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１．水素とは
水素の誕生から水素利用まで

２．水素導入の意義
再生可能エネルギーの導入の促進と効率的利用

３．水素社会のイメージ
再エネ水素と酸素による地域における新しい生産体系

水素の話
東京農工大学名誉教授

（一般社団法人 水素エネルギー協会顧問（元会長））
亀山 秀雄

2020年11月11日水素シンポジウム
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1. 水素とは
水素の誕生から水素利用まで
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水素の誕生
138億年前ビックバンにより電子と陽子と中性子からなるガスが発生。それ
から38万年後に、電子と陽子と中性子が一緒になって最も軽い水素や次
に軽いヘリウムが生成。その後、炭素や酸素が生成し、長い年月で他の元
素が生成していった。

 水素は宇宙で最も初めに生まれた元素で、存在量も最も多い。
 水素とヘリウムから炭素や酸素が生まれていった。

水素の原子構造と
同位体

出典：吉田伸夫「ブログ「科学と技術の諸相 －Ｑ＆Ａ－」」（http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/qa_a7.htm）

※存在度：（Si）が宇宙に106（100万）個あるとしたときの存在比
※縦軸は対数目盛で表した存在比、横軸は原子番号順に並べた元素）

 軽水素
 H又は1H

 重水素
 D又は2H

 三重水素
 T又は3H

原子核 電子 陽子 中性子
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地球の大気組成の変化
・46億年前（地球の誕生）高温・高圧の水蒸気が大部分
を占め、その他に二酸化炭素、窒素などを含んでいた。

・地表が冷え、水蒸気が雨となって地表に降り注ぎ海ができ、
大気の主成分は二酸化炭素と窒素になった。

・二酸化炭素は海に溶け込み、その一部がカルシウムイオンと
結合して、石灰岩（炭酸カルシウム）として海底に堆積するこ
とにより、二酸化炭素は減少。

・約27億年前 太陽の光エネルギーを利用して光合成を行
うラン藻（シアノバクテリア）が海中に誕生し、二酸化炭素と
水から有機物と酸素が生成される。

・大気中の二酸化炭素の減少と酸素の増加。

・その後、多様な植物による光合成が活発に行われる。
・酸素はさらに増え、大気は数十億年かけて、窒素と酸素を
主成分とする現在の組成になった。ラン藻（シアノバクテリア）

出典：丸山茂徳・磯崎行雄「生命と地球の歴史」、NEON_ja「Oscillatoria sp」（https://eol.org/media/7074254）
CC-BY-SA 3.0、環境展望台「地球の大気と水」https://tenbou.nies.go.jp/learning/note/theme1_1.html）7

https://eol.org/media/7074254
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地球には、水素は水（H2O)として豊富に存在している。
 地球には約14億km3の水が存在しているが、ほとんどは海水で、
人間が使用できる淡水はそのうちの約2.5％。

 水は、太陽エネルギーにより地球で水循環している。

出典：Oki, T. & Kanae, S.（2006）, Global Hydrological Cycles and World Water Resources. Science, Vol.313, Issue 
5790, p.1068-1072.（日本語図アクセス：http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Info/Press200608/）
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酸素発生型光合成
H2OとCO2から有機化合物である糖質（C6H12O6）を生成しO2を発生。

H2O + CO2 ⇒ 1/6(C6H12O6) + 1/2 O2
糖質

この反応は明反応と暗反応から構成される

明反応： 光エネルギーを使って、H2Oから電子を引き抜いてH+を生じ水素が化合した

化学エネルギー分子ATPを生産

光エネルギー＋ H2O ＋ADP ⇒ ATP ＋ 1/2 O2

化学エネルギー分子

暗反応：（光は関与せず）ATPからの水素を用いてCO2から糖C6H12O6 を合成

ATP ＋CO2 ⇒ ADP＋ 糖質
化学エネルギー分子

光合成：光エネルギーが化学エネルギー分子に変わり、CO2と反応して糖質を生成

出典：SPring-8 News「光合成の中核をなす複合体の構造を解明 ～人工光合成への大きな一歩を踏み出した～」
（http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_59）

※ATP＝電子伝達体
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電気分解
（再生可能エネルギーからの電気エネルギー）

人工光合成

H2O

触
媒
電
極

触
媒
電
極

高
分
子
膜

セ
パ
レ
ー
タ
ー

セ
パ
レ
ー
タ
ー

H2O→
2H+
＋2e-
＋1/2O2↑

2 H+＋2e-
→H2↑

集電体

植物の光合成の機能を利用した水素社会の原理
太陽のエネルギーを光触媒反応や電気分解反応により水素の化学エネルギーに変換し、
水素エネルギーとして社会で利用する

燃料電池（電気分解の逆）

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト
(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/jinkouk
ougousei.html)

中央環境審議会地球環境部会（第51回）配付資料
「経済産業省ヒアリング追加説明資料」（燃料電池の導入促進）
（http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-51/mat03-6.pdf）
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水素の特性及び必要な安全対策

