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水素の特徴

出典：International Energy Agency(IEA); Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells
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環境制約から水素利用への期待の高まり

 パリ協定（2016年11月発効）を契機に、水素への期待や実現
に向けた取り組みが加速

 各国政府における具体的な政策が策定されるとともに、企業ベース
でも検討が本格化

国名 温室効果ガスの排出抑制目標

日本 2030年までに2013年比で －26.0%

米国 2025年までに2005年比で －18～21%

EU 2030年までに1990年比で －40%

中国 2030年までに2005年比でGDP当たりで －60～65%

韓国 2030年までに、対策を講じなかった場合の2030年比で －37%

パリ協定における各国の目標例



政府の水素戦略実行体制
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内閣
水素基本戦略

(2017年12月策定)

METI
燃料電池・水素技術戦略

(2019年3月改定）

NEDO
研究開発、実証プロジェクト

2050年を見据えたビジョン（水素を
エネルギーの選択肢の1つとする）と、
2030年までの導入目標値を提示

技術のスペックやコスト内訳について、
様々な目標値を設定するとともに、取
り組み内容を記述

目標達成に資する研究開発、実証プ
ロジェクトを展開



水素基本戦略
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現在の普及状況
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15 Fuel Cell Bus (Toyota SORA)
Regular operation in Tokyo

3,000 FCVs was registered

107 HRSs was opened

160 FCFL

FC delivery track
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Step 1：燃料電池の着実な普及

9

燃料電池: 高効率・高耐久性材料開発のための基盤技術
・PEFC（移動体向け）→FCV 2020年代後半自立化

- 耐久性、効率、生産性の向上
・SOFC（主に定置用）

- 業務・産業用への用途拡大（熱電併給、電力供給のみ）
- 電力供給のみの場合、60％以上の発電効率をめざす

水素ステーション：設置・運用コストの削減
→2025年の自立化
→2030年以降の事業自立化

- 国内の規制適正化
- 水素ステーションのコスト低減（システム面で）
- 国際基準調和



Step 2：水素エネルギー利用の拡大
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水素発電 / 水素サプライチェー
ン
- 燃焼器開発(NOx排出抑制, 逆
火対応等燃焼制御)

- 長距離・大量水素輸送

再エネ＋水素システム（P2G）
- 水電解水素製造技術

(大型化、効率、耐久、応答性)
- システム構築、最適化、オペレーショ
ン



NEDO事業 開発スケジュール
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201520142013 2016 2017 2018 2019

水
素
社
会

水素社会構築技術開発事業（2014～2020）

固体高分子型燃料電池利用高度化技術開発事業
（2015～2019）

水素利用等先導研究開発事業 (2014～2022）

2020

超高圧水素インフラ本格普及技術
研究開発事業（2018-2022）

固体酸化物型燃料電池等実用化推進技術開発事業
（2013～2019）

燃
料
電
池

水素利用技術研究開発（2013～2017）

成果の取り込み
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燃料電池の利活用
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運輸の低炭素化
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PEFC：白金の使用量を1/10に低減
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Step 1 固体高分子型燃料電池利用高度化技術開発事業

高効率・高耐久等を実現する材料開発のための基盤技術

3D visualization of PFEC anode 
常圧化での３次元可視化 水生成・移動プロセス可視化

性能評価技術

反応解析技術

材料コンセプト

Catalyst Membrane

Pt触媒の酸化状態分布Pt触媒の3次元分布



PEFC：生産性向上のためのプロセス技術
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Step 1

高分子膜

（Photo: 東レエンジニアリング）

セパレーター

(Photo: 日清紡) 

触媒

(Photo: 石福金属工業) 

固体高分子型燃料電池利用高度化技術開発事業

2020年度以降の市場導入拡大を見据えた生産性の向上（10倍）

(スクリーンホールディングス) 

