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NEDOの取り組み概要

水素ステーション分野

水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有ウィーク
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位置付け

水素利用の拡大・確立

省エネルギーの推進
インフラ整備（ハード、ソフト（規制・標準等））

固体高分子形燃料電池技術開発
固体酸化物形燃料電池技術開発
水素ステーション技術開発（含む規制・標準等）

• 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
のコスト低減にかかる技術開発が必要。

• 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、
洗い出しと見直しに係る検討が進められている。

• これまでの成果と、新たな課題を踏まえ、水素ステーション、FCVの本格的普及を
実現する為に、新たな共通課題を解決することが必要。
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～ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ～

水素利用技術研究開発

固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発

水素社会構築技術開発事業

固体高分子形燃料電池
利用高度化技術開発事業

水素利用等先導研究開発事業

超高圧水素インフラ本格
普及技術研究開発事業

NEDOのプログラム
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「水素インフラ」技術開発ロードマップのポイント①

商用展開に向けた環境整備 水素ステーションの自立的展開

乗用車：各社単一車種

車両導入支援 燃料電池車の自立的な普及拡大（燃料電池車の世界最速普及）

・FCﾌｫｰｸﾘﾌﾄの導入開始（2016）
・FCﾊﾞｽの導入開始（2016）

FCﾊﾞｽ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
導入規模拡大

・二輪・商用車（ﾄﾗｯｸ）への導入開始 ・その他移動体（船舶・鉄道、産業用車
両等）への更なる拡大

・燃料電池ｽﾀｯｸ供給による
適用範囲の拡大、低ｺｽﾄ化
の加速

FCV：4万台程度、FCバス：100台程度
FCフォーク：500台程度
水素ST： 160箇所程度水素ST：96箇所

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の燃料代と同等以下の
水素価格の実現 水素販売差益（500円/kg程度）を実現

FCV・移動体、
水素インフラの
政策・普及目標*1

FCV ： 20万台程度
水素ST： 320箇所程度

FCV：80万台程度、FCバス：1,200台程度
FCフォーク：10,000台程度
水素ST： FCV普及台数に合わせた整備

FCV・移動体

水素インフラ
CO2フリー水素の

製造、貯蔵・輸送
の本格化

海外からの未利用
エネ由来水素供給
の本格化

3,400 t/年 17,000 t/年 68,000 t/年年間需要見込み
（FCVのみ）*2

160箇所 320箇所 900基程度*496箇所

水素インフラ仕様

高圧式中（FCV用）
6台 / 時間充填

82MPa、340 Nm3/h圧縮機、蓄圧器3本
充填機1基、-40℃プレクール

JPEC S0003(2014)

高圧式小・簡易式（FCV用）
1-2台 / 時間充填

82MPa、50～300 Nm3/h、蓄圧器3本
充填機1基、-40℃プレクール

JPEC S0003(2014)

高圧式大（FCV用）
12台 / 時間充填

常用圧力、圧縮機容量、蓄圧器本数、
充填機2基、プレクール温度緩和、

新充填プロトコル（MC法等）については要検討

高圧式小・簡易式（FCV用）
1-2台 / 時間充填

常用圧力、圧縮機容量、蓄圧器本数、
充填機1基、プレクール温度緩和、

新充填プロトコル（MC法等）については要検討

高圧式中（FCV用）
6台 / 時間充填

常用圧力、圧縮機容量、蓄圧器本数、
充填機1基、プレクール温度緩和、

新充填プロトコル（MC法等）については要検討

ステーション数

CO2ﾌﾘｰ水素の製造・貯蔵・輸送
本格化への対応

• CO2フリー水素の大規模製造に対応した
トータルでのCO2削減に資する輸送、貯蔵
技術の採用

• 国内再エネ、未利用エネ由来水素の効率的
活用に資する拠点の整備拡大への対応

容易な能力
拡張の実現
（配管/制御取合い

規格統一化・モ
ジュール化等）

＜新たな業界標準仕様（案） ※要検討＞

＜現行仕様＞

大量水素供給への対応
• 需要見合いの最適な輸送方法の採用、およ
び輸送拠点網の整備拡大への対応

• 多様な水素キャリア（液化水素、有機ﾊｲﾄﾞﾗｲ
ﾄﾞ、等）に仕様が最適化されたステーション
技術の確立、採用

• 多様な移動体の容器へ水素供給を可能とす
るステーション技術の確立、採用

容易な能力
拡張の実現
（配管/制御取合い

規格統一化・モ
ジュール化等）

多数車種へ拡大乗用車：ﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝ向けの
燃料電池自動車の投入

新規技術を採用した充填
次世代圧縮技術（液化水素ﾎﾟﾝﾌﾟ、電気化学式ﾎﾟﾝﾌﾟ、等）、液化水素の冷熱利用、等の採用

 政策・普及目標は、METIの戦略ロードマップから引用

 水素インフラの普及イメージに関する記載を追加

 ステーションの現行仕様から、業界標準の仕様（案）を大まかな分類について、能力拡大のイメージとともに記載

 ただし、詳細な仕様内容については、要検討にとどめた

現状 2020年頃 2025年頃 2030年頃 2040年頃
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「水素インフラ」技術開発ロードマップのポイント②

