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1.世界の現状 (DOEの発表〉

・本格普及を始めた燃料電池
-パックアップ電源、フオークリフト、移動電源、APU
・現在までの出荷台数75，000台、 2009年24，000台

・燃料電池車両と水素ステーション数
-燃料電池車230台、パス120台、水素ステーション200ヵ所

2.世界の動き

・各国は水素・燃料電池の研究開発から市場導入に軸足を移す0

・デモプロジェクトが技術実匝から市場導入準備へと変化し

始め、 FCV、FCパス導入とインフラ構築を進めている。

.EC委員会はデモ予算を全体の41-46%(R&D予算31・35%)

ドイツはデモ予算を全体の72%(R&D予算28%)に増大0

・水素ステーションは再生可能エネルギー利用の志向が強い0

・米国は市場創出、商品化支援策を経済再生法の中で実施。

| アメリカの水素 燃料電池導入支援政策 | 
-オパマ政権による政策
The American Recovery & Reinvestment Act (経済再生法、09.2.17
承箆)の中に水素・燃料電池の普及支援策が折り込まれている。

• Taxcredit適用拡大

-各省庁関係の省ヱネ予算配分大

・燃料電池製造企業支援プロジヱクト

〈ペンチャ-12祉に$40MをE分〉

.政府で織料電池を購入し市場を創出

.2011年度要求予算:$137M 

・新政策によるTaxCreditsの適用拡大の例

.水素燃料供給股備の !従来般備価格の30悦か、$30，000の少ない方で
T'ax Credlt 11あったものを30%か、$200，0001こ増額

製造陵情のτ猷白州it I霞備投資に対する初%のτ紙 C陪樹tを新股

従来からの慾料電池に対するT畝 Creditlま2016年まで継続で、事業目的の場合、価格の30%
か$3，OOOIkWの金額が少ない方。フオークリフト等にも適用される。 叫 臨

l 中国のルン山ギーと水素燃料電池開発政策 | 
-グリーンエネルギー開発 -水素・燃料電池技術開発

.太陽光発電:

310MW世界1位
.風力発電:

中期科学技術振興計画のエネ

ルギ一分野重要7技術の中に

水素・燃料電池技術を指定
2.5GW世界2位

.水力発電:1970GW
-バイオガス利用:世界1位

.期間:2006年-2020年
・対象技術:燃料電池、FCV、
FCパス、水素製造、貯蔵

-ドイツ政府(BMVB5)と中国政府(M05T)の技術交流協定
German-Chinese 5ustainable Fuel Partnership (GC5FP) 

.最初の協定は2003年に嗣印され、現在活動が活発化している。

.技術分野ごとにワークショップ会磁を開催中。

水素製造、輸送・貯蔵、ステーション、

PEFC、バッテリ一、 FCVの製造、
水素供給、リサイクル、 FCVの利用、

水素関連の法規制、国際標準など 出奥 WHEC2010中園盈IIU軽量より
WI長C2010GCSFPの艶量より 1.0 
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ドイツの水素・燃料電池開発は園のNIPProgramの中で実施。・NIP(NationallnnovationProgram， H2 and FC Technology) 
・国の推進組織:NOW (NatlonaleO甲山伽Wasserstoffund Brenst。伽11・ntechnol咽・)

・期間:2007年.....2016年
・予算:1.4B毛(約1600億円)

(K宅)

50%は産業界負担 70，000 

・目的:水素・燃料電池の市場 60，000 

導入促進と関連R&D推進

-主要プロジェクト
・CEP:FCVデモプロジェクト

・水素インフラ:H2 Mobility 
• Callux家庭用燃料電池実E
.バイオガス利用MCFC
-船舶への燃料電池利用

-パックアップ電源、移動用
出典 WHEC2010NOW発費責料より

50，000 

40，000 

約70億円

欧問素燃料電池市場導入推進政策 | 
EC委員会が水素・燃料電池の市場導入を目標と

して研究開発、デモを推進する官民共同の組織、
FCH JU (FCH Joint Undertaking)を股立。

.ECの2008・2013年の予算総額:450M{ (約517億円/6年間)

・FCHJUの支援Project
1)デモンストレーション

• HyFleet CUTE: (FCパス)
• Zero Regio: (FCVと水素5T)
• Hychain : (FC小型移動体)