燃料電池量産装置の開発（ロールtoロール方式）



SOFC：事業の方向性

17

Step 1 固体酸化物型燃料電池等実用化推進技術開発事業

H29年度までの取り組み
耐久性迅速評価技術を確立

協調領域の開発に取り組む本事業によって、
競争領域である各社のセルスタック開発を加速

H30年度からの取り組み
高効率・強靭化セルスッタク化

出力 1kw 10kW 100kW 1MW 10MW 100MW 1GW

発
電
効
率

（％）

30

50

マイクロ
ガスエンジン

マイクロ
ガスタービン

ガスエンジン

ディーゼルエンジン

ガスタービン

石炭火力（蒸気）

コンバインド
サイクル

溶融炭酸塩（MCFC）
業務・産業用

60

固体高分子形
（PEFC）エネファーム

40

70

りん酸形
（PAFC）業務用

小型
発電所

トリプルコンバインド
発電事業用

大型
発電所

SOFCエネファーム
家庭用

SOFC + μGT
業務・産業用

分散型電源へ
の取り組み

実用化助成

委託事業SOFCのみ

他の機器では達成できない小型で高い
発電効率を活かして、2025年以降の超
高効率65%以上達成を目指す



開発成果の実用化状況
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メーカー 三浦工業 デンソー 富士電機 日立造船
三菱日立
ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ
(MHPS)＊

（参考）
Bloom
Energy

出力 5kW 5kW 50kW 20kW 250kW 200kW

タイプ コジェネ モノジェネ コジェネ検討中
コジェネ検討

中
コジェネ モノジェネ

主要想定
需要家

小規模店舗、
集合住宅、
ホテル、
理美容院、
福祉施設等

飲食店、
理美容院、
小規模医療、
福祉施設等

病院、
介護施設、

食品スーパー等
中小スーパー等

データセンター
大規模ビル・ホテル等

効率目標
2020

(発電/熱回収)

（%LHV）

50%/40% 50%/- 55%/30% 55%/（検討中） 55%/18%
現状

初期：62%
平均：52%

市場投入
予定

2017年度
投入済

検討中 検討中 検討中
2017年度
投入済

（投入済）

Step 1 固体酸化物型燃料電池等実用化推進技術開発事業



水素ステーションの整備に向けて

Step 1

 水素・燃料電池戦略ロードマップ目標達成の2025年320箇所、2030年900箇所程度の水素
ステーション設置を実現するため水素ステーションの整備費、運営費等のコスト低減が必要

 しかし、世界に先駆け商用水素ステーションの設置を進めてきたことで、整備当初とは異なる新た
な課題が明確になりつつあり、規制の見直しについても見直しに係る検討が進められている

 2025年以降の水素ステーション・FCVの本格的普及、を実現する為に、国内の規制適正化、
水素ステーションのコスト低減、国際基準調和に取り組む

６倍

100回充填で交換 650回充填で交換

新型の82MPa対応高耐久ホースを開発する
とともに、ホースの使用回数を決定するための
評価方法を開発。

交換回数も約6倍に延長

ex. 前事業の成果：耐久性の高いホースの開発

これを
踏まえ

 82MPaホース開発で得た知見を元に、
国際標準の87.5MPaホースの開発

 試験室での評価方法に、実環境下で
の試験を加え、より正確な使用回数
設定方法を開発し、使用回数を大幅
に延長させる

実環境下での使用を踏まえた
評価方法へ昇華

19

超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業



超高圧水素インフラ本格普及技術開発事業
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①国内規制適正化に関わる技術開発
省人/無人運転の法的／技術的課題対応、汎用材の適用範囲の拡大を目指した水素特性判断
基準検討（使用条件での材料疲労把握等）、規制改革実施計画の項目に関する検討等

②水素ステーションのコスト低減等に関連する技術開発
水素ステーションのモジュール化／規格化、構成機器の寿命延長の安全性評価方法検討、高圧
対応高分子技術（ディスペンサーのホースや継手／シール部材）の開発等

