に加え、Siemensとの協業を発表。

出典：各種公開情報、Ballard社2017年財務報告に基づく

企業名 アプリケーション 最近の取り組み（一部）・協業の動向

Ballard

バス

・2016年11月ポーランドのバスメーカーSolarisにFCバス用スタック
10台提供。
・2018年5月ベルギーのバスメーカーVan hoolにFCバスのスタック
を40台提供。JIVEプロジェクト用。
・ドイツのバスメーカーEvobusにFCバス用スタックを提供。
・中国ではFoshan Yunfu Busの20台以上の燃料バスへスタック
を提供。
FCバスへのシステム統合は中国企業のRefireが実施。

トラック
・上海においてDongfeng社によるFCトラックへFCモジュール
「FCVelocity」を500台納入予定。

フォークリフト
・PlugPower社にスタックを提供していたが、近年同社の内製化が
進み、売上は減少。

鉄道

・2017年11月、Siemensの開発した鉄道車両Mireoの燃料電
池化プロジェクトをSiemensと共同で実施と発表。本プロジェクトの
総予算は約900万ドル（約10.2億円）。導入開始は2021年
予定。

（単位：100万ドル）
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中国ではSinohytecとの協業により同国最大手のバスメーカーへのスタック提供を実現。またバス1000台への
スタック供給の大型契約締結など、中国でのFCバス市場において非常に重要な位置を占める。

欧州ではAlstomのFC鉄道にスタックを提供。こちらも200台以上の提供を契約。
バスと鉄道が注力領域であるが、加えてFCトラックについても昨年スタックを提供。
その他中国燃料電池部品メーカーのSnowmanが同社株の17.6％を購入の動き。

企業名 アプリケーション 最近の取り組み（一部）・協業の動向

Hydroge
nics

バス

・New Flyer（米）のバス5台にスタックを供給。SunLine
Transit Agencyに納入。
・Blue-G（中国）と、バス1000台分、$50Mの契約を締結。
・また中国ではSinohytecとの協業を通じて、大手Yuton、Foton
などへのFCバスへスタック提供を実施。導入台数は250台に及ぶ。

トラック
・ASKO（ノルウェー）のトラック4台にスタックを供給。
・その他日本の東京R&Dの実証用トラックにもスタックを提供。

鉄道
・Alstomが開発する、世界初の商用燃料電池列車「Coradia
iLint」にスタックを提供。契約額は5千万ユーロ以上で、10年以上
の間、最低200台のスタックとメンテナンスを提供する。

船
・カリフォルニア州でGolden Gate Zero emission marine社の
製造する商用燃料電池高速フェリーに360kWパワーモジュールを
提供。

出典：各種公開情報に基づく
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参考：欧州でのBallard社製スタック搭載FCバスの導入状況
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欧州では現在までにECプロジェクトのもとでFCバスが90台以上導入されており、さらに大型実証プロジェクトの
「JIVE,JIVE２」により今後数年で300台近くのFCバスが導入される予定。

 これまで導入された大手バスメーカー製のFCバスの大半が、Ballard製のスタックを搭載している。

出典：各種公開情報に基づく

プレーヤー 導入台数
（プロジェクトベース）

Alexander 
Dennis（イギリス）

英Arcola Energy（スタック
販売・エンジニアサービス会
社）とFC二階建てバスを開発。

EvoBus
（ドイツ）

23台
（CHIC,NIP）

Solalis
（ポーランド）

2台
（CHIC）
※その他レンジエクステンダー型
FCトロリーを10台Rigaで導
入。

VanHool
（ベルギー）

49台
（CHIC,hytransition, 
HighVLOcity）

WRIGHTBUS
(イギリス)

8台
（CHIC）

出典：Michael Dolman”Fuel Cell Bus Joint Procurement Clusters”
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商用車向けの燃料電池スタックの技術課題（耐久性）
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 FCスタックメーカーは商用車におけるFCスタックの技術課題としては耐久性を最重要視。耐久性はメンテナン
スコストにも影響が大きく、2万5千-3万時間の耐久性を目標とする。

 FCバスでは利用期間内のスタックの交換を想定しており、日本目標の15万時間には疑問の声も複数。

 セパレータ材料については、HDV向けはカーボン製、乗用車向けは金属製と棲み分けを予想するコメントも
あった。

• Ballard Europeは特にHeavy Duty Vehicle（HDV）用スタックを開発し、乗用車用はカナダで開発。
• HDV用スタックの耐久性として現状1万5千時間の保証を与えている。設計では3万時間を目指す。日本

の耐久性目標は高いが、車体がそれほど長期間使われるのかも含め疑問。
• 材料（セパレータ）は、HDV向けには耐衝撃性や耐食性に優れるカーボンが、乗用車向けにはコンパクト

化が可能な金属が選ばれる、といった形でアプリケーションごとに棲み分けが起こるのではないか。Ballardも
両方の技術を見据えている。Ballard Europe

（デンマーク（本社カナダ）の
FCスタックメーカー）

• 商用車向けスタックで最も重要な技術課題はスタックの耐久性。どのように耐久性を2万5千時間以上にす
るかが重要。この水準には現状至っておらず、メンテナンスコストの高止まりを招いているが、2万5千時間の
耐久性が実現できれば、これらのコストは無視できる水準になるだろう。

Hydrogenics
（ドイツ（本社カナダ）のFCスタックメーカー）

Van Hool
(ベルギーのバスメーカー)

• 燃料電池バスでは利用期間内に一度燃料電池を交換する事を考えている。日本の15年間無交換、とい
う目標は極めて野心的で驚き。

• Van Hoolのバスがオペレータに採用される理由としては、アフターケアのサービスが充実していると認められて
いるのではないだろうか。燃料電池バスはバッテリーバスよりも複雑であり、メンテナンスが非常に重要。

• Ballardから過去にスタックを調達した大きな要因は耐久性。5000時間の連続稼働実績を有していた。
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商用車向けの燃料電池スタックの技術課題（コスト）
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 現状の水準は年産1000台の水準に満たない（$100/kWを上回ると予想される）とのコメントあり。

 2020年の欧州のFCバスコスト目標の達成についてはスタックメーカーとバスメーカーで温度差あり。

 FCバスの低コスト化に向けてはスタックのみでなく、水素貯蔵システムのコストやシステムインテグレーションのコ
スト低減の必要性が大きいと考えられる。また、前述の通り耐久性向上によるメンテコスト低減も重要。

• DOEのコスト分析（次頁）について、スタックのコストについては、現状生産台数にして1000台/年に満た
ない水準。ただし、今後の生産台数増加に応じたコスト低減の見通しはこの通りかは不明。

Ballard Europe（デンマーク（本社カナダ）のFCスタックメーカー）

• 欧州でのFCバスのコスト目標の2020年65万€（次々頁）達成について、現状大きな問題はない。
• 最も重要な技術課題はスタックの耐久性。どのように耐久性を2万5千時間以上にするかが重要。この水

準には現状至っておらず、メンテナンスコストの高止まりを招いているが、2万5千時間の耐久性が実現でき
れば、これらのコストは無視できる水準になるだろう。

Hydrogenics
（ドイツ（本社カナダ）のFCスタックメーカー）

Van Hool
(ベルギーのバスメーカー)

• FCHJUのプロジェクト目標である燃料電池バスのCAPEXを2020年65万€とする、という目標は、欧州目
標であるので我々もこれに向けて努力するが、実態としてきわめてレベルの高い目標である。

• 燃料電池バスのコンポーネントコストのBallardの試算（次々々頁）については、違和感がある。おそらくス
タックメーカーでは全体のシステムのことを十分把握できていないのではないか。具体的には、燃料電池スタッ
クや水素貯蔵システムのコストを低く見積もり過ぎている。また、製品としてのFCバスを考える際にはシステム
として統合する部分が非常に重要であり、その部分のコストも考慮が必要。
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参考：DOEの車載用FCスタックコスト分析（2017年）
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 DOEによる車載用FCスタックのコスト分析によれば、年産1000台の状況ではスタックコストは$100/kWを
超える。50万台/年の生産状況でスタックコストは$20/kW弱の見通し。

 車載用スタックのコストにおいては、触媒とセパレータが多くを占める。GDLや電解質膜は生産台数が小さい
ケースでは大きな割合を占めるが、生産台数とともに、全体のコストに占める割合は小さくなる。

出典：DOE Hydrogen and Fuel Cells Program Record (2017)

年産台数別の車載用スタックの
コスト内訳（2017年）

年産台数に応じた車載用スタック（80kW）の
コスト低減の見通し（2017年）
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参考：FCHJUの燃料電池バスの目標
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 2018年に新たに発表されたFCHJUによるFCバスのコスト目標は、2020年のバスのコスト目標は€62万5
千（150ユニット生産）。2030年には€50万（300ユニット生産）を目指す。

 燃料電池システムのコスト目標は、2020年€900/kW（250ユニット生産）、2030年€600/kW（900
ユニット生産）。

 その他燃料電池システムの耐久性目標は、2020年に20000時間、2024年に24000時間、としている。

出典：FCHJU “Addendum to the Multi-year Annual Work Plan 2014-2020”

FCHJUプロジェクトにおける燃料電池バスの目標

設備
コスト
目標

耐久
性能
目標
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参考：Ballardによる燃料電池バスのコンポーネント毎のコスト内訳見通し
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 Ballardが2016年に発表した、2020年のFCバス（12m,60kWのFCモジュール搭載）のコンポーネントご
とのコスト内訳見通しは以下の通り。

 全体のコスト積算€50万のうち半分を車体が占め、燃料電池システムが€6万、水素貯蔵システムが€3万
程度となっている。

 ただし、FCバスメーカーはこの試算結果に対して必ずしも同意していないことには留意が必要。

出典：Ballard “FUEL CELL ELECTRIC BUSES:   
AN ATTRACTIVE VALUE PROPOSITION FOR  
ZERO‐EMISSION BUSES IN THE UNITED KINGDOM”

Ballardによる2020年の燃料電池バスの
コンポーネント毎のコスト内訳の見通し
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FCスタック提供の形態とあり方について
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 現状ではスタックメーカーはスタックをシステムメーカーに提供、又は周辺機器を合わせたモジュールを完成車
メーカーに提供し、システムインテグレーションは完成車メーカーが行う形式。

 上記のスタックメーカー＋システムメーカー/完成車メーカーの協業形態は欧州や中国で複数見られ、国家プ
ロジェクトで推進する試みもある。一方、日本では国としてのそのような取り組みはない。

 FCモビリティ普及には、日本でもスタック供給可能なプレーヤーの拡大・多様化が必要という意見も聞かれた。

• FCバスについて、Ballardは同社製のモジュールを納入している。たとえば中小企業などが顧客の場合など、
必要に応じてシステムインテグレーションの部分にも関与することは可能。

• 要望があれば日本企業へのスタック提供も前向きに考えたい。ただ、日本には既に性能の良いスタックを作
る技術を持つ企業が複数あるのではないか。

Ballard Europe（デンマーク（本社カナダ）のFCスタックメーカー）

• 日本には内燃機関メーカーや自動車メーカーが何社もあるにもかかわらず、車載用燃料電池のスタートアッ
プが生まれないことは不思議である。今後適切な時期がくれば、燃料電池バスや燃料電池トラックへの興
味は日本でも今後増すだろうが、その時スタックのサプライヤーが何社も現れている必要があるのではないか。

• Hydrogenicsは日本でのビジネスには本格参入していないが、日本のプロジェクトにスタックを提供している。
• 欧州では完成車メーカーがFCをスタックメーカーから調達する例も複数あり、 国家プロジェクトで推進する例

としてAutostack Industrieプロジェクトもあるが、今後も完成車メーカーの外部調達が継続するか不明。
Daimlerの例を見ても、Ballardとの協業を行った後、現在では独自の道を歩み始めている。

• FCスタックビジネスはCumminsやヤンマーのような、内燃機関メーカーの形式になりうるのではないか。

Hydrogenics
（ドイツ（本社カナダ）
のFCスタックメーカー）

Van Hool
(ベルギーのバスメーカー)

• Ballardからはモジュールを調達してきているが、システムインテグレーションはVan hoolで実施している。こ
の部分はVan Hoolのコア技術とも言える部分であり、スタックメーカーには難しいだろう。スタックのみでなくエ
レクトロニクスの部分の知見も必要。
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参考：欧州のスタック・部材開発プロジェクト（AutoStack Industries）
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 FCHJUで大量燃料電池スタック製造のための「AutoStack Industries」プロジェクトがスタート、前身のプロ

ジェクト「AutoStack Core」でスタックメーカーPoweCell社のS3がプロダクトアウト（100kW、3.8kW/L）。

完成車メーカーとしてBMW, VW, Daimler, Ford（2018/6に共同出資スタック開発メーカーAFCCが解

散）も参入、次世代のスタックの性能、耐久性・信頼性を向上させ、製造コストの低減を目指す（ドイツ連邦

交通省が21M€の補助金を投入）。

複数の完成車メーカーが同じ設計、部品、製造技術、および共同開発したスタックを利用するプラットフォーム

ベースのコンセプトで推進されている。

MEA製造については東レが買収した独Greenerityが参画、セパレータは、アセンブリ単純化に向けた形状改

善と一体型シール開発に特徴があるDana社製の金属セパレータを採用。

AutoStackプロジェクトの経緯 AutoStackプロジェクトの部材開発役割概念図

Thomas Tingelof(PowerCell)”Hydrogen fuel cells in transport applications”
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アウトライン
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３ 海外現地調査