 「水素インフラの目標・課題」項目を設定し、時間時に応じたインフラのあるべき姿と課題を記載

 「自立的展開可能な水素インフラ」については、整備費低減、運営費低減、その他、制度に分けて課題を記載し、

色分けは達成すべき技術開発課題とそれぞれ対応関係にあるように記載

 「大量普及・低炭素化に対応した水素インフラ」については、政策・普及目標と対応させ未利用ｴﾈ、CO2ﾌﾘｰ水素に

関する記載も追加

 水素供給コストを「充填」「輸送」「製造」に分けて記載

現状 2020年頃 2025年頃 2030年頃 2040年頃
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2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030

FCV ：20万台程度
水素ST：320箇所程度

FCV ：80万台程度
水素ST：FCV普及台数に

合わせた整備

規制見直し

コスト低減
-ST全体-

コスト低減
-機器-

国際展開

本
研
究

自立的展開
可能な

インフラ実現

大量普及に
対応した

インフラ実現

FCV ：4万台程度
水素ST：160箇所程度

事業期間

超高圧水素 事業イメージ
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NEDO PM:横本

研究開発項目1

規制見直しに関わる技術開発 委託[NEDO負担：100％]

(1)本格普及期に向けた水素ステーションの安全性
に関わる研究開発

石油エネルギー技術センター
[共]横浜国立大学

(2)新たな水素特性判断基準の導入

①新たな水素特性判断基準の導入に関する研
究開発

石油エネルギー技術センター
高圧ガス保安協会
九州大学
金属系材料研究開発センター
新日鐵住金
[共]新日鐵住金ステンレス、[再]物質・材料研究機構
愛知製鋼
日本製鋼所

②連続陰極水素チャージ法による水素インフラ用
鋼材の水素特性判断の簡易評価手法の開発

JFEスチール
[再]東京電機大学

③中空試験片高圧水素中材料試験法規格化
のための研究開発

物質・材料研究機構

超高圧水素 研究体制
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研究開発項目2

コスト低減等に関連する技術開発 委託[NEDO負担：100％]共同研究・助成[NEDO負担1/2]

(1)水素ステーションの規格化・標準化、モジュール化等に関する研究開発
水素供給利用技術協会 [分室]三菱化工機、
JXTGエネルギー

(2)運営費低減のための技術開発

JFEスチール [再]東京電機大学
JFEコンテイナー、千代田化工建設

石油エネルギー技術センター、高圧ガス保安協会
東京大学、日本製鋼所

(3)高圧対応高分子技術開発

①長寿命高圧水素シール部材・継手部材及び機器開発に関する研
究開発

水素供給利用技術協会、九州大学、化学物質評価
研究機構、NOK、髙石工業、日本ピラー、キッツ、フジ
キン、タツノ、日立オートモーティブシステムズﾞメジャメント

②水素ステーション用高圧水素ホース加速耐久性評価法開発及び耐
久性向上に関する研究開発

九州大学 [再]山形大学 [再]大阪大学
日本ゴム工業会

(4)次世代向け水素ステーションに関する研究開発

JXTGエネルギー、本田技術研究所
日立オートモティブシステムズメジャメント
水素供給利用技術協会 [分室]三菱化工機

①本格普及期に向けた次世代ステーション・充填技術の研究開発

①水素ステーション用タイプ2蓄圧器の供用中検査手法の研究開発

②複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発

②超高圧水素トレーラー輸送の可能性、技術課題、法的課題に関す
る調査研究

JXリサーチ

③新型高圧水素タンク用鋼材の可能性に関する調査研究 日鉄住金総研 [再]金属系材料研究開発センター

加地テック、東レ④電気化学式水素ポンプの開発・実証

超高圧水素 研究体制
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研究開発項目3

国際展開に関わる技術開発 委託事業[NEDO負担：100％]

①水素ステーション等機器のISO/TC197国際標
準化の推進と水素品質規格のための研究開発

水素供給利用技術協会
日本自動車研究所

②燃料電池自動車の国際基準調査・国際標準
化に関する研究開発

日本自動車研究所
[再]産業技術総合研究所
[再]東京大学

③水素社会係る国際関連機関等研究・政策動
向に関する調査研究

大和総研

超高圧水素 研究体制
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本日の趣旨

①国の方針（戦略ロードマップ）を確認。

②ユーザー業界の課題と今後求めるニーズを確認。

③現在ＮＥＤＯ事業で実施している研究開発内容を確認。

上記①～③の差分を議論し、今後の水素ステーション普及
自立化に向けてどのようなアクションを取るべきか検討する。
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