③国際展開、国際標準化に関する研究開発
世界のステーション関連市場を開拓、拡大していくため、ISO等の標準化や、HFCV-GTR(水素や
FCVの世界統一基準)の課題検討への対応等

圧縮機

ディスペンサー

ＦＣＶ

蓄圧器
水素ステーションのイメージ

プレクーラー 高圧対応高分子技術開発

運営費低減のための技術開発

水素ステーションに関するリスクアセスメント
貯蔵

水素トレーラ

国際展開支援プロジェクト

水素ステーションの規格化・標準化、モジュール化検討
国内外のステーション比較検討に関する研究開発

新たな水素特性判断基準の研究開発

高効率昇圧装置の開発
無人運転を実施するための研究開発

Step 1 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業



水素技術センター
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Step 1 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業

2017年12月1日 稼働開始

国際基準の充填最高圧力である「87.5Mpa」に準拠

実環境下での耐久性評価試験等により、開発成果をテスト

 研究開発・評価拠点
① 新材料の耐久性評価試験
② 充填プロトコルのテスト
③ 計量方法のテスト など

 Education & Training
 Total System Analysis
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水素利用量の拡大に向けて
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Step 2

水素発電は、大規模かつ恒常的な水素需要の創出と拡大が期待できる

出典：経済産業省 水素・燃料電池戦略協議会資料



水素・天然ガス混焼ガスタービン
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Step 2 水素社会構築技術開発事業

■ 水素ガスタービンを用いた地域熱電併給実証設備＠神戸ポートアイランド

■ 水素用ガスタービン燃焼器の開発

試験設備に設置した試作燃焼器 試作燃焼器形状 試験後の燃焼器



水素専焼による熱電供給実証
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Step 2 水素社会構築技術開発事業

 世界初となる市街地における1MW級ガスタービンCGSで、水素100%による
熱電供給を達成（2018/04/19-20）

 実負荷運転における水素専焼／混焼運転時、および水素混焼割合切換え
時の燃焼暗転性の確認を完了



海外から大量に水素を輸送
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キャリア
へ変換

海外の
未利用水素源

褐炭
副生水素
随伴ガス

等

液化水素

有機ハイドライド

神戸空港島の荷役基地（実証試験イメージ）

水素へ
変換

川崎市臨海部の脱水素プラント（実証試験イメージ）

9000km
以上

約5000km

Step 2 水素社会構築技術開発事業



未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン
構築実証事業

27

Step 2 水素社会構築技術開発事業

液化水素
荷揚基地

（貯蔵容量：150t-H2）

豪州 ビクトリア州の港

水素輸送

褐炭ガス化(A)
(小型ガス化試験設備：2t/d)

液化水素運搬船
（積載量：75t-H2）

日本

豪州

豪州 ラトロブバレー 豪州
補助事業

神戸空港島

9000キロ以上、16日間
褐炭ガス化(B)

(小型炉試験設備：20t/d)

北九州市 若松

褐炭を
日本へ輸送し、
ガス化試験

ガス精製
・水素製造

NEDO
助成事業

試験結果に基づき
小型ガス化炉を
設計・製作、輸送

水素液化・積荷
基地

注）NEDO事業はタンク部分のみ

CCS



有機ケミカルハイドライト法による未利用エネルギー
由来水素サプライチェーン実証
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Step 2 水素社会構築技術開発事業

貯蔵

メチルシクロヘキサン
(MCH)

トルエン

CH3

CH3

輸送

輸送

H2 H2

貯蔵

 水素をトルエンに化学的に結合させ、メチルシクロヘキサン（MCH）を生成し、
常温常圧の状態で輸送・貯蔵

 水素供給地にてトルエンに水素を化学的に結合（水素化反応）

 水素を需要地にてMCHより取り出し供給（脱水素反応）

ブルネイ

日本

水素化

脱水素



Power to Gasの実証：再エネを最大限活用
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水素貯蔵・供給設備水電解措置

