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NEDO燃料電池・水素技術開発ロードマップ

 国の水素・燃料電池戦略ロードマップが定める目標を達成
するために必要な「技術的課題」やその「目標値」を時系
列で整理したもの。燃料電池分野はNEDOのウェブサイト
で公開中。

（https://www.nedo.go.jp/library/battery_hydrogen.html）

 産学官の多様なバックグラウンドを有する関係者が同じ方
向を向いて長期的視野を共有できるよう策定。我が国全
体としての効率的な研究開発活動に貢献。

 移動体用（FCV）、定置用（業務・産業用 及び 家
庭用）の燃料電池が、2040年頃に達成すべき究極の性
能目標値も設定。
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主な究極目標

＜移動体用＞

 航続距離1,000 km以上（長距離ツアラー）

 出力密度9 kW/L（6気筒3Lエンジン200kW相当）

 最大負荷時セル電圧0.85V

 作動最高温度120℃

 コスト（生産量50万台/年の製造コスト）

• FCシステムコスト0.2万円/kW（うち、スタックコスト0.1万円/kW）

• 水素貯蔵容器コスト10万円

 耐久性15年以上無交換（乗用車15万km以上、バス75万km以上、トラック

100万km以上）

＜業務・産業用＞

 60%以上（数kW級）、効率70％以上（数10～数100kW級）

 可逆SOFC、化学・電気・熱を同時供給するトリジェネレーションシステムの実現等
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移動体用の方針

乗用車は、2020 年頃の累計普及台数4万台程度、2025 年頃に
累計20万台程度、一般消費者のボリュームゾーン向けのＦＣＶ投
入。以後は世界最速普及と自立的な普及拡大を目指して2030 年
頃には累計80 万台程度、多数車種への拡大。

商用車は、2020 年頃に輪、商用車（トラック）への導入開始、
2025 年以降にその他移動体（船舶・鉄道、産業用車両等）への
更なる拡大。

2025 年以降の自動車以外の移動体（二輪、フォークリフト、船舶・
鉄道、等）の普及に向けて、燃料電池スタック、周辺機器の製造・供
給プレーヤーの創出による市場の拡がりを目指す。
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移動体用ロードマップの一部

2020年頃 2025年頃 2030年頃 2040年頃

普及目標

乗用車：各社単一車種 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

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

4万台程度【普及台数】
1,600台強

20万台程度 80万台程度

・二輪・商用車（ﾄﾗｯｸ）への導入開始

多数車種へ拡大

・その他移動体（船舶・鉄道、産業用車
両等）への更なる拡大

現在

達成性能ﾚﾍﾞﾙ*2

・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

乗用車無交換
（15年）

耐久性*4

ｽﾀｯｸ性能

車両価格
700万円強

＜0.4万円/kW

＜0.2万円/kW

10～20万円

5.7wt% かつ 125L

円筒形容器

作動最高温度～100℃、30%RH

作動圧力 < 1.2atm、水素St < 1.1

作動最高温度120℃
ｴｱ系過給によるﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
または常圧運転による補機仕
様緩和
水素St=1.0付近

ｼｽﾃﾑ仕様

水素貯蔵ｼｽﾃﾑ
（貯蔵量5kg相当の場合）

ｺｽﾄ*7

＜0.8万円/kW

＜0.5万円/kW

30～50万円

起動条件

作動最高温度90℃
作動圧力1.2atm、水素St1.1*5

6wt% かつ 100L*6

円筒形容器

7.5wt%以上かつ70L以下*6

容器形状自由度有

ｽﾀｯｸｼｽﾃﾑ

起動最低温度-30℃（外気）

起動最低温度-40℃（外気）

乗用車・商用車無交換
（15年以上）

3.0kW/L最大出力密度 4.0kW/L 6.0kW/L5.0kW/L

起動温度の拡大、出力密度向上、作動最高温
度向上、冷却性能向上、燃費向上等による車
両ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝとしての汎用化

航続距離*3

同車格のHV車同等価格競争力を
有する車両価格の実現

650km

＜0.5万円/kW

＜0.3万円/kW

＜30万円

800 km

乗用車無交換（15年以上）
／商用車無交換（15年）

起動最低温度-30℃（外気）

300～600万台
程度*1

0.2万円/kW

0.1万円/kW

10万円

大量普及に向けた
最終ｺｽﾄ目標

＞1000 km

9.0kW/L

乗用車無交換
（15年以上）

・ｽﾀｯｸ、周辺機器の製造・供給ﾌﾟﾚｰﾔｰの拡大

燃料電池車の商品価値として航続距離の向上を継続的に追求

最大負荷点電圧
（1ｾﾙ）

0.6V 0.85V

ｽﾀｯｸ排熱量大幅削減
高出力密度化
低ｺｽﾄ高耐久化
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業務・産業用の方針