欧州現地調査

３．CO2フリー水素の定義・認証制度の設計および実証の動向
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【参考】CertifHyのスキーム
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CertifHyのスキーム

 CertifHyではプレミアム水素として再エネ由来水素（Green Hydrogen）および低炭素水素（Blue 
Hydrogen）の「定義」が定められている。

 これらの定義に基づいて水素の製造源保証（Gurantee of Origin, GO）を行い、証書として「モノ」の水
素と、定義により「保証」されたGO（証書として発行される）を別々に流通できるようにするのがCertifHyの
スキームである。

【CertifHyのスキーム】

出典：CertifHy
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【参考】CertifHyにおけるCO2フリー水素の「定義」
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 CertifHyプロジェクトでは水素製造時のCO2排出量と製造源をもとに、水素を「Non-CertifHy H2」、
「CertifHy Green H2（グリーン水素）」、「CertifHy Low Carbon H2（低炭素水素）」に分類。

出典：Certify “CertifHy– Developing a European Framework for the generation of guarantees of origin for green hydrogen”をもとに作成

【CertifHにおけるCO2フリー水素の定義】

Non-CertifHy H2

製造源によらず、製造時のCO2排出量が
しきい値（=36.4gCO2/MJH2）以上の水素

CertifHy
Green H2

製造時のCO2排出量
がしきい値未満かつ
再生可能エネルギー
由来の水素

CertifHy
Low-Caborn H2

製造時のCO2排出量が
しきい値未満かつ
再生可能エネルギー
由来ではない水素

CO2排出量

排出量ベンチマーク（天然ガス改質）
（＝91.6gCO2/MJH2）

水素製造時の排出量がベンチマークを
上回る施設はCertifHy H2の製造を

認められない

低炭素水素の排出量しきい値
（＝36.4gCO2/MJH2

＝天然ガス改質の約4割）

再生可能エネルギー由来 非再生可能エネルギー由来

水素製造源
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CertifHyでのプレミアム水素の「定義」について
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 CertifHyでは製造された水素に対して、製造源の保証を与えることから、特定のLCAの結果をベースとして
水素製造手段ごとにプレミアム水素の認証を与えるか否かを決定しているわけではない。

 したがって、CertifHyのプレゼンで示されたLCAの結果では石炭＋CCSでの水素製造は低炭素水素製造の
条件を満たさなかったが、製造過程が異なればこの結果も変化する。

 グレー水素について、低炭素化を図る、あるいは積極的に低炭素化を評価することはCertifHyでは考えられ
ていない。

Air Liquide
（フランスの産業ガス事業者、

CertifHy実証に参加）

• GOはエンドユーザーにその製造源の情報を与えるものであり、特定の水素製造法にインセンティブを与えるた
めの仕組みではない。

• GOの導入・運用にあたっては、ダブルカウントを避けることが必要である。
• （必ずしも消費者の環境意識が高くないような）オランダなどではエンドユーザーに一定の宣伝を行うが、さら

なるインセンティブを与えることは政府の責任。
• しきい値についてはバイオ燃料の例を参考に定めたが、今後もっと下げる必要もあるかもしれない。

• CertifHyの定義の紹介で提示しているLCAの結果についてだが、そこで示した各水素製造手段についての
排出量をフィックスした結果として採用すると決めているわけではない。欧州と日本で水素の製造過程が異な
れば、LCAの結果についても当然異なってくる。あくまで一つの例として見てほしい。

• 参照したLCAの結果についてはbiofuelの認証に利用しているデータを利用した。また、Green Hydrogen
の製造にあたっての再生可能エネルギーの定義はREDに従う。

• Grey Hydrogenについて、低炭素化を進める手段についてCertifHyでは検討していない。認証のしきい
値を下げれば排出量低減効果はあるが、しきい値の設定は政治的な面も考慮の上、決定する必要がある。TUV SUD

（ドイツの第三者認証機関）
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参考：「CO2フリー水素の定義」について
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 CO2フリー水素の「定義」に関しては、CO2排出量ベンチマーク（＝天然ガス改質）の6割減と定められた。

これはREDでのバイオ燃料の排出量目標に倣ったもの。

出典：Hinicio

ベンチマーク（天然ガス改質）
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CertifHyでのプレミアム水素の「定義」のバウンダリについて
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 CertifHyでは「定義」のバウンダリは製造部分に限られ、輸送部分の取り扱いは枠外である。

 国外からの、液化水素や有機ハイドライドへのキャリア転換を伴う水素輸送・輸入についてもCertifHyの枠で
は詳細に考えられてはいない。

 ただし、将来的に「定義」において、これらに関する議論が必要となる可能性は示唆された。日本としても「定
義」の検討にあたって水素の大量輸送に係る取扱いを明確化する必要があるのではないか。

Air Liquide
（フランスの産業ガス事業者、

CertifHy実証に参加）

• CertifHyではGOを製造する際のバウンダリでの水素の性状として、ミニマムの圧力を25bar、純度を
99.9％としている。圧力や純度の設定は、投入エネルギーや排出量に影響を及ぼすため重要である。

• CertifHyではバウンダリの考え方については水素製造プラントのみとしており、輸送の部分は含めていない。
また、水素製造プラントに対して、「プレミアム水素」の製造所としての認証を与える方式は、社会受容性の
観点から重要である。石炭火力の電力を用いて水電解しても、天然ガス改質比較で4倍の排出量となり、
これでは受容性は得られない。

• 液化水素や有機ハイドライドなどのキャリアへの転換については現在実証のスコープに含まれていないが、この
場合もGOのダブルカウントを避けることが重要。将来的にはCertifHyで考慮する必要もあるだろう。

• 今はEU以外で製造される水素をCertifHyの枠でどう扱うか、は決まっておらず、たとえばノルウェーなどで製
造される水素についても取扱いは定まっていない。TUVとしてはスイスやノルウェーなどもCertifHyの対象に含
めるべきということを提案している。

• 輸送部分の排出量については現在定義のバウンダリの枠外としているが、実際は議論しないといけない問題
と考えている。LOHC（有機ハイドライド）への転換などのプロセスの取扱いも同様で、プロセスでの排出量を
考慮するべきだと思う。国外からの水素輸入に際しても日本への入り口までをバウンダリとして考えるのが自然
ではないか。TUV SUD

（ドイツの第三者認証機関）
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海外の制度設計の取り組み動向（CertifHyプロジェクト）

 欧州の「CertifHy」プロジェクトでは、既にCO2フリー水素の定義案・認証スキーム案を提示。

 現在「フェーズ2」としてGO（Guarantee of Origin）の製造実証を、4箇所の水素製造サイトで開始。

 2019年1月には75000以上のGOが登録されたとのプレスリリースが公開され、着々と取り組みを進める。

CertifHyプロジェクト「フェーズ2」での実証

天然ガス改質＋CO2分離回収
（フランス）
Air LiquideによるPort Jeromeでの、
Low-Carbon Hydrogenの製造実証

オンサイト水電解（ベルギー）
Colruytによる再エネ水電解での
Green Hydrogenの製造および
フォークリフトや商用車への供給実証

苛性ソーダ副生水素（オランダ）
NouryonとAir Productsによる苛性
ソーダ製造時の副生物としてのLow-
Carbon Hydrogen製造実証

風力電解水素＋メタネーション（ドイツ）
Uniperによる風力発電水電解での
Green Hydrogen製造およびそれを利
用したメタネーションの実証 出典：CertifHy

• リファイナリー用の水
素製造所でGOを
製造しており水素
は100t/day製造
可能。

• Air Liquide社の
CRYOCAPという
技術で液化した
CO2を分離回収。

• 低炭素水素以外
にもバイオメタンの
GOと合わせてグ
リーン水素も製造。

• 低炭素水素は輸
送セクターに供給。

Air 
Liquide

• ガス網注入が実施
されているが、現状
では水素のガス網
注入を促進するよ
うな規制は存在し
ない。

• GOはe-methane
（8割再エネ由来
の合成メタン）

• の製造に利用。

TUV
SUD

• 既にGOを製造して
おり、自ら消費して
グリーン水素をス
テーションで販売。

• フォークリフトやトラッ
ク、乗用車に供給。 TUV

SUD

• 副生水素の排出量
のアロケーションがテー
マ。CertifHyで提案
したエンタルピーで按
分する手段がベストと
考えている。

• 水素はイギリスのFC
バス・ドイツの水素ス
テーションへ供給。

TUV
SUD
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３ 海外現地調査

中国現地調査



MHIR Confidential

 中国は、EVに続いてFCVの普及に注力する姿勢を強めている。

 政府や地方政府の補助金などの政策により、FCVや水素インフラに関するプロジェクトが乱立、
多数の企業が参入し、産業振興が急ピッチで進んでいる。

中国の主な動向

中国現地調査：背景／中国の概況

水素活用（主にFCV） 水素インフラ

政策等 国際協力など

• 張家口（76台）、大同（40台）などをはじめ、
10箇所以上の年で燃料電池バスの実証プロジェク
トが進む。

• 上海市では2018年までに500台のFCトラックを製
造予定。（東風特別車両）

• 水素・FC関連企業が2016-
2017年に123社から215社へ。

• 2017-2018年には2292億元の
投資があったものと見積もられる。

• 実証プロジェクトなどのため、2018年7月には14箇
所の水素ステーションが稼動中。

• 運行中のプラントからの副生水素精製能力が430
万トン/年、将来的には542トン/年と見込まれる。

• 2030年には再生可能エネルギーからを主な水素製
造源とする見込み。

• 中国製造2025のロードマップにて、
2030年までに燃料電池車両を100万台生産する
との計画を発表。

• 2016年に発行されたSAE-Chinaの技術ロードマッ
プは、2030年にむけた詳細な計画を策定。

• 中央政府、および地方政府が、燃料電池車の購入
や水素ステーション建設対する補助金を導入。

• その他、上海、如皋、台州、仏山、武漢など、多くの
都市で水素燃料電池産業育成の取り組みが進む。

• 2018年5月：李克強首相がトヨタ自動車の関連
部品工場を視察

• 2018年6月：清華大学にてWorld hydrogen 
councilが開催

• 2018年10月：如皋市にてFuel Cell Vehicle 
Congressが開催
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 中国では、商用車・乗用車を分け、かなり詳細なロードマップを示している。

中国現地調査：背景／日本と中国のロードマップ比較

2020年 2025年 2030年

• 最大出力密度： 4.0kW/L
• 耐久性： 乗用車無交換
• 航続距離：（継続的に向上）
• 最低起動温度：-30℃
• コスト：約500元/kW（スタック）
• MEA：100℃、RH30%

• 密度：6wt%
• コスト：約300元/kW

（水素5kgに対し18,000－30,000元）
• CFの低コスト化、CFPR薄肉化
• 補機類の低コスト化

• 製造源：海外未利用エネルギー
• ステーション：国内160箇所

• 最大出力密度： 5.0kW/L
• 耐久性： 乗用車・商用車無交換
• 航続距離：（継続的に向上）
• 最低起動温度：（継続的に向上）
• コスト：約300元/kW （スタック）
• MEA： （継続的に向上）

• 最大出力密度： 6.0kW/L
• 耐久性： 乗用車・商用車無交換
• 航続距離：800km
• 最低起動温度：（継続的に向上）
• コスト：約250元/kW （スタック）
• MEA： （継続的に向上）

• 密度： （継続的に向上）
• コスト：約180元/kW

（水素5kgに対し18,000元以下）
• 最適設計手法、量産化技術

• 製造源：海外未利用エネルギー
• ステーション：国内320箇所

• 密度： （継続的に向上）
• コスト：約120元/kW

（水素5kgに対し6,000-12,000元）
• 低コストCNT高強度化
• 超高硬度繊維

• 製造源：海外未利用エネルギー
• ステーション：国内900箇所

スタック
/FCV

車載貯蔵

水素供給

2020年 2025年 2030年

• 最大出力密度：450 ／ 300W/kg
• 耐久性：5,000 ／ 10,000時間
• 航続距離：500 ／ 500km
• 最低起動温度：-20℃
• コスト：1,500 ／ 5,000 元/kW

• 密度：5wt%
• コスト：約3,000元/kg

（水素5kgに対し15,000元）
• Type III

• 製造源：副生水素＋RNE
• ステーション：国内100箇所以上
• 輸送：高圧ガス水素

• 最大出力密度：550 ／ 400W/kg
• 耐久性：6,000 ／ 20,000時間
• 航続距離：>500 ／ 600km
• 最低起動温度：-20℃
• コスト：800 ／ 2,000 元/kW

• 最大出力密度：650 ／ 500W/kg
• 耐久性：8,000 ／ 30,000時間
• 航続距離：>500 ／ >600km
• 最低起動温度：-20℃
• コスト：200 ／ 600 元/kW

• 密度：5.5wt%
• コスト：約2,000元/kg

（水素5kgに対し10,000元）
• Type IV

• 製造源：RNE
• ステーション：国内300箇所以上
• 輸送：液化水素

• 大きさ： 7.5
• コスト：約1,800元/kg

（水素5kgに対し9,000元）
• Type IV

• 製造源：RNE
• ステーション：国内1,000箇所以上
• 輸送：有機ハイドライド（常圧）

スタック
/FCV

車載貯蔵

水素供給

日
本

中
国
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 中国での水素利用はFCVが中心であり、さらに商用車に注力している。

 その他の水素利用については、まだ議論が十分ではない。

• 中国のFCVは商用車が中心で、耐久性やコストを重視している。
• 中国でのFCVの訴求点は、短期的には環境性能と冷温起動。

長期的には、再生可能エネルギーの利活用も重要なポイント。
• 産業としての盛り上がりを見せているが、現状では、まだスタックを調達して組み立てる形の

企業がほとんど。日本のように、部材メーカーから完成車まで全て揃っているわけではない。
• 中国では、規制が不明瞭な点など、確かに日本企業が参入しにくい面はあるが、