管理等
（制御システム）

受変電設備

太陽光発電設備

■福島水素エネルギー研究フィールド (FH2R) 完成イメージ

 アルカリ水電解：10MW（最大）、太陽光発電設備：20MW
 年間水素製造能力：900t-H2/年（定格）
 2020年度 実証運用予定

Step 2 水素社会構築技術開発事業



実証システムの概略図
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Step 2

資料：東芝、東北電力、岩谷産業

水素社会構築技術開発事業



山梨／米倉山P2Gモデル
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Step 2 水素社会構築技術開発事業



水素専焼技術の開発
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Step 2

低NOx水素バーナ
水素

高速空気流

水素噴射孔

空気通路

水素火炎

急速混合

エンジン運転条件に相当する高圧・高温条件下での水素燃焼試験を実施

① 50%から定格100%負荷運転に相当する条件で、NOx 40ppmレベル

② 定格100%に相当する条件で2時間の耐久、試験後の燃焼器に焼損等なし

③ 定格100%に相当する条件で、燃料流量変動付加/燃料遮断試験を実施後、異常燃焼の発生無し

2MW級自家発電用小型ガスタービンに適用可能な
水素専焼ドライ低NOx燃焼器の開発

水素利用等先導研究開発事業



アルカリ水電解水素製造システムの研究開発
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Step 2 水素利用等先導研究開発事業

低コスト高効率での大型（ＭＷ級）アルカリ水電解装置を
開発し、約1.2万時間の長期運転で劣化が無いことを確認。

事業成果を活用して大型アルカリ水電
解装置を開発し、福島水素エネルギー
研究フィールド (FH2R) へ納入予定。

主な仕様
・整流器定格出力：10MW
・最大水素供給量：2000Nm3/h
(1ユニットサイズとして世界最大)
・セル面積：2.7m2/セル
・セル数：170対

電解電圧と通電時間の関係

大型電解装置の仕様
セル電圧

1.78 V (@0.6 A/cm2)
電解セル面積
約3m2 /cell

電流密度
最大 0.6 A/cm2

水素生産能力
~25Nm3/h

運転温度
＜90℃

運転圧力
常圧



まとめ
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 水素エネルギーの政策上の位置付けが「より鮮明」に

 海外においても水素エネルギーに関する取り組みが拡大。
中でも欧州の再エネ・水素プロジェクトが大規模化しつつ
あるとともに、中国の存在感が増す

 燃料電池製品の普及拡大に加え、今後はエネルギーシ
ステムの中で活用する方向で検討が進む。再エネとの統
合、大規模な製造・利用技術が不可欠
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NEDOの概要
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 「エネルギー・地球環境問題の解決」や「産業技術力の強化」実現に向けた技術開発の推進を通じ
て、経済産業行政の一翼を担う、国立研究開発法人です

 産学官が有する技術力、研究力を最適に組み合わせ、「リスクが高い革新的な技術開発と実証」を
推進し、イノベーションを社会実装に繋げる「技術開発マネジメント機関」として、社会課題の解決や
市場創出を目指しております

• 名称 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
• 設立 2003年10月1日（前身の特殊法人は1980/10/01設立）
• 職員 972名（2019/01/01現在）
• 予算 約1,571億円（2019年度）
• 役員 理事長：石塚 博昭

1. 技術開発マネジメントによる成果の社会実装

2. 研究開発型ベンチャーの育成

3. 中長期技術開発の方向性提示

中長期的な課題解決や日本の強みを生かす

イノベーションの新しい担い手を発掘し、新規産業の創出につなげる

イノベーションの芽を見いだし、社会に実装する

＜第4期中期計画に基づく３つの取り組み＞

NEDO本部在地：神奈川県川崎市

（ミューザ―川崎ビル 16～21階）