熱需要がある病院やホテル等に加えて、熱需要が少なく、現在は分散
型エネルギーの活用が進んでいないデータセンター等の施設での活用も
期待。

現在、初期導入コストと運用メリットにおいてガスエンジン等に比して優
位性が低いことから一層の経済性の向上が必要とされている状況。
2025 年頃以降の自立的な普及拡大に向けて導入メリットが高い潜在
的なユーザを拡大しつつ継続的に価格を低減していく取り組みが必要不
可欠。

2025 年頃以降の自立的な普及拡大に向けて、分散型電源（モノ
ジェネレーションおよびコージェネレーション）としての導入を拡大させるとと
もに、2030 年以降は再生可能エネルギー・蓄電・高温蓄熱システムと
の連携、最適制御によるスマートコミュニティの実現、CO2 フリー水素を
用いた自立分散型エネルギーシステムの普及、SOFC の特徴を活かし
た超高効率発電システムの実現を目指す。
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業務・産業用ロードマップの一部

2020年頃 2025年頃 2030年頃 2040年頃

普及目標
業務・産業用燃料電池の自立的な普及拡大

現在

実用化に向けた
実証・規制見直し

・業務用 5kW級SOFC市場初期導入（2017年）

・PAFC 100kW級導入継続 【ｼｽﾃﾑｺｽﾄ低減（低白金化、等）、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺｽﾄ低減（耐久性向上、等）の継続】

市場ﾀｰｹﾞｯﾄとなる需要家
（高電熱比、BCP対応,等）への
活用

技術開発課題
（SOFC）

【 2020年頃の初期導入向けた課題】
（2017年頃までに達成すべき課題）

【 2025年頃の実用化に向けた課題】
（2022年頃までに達成すべき課題）

【 2030年頃の実用化に向けた課題】
（2027年頃までに達成すべき課題）

大量普及に向けた更なる課題

小容量定置用
（業務用）

（数kW級）

達成性能ﾚﾍﾞﾙ
（SOFC）

開発・実証
50%、4万時間見通し、数100万円/kW

中容量定置用
（業務用）

（数10～数100kW級）

実用化技術

・ｾﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ改善による発電効率向上、ｽﾀｯｷﾝｸﾞ改善
・ﾌﾞﾛﾜ動力を抑制する冷却技術（直接冷却等）
・ｾﾙｽﾀｯｸの高耐久化、起動、停止時劣化抑制
・ｾﾙｽﾀｯｸ・ﾓｼﾞｭｰﾙの更なる低ｺｽﾄ化

・ｽﾀｯｸ構造（薄膜化、金属ｻﾎﾟｰﾄ、ﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ等）
高度化

・耐久性・信頼性の向上
・ｾﾙｽﾀｯｸ・ﾓｼﾞｭｰﾙの高性能化
（高出力密度化、部分負荷効率向上、等）

・発電効率の向上

ｾﾙ・ｽﾀｯｸ・
ﾓｼﾞｭｰﾙ

・製造ﾌﾟﾛｾｽ（造粒、焼成、押し出し成形、ｽｸ
ﾘｰﾝ印刷、ｽﾀｯｷﾝｸﾞ、等）の低ｺｽﾄ化

材料
（電解質・電極・
ｲﾝﾀｰｺﾈｸﾄ）

・金属系ｲﾝﾀｰｺﾈｸﾄ材耐久性向上
・ｾﾙｽﾀｯｸ原料・部材の低ｺｽﾄ化（耐熱材料、等）

製造ﾌﾟﾛｾｽ

・燃料多様化への適応性、耐久性の更なる向上・電極の高耐久化
（ｱﾉｰﾄﾞ：Ni焼結抑制、炭素析出抑制、耐硫黄被毒、等）
（ｶｿｰﾄﾞ：構造破壊抑制、耐ｸﾛﾑ・硫黄被毒、等）

・運用性向上（起動停止、負荷追従性、等）

・量産技術確立による更なる低ｺｽﾄ化 ・新規材料、ｾﾙ・ｽﾀｯｸの製造ﾌﾟﾛｾｽ技術確立

・分散型電源（ﾓﾉｼﾞｪﾈ、ｺｰｼﾞｪﾈ
ﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ）として普及