その間に欧米の企業が一気に進出している。日本企業は機会を逃しているのではないか。

中国現地調査：FCVをはじめとした水素・燃料電池産業について

• 中国での水素利用はFCVが中心だが、それ以外の利用についてはまだ議論の段階。
例えば家庭用コジェネシステムについては中国のニーズには適さないのでは。

• 水素発電なども議論があるが、まだ調査の段階。

清華大学
（自動車学院 教授）

清華大学
（自動車学院 教授）
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 副生水素の生産ポテンシャルが高いことが強み。だが、本格的な利用にむけた道筋はまだ明確でない。

 将来的な再生可能エネルギーも見越している。

 水素ステーションに関する基準の策定などは今後行われる見通し。

• 副生水素の生産能力が高いことは中国の強み。
経済的な価値が高ければ、FCVなどに振り向けることもできるのでは。

• 再生可能エネルギーとしては、国内に分布した風力（メガウインド）と、主に西部の砂漠地
帯に集中した太陽光（メガソーラー）が想定されており、特にメガソーラーからのエネルギー
輸送手段としては、水素にして運ぶ方針が有力とされている。
（送電線では課題が見つかっている）

中国現地調査：水素インフラについて

• 副生水素ポテンシャルは確かに高いが、各プラントで活用している状況からどのように外販へ
振り向けるかについては、まだ議論している段階。

• 現状では、水素は危険化学物質として取り扱われているため、安全基準などが厳しく、
ガソリンなどのように取り扱えない。

• Sinopecでは水素ステーションの商業運用の段階にないので、建設コストや運用コストに関
して適切な情報がない。

• 現在のところ、商用車への水素供給を中心に考えている。
例えば充填圧力などは35MPaで十分ではないか。

• 日本の動向については情報を集めており、どういった企業と協力して技術を取り入れていくか
を模索している。

• 日本へ水素を販売する可能性については、現時点ではまだ中国国内での需給バランスが
明確でなく、答えられない。また、輸送手段などの検討が必要。

Sinopec
（中国エネルギー事業者）

Sinopec
（中国エネルギー事業者）
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 中国と日本の条件や戦略の違いを考慮しながら、水素・燃料電池の普及へむけた計画の参考とすべき。

 FCVと水素インフラの両面で、中国での産業振興が進んでいるが、日本企業の参加は遅れているとの認識が
伺えた。一方で、日本の技術に対する期待も高く、中国市場に対する日本の姿勢を戦略的に検討する必要
がある。

中国現地調査：まとめ

日本 中国

水素利用 • FCV以外にも、コジェネは水素発電など。
• 乗用車を主とする。
• 乗用車向けを中心としたロードマップを策定。

• FCVが主。
• 特に商用車に注力して普及させる方針。
• 商用車と乗用車を明確に分けたロードマップを策定。

水素インフラ • 海外の未利用資源（低品位炭、随伴ガス
など）からの製造・輸送が主。2030年で30
万トン/年。

• 乗用車向けを考慮した水素インフラ。
• 安全規制や法整備も改良を進めている。

• 副生水素のみで高い供給ポテンシャルを持つ。稼働中の
もので430万トン/年。

• 将来的な再生可能エネルギーについても見通しがある。
• 商用車向けの水素インフラ。
• 法整備などが待たれる。

水素・FC産業 • 部材から完成車、あるいはコジェネ装置まで、
一貫してプレーヤーを持つ。

• 水素インフラについても技術を蓄積。
• 新規プレーヤーが少ない。
• 燃料電池システム自体の開発を完成車メー

カーなどが行っており、システムの外販を行う
企業が少ない。

• FCVとインフラに偏り、部材などのメーカーが十分でない。
• 燃料電池システムの設計・開発や完成車の設計・開発

など、燃料電池の利用に関する企業が主。
• 燃料電池本体などには欧米の企業が参入。
• 新規プレーヤーが多い（やや乱立している）
• 燃料電池システムの設計開発を行い、外販へ提供する

企業が存在。
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 本年ロードマップを発表したフランス、中国はモビリティ分野の普及初期段階では商用車に注力する方針が明確。
ユーザーメリットが見出しやすい領域で、インフラ整備のハードルを下げつつ普及を図る方向が見てとれる。

 フランスでは工業部門での低炭素水素の活用を早期に睨む点に特色。小中規模輸送を伴う水素利用が行われ
ていた領域では電解水素に早期にコスト競争力も生じうるとしている。

国としての水素・燃料電池への取り組み

燃料電池モビリティの利用に向けた取り組み

 欧州・中国ともに大気汚染対策と産業競争力強化が主な推進の要因だが、欧州では特に厳しい環境規制が、
中国では補助金等の産業政策が強力にこれらの動きをバックアップしている点が重要。

 一方、バッテリーなど他のオプションとの比較の中でユーザーメリットが見出しやすい領域でモビリティのFC化が始まりつ
つある。（電化の難しい地域の鉄道、航続距離が必要な商用車、大気汚染対策と高出力が必要な船舶など）

 上記の用途に向け、技術課題としては耐久性向上と低コスト化の両立が特に重要と考えられる。

 欧州・中国ともにスタックメーカーと完成車メーカーが協業するケースが散見され、国も補助金や国家プロジェクト設
置でプレーヤー拡大を支援している。

CO2フリー水素の定義・認証制度設計の取り組み

 CertifHyでは製造プラントごとに水素製造時の排出量を算出し、認証を受けるため、特定のLCAの結果に基づ
いて、特定の製造手段のプレミアム水素認定の可能性が排除されることはないと考えられる。

 実証は着々と進み、既にGOが製造され利用も開始されている。
 欧州の水素利用の動向を背景に、海外からの輸入やキャリア転換の取り扱いについては制度として未整備。
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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
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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
でない論点や水素基本戦略において新たに記載された項目の具体化についての検討・提案を行う。

目的

 ロードマップの改定に向けた調査及び記載内容の提案に当たっての目的及び対象を以下に示す。

対象

【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

 水素基本戦略４章の各論における項目に基づき、以下の点について議論。
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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いて記載の検討が必要な項目案

 2030年以降の水素コスト20円/Nm3を目指すための技術開発について、記載内容の検討が必要ではないか。
⇒技術開発の項目については、次節で再度取り上げることとする。
 将来的に既存のエネルギーと同程度のコスト競争力を実現することを目指すにあたって、想定するサプライチェーン

で製造される水素の環境価値をどのように評価しうるかの検討が必要ではないか。
⇒次頁以降でより具体的に議論。
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現在検討されている水素サプライチェーン
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 現在検討されているサプライチェーンでは、水素は海外の未利用褐炭や副生ガスから製造。

出典：第14回水
素・燃料電池戦
略協議会事務局
資料
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非化石価値取引市場
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 再エネや原子力などの、「非化石価値電源」の持つ「非化石価値」を証書化し、取引する非化石価値取引
市場が設立された。

 「非化石価値」を有するとみなされる非化石電源についてはエネルギー供給構造高度化法に基づき定められ
ているが、高度化法において化石燃料由来の水素は化石燃料という取り扱い。

 化石燃料のガス化＋CCSで製造した水素や副生水素についてどう取り扱うか、それらを燃料とする水素発電
の扱いは明記されていない。

出典：資源エネルギー庁
「非化石価値取引市場に
ついて」（2019年2月）
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水素の排出量を議論する際のバウンダリについて
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 非化石価値にはCO2排出量がゼロである「ゼロエミ価値」も含まれ、水素発電が非化石価値を持ちうるかの
検討に際して、水素のCO2排出量の取り扱いを明確化することが必要不可欠と考えられる。

 2017年度のCO2フリー水素WGでは、海外のCertifHyでの水素の排出量評価時のバウンダリ（輸送以降
のパスは対象外）、および従来エネルギーの排出係数算出にあたって輸送部分が含まれないことを下敷きに、
製造段階又は原料採掘から製造段階を対象とする、という考え方が事務局から提示された。

 今後水素の環境価値を議論する際に、これらの議論をもとに取扱いのバウンダリや手段を明確化した上で、
水素の持ちうる環境価値や、求められる環境価値を実現するための技術開発について議論すべきではないか。

出典：資源エネルギー庁「第12回CO2フリー水素WG事務局資料」
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参考：CertifHyで参照されている水素製造時のCO2排出量データ
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 CertifHyでは、各水素製造法のCO2排出量に関するLCAについて、「Joint Research Centre」 による
“Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European 
Context（以下、WTW Report）” を参照している。

出典：Hinicio

石炭 + CCS
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参考：石炭ガス化＋CCS、天然ガス改質＋CCSでのCO2排出量算出
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 WTW Report においては、 石炭、天然ガスからの水素製造についてシステム境界を以下のように設定。

 赤枠内がCertifHyでの LCA システム境界である。採掘・精製、化石燃料の輸送、ガス化は考慮するが、
水素製造後の圧縮・輸送は含めない。

出典：“Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context v4.a”, 
Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (2014).
“Summary of energy and GHG balance of individual pathways”, Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (2014).

コード No.

石炭

天然
ガス

化石燃料からの水素製造（CCS含む）のパス

CertifHyで採用されたLCAのシステム境界
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参考：石炭ガス化＋CCS・天然ガス改質+CCSによる水素製造時の排出量
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 WTW Report においては、 石炭、天然ガス のLCA システムを以下表のように設定。

 網掛け部分がCertifHyでの LCA システム境界内で、排出量にカウントされる部分。

 石炭ガス化＋CCSでは採掘・生成時の排出量が37.5g-CO2/MJと支配的。ガス化部分は5.8g-
CO2/MJ。採掘・精製のプロセスにおいて、CO2排出量を低減することが必要になるのではないか。

出典：“Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context v4.a”, 
Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (2014).
“Summary of energy and GHG balance of individual pathways”, Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (2014).

石炭ガス化+ CCS
43.3ｇCO2eq/MJ
＞36.6CO2eq/MJ
=91.5*0.4
（CertifHyしきい値）

天然ガス改質
91.5ｇCO2eq/MJ
天然ガス改質 + CCS
30.3ｇCO2eq/MJ

化石燃料からの水素製造（CCS含む）のパス
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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いて記載の検討が必要な項目案

 2030年以降の水素コスト20円/Nm3を目指すための技術開発についての具体的な課題や取り組む項目の記
載充実が必要ではないか。

⇒次頁以降で記載を充実させる項目の案について記載。
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液化水素サプライチェーンの技術課題
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 NEDOプロジェクトにおいて、過去に液化水素サプライチェーンにおいて将来の30円/Nm3、20円/Nm3と
いった水素コストを実現するための技術課題が検討されている。

 特に大型かつ効率に優れた液化機やボイルオフガスを低減可能な断熱技術を持った輸送船・タンク、低温対
応や大口径化、緊急離脱機構装備がなされたローディングアーム、ポンプ、大型の気化器などが必要とされる。

 その他冷熱活用技術やLNGよりも軽量な液化水素に対応した安定な双胴船の開発も必要とされる。

出典：エネルギー総合工学研究所「 エネルギーキャリアシステムの経済性評価と特性解析報告書」
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有機ハイドライドサプライチェーンの技術課題
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 NEDOプロジェクトにおいて、液化水素同様に有機ハイドライドサプライチェーンにおいて将来の30円/Nm3、
20円/Nm3といった水素コストを実現するための技術課題が検討されている。

 特に脱水素設備の部分に技術課題があり、大規模な脱水素プラントの実現、触媒の低コスト化、トルエンロ
スの低減、脱水素の吸熱反応への排熱供給源からの熱供給での効率向上などが必要である。

出典：エネルギー総合工学研究所「 「エネルギーキャリアシステムの経済性評価と特性解析」 」報告書
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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。再生可能エネルギー由来
水素のコスト構造は、①原料である再生可能エネルギー電源からの電力供給コスト（OPEX）、②水素製造設
備等の稼働率、③水電解装置を中心とした設備コスト（CAPEX）の 3 つである。

 ③設備コストについては、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、世界最高
水準のコスト競争力を実現すべく、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。

 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いて記載の検討が必要な項目案

 水電解システムのコスト5万円/kWを目指すための技術開発項目についての検討が必要ではないか。
 具体的には、CAPEX低減に向けた技術開発方向性として、高電流密度化やスケールアップが重要ではないか。
 合わせて、再エネの変動や起動停止に対応が可能な装置とするためには耐久性向上も重要ではないか。
 Power-to-Gasの社会実装を考える上では、欧州で盛んなガス網注入やメタネーションの状況についても調査し、

国内での実施可否について検討することが必要ではないか。
⇒次頁以降で議論。
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 日本では、2020年頃までに水電解システムコスト5万円/kWを見通す技術を確立する、という目標が「水
素基本戦略」において記載された。

 米国では、2020年頃までに水電解システムコスト3.4万円/kWを意欲的な開発目標として掲げる。水電
解は多様な水素製造手段の一つという位置づけ。

 欧州では低炭素化の有力手段として、大規模な水電解装置の開発を進める。 2018年に目標が更新さ
れ、 2020年頃までの水電解システムコスト目標は7.7万円/kW（アルカリ）、11.6万円/kW(PEM)。

出典：U.S.Drive ” Hydrogen Production Tech Team Roadmap”