出典：水素エネルギー協会「水素エネルギー読本」

可燃範囲が広い

可燃限界がメタン・
プロパンの約7倍

燃焼速度が速い

燃焼速度がメタン・
プロパンの約7倍

比重が軽い

比重がメタンの約1/10、
プロパンの約1/20

火が広がりやすい漏れやすい
（特に高圧の状態）

火が着きやすい

爆発が起こりやすい（爆轟限界がメタンの約3倍、プロパンの約8倍）

着火性が高い

最小着火エネルギーが
メタン・プロパンの
約10～15倍

 水素を漏らさない
 漏れたら早期に検知し、拡大を防ぐ
 水素が漏れても溜まらない
 漏れた水素に火が着かない
 万が一、火災などが起こっても周囲に影響を及ぼさない又は影響を軽減する

必要な
安全対策

比重が軽い 可燃範囲が広い 着火性が高い 燃焼速度が速い
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2. 水素導入の意義
再生可能エネルギーの導入の促進と効率的利用
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〇エネルギー消費量の削減（省エネルギー）

水素をエネルギーとして活用する意義とは

〇再生可能エネルギーの導入の促進と効率的利用

出典：環境省低炭素水素サプライチェーン・プラットフォームホームページ
（https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/about-hydrogen/index.html）13
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3. 水素社会のイメージ
再エネ水素と酸素による地域における新しい生産体系
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太陽エネルギー

再生可能エネルギー利用
太陽光
風力
水力
波力

バイオマス利用
森林
1次産業廃棄物
食品廃棄物
建築廃材
生ごみ廃棄物

再生可能エネルギーと生物の機能を活用した新しい社会体系

災害時対策

第５次環境基本計画 ⇒ 環境研究・環境技術開発の推進戦略
中長期的に目指すべき社会像について

・中期的（2030年頃を想定）に目指すべき社会像〔地域循環共生圏の定着〕
・長期的（2050年頃を想定）に目指すべき社会像〔地域循環共生圏のビルトイン〕

電力
水の

電気分解
水素

酸素

オゾンガス及びオゾン水

セルロース類
油脂類

その他炭化水
素類

化学原料 化学製品

再エネ水素による
水素エネルギー社会の構築

殺ウイルス・殺菌・
脱臭・脱色による

環境安全社会の構築

新型コロナ感染
自然災害時のウイ
ルス・細菌感染

細菌やウイルス
の不活性化

分解

衛生的で安全な
日常生活の確保

農林水産業での酸素利用
医療分野での酸素利用

回収CO2

気体や
酸素水

気体、
液体、
化合物

水素

暗反応の機能

明反応の機能

出典：亀山秀雄作成（2020年9月）15
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2020.11.11環境省主催オンラインシンポジウム 「来たる！水素社会」--地域でつくり地域でつかう水素の可能性---

水素、ビッグデータを活用する
将来のエネルギー社会とは？

東京工業大学
物質理工学院 応用化学系

(東工大 InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム 代表）

教授 伊原 学17
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----------also notes that much greater emission reduction efforts will be required than those associated with 

the intended nationally determined contributions in order to hold the increase in the global average 

temperature to below 2 ˚C above pre-industrial levels by reducing emissions to 40 gigatonnes or to 1.5 ˚C 

above pre-industrial levels by reducing to a level to be identified in the special report referred to in paragraph 

21 below

パリ協定（ ）
（in Paris, 30th November ~ 13th December in 2015）

・2030年度までに26％のCO2排出量削減目標を掲げる。（2013年度比、約束草案より）

・2050年までに80％のCO2排出量削減を長期目標として明記
（2012年4月閣議決定の第4次環境基本計画、2013年5月参議院環境委員会、改正温対法の附帯決議にて同様の記載）

2050年度を見据えると、
・大幅な省エネの実現
・電力発生時のCO2フリー化を目指す必要

CO2フリー電源：1.再生可能エネルギー、2.火力＋CO2隔離貯蔵、3.原子力 のみ

評価指標としてコストだけ
でなく、CO2排出量が加
わった。

Factor 1: 近年のエネルギーに関する大きな変化 --パリ協定--

2020年10月27日菅首相「所信表明演説」にて、
温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を表明

出典：第21回気候変動枠組条約締約国会議「パリ協定」18
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A consortium of Chinese solar module manufacturer Jinko Solar and Japanese Marubeni Corporation 
bid for 350 MW project in Abu Dhabi at US 2.42 cent/kWh in September 2016

Factor 2: 5年で半額になっている太陽光発電システム( ~2013) 

変動型の再生可能エネルギー電源は今後も増えていく

蓄エネルギー技術、分散と集中のエネルギーシステム設計/制御技術開発

出典：NEDO「 IEA PVPS太陽光発電応用に関する国内調査報告書2016年」（2018）から伊原研究室作成

太陽光発電システム
（太陽電池）の平均コスト

は激しく下落
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世界の太陽電池システムコストの動向（2019年11月19日）

~440USD/kw

 日本での一般的な設置による1Wのモジュール
による発電量：

1W-->1.2kWh/year (Japan)