• Zemship : (FC遊覧船)
• CEP: (FCV，ICEと水素 5T)
• HyNor: (水素車両とハイウエー)
• H2 Moves 5candinavia (オスロ〉
• Clean Hydrogen in European 
Cities(CHIC): (FCパスと水素5T)

2)燃料電池応用製品導入

-フオークリフト >40
・FC郵便車刈O
-パックアップ電源>19
予算 :ε26.8M

出典 Wト個EC2010EC費量貴軒より

中国の次世代自動車導入山マップ | 

第t段階 ン…tom-00制上 f
新エネルギー市パ未

第2段階
ハイヴリッド車 ! 
小型組気自動車 i 

第3段階

100台

2008 2010 2015 2020 2030年

出典 WHEC2010中国科学績構省 Or.G.W.nJe唖貴軒より
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-現状:世界で燃料電池車が230台走行中。
2015年までには1000台レベルに増加する。

・世界の自動車会社が2015年からの市場導入を共同発表。
2009年の市場導入の共同発表を受けて、水素インフラ
構集や燃料電池車導入の動きが活発化した。

回トヨタが2015年!こ5万ドルの燃料電漉車を発売すると5月
に米国で報道され、世界に大きい期待と衛事を与えた。

・熔料電池車噂入計画の動き
-カリフオルニア州CAFCPは、2015年Iこ4，200台、2018年に
54，300台を導入する計画を発表

・欧州の各デモプロジェクトが導入車両散を大幅に増大
ドイツCEP:17台から99台。北欧3園:26台から500台に

• HyundailKIAは2014年1，000台、2015年10，000台の生産を
発表。

12 

燃料電池パスを導入する都市や、燃料電池パス製造会社が急速に
増加する傾向にある。

・現在の燃料電池パスの状況:世界で130台が運行中。
欧州12都市で36台、カナダで20台のほか各国で運行中

・パス製造会社が増加..米園、カナダ、ドイツ、オランダ、
ベルギー、日本、聴園、中園、ブラジルの12社で製造可能に。

・パス価格の低下 :3傭円から1億円台に低下。燃料電池
容量を1/3以下にしてコスト低減を図る動きが出てきた。

・燃料電池パス導入計画が進む
・ハンブルグ交通局が20台発注
.米国は3都市から10都市へ
・米国ACTransitは2010年12台導入
.CA州で2017年150台を計画
-北欧3園は2015年にパス100台導入
.樟園、中園、ブラジルで導入を計画中

歯園田

| バックアップ電源用燃料電池の現状 | 
-パックアップ竃源の用途と仕織
通信施股、機帯電話施段、データセンター用無停電電源

通信施股 I 0.3-15kW I純水索、メタノール ' 

データセンター 110-50kWI純水素

・パックアップ電意用燃料電池が売れる理由
• FCは長寿命・水素の補給で長期間停電に対応可
.股備、保守、運転の総経費がバッテリーと同等以下

・主要メーカー
米国:Relion， IdaTech/Ballard，UTC power， Altergy 
カナダ:Hydrogenlcs オランダ:Bredenoord 
ドイツ:Proton Motor 

・市場規槙
・米国:$4.2B(4，200億円)
・欧州:2015年まで20，000台/年。 200ME(240傭円)1年
.印度:大規槙市場、IdaTechは3万台受注、600台納入済

5kW屋外周

メ'/ール

デ-，セン，-
13kW 16 
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| 燃料電池車の長期新車販売予測 [ 

全米水素協会(NHA)の聞査プロジェクトによる新車販売シェア

Percen句geof New Car Sales (.刈同悔ctricCOMωef'町 PHEVs)

100% 

90% FuelCell 
Hybridεlectric Vehicle 

(FCEV) 

燃料電池車

80% 

70% 

60'見

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

幽興 :WHEC20何回蜘剛E伽何Inc:.JNHA旬査プロジzヲト資斜より
13 

1.固体高分子形燃料電池の世界の出荷台数:75，000台
2009年出荷台数:24，000台(対2008年40%増し)
用途:通信施般用パックアップ電源、燃料電池フォークリフト