2020年の水電解システム設備コスト（CAPEX）の開発目標（万円/kW）

米国 3.4

欧州 7.7（アルカリ）、11.6（PEM）

日本 5.0

【米国】 【欧州】

※水電解システムを構成する機器は、同一でないことに注意。
※※ 単位換算の考え方。
米国目標値：$300/kW 1$ = 112.9 円として換算
欧州目標値： 1€ ＝129円
出典：
DOE Fuel cell Technologies Office  ” Multi-Year 
Research, Development,and DemonstrationPlan”
FCHJU “Multi - Annual Work Plan 2014 – 2020”

出典：FCHJU “Multi - Annual Work Plan 2014 – 2020”

日本と海外における水電解装置の開発目標（コスト）
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FCHJUにおけるアルカリ水電解のコスト目標
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 2018年にFCHJUは新たにアルカリ水電解の目標を発表。

 2020年目標として、CAPEX€600/kW(年間一社あたり100MW製造の前提)、OPEX€26/(kg/d)/yr、
電力原単位50kWh/kg、電流密度0.1A/cm2などが課されている。

出典：FCHJU ”Multi－Annual Work Plan 2014－2020”

システム
コスト
目標
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FCHJUにおけるPEM形水電解のコスト目標
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 2018年にFCHJUは新たにPEM形水電解の目標を発表。

 2020年目標として、CAPEX€900/kW(年間一社あたり100MW製造の前提)、OPEX€41/(kg/d)/yr、
電力原単位55kWh/kg、電流密度2.2A/cm2、応答性能目標が課された。

出典：FCHJU ”Multi－Annual 
Work Plan 2014－2020”

システム
コスト
目標
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出典：“Development of Water Electrolysis in the European Union Final Report” (FCHJU, 2014)

 FCHJUでのアルカリ形およびPEM形の水電解システム、水電解スタックのコスト構造の比較を以下に示す。。

 アルカリ形においてはスタックコストがシステム全体の50%を、さらにその49%を電極が占める。

 アルカリ水電解システムにおいては、周辺機器もある程度の割合を占めており、最適なシステム設計や大規模
化・量産化によりコスト削減がなされると考えられる。

 PEM形においてはスタックコストがシステム全体の60%を、さらにその51%をバイポーラープレートが占める。

 PEM形水電解装置においては、電極触媒・バイポーラープレートのコーティングに使用される貴金属量の多さ
がシステムコスト増大の原因と考えられる。

スタックコスト内訳

システムコスト内訳

【アルカリ】 【PEM】

システムコスト内訳

スタックコスト内訳

水電解装置のコスト構造
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参考：アルカリとPEMのIV特性の比較
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 アルカリとPEMを比較するとPEMの方が高電流密度での水素製造が可能。

 電流密度を大きくすることは、セル枚数の低減が可能になるなどの理由からCAPEX低減に寄与。

 効率を上げることは、水素製造時に必要な電力を低減できることからOPEX低減に寄与。

 水素製造コストを抑制するには、これらと装置耐久性について考慮しながら適切な性能目標を定める必要。

出典：Hydrogenics” COST REDUCTION POTENTIAL FOR ELECTROLYSER TECHNOLOGY”
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参考：国内における水電解技術開発状況（アルカリ）
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 NEDO事業で技術開発された旭化成のアルカリ形水電解装置は効率にして最大で80％後半を可能にする。
これは他社と比べても比較的高い水準。
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参考：国内における水電解技術開発（PEM）
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 NEDO事業で東レにより開発された炭化水素系電解質膜を用いたPEM形水電解装置は、基準膜に比べ
て高効率かつ大量の水素製造を可能にする。（下図の検証は日立造船製装置を利用）
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アルカリ水電解のCAPEXの規模依存性
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 スケールアップはCAPEX低減に大きく寄与。特にMW級の規模とすることで、大きな効果が見込める。

出典：Nel Hydrogen“ RENEWABLE HYDROGEN PRODUCTION WITH NORWEGIAN ELECTROLYSER TECHNOLOGY”
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参考：水電解装置の技術的特性の比較
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 利用ケース・技術開発の議論に先立ち、各電解装置の技術的特性を整理。

 アルカリ形は現時点では装置が長寿命・kWあたリコストが低く、大規模装置でコストメリット。

 PEM形はアルカリ形に比べコスト高だが、高圧化が容易・高電流密度化が容易（設置スペース低減に寄
与）・電解装置から高純度水素が得られるといったメリットを持つ。

PEMはアルカリに比べて
高圧化（~16.5MPa）
が容易。

PEMはアルカリに比べて
高電流密度化
（~2A/cm2）が容易。
⇒装置のコンパクト化が
可能であり、限られたス
ペースでの設置が容易。
（オンサイト製造時などに
メリット）

PEMはアルカリに比べて
高純度水素
（~99.9999%）が得
られる。

アルカリはPEMに比べ
現状では長寿命。
⇒維持費用を低く抑え
ることが可能と考えられ
る。

アルカリはPEMに比べ
現状ではkWあたりコス
トは低コスト。
⇒大規模な装置では、
アルカリ形にコストメリッ
トがあると考えられる。

出典：”Cost Assessment of Hydrogen Production”(CSIRO,2016)



MHIR Confidential

参考：アルカリ形電解装置のプレーヤーと電解装置の例
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 国内では旭化成、日立造船の二社がNEDO事業参加。その後旭化成はFH2R、ドイツ実証にも参画。

 海外ではNel、Hydrogenicsが主要プレーヤー。近年Thyssenkruppも水素への取り組みを発表。

 特にNel社は２MW級、原単位3.8kWh級の高効率水電解装置を市場投入済みである。

企業名 装置例 出力 効率 最近の導入例

旭化成
（日本）

約100KW
（NEDO事業）

4.3kWh/Nm3
※大型装置での結果。

NEDO事業で開発した技術をもとにFH2Rで10MW級
のアルカリ形水電解装置導入。その他ドイツの実証事業
H2herten、ALIGN-CCUSにも参加。

日立造船
（日本）

約390KW
(NEDO事業）

4.95kWh/Nm3
※大型セルでの結果。
数値は同セルが達成した
NEDO目標
0.42A/cm2@2.07V
から計算。

－

Hydrogenics
（カナダ・ドイツ）

80-500kW
（製品）

5.0-5.4kWh/Nm3
ドイツFalkenhagenのUniperによる風力からの水素・
メタン製造の実証プラント（Store&GO、CertifHy）
にアルカリ水電解を提供。負荷追従性実証などを実施。

Nel
（ノルウェー）

ー2.2MW
（製品）

3.8-4.4kWH/Nm3
世界最大の水電解プラントとして135MW以上のユニッ
トをノルウェーに持つ。その他アフリカ、アジアでも電解槽
の導入実績を有する。

Thyssenkrupp
（ドイツ）

5MW, 20MW
（製品）

-4.5kWH/Nm3

豪州のインフラ企業H2Uと30MW水電解水素製造プラ
ントおよびアンモニア製造設備の建設を契約。再生可能
エネルギーからCO2フリーのアンモニアを作る初の商用設
備となる見通し。



MHIR Confidential

PEM形電解装置のプレーヤーと電解装置の例
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 国内では神鋼環境ソリューション・日立造船の二社が製品を提供。日立造船が２MW製品を発表。

 海外では複数プレーヤーがMW級装置を続々と発表。大規模化のトレンドが存在。

企業名 装置例 出力 効率 最近の導入例

神鋼環境ソリュー
ション
（日本）

約100KW
（NEDO事業）

6.5kWh/Nm3
※1

比較的小規模（水素製造能力にして～60Nm3/h）
装置を提供。

日立造船
（日本）

ー２MW 不明

比較的小規模装置を提供していたが、２MW装置を
2018年発表。同社柏工場で実証実験を実施後
2019年から販売予定。

Hydrogenics
（カナダ・ドイツ）

－15MW
（製品）

5.0-5.4kWh/Nm3
PEM形電解装置についてMWスケールの製品を複数発
表。デンマークのHybalanceプロジェクトやドイツの
MefCO2プロジェクト等のP2Gプロジェクトで導入。

Siemens
（ドイツ）

ー6MW
（製品）

3.8-4.4kWh/Nm3
6MWのPEM水電解装置ユニットをH2FUTUREプロ
ジェクトでオーストリアの製鉄所に導入。その他2023年
頃までに100MW級の装置開発計画を発表。

Nel（Proton 
Onsite)
（ノルウェー）

ー2MW
（製品）

-5.3kWh/Nm3
Nelが米国のProton Onsiteを買収。PEMもラインナッ
プに加える。2015年導入のMseriesが２MW級装置。

ITM Power
(イギリス)

ー100MW 4.5-5.0kWh/Nm3
2018年にイギリスRuncornにおいて100MW級のP2G
プロジェクトの実施を発表。ガス網注入で利用予定。

※1 光島ほか「水電解技術の現状と課題」
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欧州におけるP2Gでの水素ガス網注入
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 欧州ではガスパイプラインが発達し、また岩塩ドームなどの地下貯蔵に活用できる設備も多く存在。
 また、欧州では複数の国において、ガスパイプラインへの少量の水素混合は許容されている。
 たとえばドイツでは、ガス網下流にCNGステーションなどの施設がない限り、10％（体積割合）の水素混合

が認められている。
 これらの整備された環境の存在が、欧州に置いてPower to Gasの取り組みを進める背景となっている。

出典：柴田「我が国におけるPower to Gasの可能性」

欧州におけるガスインフラの状況 欧州におけるガス網への水素混入可能割合の状況

出典：ITM Power「Power-to-Gas：Storing Renewable Energy in the gas grid」
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参考：欧州における最近の水素ガス網注入・メタネーションの実証例
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 フランスのエネルギー事業者EngieはダンケルクにおいてPower to Gas実証プロジェクト「GRHYD」を開始。
 同プロジェクトでは水電解で製造した水素をガスパイプラインへ注入し、地域の200世帯へ供給を行う。水素

の体積割合としては最大20％を目指す予定。
 FCHJUプロジェクト「Store&GO」において、メタネーションに関する実証がドイツ、イタリア、スイスの3カ国で行

われている。
 例えばドイツではバイオエタノールプラントからのCO2と風力発電から水電解で製造した水素を原料にメタネー

ションを行う実証を実施。

GRHYDプロジェクト参画プレーヤーと概念図 メタネーション実証プロジェクトStore&GO

[出典] F. Mabille “L’hydrogène pour l’énergie “
http://www.afhypac.org/documents/actualites/pdf/PREZ%207-
GRHYD%20journ%C3%A9es%20H2%20Grenoble%20F%20Mabille%20%20V2.pdf

自治体、バス事業者、
エネルギー事業者、水電解
装置メーカー、
研究機関等が参画。

［出典］STORE&GO HP

メタネーションで製造した合成メタンはガス網への注入のほ
か、液化してグリーンLNGのとしての利用も実証される。
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 Power to Gasで製造した水素で再び発電するPower to Gas to Powerはトータル効率が入力の3割
弱となり、効率は高くない。

 しかし、水素はその他のエネルギー貯蔵手段と比べ大規模・長期間の貯蔵に適しており、大量の再エネが導
入された際にはバッテリーの貯蔵・放電に比べて大幅なコスト競争力を持つ。

参考：欧州におけるエネルギー大規模貯蔵技術のコスト比較

Power to Gas to Power Battery
出典：LBST「“Assessment of the Potential, the Actors
and Relevant Business Cases for Large Scale and Long Term Storage of
Renewable Electricity by Hydrogen Underground Storage in Europe」
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地域の再エネ活用（サプライチェーン）

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いて記載の検討が必要な項目案

 地域で進められている再エネ由来水素サプライチェーンの動向やコストに関する情報の整理、普及に向けて情
報の共有を進めることが必要ではないか。

 副生水素のポテンシャルについての調査や、副生水素の環境性をどのように評価するかについての整理が必要
ではないか。

⇒次頁以降で具体的に議論。

第5次エネルギー基本計画における記述（一部抜粋）

 様々な資源から作ることができるという水素の特性を活かし、いくつかの自治体では、地域の未利用資源
（副生水素、再生可能エネルギー、下水汚泥等）を水素に換え、FCV やFC フォークリフト等で活用する、
地産地消型の水素サプライチェーンの構築の取組が進んでいる。こうした取組は、低炭素化や地域のエネル
ギー自給率の向上といったエネルギー・環境政策上の意義に加え、地域の雇用や産業の創出といった地方創
生にもつながる。
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 NEDOはP2Gの実証を2017年から実施。今後普及促進のため実証成果の共有が必要ではないか。

NEDOにおけるP2G実証

プロジェクト名 委託先 実証場所 実証イメージ

再エネ利用水素シ
ステムの事業モデル
構築と大規模実証
に係る技術開発

東芝
東北電力
岩谷産業

福島県浪江町

稚内エリアにおける
協調制御を用いた
再エネ電力の最大
有効活用技術

日立製作所
北海道電力
エネルギー総合
工学研究所

北海道稚内市

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

山梨県
東レ
東京電力ホー
ルディングス
東光高岳

山梨県甲府市

出典：日立製作所プレスリリース

出典：NEDOプレスリリース

出典：山梨県プレスリリース

電力系統の需給バラン
ス調整（デマンドレスポ
ンス）としての水素活
用事業モデルおよび水
素販売事業モデルの確
立を目指す。

水電解水素製造装置、
蓄電池および水素混
焼エンジンの協調制御
システムを開発。短周
期・長周期変動緩和お
よび下げ代不足2対策
等のサービスを提供し
つつ、水素を外販。