・超高効率発電ｼｽﾃﾑ
の実現

・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ、蓄電、高温
蓄熱ｼｽﾃﾑ等を組み合わせて電
力・熱需給を最適に制御するｽ
ﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨの実現

現行技術進展による
高性能化・低ｺｽﾄ化

実証機より低価格帯で導入開始、導入ﾒﾘｯﾄが高い潜在的ﾕｰｻﾞを拡大しつつ継続的に価格を低減

・業務用数10kW級SOFC市場
初期導入（2017～2018年）

・業務用 250kW級SOFCﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑ
市場初期導入（2017年）

・CO2フリー水素を用いた自立分
散型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの普及

普及
＞55%、13万時間見通し、＜50万円/kW（数10MW/年 生産ケース）

初期導入
50%、9万時間見通し、数100万円⇒50万円/kW（数MW/年 生産ケース）

開発・実証
50%、4万時間見通し、数100万円/kW

普及 ＞55%、13万時間見通し、
＜50万円/kW（50kW未満）、＜30万円/kW（50kW以上、数10MW/年 生産ケース）

初期導入
50%、9万時間見通し、数100万円⇒50万円/kW（数MW/年 生産ケース）

・CO2ﾌﾘｰ水素を用いた自立分散型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ導入（純水素型PEFC：数kW～100kW）

2040年頃以降＞70%

2040年頃以降＞60%
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移動体用のＰＥＦＣの飛躍的普及拡大を目指した研究。

Ⅰ．普及拡大化基盤技術開発（委託）

（１）ＰＥＦＣ設計支援基盤技術開発

燃料電池の性能変化（電気化学的メカニズム）と内部の発生現
象（物理化学メカニズム等）の相関を解明して、高性能な燃料電
池を設計するための指針を得る。

（２）セルスタックに関する材料コンセプト創出

新規材料の設計指針を確立する。

Ⅱ．プロセス実用化技術開発（助成）

生産性向上のための実証

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業
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Ⅰ．普及拡大化基盤技術開発
「出力密度×耐久時間×1/(単位出力あたりの貴金属使用量)」が現
行の10倍以上を実現する要素技術の確立が目標。単位出力あたりの
貴金属使用量を減らす、耐久時間を延ばす、出力密度を上げる。これら
はいずれもコスト低減に直結するもの。

Ⅱ．プロセス実用化技術開発
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）が
目標。燃料電池車の生産台数を飛躍的に増加させる際に律速要因と
なる燃料電池スタックの生産性を大幅に向上させる。

目標
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実施体制

コアシェル触媒の検査技術開発
石福金属興業株式会社

カーボンセパレータの製造プロセス及び当該品質管理プロセス
に関する実用化技術開発
日清紡

高生産性、信頼性を有するMEA連続生産装置の開発
SCREENファインテックソリューションズ、SCREENラミナテック

高品質・高信頼性炭化水素系電解質膜のプロセス実用化技
術開発
東レ

PEFC設計支援基盤技術開発

（イ）MEA性能創出技術開発
FC-Cubic

MEA性能評価技術開発
FC-Cubic、JARI、山梨県

MEA解析技術開発
日産ｱｰｸ、FC-Cubic、電通大、名大、自然科学研究機構

MEA設計指針技術開発
FC-Cubic、京大、北大、東工大、東北大、東大、NIMS、JARI、山梨県、日産ｱｰ
ｸ、上智学院

（ロ）非白金系触媒の革新的高機能化のためのメカニズム解析
（ロ-1）横国大、東大
（ロ-2）東工大

ｾﾙｽﾀｯｸに関する材料コンセプト創出

（ハ）先進低白金化技術開発
同志社大（再委託先：石福）、東北大、千葉大、豊田中研、産総研

（ニ）ｾﾙｽﾀｯｸに関わる材料コンセプト創出
山梨大、岩手大、信州大、東北大、TKK、カネカ、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、日産ｱｰｸ

（ホ）金属原子直接担持による触媒高性能化コンセプトの提案
東京理科大

（ヘ）カソード高機能化に資する層界面設計
同志社大、信州大、九州大

普及拡大化基盤技術開発 ﾌﾟﾛｾｽ実用化技術開発

材料等の設計指針

解析評価
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高効率・高耐久等を実現する材料開発のための基盤技術