移動用電頑〈レジャー用、軍用〉

2.急速に普及するパッテリ一代替純水素燃料電池

・通信施股用パックアップ電源 (1kW-50kW)
水素ボンベ使用、長時間停電対応が可能

・燃料電池フォークリフト (2.5-10kW級FC)
屋内物流センターで24時間稼働
屋内ステーシヨンでの水素の充墳は5分

3.移動用電源 (DMFC) (敏W-7kW級〉
欧州、米国でレジャーや軍用の市場で急速に普及
メタノール燃料の小容量移動用電灘
DMFCの総販売量は18，000台。

l'も

[ 米間転中の燃料電池台数

DOEARRA'F同・・d&l1rFu咽 C剖'M割、圃・:υniblnOpe帽倒。"

主
芭
喧

az--es

制
C輔相川町Qu・- -童豆 旬A側劇色崎倫創抱帽t)'''''険回附締噛附酬角低

出奥柵~EC2010 N旺νDOEの発車より
17 
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~'-1' \~の家庭問電池Calluのジd ト | 
ドイツ政府はNIP(German National Hydrogen and Fuel Cell 

Technology Innovation programme)の中のCalluxプロジェク

トで家庭用燃料電池の実匝鼠験を2008年から実施している。

-燃料電池:1 kW PEFC， 1 kW SOFC 
・期間:Ph.1 2008-20刊、Ph.2: 2010・2013、Ph.3: 2012-2015 

・予算:園がを41M(約45億円).民聞が篭45M

・参加者:
・エネルギー会社:EnBW， E.ON Ruhrgas， MW  Energy， VNG 
-燃料電池メーカー:SOFC Hexis， Valliant 

PEFC Baxi Innotech 

Baxi InnotechはBallardと3年契約で燃料電池スタックの

供給を受ける。 Ballardは荏原向けに開発して日本で実績

のある1kWスタック (Fcgen(TM)・1030)を供給する。

出典 WHEC2010c..... Project田発量より

1話

[ ω の即ンフラ整備推進計画 l 
.2009年、推進組織H2・Mobilityを霞立

・参加者:NOW (政府組織)
Daimler、Linde、EnBW、OMV、
VATTENFALL、TOTAL、SHELL

・水素ステーション建位計画
Ph.1 ::事業計画立案内.2:建股

.2年後150ヵ所、5年後500ヵ所

.7-8年後1，000ヵ所

い………圃
哨
命

幽典 WHEC20100耐梅雨宛轟より

出奥 :WHEC2010

AJrL崎u岡田舞寝より

20 

l 川の~J!Jジd トの進展
.2004年から燃料電池車、ヱン ・水素ステーションの増霞計画

ジン車17台をベルリンで走行 現在2ヵ所+9ヵ所+α

・2010年99台に増車

Daimler 60台、OPEL10台

BMW13台、トヨタ5台ほか

• Berlinの水素ステーション

• Spandau (2006.3) 
• Holzmarkt Str. (2010.5) 
• Southern Berlin (2011) 
• Heide Str. (2012) 
. Airport Berlin (2012) ・Berlin-Hamburgの中間
• Stolpe (2012) 
・Hamburgの水素ステーション
• Hafen City (2012) 
.4ヵ所(2011-2013)

• H2 Mobilityでさらに増股

・2016年までに再生可能エネル

ギー水素を50%とする。

Holzmarkt Str. TOTAL新Station

.太陽・風カー水電解
(Stadtoil製高圧アルカリ水電解)

.液体水素貯蔵
22 

資 料

川の家庭問電池 l 
1 kW PEFC 1 kW SOFC 1kWSOFC 

鎗料電池本体 給湯様 燃料電池本体

BAXI INNOTECH 
別置給湯機RBZ製1.7kW
電気出力:1kW 
先電効率 (NCV) : 32% 
外形寸法:600x600x1，600 
置量:230kg 
1kWFCスタックlまBallard製

燃料電池本体

出典 Wf制EC2010各社置軒から作属 19 

…一一一…北欧3園の水素ハイウエ一計画は順調に進み5Tが 8ヵ所完成。

バス用大型ステーシヨ刈設 | 
パス運行用大型水素ステーシヨンが建敵され始めた。

カナダWhistler(2009) ドイツ Hamburg(2011) 