太陽光発電に対して、
その電力を固体高分子
形水電解水素製造装
置を隣接に設置するこ
とで吸収し、電力網の
供給余力と発電サイド
の需給調整力を創出。
製造された水素を工場
等の熱需要や運輸にお
いて利活用。
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 環境省のもと、複数の地域において地域の資源を活かした低炭素水素の製造から利用までのサプライ
チェーンの実証事業が実施されている。これらの実証事業では、LCAにより水素の環境性についても評価が
行われている。

 今後、これらの多様な実証において早期に事業性が見出しうる条件などの情報についても普及に向けて広
く共有を行うべきではないか。

国内における低炭素水素サプライチェーンの検討

出典：環境省 地球環境局 地球温暖化対策課「環境省の水素・燃料電池に関する取組」
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 国土交通省のもと、複数の自治体において下水汚泥や消化ガスを原料とした水素サプライチェーンの事業
性に関するFSが実施されている。

 検討されたモデルでは、水素製造コストは50円弱-90円/Nm3。精製コストの結果通常の天然ガスより割
高になる。一方で排出量は下水汚泥・消化ガス由来水素は天然ガス由来より低く環境性に優れる。

 下水汚泥・消化ガス由来の水素について、環境性をどう評価するか事業性を考える上で重要ではないか。

国内における下水汚泥・消化ガス由来水素の事業性検討

出典：「第３回水素社会における下水道資源利活用検討委員会資料」
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環境性の評価に関する国内の制度設計の取り組み動向

 愛知県では、2018年4月に「低炭素水素認証制度」を県が発表。「再生可能エネルギー電気又はバイオガ
ス（若しくは、その環境価値）から製造された水素」について県が製造計画を認定、製造実績を認証。

 ただし、ここではLCA等をベースとした定量的な削減効果の評価やそれに基づく定義は行われていない。

 その他神戸市などでも独自の環境価値取引制度の検討を行う動きが見られ、「定義」や認証・取引へのニー
ズは着実に高まってきているのではないか。

愛知県の「低炭素水素認証制度」の概念図

出典：愛知県HP
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国内の取り組み動向の紹介（制度設計の必要性）

 日立製作所、デンヨー興産、産業技術総合研究所は2018年5月から共同で福島県において水素混焼
ディーゼル発電機を用いた熱電併給の実証を行っている。

 同実証では、製鉄所や化学プラント等から生成される副生水素を活用した熱電併給の事業モデルをめざして
実証を行う。同時に再エネ由来水素をMCHを介して供給・利用も実施する。

 再エネ由来水素および副生水素の工業利用や熱電併給への取り組みを支える上では、提供される副生水素
の利用による環境性の向上を評価するための制度が必要になるのではないか。

福島県での「水素混焼発電システム」実証の概念図

出典：「福島県での水素混焼発電システム実証を開始」日立製作所、デンヨー興産プレスリリース（2018年5月24日）
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国内の取り組み動向の紹介（制度設計の必要性）

 四日市コンビナートにおいて、水素パイプラインを活用した事業者間の水素融通が構想されている。

 今後様々な製造法から得られた水素を同一のインフラで活用し、同時に水素の環境価値を認めるためには、
水素の製造元の保証が重要になりうると考えられる。

 既存設備（パイプライン）を活用したコンビナートでの水素供給は設備コスト抑制や需要取りまとめ効果など
メリットが期待され、環境価値の観点からこれを支えられる制度設計も必要になりうるのではないか。

コンビナートをつなぐ「水素導管を軸とした連携構想」の概念図

出典：「平成 29 年度 四日市コンビナート先進化
に向けた 水素有効活用検討委員会
報告書（公開版）」
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日本の水素需給の試算例（第９回CO2フリー水素WG資料より）

 我が国における産業部門の水素需要について、殆どが工業プロセスの自家消費であり、外販は1%に過ぎな
い。リファイナリーが46％、製鉄が40％を占め、アンモニア製造、石油化学工業が続く。

 産業部門の多くでは水素製造能力が水素需要（自家消費）を上回り、供給余力が発生していると考えら
れる。余剰の水素に関しては、高純度のものが販売されるケースもあるものの大半のガスは燃料等として所内
消費されている。

出典：勝又他 ｢製造から消費までを考慮した水素マテリアルフローの作成」（日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 836, 2016）をもとに作成

部門 水素製造能力
[億Nm3/year]

水素需要
[億Nm3/year]

供給余力
[億Nm3/year]

リファイナリー 150 110 43

石油化学 25 6 19

アンモニア工業 28 20 8

製鉄 143 95 48

ソーダ工業 10 5 5

国内における水素需要内訳試算 国内における水素供給余力試算
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参考：副生水素の外販について

 コンビナート等では顧客需要に合わせた稼働計画となることや、所内での利用が行われているなどの背景から、
副生水素の外部販売を行う余力がないケースが複数見られる。

 また、水素を外販する場合には圧縮、精製、輸送等の設備への投資が新たに必要になることから、外販の開
始にはこれらの採算性や継続的な水素需要が見込めることが必要と考えられる。

コンビナートでの副生水素外部提供に関する意見の例

出典：「第１回 四日市コンビナートにおける水素関連事業可能性検討委員会 四日市コンビナートにおける水素関連事業可能性検討委員会議事概要」
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副生水素の排出量に関するアロケーション

 副生水素が活用されていない場合は製造時のGHG排出量をゼロとみなすことが可能だが、エネルギーとして
利用されている場合や販売されている場合、アロケーションが必要と考えられる。

 また、副生水素の排出量に対してアロケーションの手段は排出量に大きな影響を与える。

 適切なルール設計による環境性の評価が、副生水素の活用に影響を持つと考えられる。（次頁も参照）

出典：みずほ情報総研「水素のライフサイクル温室
効果ガス排出量評価について」
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副生水素のCO2排出量の試算例

 副生水素の代替燃料として化石燃料を使う場合排出量は大きく増加する。

 水素は低密度であり、質量基準配分は経済価値配分よりアロケーションに伴う排出量増分が小さい傾向。

出典：みずほ情報総研「ライフ
サイクルを考慮した水素の温
室効果ガス排出量に関する
評価報告書（概要版）」

Well to tankでの副生水素のGHG排出量の評価例
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参考：アロケーションの手段の例

 アロケーションの手法として、考えられているものを下記に挙げる。

 考慮するプロセスや製品に応じて妥当なアロケーションの手段は変化すると考えられる。

方法 特徴 配分方法

熱量配分
同時に製造される製品がエネルギー
源の場合に有用。

水素および同時に製造される製品の
熱量比

重量配分
主製品が（水素のように）非常に軽
い場合やエネルギーなどの場合、配分
が過小評価を与える、あるいは困難。

水素および同時に製造される製品の
重量比

物質量配分
化学反応プロセスにおける配分や、主
製品が気体の場合に有用。

水素および同時に製造される製品の
モル数比

経済価値配分
市場価値は外的要因で変化しうるこ
とに留意が必要。

水素および同時に製造される製品の
市場価値比

エンタルピー配分
苛性ソーダなど主製品がエネルギーで
ない場合にも利用可能。CertifHy
で採用。

水素および同時に製造される製品の
生成エンタルピー比

出典：環境省「水素サプライチェーンにおける温室効果ガス 削減効果に関する LCA ガイドライン Ver.1.0」、CertifHy資料をもとに作成
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欧州のCertifHyプロジェクトでの副生水素の排出量按分について

 CertifHyでは副生水素の排出量算定に関して、エンタルピーベースの按分を行うルールを提案。

 以下に、苛性ソーダ製造時の副生水素での計算例を示す。

「苛性ソーダ」の製造の反応式

CertifHyでのエンタルピーベースの按分の考え方

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 (1)

（１）の反応における反応エンタルピー（反応に必要なエネルギー） ＝ 540.22kJ

水素原子の結合エネルギー（「水素」の生成に必要なエネルギー） ＝ 285.84kJ

副生水素の「排出量」割合 ＝ 「水素の結合エネルギー」/「反応エンタルピー」
＝ 285.84/540.22
= 52.9%

出典：CertifHy “Technical Report on the Definition of ‘CertifHy Green’ Hydrogen”をもとに作成
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CertifHyルールのもとでの国内での副生水素の排出量の試算例

「苛性ソーダ」の製造時の副生水素に関するWell-to-tankの排出量

輸送・貯蔵＋充てんでの排出

アロケーションによる副生水素への
排出量按分量

苛性ソーダ製造時の生成物は苛性ソーダ、塩素、水素。
このうち、質量比で水素の占める割合は2/(80+71+2)=約1.3％
上の試算で、質量按分で割り当てられた排出量0.12kg-CO2/Nm3-H2から逆算して、
製造時の排出量は0.12*(80+71+2)/2= 9.18kg-CO2/Nm3-H2

CertifHyルールに従う場合、エンタルピーベースの按分で
9.18*0.529=4.86kg-CO2/Nm3-H2 が副生水素に割り当てられる排出量。

出典：みずほ情報総研 “ライ
フサイクルを考慮した水素の温
室効果ガス排出量に関する
評価報告書”をもとに作成
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副生水素の活用活性化に向けてー制度との関連ー

 アロケーションの議論に基づくと、既に燃料利用されている副生水素を別用途で用いる場合、化石燃料が
用いられる場合は副生水素の排出量を大きく上昇させるため、水素は必ずしも排出量が低いとは言えない。

 一方で、「未利用」の副生水素は環境面でも優れる可能性が高く、このような副生水素の環境性を適切
に評価することで、その利用を活性化することが必要ではないか。そのためには、副生水素の利用を活性化
できるような「環境性の評価」の検討が必要である。

出典：「苛性ソーダ由来の未利用な高純度副生水素を活用した地産地消・地域間連携モデルの構築」

未利用副生水素を利用したサプライチェーンの実証例（周南市）
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副生水素活用に向けて

ここまでの要約

 国内でも地方自治体による、認証制度の検討が複数行われている。これはCO2フリー水
素への関心の高まりと、CO2フリー水素の「保証」のニーズを示すものではないか。

 一方、欧州では国を超えたECレベルでの定義が議論され、そこでは独自の排出量評価の
手段も提案されている。国として望ましい「定義」の姿を示すことも今後は必要になりうるの
ではないか。

 また、コンビナートでのインフラの共通活用や水素の工業利用が検討される中で、CO2フ
リー水素の製造源保証が必要になるような局面も今後増すのではないか。

 副生水素の環境性の評価は、適切なルール設計のもと実施される必要があり、その結果
は活用の進展にも影響を持つ可能性がある。

CO2フリー水素の「定義」および法制度内での適切な環境価値評価のあり方の議論の
必要性が強まっているのではないか。
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水素発電

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 水素は天然ガス火力での混焼も可能であることから、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。

 水素の燃焼特性に応じた燃焼器の開発が不可欠である。拡散燃焼方式や予混合燃焼方式など、従来の火
力発電で実績のある燃焼器を水素混焼発電に転用するための研究開発や技術実証については、既に一定の
取組が進められている一方、NOx の低減や発電効率の向上といった技術課題に対応していく。

 更に、将来的に水素専焼発電を実現するためには、NOx 値の低減、高い発電効率、高濃度な水素混焼な
どを同時に達成可能とする新たな燃焼技術の早期の実用化を目指す。

 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いて記載の検討が必要な項目案

 中小型コージェネレーションシステムや大型の発電事業用ガスタービンについて、具体的な技術目標の記載が
必要ではないか。

 ⇒次頁以降で具体的に議論。
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水素燃焼技術の技術課題と目標について

 小型コージェネレーションシステムと発電事業用の大型設備では目指す技術水準が異なると考えられる。（た
とえばNox排出量をとっても、脱硝時装置の有無や、それに伴いガスタービンで目指す水準が異なる）

 そのため、技術目標については、用途や設備で細分した上で妥当な目標を設定する必要があると考えられる。
また、ガスタービンのみならず、水素ガスエンジンも技術開発が行われており、記載の検討が必要である。
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モビリティ（FCV・水素ステーション）

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。

 水素供給コストの低減（ガソリン等と同等のコスト競争力を実現）はもとより、FCV の量産化や低価格化、航続
距離の更なる伸長、2025 年頃のボリュームゾーン向けの車種の投入等に加え、安定収益の裏付けのあるステー
ション整備と整備・運営コストの低減を通じた自立的な水素販売ビジネスの展開が必須である。そのため、規制改
革、技術開発、官民一体による水素ステーションの戦略的整備を三位一体で推進する。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおいて記載の検討が必要な項目案

 FCスタック技術の開発について、技術課題に関する産業界からの最新の情報提供を踏まえて、産学官で連携し
て取り組む体制を検討するべきではないか。

⇒次頁以降で具体的に議論。
 国外プレーヤーの動向や、海外諸国の政策も踏まえながら、普及目標実現を目指したプレーヤー拡大に向けた取

り組みを国として検討するべきではないか。
⇒次頁以降で具体的に議論。
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NEDOロードマップ目標について

 2017年12月にNEDOは「燃料電池・水素技術開発ロードマップ（燃料電池分野）」を公開。

 2040年頃のFCVの普及目標を達成するために、究極目標の数値（最大出力密度：9kW/L、最大負荷
点電圧：0.85V、作動最高温度：120℃等）の設定がなされた。

 普及目標に向けて2020年頃、2025年頃、2030年頃のFC・水素貯蔵システムコスト目標を設定。

出典：NEDO「燃料電池・水素技術開発ロードマップ（燃料電池分野」
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NEDO FCV課題共有フォーラムについて

 2019年1月にNEDOは「FCV課題共有フォーラム」を開催。FCVの普及に向けた技術課題について、トヨタと
ホンダ両社共同での発表が実施された。これを受けた産学官連携の研究開発の取り組みが必要ではないか。