反応プロセスの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

普及拡大化基盤技術開発の主なトピックス

Pt触媒の酸化状態分布Pt触媒の3次元分布
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（c）ＳＯＦＣの系統中における価値調査研究（委託）
委託先：東京大学、（株）Ｅ－ｋｏｎｚａｌ
今後、高発電効率モノジェネレーション方式のSOFCが電力系統に並列した場合の様々な指標に
おける市場価値をシミュレーション。⇒最適な出口市場を探り、仕様へ反映。

（ａ） 固体酸化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究（委託）
委託先：産業技術総合研究所、電力中央研究所、 九州大学、京都大学、東京大学、東北大学
１０年（９万時間）という長期耐久性を短期間で評価するための加速評価試験方法を検討。
⇒開発コスト低減。

発電効率の高効率化（６５％以上）を実現するための指針を検討。⇒開発迅速化。

固体酸化物燃料電池事業

事業用（数kW～数百kW）の定置用ＳＯＦＣの開発事業（注）。
（注）家庭用の定置用燃料電池（エネファーム）はPEFC/SOFCともに700W。

（ｂ）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（１／２助成）
助成先：株式会社デンソー
実使用を見据えた高効率（６０％）の実証運転事業。
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基礎研究概要
 民間が提供する様々なセルスタックを、ＮＥＤＯ事業の公的機関（産総研が中心）が耐久性
を試験し、評価、分析。その結果を民間へフィードバックするサイクルモデルを実現。

空気極

燃料極

電解質

構造変化

構造変化

不純物

元素
拡散

反応生成物

元素
拡散

相変化

不純物

応
力

応
力

変形・
破損

開発・改良 耐久性試験

評価・分析

開発サイクル

得られた知見を元に
高耐久・低コストな
セルスタックを開発

劣化機構の解明

セルスタック耐久試験

ＮＥＤＯ事業

民間の取組

運転時間

性
能

0 数ヶ月 10年

短期間（数ヶ月）で生じる微少な
変化（劣化）を定量的に検出
・金属Crによる空気極被毒
・空気極Srの中間層拡散 等
→短時間及び高精度な劣化予測

ＮＥＤＯ事業

（京セラ、日本特殊陶業、日本ガイシ、
デンソー、東京ガス、大阪ガス様）
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発電効率６５％を達成可能なＳＯＦＣの開発方針を確立。
点検時等の起動／停止時間の短縮化のため、強靭化の技術課題を追加。

効率
(55%LHV)

耐久性
(9万時間)

低コスト
(8年で投資回収）

現状

52%

4万時間

機器投資
回収
10年以上

適用性拡大の
ための新たな課
題を追加

効率
(65%LHV)

耐久性
(9万時間以上)

負荷追従
速度
(1秒ー
数秒以下)

運用性
(起動1時
間ー数時間以
内)

低コスト
(8年で投
資回収)

52%

９万時間 10年

数時間-
10時間
以上

数秒-
数分

過去の取組
静的な条件での技術課題
(2013-2017年)

高効率セルスタック実現のための動的な技術
課題を追加
(2018年以降)

現状

基礎研究の方針
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目次

１．ＮＥＤＯ燃料電池・水素技術開
発ロードマップ

２．燃料電池分野のＮＥＤＯ事業

３．本日の趣旨
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共通課題の抽出

 通常、ＮＥＤＯ事業を開始する１年以上前から、技術のユーザー
となる産業界等と議論を重ねて研究開発課題を吟味し、有識者委
員会やパブリックコメントの収集を経て、事業開始前年度の末に
基本計画（事業の骨格を示すもの）を確定。

 ＰＥＦＣ分野では2014年に燃料電池自動車が、ＳＯＦＣ分野で
は2017年に業務・産業用が市場投入開始。

 今後は、ＮＥＤＯがハブとなって市場投入して顕在化した各社共
通の課題等の業界ニーズを広く共有し、事業の検討課題としてい
く。

PEFC事業 検討期間
今後の検討課題！！

ＦＣＶ市場投入開始

業務・産業用市場投入開始

SOFC事業
検討期間

実施期間

実施期間

現在実施中のＮＥＤＯ燃料電池事業の時系列的な位置づけ
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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ニーズを確認。

③ＮＥＤＯ事業で実施している研究開発内容等を確認。

上記①～③の差分を理解し、今後の燃料電池の飛躍的拡
大へ向けたアクションを考える。
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