-水電解装置60Nm3/hX3台(14.8kg/h)
・副生水素槍送、供給能力:710kgl日
.Ionic圧舗様2台使用

-運行車両:
Ph.1(20刊年):FCパス10台、 FCV20台
Ph.2(2013年):FCパス20台、 FCV40台

・プロジェクト予算:7.5ME 
出典 WHEC2010Vatt~nfallの発車より 23 
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ドイツの水素製造の戦略

|風力発電 I2030年に2惜の52GW。最重要再生可能エネルギー

標題1.Key技術IまMW級水電解装置。

効率向上とコスト低減が必要。
標題2.電力を水素に変換して出力の

変動を平準化する
標題3.地下の岩塩層への大量貯蔵

|石炭ガス化|埋蔵量の多い石炭を利用

標題:石炭ガス化、IGCC/CCS技術の

開発と効率向上及びコスト低減

|バイオマス|圏内の木材資源を利用

標題:ガス化、改賀装置の大容量化と

デモプラントによる実匝運転
出典柵iEC2010NOWの売量責料より

画面置
竺自自

，~4 

風力関大量地下貯蔵 | 
ドイツは風力/水素の大量貯蔵方法として、
地下の岩塩層に液体掴削法で作るドーム
{Cavern}に圧縮水棄を貯蔵することを計画。
岩塩眉はドイツ北部に広範に分布する。

・水素の貯蔵
・1ヶ所の貯蔵量:50万-80万m3

・E力:210-70 bar 
・深さ:300・2000m
-岩塩眉は掘削容易でシール性が良い

・高圧ガスの岩塩層貯蔵実績
-英国ICIは工業用水素を3カ所貯蔵
Teesside、Yorkshire、Manchester

.米国PraxairはTEXASで岩塩眉に

天然ガスを貯蔵

出典 W岡 c2∞8岨ST発車置科より

ー!tfl.の水黛貯蔵相E念図
出典 WHE口010Alrυquld 

日
貯蔵ドームのヘッド

26 

パタゴニア風力・水素実証プロジェク卜 I 

Large Scale Clean Hydrogen Production 
iDi&El!~jlIr:IJ~ 

石油と発電会社CapexArgentine Group， CAPSAの子会社の
HychicoがChubut州で風力・水素実匝プラントを2009年1月
から運転中。

実Eプラント股置場所 平均風速

出A，WHEロ010刷出回量直置科より

2006.12-2009.12の3年間
月別平均風速:刊m/sec
最大風速:14.9m/sec 

28 

資 料

欧州北部の電力会社である Vattenfa11社の水素に対する見解

風力発電の標題(古い思想):周波数と電圧の安定化
新しい課題:エネルギー貯蔵と適時利用、電力と熱の利用。
新ビジネス:その標題は電力の水素への変換で解決可能。

水素の製造・貯蔵は電力会社の新ビジネスになる。
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出典 W町 C2010Va刷 nfallの蝿量より 25 

間ス化と~技術の駅課題

ドイツ第2位の電力・ガス会社RWEは、埋蔵量350年分(350億トン)
の禍肢の蹴鉱を所有し、褐炭を利用するガス化/CCS技術を研究中。

・1トンの褐炭/CCSで生産できるエネルギー
発電量:0.86MWh 水素:580Nm3 メタン :270kg 
メタノール:140l 

・石炭ガス化の効率向上のためWTA(禍肢の前乾燥技術)を開発
し、最終的には450MWIGCC/CCSプラントを開発する。

WTA(禍俊前乾煉) ガス化炉 COシフト反応畢 CO2分隆量産置

.CCS技術の標題:効率、コスト
27 

| バ タ ー 風 … 一 一 | 
Wind Park 
6，300kWの
うち水電解
猿置へ

800kW:送電

水素
(120Nm3/h) 

-風力・水素利用システム

水電解水素と天然ガスを混合し
て、ガスエンジンヘ供給し発電
する。強豪は外販する。

幽":WHEロ010陶由同..貨制より
'0 --

-第 19回 WHEC2012 

2012年 6月 3日"'-'7日 カナダ・ト ロン ト

・第 20回 WHEC2014. 韓国・光州
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