 また、取り組み加速のためにはプレーヤーの拡大も必要ではないか。

出典：トヨタ・ホンダ「FCV用
燃料電池の現状と課題」
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参考：FCVの開発の歩み（１）

 国内では1990年代後半からFCVがトヨタを始めとするメーカーによって開発されてきた。

 2000年台前半には現在FCVを市場投入したトヨタ・ホンダ以外にも複数のメーカーが技術開発を実施。
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参考：FCVの開発の歩み（２）

 しかし、JHFCプロジェクト以降、最終的にFCVを市場投入したのは2社。

 普及目標に向けては、改めてプレーヤーの拡大に向けた取り組みの検討の必要があるのではないか。
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欧米の主要完成車メーカーの動向

 DaimlerによるプラグインFCVの発表のほか、欧州メーカーが中韓メーカーとの協業を発表。

 スタックに関しては自社製が主体だが、一方でAudiはBallardとのスタック共同開発継続を発表。更に欧州で

はスタックメーカーと完成車メーカーが参画するコンソ-シアム「AutoStack Industries」などが活動中。このよ

うな協業の形式の模索も新規プレーヤーの創出のためには一考の価値があるのではないか。

国 企業名 最近の取り組み・協業の動向

ドイツ

Daimler

・2017年9月にプラグインFCV「GLC F-CELL」を発表。
・2018年6月にFordとのJVを解消。
・2018年7月にプラグインFCバン「Sprinter-F-CELL」を発表。
・欧州コンソ「AutoStack Industries」に参画。同コンソにはスタックメーカーとしてPowerCell社が参画。

BMW

・2011年よりトヨタ自動車とFCVの開発で提携、2021年の生産開始が計画されている。
・Great Wallと協力し中国でFCV製造に取り組むことを2018年2月発表。
・欧州コンソ「AutoStack Industries」に参画。同コンソにはスタックメーカーとしてPowerCell社が参画。
・欧州スタック部材開発プロジェクト「INSPIRE」にも参画。

Volkswagen 
Group
（Audi）

・2018年6月、HyundaiとFCVの共同開発を行うことに合意。
・2018年6月にBallardとの次世代スタック開発のためのHyMotionプログラムを2022年までに延長することに合意

スウェーデン Volvo
・欧州コンソ「AutoStack Industries」の前身、「AutoStack Core」に参画。双方のコンソともにスタックメーカーと
してPowerCell社が参画。

米国
GM

・米国陸軍との400万ドルのパートナーシップのもと2017年に軍用車「 Chevrolet Colorado ZH2」を発表。
・また2018年6月にはフランスのLiebherr-Aerospace社と航空機用水素燃料電池駆動補助電源装置の開発
に関する独占契約を結んだ。
・ホンダとのJV（Fuel Cell System Manufacturing LLC ）は継続中。

Ford ・2018年6月にDaimlerとのJV解消。「AutoStack Industries」に参画。

カナダ Magna
・2016年レンジエクステンダー「Magna FC REEV」を発表。ドイツProton Motor Fuel Cell製25kWのスタックを
搭載。
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 FCHJUで大量燃料電池スタック製造のための「AutoStack Industries」プロジェクトがスタート、前身のプロ

ジェクト「AutoStack Core」でスタックメーカーPoweCell社のS3がプロダクトアウト（100kW、3.8kW/L）。

完成車メーカーとしてBMW, VW, Daimler, Ford（2018/6に共同出資スタック開発メーカーAFCCが解

散）も参入、次世代のスタックの性能、耐久性・信頼性を向上させ、製造コストの低減を目指す（ドイツ連邦

交通省が21M€の補助金を投入）。

複数の完成車メーカーが同じ設計、部品、製造技術、および共同開発したスタックを利用するプラットフォーム

ベースのコンセプトで推進されている。

MEA製造については東レが買収した独Greenerityが参画、セパレータは、アセンブリ単純化に向けた形状改

善と一体型シール開発に特徴があるDana社製の金属セパレータを採用。

AutoStackプロジェクトの経緯 AutoStackプロジェクトの部材開発役割概念図
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自動車業界では、パワートレインの多様化への対応のため、設計開発のデジタル化による生産性革新が重要

となり、デジタル技術による「モデルベース開発」の必要性が高まっている。

 FCVの開発やプレーヤー拡大の加速には、デジタル技術を活用した産官学連携推進が不可欠ではないか。

経済産業省「自動車新時代戦略について 日本の電動化政策（ｘEV戦略）とAICEへの期待」

FCVの開発でも
デジタル技術を活用した産官学
連携が必要ではないか。
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モビリティ（FCバス・トラック）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 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、今後、水素ステーションの整備状況と並行して自治体等と連携しながら、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 万台以上あり、バス（23 万台）以上の大きな水素需要を見込め
るポテンシャルを有する。既に、コンビニエンスストアの配送車両など、国内外において大型車両の FC 化に向けた
検討が進められており、今後はこれらの検討を踏まえてトラックの 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いて記載の検討が必要な項目案

 商用車向けのFC技術の開発について、乗用車とは別に技術課題の検討を実施し、普及に向けて欧米の目標を
参照しながら目標を設定するべきではないか。

 商用車向け水素ステーションの整備のあり方について検討が必要ではないか。
⇒次頁以降で具体的に議論。
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欧米のFCバス目標
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 DOEやFCHJUはバスの目標として耐久性やメンテナンスコスト、FCシステムコストやバスコストを設定。

 耐久性目標はいずれも3万時間に満たない程度。また、コスト目標はバスコストが2030年に€500kと設定。

FCHJUのFCVバスに関する目標

出典：FCHJU 
”Multi－Annual
Work Plan 

2014－2020”

DOEのFCVバスに関する目標

出典：Leslie Eudy(NREL)
”2018 Fuel Cell Electric Buses:Progress Toward 
Meeting Technical Targets”
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 商用車は乗用車に比べて大量に（～10倍程度）の水素を消費するため、台数が増加した際に圧縮水素

輸送を伴う供給はコスト高につながる。欧米ではオンサイトでの水素製造や液化水素輸送というオプションが

有力になりうるという試算も存在。

出典：Nel ” Hydrogen infrastructure and how to implement fuel 
cellbus fueling in the Nordic cities?”出典：Amgad Elgowainy（ANL）“Hydrogen Refueling Analysis of Fuel Cell Heavy-Duty Vehicles Fleet”

FCバス台数が増加した際の液化水素ステーションと
圧縮水素ステーションでの水素充填コスト比較

FCトラックメーカーのNikolaは電解装置メーカー・水素供給装置
メーカーのNelと協力してオンサイトステーションと台数が増加した
際の液化水素ステーションから70MPaでの水素供給を、同社の
40tトラックにより行う予定。

出典：Jesse Schneider(Nikola) ”Key Technology Needs 
for ’0MPA Heavy DutySemi Stations”

Nelは商用車向けの電解水素を欧州では€5/kgで供給可能と語る。
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モビリティ（FCフォーク・船）

水素基本戦略における記述（一部抜粋）

 燃料電池フォークリフトについては、2020 年度までに 500 台程度、2030 年度までに 1 万台程度の導入
を目指す。

 モビリティの中でも船舶は低炭素化が難しい分野であるが、今後は燃料電池の活用を含めた電動化等を進め
ることで、CO2 排出の削減を進めていくことが必要である。まずは小型船舶のFC化を進めるべく、燃料電池船
に係る安全ガイドラインの策定を進めるとともに、利用拡大のロードマップを作成し、それらに基づき、実船による
実証試験を行い、費用対効果の大きいものから普及を目指す。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおいて記載の検討が必要な項目案

 FCフォークリフトの普及目標実現に向けては、例えば物流企業等での導入が進む米国との比較を行いながら、
車種の拡大を目指す、ユーザー利便性を向上するためのインフラの規制緩和などの取り組みが必要ではないか。

⇒次頁以降で具体的に議論。
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 Plug PowerはFCフォークリフト“Gendrive”を累計2万台以上導入。国内導入台数はこれに遠く及ばない。

国内のFCフォーク導入の拡大に向けては車種拡大、規制緩和によるユーザー利便性拡大などが必要。

出典：Plug Power 資料

Plug Power社のFCフォークリフトの
累計導入台数

国内のFCフォークメーカーのラインナップは一種類（2.5t）
だが、米国で圧倒的シェアを持つPlug Power社は多様な
車種のFCフォークリフトをラインナップとして保有する。

出典：Plug Power社HP

FCフォークリフトの普及へ向けた課題（１）：車種

VS.

出典：豊田自動織機社HP

FCフォークリフトの普及へ向けた課題（２）：
インフラの規制によるユーザー利便性への成約

屋内ディスペンサの設
置が国内では禁止。
また事業所へ保安統
括者の設置も求められ、
潜在ユーザーへのハー
ドルとなる。

出典：第10回水素・燃料電池戦略協議会事務局資料
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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、発電やモビリティのみならず、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、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と考
えられる（化石燃料の CO2 フリー水素による代替）

 製鉄や石油精製など、国内において工業用途で使用される水素は化石燃料から作られていることから、これを
CO2 フリー水素に代替することでも低炭素化が可能と考えられる（化石燃料由来水素の CO2 フリー化）。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおいて記載の検討が必要な項目案

 水素の熱プロセスでの利用は、高温熱が提供可能であることに特色があるため、そのような高温熱が必要とされ
る用途やポテンシャルについて検討する必要があるのではないか。

⇒次頁以降で具体的に議論。
 一方で、化石燃料の代替を目指す場合には、環境価値を考慮した上で経済性が成立しやすい用途からの代

替を目指すことが有力であり、そのような分野や代替のハードルが低い燃料を明らかにすることが必要。
⇒次頁以降で具体的に議論。
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 水素火炎の温度は都市ガスに比べて高く、熱利用の観点からは高温熱が必要な分野での活用に適する。

 水素の熱利用を検討する場合、高温の熱が必要な分野（たとえば鉄鋼や石油化学など）で、可能性を探

るべきではないか。

水素火炎温度帯

出典：CO2フリー水素WG 第10回事務局資料

出典：JST「中低温熱利用の高度化に関する技術調査報告書」

産業部門各分野における
利用温度域と排熱温度域
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 化石燃料の（CO2フリー）水素による代替を考えるに当たり、価格差に対してどの程度の環境価値評価が

必要になるかを試算した結果を以下に示す。

 全体的に環境価値はかなり高い値が求められるが、LPGの代替は比較的ハードルが低いと言える。

出典：CO2フリー水素WG 第10回事務局資料
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燃料電池利用（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、家庭における従来型のエネルギー利用よりも経済的に優位となることを目指し、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。

 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。また、余剰電力取引を通じて、高効率発電電力を他の需要家にも融通する取組を拡大す
る。

水素・燃料電池戦略ロードマップにおいて記載の検討が必要な項目案

 2030年目標に向けてはさらなる低コスト化が求められると考えられるため、技術開発や工事費用の低減などに向
けた取り組みが必要になるのではないか。

 異業種のプレーヤーが一層協力して普及へ当たるような体制の構築が必要ではないか。
⇒次頁以降で具体的に議論。
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大項目 中項目 小項目 今後の課題

機器
（コスト）

スタック

セルスタック枚数の削減 ―（PEでほぼ限界との回答あり）

セルスタック素材の見直し ・メタルサポートセルの実用化を加速。（SOFC）

燃料電池内触媒の使用量低減
・可能であれば削減。多種多様なガスに対応できることが条件（SOFC）

・都市ガス付臭剤中の硫黄濃度低減については国が方向を示すことが必要。

セルスタック供給事業者拡大
・セカンド、サードスタックメーカーの早期実用化に向けた支援を行うべき。

（SOFC）

補機

補機の部品点数削減 ・冗長なセンサ類の削減が必要（SOFC）

低コスト補機の採用

・ガスブロアのケーシングの樹脂化などを実施。（SOFC）

・専用品から一般部品への切替が必要（SOFC）

・FC部分コスト比率は下がり、一般設計部品や貯湯ユニットのコスト比率が高

まっている。これらは数量が増えないと、コストが下がらない。（PEFC）

部品、素材など供給事業者の拡大
・断熱材・ホットモジュール筐体ステンレスのセカンドベンダーの創出が必要

（SOFC）

燃料処理機 改質器・ホットモジュールの簡素化 ―

貯湯槽

燃料電池本体との通信の標準化

―（対応済み）貯湯タンクの仕様の見直し及び簡
素化

制御 基盤の小型化 ・取り組み中。（SOFC）

 セル数低減、周辺機器の集約によるコンパクト化・低コスト化が進む一方、さらなるコスト減には生産台数増
加や新技術の必要性も見える。

出典：「平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査 水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗状況確認及び 国内外における水素・燃料電池利活用状況調 調査報告書
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大項目 中項目 小項目 今後の課題

機器

（その他）

メンテナンス

定期交換部品の不要化 ・主要部品の高耐久化に合わせ、交換部品の耐久性能向上が必要。

（PEFC）

ネットワーク活用による業務効率化 ・需要家へのサービス向上などにより、接続率を向上させる必要（PEFC）

販路拡大
ラインナップ充実 ―

既存メンテナンス体制の活用 ・自社メンテ体制を構築。（PEFC）

生産プロセス 生産プロセスの改善 ・量産工法の改善、自動化設備の導入、歩留まり率の改善が必要（SOFC）

設置工事

試運転 試運転時間の短縮・簡素化 ―

配線・電線等の構造 配線・電線等の簡素化 ・100V2線出力を目指して制度整備を行ってきたが、技術的な整理に想定以

上の時間がかかっている。（PEFC）

基礎 基礎の簡素化 ・材料費削減、施工費削減が必要（PEFC, SOFC）

 10年間定期点検不要の実現や遠隔監視実現、試運転簡略化などアクションプランの進捗が見られる。今
後は販路拡大、工事費用の低減が大きな課題か。

出典：「平成２９年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査 水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗状況確認及び 国内外における水素・燃料電池利活用状況調 調査報告書
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 普及には販路拡大が必須だが、現状地方や地場工務店でのメンテ体制構築が難しく、課題となっている。

 たとえば国や業界団体等によるガイドラインの整備や資格の設立・認定および認定者情報の公開などを通じ
て、保守・点検体制の充実を図るといった手段が考えられるのではないか。

保守・点検体制の支援の例（太陽光発電）

出典：日本電気工業会、太陽光発電協会

ガイドラインの整備 認定技術者制度

 太陽光発電については国と民間での役割分担の下、導入
後の保守実施に向けてガイドラインの策定がなされている。

 日本電気工業会と太陽光発電協会により2016年末に太
陽光発電システム保守点検ガイドラインが策定された。

 このガイドラインでは、住宅用太陽光発電システムの所有者、
設置者等及び販売施工業者、専門技術者等のシステムの
保守点検の際に必要と考えられる事項を示しており、システ
ムが長期安全に使用されることを目的とする。

 太陽光発電協会により、2012年に「PV施
工技術者制度」が設立され、2016年まで
に2938名の認定試験合格者が「PV施工
技術者」として認定されている。

 同制度は、一般住宅への太陽光発電システ
ム設置の際に必要な知識や技術習得レベル
を、協会が認定することで、業界全体の施工
品質水準の確保・向上を図るものとしている。



MHIR Confidential

158

燃料電池利用（業務・産業用電池）

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。

 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いて記載の検討が必要な項目案

 2025年NEDO目標に向けてはイニシャルコストの低減に取り組むとともに耐久性の向上に向けた技術開発や、
補機類の低コスト化が必要になるのではないか。

⇒次頁以降で具体的に議論。
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 NEDO技術開発ロードマップでは2025年以降普及期には小容量定置用でシステムコスト50万円/kW、中
容量定置用で30万円/kWというコスト目標が課されている。

 これらの実現には発電効率の向上、セルスタックの耐久性向上、製造プロセスや量産部品の低コスト化、補
機プレーヤーの創出と補機製品の低コスト化などが必要とされている。

出典：NEDO「燃料電池・水素技術開発ロードマップ（燃料電池分野）」
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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いて記載の検討が必要な項目案

 中長期的な技術開発については、諸外国の動向を睨みながら将来に向けた取り組みの意義が大きいものに優先
的に取り組む必要があるのではないか。また、定期的に取組の方向や内容についてもフォローアップの機会を設け
ることが必要ではないか。

⇒次頁以降で各国の取り組みについて具体的に議論。
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項目 米国 欧州 中国

製造

水分解・水電解による水素製造技術の開発を
推進している。水素製造装置の低減やシステム
効率の向上を開発目標として掲げ開発を推進し
ている。

目標 (2020)
・水素価格 $2/kg
・電解装置コスト $300/kW
・システム効率 44kWh/kg（水電解装置）

水電解技術の開発を強力に推進している。
PEM・アルカリのみでなくSOECの技術開発
も実施。
また、太陽熱化学分解や光電気化学分解の
技術開発も実施。

目標（2023年、水電解）
・装置価格 1.5M€（t/day）
・原単位 50kW/kg-H2

化石燃料由来水素製造、再エネ由来水素製造双方の
技術開発に取り組む。数値目標は不明。

具体的な取り組みの例
・再エネ由来水素製造技術の開発
・石炭ガス化技術による水素製造手法
・メタン改質を用いた製造
・水素STでのオンサイト製造

輸送・
貯蔵

水素吸蔵材料の開発を長期的な取り組みとして
実施している。重量・体積あたりの水素貯蔵量と
コストに関する数値目標を掲げている。各国立
研究所中心に新規水素貯蔵材料開発に着手。
なお、ARPA-Eでは再エネ由来液体燃料・キャ
リアとしてアンモニアを活用する技術開発プロ
ジェクトが実施されている。

目標 (Ultimate、吸蔵材料)
・重量あたりの水素貯蔵量 2.2kWh/kg
・体積あたりの水素貯蔵量 1.7kWh/L
・水素貯蔵量あたりのコスト $8/kWh

水素吸蔵材料の研究開発を実施するととも
に、液化水素技術の開発や有機ハイドライド
による輸送技術の開発にも着手。
またオランダでアンモニア利用技術の実証計
画が開始。
大規模輸送・貯蔵技術に関しての数値目標
は不明。

目標（吸蔵材料、個別プロジェクト）
・水素貯蔵容量：> 6.0wt%(Mg系)
・水素貯蔵容量：> 8.0wt%(B系)

軽元素からなる水素貯蔵材料や水素化脱水素触媒に
関して研究開発に取り組んでいる。液体水素、高圧水
素を用いた大規模長距離輸送・貯蔵技術の確立にも
取り組むとしているが、車載用以外の数値目標は不明。

目標
・2020年に５wt%以上の水素貯蔵技術（車載用）
の確立
・長距離、大規模水素貯蔵および輸送技術の確立。

利用

高効率、高耐久、かつ低コストな燃料電池の開
発がおこなわれている。近年では、アルカリ形燃
料電池の開発もおこなわれている。

目標 (Ultimate)
・システム効率 70%
・耐久時間 8000 時間・製造コスト $ 30/kW

低コストな燃料電池の開発に向けて、非白金
触媒の研究開発が主に実施されている。その
他アルカリ形燃料電池の開発も実施されてい
る。

目標（2023年、FCV）
・FCシステムコスト 75€/kW
・TtW効率 48％
・システム寿命 7000h

車載用としてPEMFC及びMFCの開発に取り組むと共
に、分散型電源としてPEMFC、SOFC、空気電池の開
発に取り組んでいる。

目標（2020年）
・PEMFC：定格出力50～100kW、システム容量比
3kW / L以上 使用寿命5000h以上
・MFC：定格出力5～10kW、システム出力重量比
≧345Wh / kg、使用寿命3000h
目標（2030年）
・PEMFC分散型電源システム寿命10,000h
・SOFC分散型電源システム寿命40,000h
・MeAFC分散型電源システム寿命10,000h
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 米国における水素製造技術の開発では、水電解・水分解開発が長期的な取り組みとして推進されている。

 米国では、水素を大量製造した際の水素価格 $4/kg を最終目標として掲げている。目標水素価格を達成するた
めに、水電解技術においては水素製造コスト $2.3/kg、を開発目標とし、固体高分子形（PEM）、高温固体酸
化物形（SOEC）、近年ではアニオン交換膜型（AEM）の水電解技術開発をおこなっている。コスト低減を達成
するために、触媒の貴金属使用量の低減や部材の最適化などが検討されている。

 太陽光を用いた太陽熱化学分解（STCH）、光電気化学分解（PEC）による水素製造技術開発も推進されて
おり、水素製造コスト$2.1/kg以下とすることを目標として掲げている。

DOE水素製造技術の研究開発指針 2017年のDOE水素製造技術の
プロジェクト数

出典:DOE 2017 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting

 DOEでは、短期的には化石燃料の改質、中期的にはバイオマスの利用、長期
的には再生可能エネルギーを利用した水電解や太陽光による水分解を利用し
た水素製造を研究開発指針として掲げている。

 2017年水素製造分野においては、水電
解・水分解の研究開発のプロジェクト数が
全体の65%を占め、長期的な取り組みとし
て主眼が置かれていることがわかる。
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 米国における水素輸送・貯蔵技術の開発では、水素貯蔵技術開発が推進されている。

 米国では車載用を志向した水素貯蔵技術開発がなされ、短期的な取り組みとしては高圧圧縮法による貯蔵法の開
発（高圧水素タンクの開発等）がおこなわれ、長期的な取り組みとして水素吸蔵材料の開発がおこなわれている。

 吸蔵材料の水素吸蔵能として、重量あたりの水素吸蔵量 2.2kWh/kg および 体積あたりの水素吸蔵量
1.5kWh/L という最終目標として掲げている。また、NREL や LLNL などの国立研究所を中心とした「HyMARC」
や「HySCORE」といったコンソーシアムが形成され、各機関で連携しながら新規材料の開発に取り組んでいる。

 マグネシウム、アルミニウム、ホウ素等の軽元素を用いた金属水素化物の利用や金属有機構造物MOFを利用した水
素吸蔵材料の開発がされている。

DOE 水素貯蔵技術の開発指針 DOE 水素貯蔵技術の予算割り当てとプロジェクト数

 短期的には高圧法の研究開発、長期的な取り組みとしては、
水素吸蔵材料の開発に重点が置かれている。

 2017年の水素貯蔵分野においては、吸蔵材料の開発に予算
が割り当てられ、プロジェクト数も半数以上を占める。

出典：DOE 2017 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting
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 米国ではARPA-Eプロジェクトのもと、カーボンニュートラルな液体燃料の活用に向けて再エネ由来アンモニアを活用す
るための技術開発プロジェクト、「REFUEL」が実施されている。

ARPA-Eプロジェクト「REFUEL」の概要

出典：”Grigorii Soloveichik “Renewable Energy to Fuels through Utilization of Energy-dense Liquids (REFUEL) ””
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 米国における水素利用技術の開発では、高効率・高耐久・低コストな燃料電池の開発が推進されている。

 車載用を志向した燃料電池は、システム効率65%、耐久時間5000時間以上、製造コスト$40/kWを2020年目
標として掲げ、システム効率70%、耐久時間8000時間以上、製造コスト$30/kWを最終目標としている。コスト低
減のために、貴金属使用量を低減もしくは貴金属を使用しない触媒や周辺機器の開発をおこなっている。

 固体高分子形燃料電池（PEMFC）の開発が主だが、非金属触媒が使用可能なためコスト低減が期待されるア
ルカリ形燃料電池（AMFC）の開発もおこなわれている。

 2015年時点での各項目について達成状況が青線のレーダーチャートで示さ
れている。コスト低減, 耐久性の向上が重点開発項目と設定されている。

燃料電池技術開発における DOE 2020年目標 2016, 2017年の DOE 燃料電池
研究開発における予算編成

 コスト低減を達成する触媒（貴金属使用量少 or 非貴
金属）の開発や、耐久性向上のための研究開発が主に
なされている。

出典：DOE 2017 Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting 
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 現在までのFCHJUプロジェクトにおいて、水素製造の分野では水電解に関するプロジェクトが大半を占める。

 水電解の種類別のファンド配分としては、PEMが最多であり、SOEC、アルカリが続く。

 先進的な技術開発としては太陽熱化学分解、光電気化学分解に関するプロジェクトが実施されてきた。

FCHJUにおける水素製造プロジェクトの内訳 水電解プロジェクトの電解タイプ別ファンド配分

凡例
IA：Innovation Action（最大70％ファンド支援）
RIA：Research and Innovation Action（最大100％ファンド支援）

出典：Nikolaos Lymperopolos”FCHJU Support to Electrolysis for Energy Applications”
出典：FCHJUサイトをもとに作成
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 高温水分解、高温水電解の2023年迄の目標を以下に示す。いずれの技術も現状TRLは３（実験での
概念実証レベル）。※TRLは技術水準を表し、数字が高いほど商用化に近い。TRL=3はFCHJUプロジェクト認可の最低レベル。

出典：FCHJU “Multi - Annual 
Work Plan 2014 – 2020”
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 現在までのFCHJUプロジェクトにおいて、水素輸送・貯蔵の技術分野では水素吸蔵材料に関するプロジェク
ト、エネルギーキャリア（有機ハイドライド、液化水素）に関するものがある。

 特に2018年開始の有機ハイドライドの技術開発プロジェクト「HYSTOC」では、ジベンジルトルエンを用いた
水素配送の実証を計画。新たな取組として注目される。

名称 技術 概要 開始年 期間 ファンド

BOR４
STORE

水素吸蔵材料
・燃料電池用途向けに、8wt%の容量を有する新規な費用対効果の高い水素
化ホウ素ベースの水素貯蔵材料を開発。貯蔵水素の€500/ kgを目標とする。

2012 3年6ヶ月 €2,273,682

EDEN 水素吸蔵材料

・分散型エネルギーシステムでのマグネシウム系水素貯蔵材料およびシステムとして、
以下の目標のもと技術開発を行う。

・貯蔵材料の目標
- 水素貯蔵容量：> 6.0wt％
- 水素密度：> 80 g / l
- 水素脱離速度：> 3g /分
- 材料コスト：<30€/ kg

・統合システムの目標
- 水素貯蔵容量：4.0wt％
- 水素密度：40g / l
- 吸収熱回収率：25％
- 貯蔵水素：600g
- 脱着速度：1.5g /分

2012 3年9ヶ月 € 1,524,900

HYSTOC 有機ハイドライド

・フィールド実証で、フィンランドVoikoskiの商業用水素給油所（HRS）に、高
純度水素（ISO 14687：2-2012）のLOHCベースの配送を実証。

・HySTOC内で使用されているLOHC物質であるジベンジルトルエンは危険物として
分類されておらず、可燃性がほとんどなく、標準的な高圧技術と比較してストレージ
容量が5倍に増加し、輸送コストを最大80％削減します。

2018 3年 € 2,499,921.25

IDEALHY 液化水素
・1日当たり最大200トンの範囲で効率的な水素液化の大規模な実証を計画。
・液体水素の全体的なチェーンにおける安全性とリスクの緩和の評価とともに、エネル
ギーチェーンにおける液体水素の役割を示すため、エンドツーエンドの分析を行う。

2011 2年 € 1,295,541

出典：各種公開情報をもとに作成
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 FCHJUの設定では、輸送・貯蔵技術に関しては圧縮ガスでの貯蔵と液化水素での貯蔵、トレーラーでの輸
送といった項目についてのみコスト目標が課されている。

 一方で、大規模輸送・貯蔵等については具体的な数値目標等はない。

出典：FCHJU “Multi - Annual Work Plan 2014 – 2020”

FCHJUの目標（輸送・貯蔵分野）
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 オランダの電力会社Nuon社はDelft工科大と共同で火力発電所の燃料を再エネ由来の水素に転換する
実証を計画しており、発電所への輸送時にエネルギーキャリアとしてアンモニアを利用することを検討している。

出典：Nuon “Decarbonisation of the energy system – the Magnum case”

Nuon社の構想するサプライチェーンの概念図
 天然ガス＋CCSまたは再エネで製造したカーボンフリー水素をアンモニアに転換し、

海上輸送した上で需要地（発電所）で水素に転換、燃料として利用。
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 現在までのFCHJUプロジェクトにおいて、水素利用の技術分野では燃料電池用の非白金触媒に関する技
術開発が大半である。

 その他にはアルカリ燃料電池に関するプロジェクトも一件見られた。

名称 技術 概要 開始年 期間 ファンド

CRESCENDO
非白金触媒
燃料電池

・PEMFCのカソード用非白金族金属（非PGM）触媒として、高活性で長期間安
定した電極触媒を開発し、カソード触媒層をプロジェクト目標の電力密度0.7Vでの
0.42W / cm2に達するように再設計する。

・最終的にフルサイズの単セルで、FC-DLCで1000時間後の1.5A / cm2で30％工
業的にスケールアップされた触媒上の環境である。

・現在の低Pt負荷アノードよりも不純物に対する耐性の大きい非PGM/超低PGM形
のアノード触媒を開発する。

2018 3年
€ 
2,739,60
2.50

IMPACT
低白金触媒
燃料電池

・自動車用途向けに極低Pt負荷（<0.2mgcm -2）を含む膜電極アセンブリ
（MEA）で燃料電池の寿命を延ばし、5,000時間の耐久性を実現する。

・大規模生産のための技術的実現可能性とコストの評価を行う。

2012 4年
€ 
3,902,40
3

PEGASUS
非白金触媒
燃料電池

・1）高性能、2）耐久性、3）低温性に焦点を当てて、単セルスケールで完全なバリ
デーションをサポートする5つの基本的目的を有する新規触媒の実験的実証を行う。

・カーボン・サポートと触媒層設計のバリエーションを持つ金属 - 窒素 - 炭素材料を使
用して、集中的な実験とモデリングをサポートしながら化学活性と質量/電荷移動との最
良の妥協点を達成する。2世代の非CRM触媒が提案され、GEN1では、（1D、2Dお
よび3D）構造化炭素支持体（単一構造化）上に窒素を含む金属{Fe、Mnまた
はCu}を導入する。GEN2では触媒の安定性・反応物質の利用可能性および水管理
に関する二重構造（1D + 3Dおよび2D + 3D）の強化を検討。

不明
（2017年応募
案件、今後情
報開示される見
通し。）

不明
€ 
2,829,01
7.50

POWER-UP
アルカリ燃料電
池

・500kWeのアルカリ燃料電池システムを、コスト効率の良いリサイクル可能な部品か
ら最大51ヶ月の期間にわたって製造する。

2013 2017
€ 
6,137,56
5.00

出典：各種公開情報をもとに作成
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 中国では国務院国家発展改革委員会および国家能源局が「能源技術革命創新行動計画（エネルギー
技術革命のイノベーション行動計画）」を2016年3月に発表。15の重点項目のうちの1つとして、水素エネ
ルギー技術に関する項目が含まれている。中国で初めての水素エネルギー技術開発に関する国家的な取り
組みにおける指針となる。

能源技術革命創新行動計画における水素技術ロードマップ

2016 2020 2025 2030

2016 2020 2025 2030

大規模水素製造技術

分散型水素製造

水素貯蔵・輸送技術

水
素
製
造
・輸
送
・貯
蔵
技
術

先
端
燃
料
電
池

水素/空気高分子電解質膜燃料電池（PEMFC）技術

メタノール/空気高分子電解質膜燃料電池（MFC）技術

研究開発段階 実証試験 実用化・普及

分
散
型
燃
料
電
池
電
源

固体酸化物型燃料電池（SOFC）

空気電池（MeAFC）

プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）

出典：国務院国家発展改革委員会および国家能源局
「能源技術革命創新行動計画」

http://www.sic.cas.cn/zt/zscq/zlzs/zcwj/201704/P020170418529908067670.pdf
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能源技術革命創新行動計画の具体的内容その１

戦略の方向性

１．水素の製造・運輸・貯蔵、水素ST 大規模製造、分散型製造方式、輸送および貯蔵用材料技術および水素ST等に関する研究開発

２．先端的燃料電池 PEMFCおよびMFC（メタン燃料電池）に関する研究開発

３．分散型電源としての燃料電池
・PEMFC、SOFC、空気電池（MeAFC）の技術開発。
・分散型水素製造とPEMFC・SOFC等の燃料電池システムを一体とした設計
・システム集積に関する研究開発

具体的な実施項目（水素製造技術）

１．大規模水素製造技術

・再生可能エネルギーおよび先端的な原子力エネルギーに基づいた低コスト水素製造技術の研究開発を実施する。

・太陽光エネルギーおよび熱分解を用いた水素製造のキーテクノロジーの開発におけるブレイクスルーを起こし、デモシステムを構築する。

・ヨウ素-硫黄系高温水分解水素製造サイクル

・高温水電解水素製造

・商業的な高温原子力水分解水素製造方式の設計。

・石炭の触媒ガス化技術を用いた新世代の水素製造手法の研究開発

・メタン改質を用いた水素製造技術の研究開発

２．分散型水素製造技術

・再生可能エネルギーを用いた発電とPEM/SOECの水電解装置を一体とした水素製造技術の研究開発

・画期的な高効率触媒、高分子膜、膜電極、双極板等のコアとなる材料・部材技術の開発

・再生可能エネルギーの急速に変化する変動電圧へ対応可能な水電解装置技術の開発

・再生可能エネルギーと水電解装置のセットのデモンストレーションの実施

・天然ガス、アンモニア、メタノール液体炭化水素等の従来の広く用いられている物質を用いた効率的な水素製造・プロセスの技術開発

・高効率低コストPEM電解装置を用いた水素製造技術と水素高純度化技術

・水素ステーションにおけるオンサイト水素製造手法の標準化の確立とデモ実証の実施

出典：国務院国家発展改革委員会および国家能源局
「能源技術革命創新行動計画」を元にみずほ情報総研翻訳・作成

http://www.sic.cas.cn/zt/zscq/zlzs/zcwj/201704/P020170418529908067670.pdf
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能源技術革命創新行動計画の具体的内容その２
具体的な実施項目（水素輸送・貯蔵、燃料電池関連技術）

水素輸送・貯蔵技術

・炭素繊維複合材料を用いた70MPa級の水素貯蔵技術の開発

・水素ステーションにおける高圧水素貯蔵技術および液体水素の貯蔵技術の開発

・低コストかつ燃料電池の使用温度に近い条件で良好な安定性を備えた窒素、ホウ素、アルミニウム、マグネシウム、炭素等の軽

元素を基本にした水素貯蔵材料の開発

・液体化合物とアンモニアを水素貯蔵媒体として用いた長距離大規模水素貯蔵・輸送技術の開発

・高活性、高安定、低コストの水素化脱水素触媒の設計開発。

PEMFC関連技術

・低コスト長寿命なPEMFCの触媒、高分子電解質膜、膜電極、高濃度反応器、バイポーラプレート、モジュラーシステムインテグ

レーション、水素検出・コントロールプロセスのスマート化等、キーテクノロジーにおけるブレイクスルーを目指す。

・PEMのキーテクノロジーに関するボトルネックを解決し、PEM水素燃料電池車のデモ運転事業およびプロモーションを実施する。

MFC関連技術

・高温耐久性のある低コスト長寿命なMFCの触媒、新型の高温耐久性のある高分子電解質膜、膜電極、有機燃料改質シス

テムとの一体化、高温条件下での電気炉システムインテグレーションの最適化、スマートコントロール等のキーテクノロジーにおけるブ

レイクスルーを目指す。

・MFC水素燃料電池車のデモ運転事業およびプロモーションを実施する。

燃料電池分散型電源関連技術

・PEMFC、SOFC、MeAFCを燃料電池の重点分野と位置づけ、主要材料、コア構成要素およびシステム統合および品質とエネ

ルギーバランス管理などの主要技術に関するブレイクスルーを起こす。

・分散型発電産業化プラットフォームを構築し、通信基地局および分散型発電所等における1kW～100kWクラスのPEMFCシ

ステムの普及促進を実施。

・100kW～MWクラスのSOFC分散型電源システムのデモ実証事業を実施、発電効率は60%以上を達成、遠隔地の諸都市、

工業および鉱業企業に適した分散発電所の開発を実施する。

・スマートマイクログリッド、通信基地局、緊急事態対応分野におけるMeAFCシステムのデモ運用や規模適用を実現する。

出典：国務院国家発展改革委員会および国家能源局「能源技術革命創新行動計画」を元に作成

http://www.sic.cas.cn/zt/zscq/zlzs/zcwj/201704/P020170418529908067670.pdf
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能源技術革命創新行動計画の具体的内容その３

その他目標

2020年

・水素エネルギーと燃料電池の大規模利用のための設計、プ

ロセス、検査プラットフォームの確立。

・効率的な水素製造、精製、貯蔵、輸送および水素ステー

ションなどに関する基礎的なキーテクノロジーの掌握。

（具体的には：低コスト長寿命電気触媒技術、PEMに関す

る技術、低白金担持多孔質電極および膜電極技術、高濃

度反応器）

・その後、電源、拡張電源、モバイル電源、分散電源、水素ス

テーションに関するデモ実証を実施する

2030年

・水素の製造から貯蔵・輸送・利用に至るまでの大規模なサプ

ライチェーンを実現する。水素ステーションのオンサイトにおける

貯蔵・製造方法に関する標準化・利用に関するプロモーション

を実施する。

・燃料電池のコアとなるキーテクノロジーを完全掌握して、材料、

部品、システムにいたる生産サプライチェーンを構築し、燃料電

池と水素エネルギーの大規模な普及にむけ動き出す。

2050年
・水素エネルギー利用および燃料電池の普及が実現。また、

水素エネルギーの製造・利用における革新的な進展を目指す。出典：国務院国家発展改革委員会および国家能源局
「能源技術革命創新行動計画」を元に作成

数値目標

2020
年

PEMFC
定格出力50～100kW
システム出力重量比≧300Wh / kg
システム容量比3000W / L以上
使用寿命5000時間以上

MFC
定格出力5～10ｋW、
システム出力重量比≧345Wh / kg
使用寿命3000時間以上

水素貯蔵システム
5wt％以上の水素貯蔵能力

2030
年

PEMFC分散型電源システム
使用寿命が10,000時間以上

SOFC分散型電源システム
使用寿命が40,000時間以上

MeAFC分散型電源システム
使用寿命が10,000時間以上

http://www.sic.cas.cn/zt/zscq/zlzs/zcwj/201704/P020170418529908067670.pdf
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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いて記載の検討が必要な項目案

 国民の理解を求めるという観点からは、東京オリンピック・パラリンピック競技大会、あるいは2025年に開催の決定
された大阪・関西万博などの国際的かつ日本が国として取り組むイベントに於いても積極的な情報発信が必要な
のではないか。

 また、それに加えて、従来同様に地方自治体と連携して効果的な普及に向けた政策に取り組むことも重要である。
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５ 水素利用の普及に向けた周知方法の検証
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広報活動の検討

 水素基本戦略やロードマップに記載している水素利活用の意義や関係者の取組について効果的に国民に
周知できる方法として、以下の手段をとり、新たにコンテンツを作成した。

（１）水素・燃料電池関連政策についての紹介HPコンテンツの作製

資源エネルギー庁HP内に、新たに水素・燃料電池関連政策について紹介することを
目的としたコンテンツを掲載すべく、一連のコンテンツを作成した。合わせて動画も作製
した。

（２）リーフレットの作製

（１）で作成のコンテンツの内容をベースに、イベント等での配布を目的としたリーフ
レットを作成した。

（３）効果の検証

資源エネルギー庁HP上への上記コンテンツの掲載により、資源エネルギー庁HP内のアク
セス解析機能を利用した訪問者の軌跡の把握が可能となっている。（内容は別紙）

次頁に作成したコンテンツの概観を掲載する。
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen/

コンテンツ
 水素社会がやってきます！

（アプリケーションの紹介）
 なぜ水素なのか（意義説明）
 国を挙げた取り組み（政策の説

明）
 水素エネルギーとは（一般向け初

歩からの説明）
 水素の安全性
 動画へのリンク
 水素社会未来予想図
 その他新着情報

専門的な知識を持たない一般の方にも親しみやすいように、分かりやすく説明することを重視。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen/
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一般向けになるべくわかりやすく説明することを重視。
（５分程度、講演等のイントロでも使えるものを想定）

イントロ 安全性の説明も包含

企業各社様提供の画像も活用



MHIR Confidential

181181

リーフレット概観

181

見開き表紙＋裏面