 BOS (Balance of system: Including 
peripheral and construction work)とモジュー
ルコストは、ほぼ同程度と考えられている

0.22USDx2/(1.2kWh/yearx20years)
=0.018USD/kWh

(~US 1.8 cent/kWh) 

近似的に計算すると
（割引率は考慮していない）

0.22USD/Wなので、
kWのシステムコストは、
近似的には

出典：PV InfoLink「SPOT PRICE」（2019年11月13日アクセス）（https://en.pvinfolink.com/post.php?sn=2）
20
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世界の太陽電池システムコストの動向（2020年10月26日）

例えば、
0.218USD/W（2019年11月）
→
0.174USD/W（2020年10月）

昨年と比較し、約20%低下

次世代太陽電池、今後の課題：
コストを維持した太陽電池の

高効率化。なぜか？

出典：PV InfoLink「SPOT PRICE」（2020年10月26日アクセス）（https://www.infolink-group.com/en/solar/spot-price）
21
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Factor ３:電力系統安定化のための調整力が必要

1年後

太陽電池発電の抑制

2017年

2018年

エネルギーシステムに対する価値の追加
→コスト →コスト＋低炭素化 →コスト＋低炭素化＋系統の安定化

Thermal power

Solar cell

Nuclear power

Nuclear power

原子力発電の出力制御も含めた、よ
り総合的な制御が必要

出典：NEDO水素社会構築技術開発事業総合調査研究
「水素を利用した系統調整力の低炭素化に関する調査」報告書 平成31年３月（委託先 東京工業大学）
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世界工学アカデミー エネルギー委員会報告書

電源は、
集中型か？
分散型か？

出典：CAETS「TRANSITIONING TO LOWER CARBON ECONOMY」（2015年10月）(https://www.cae-acg.ca/wp-
content/uploads/2016/11/CAETS-Energy-Report-FINAL-2015.pdf#search=%27CAETS+transition%27)
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Engineering for Future Efficient building

1. Envelope  --->* Insulation
*  Air sealing
*  Orientation
*  Smart Envelope: Smart shading, 

solar envelope (solar cells), light scattering envelope… 

● Passive approaches

Requiring 
*New concept

*[New Materials] X [Structure]

● Active approaches

EVAC system

BEMS
(Efficient control)

*Fuel cells
*Gas engine

*Micro turbine
…

Network of Electricity 
and Energy informationHeat 

management

Low-carbon fuels
(Bio-fuels, Synthetic fuels 

as energy career…)

Q: New construction? or Retrofit? 

Thermal 
storage

*Heating
*Cooling
*Evacuation
*Humidity control

Distributed 
power sources

2. Building smart grid
(*Efficient system design and control)

Heat

Low carbon, Peak cut

3. Smart grid
(*Communication protocol)

Power sources
of Transporters 

様々なスケールの分散グリッ
ドと集中型発電の系統と共存

出典：CAETS「TRANSITIONING TO LOWER CARBON ECONOMY」（2015年10月）(https://www.cae-acg.ca/wp-
content/uploads/2016/11/CAETS-Energy-Report-FINAL-2015.pdf#search=%27CAETS+transition%27)
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これまで大型化することで効率化、なぜ分散型？

熱力学第一法則 (エネルギー保存則)

Sum of Heat providing the system (Heat, q) and work (w) is equivalent to total 
increase of Internal energy（内部エネルギー） (U)

q + w = ΔU
熱 仕事

-> 電気エネルギー

化石燃料のもつ化学エネルギー
→内部エネルギーの一種

 熱の輸送は難しい →分散型エネルギーシステムのメリット
 一般的に大規模発電所の方が電気への変換効率は高い

→集中型エネルギーシステムのメリット
 大規模発電は高価な初期投資をして、時間をかけて回収するビジネスモデル

→状況の変化に対応する機動的な対応が難しい→分散型のメリット

適切な”システム設計”と”制御”による
分散型システムの総合効率の向上と

系統安定化の向上の可能性！

火力発電や燃料電池では、排熱利用率を上げることで総合効率が上げられる

 排熱の利用による総合効率の向上
 分散型による系統安定化に対する制

御手法の自由度の向上
 ビジネスリスクの低減25
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将来の電源の価値、要件は？

経済的な優位性 (低コストな発電コスト)
→各エネルギー変換の変換効率の向上

脱炭素化
系統の調整力

再生可能エネルギーの拡大
再生可能エネルギーを主とする様々なエネルギーの利用
分散型と集中型が連携するエネルギーシステム
蓄エネルギー技術

・化学的蓄エネルギーとしての水素活用技術
・蓄電池

次世代太陽電池：
都市部などへの導入拡大（系統の負荷軽減、設置面積
の有効活用）に向けたコストを維持した太陽電池の
高効率化（タンデム太陽電池が一つの有力候補）

26
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水素の化学エネルギーを利用した蓄エネルギー

１．GHG排出削減という制約条件下で、エネルギー資源をグローバ
ルに有効活用(resource allocation最適化)するための重要なオプ
ション：
グローバルH2

2．変動型再生可能エネルギーを大量利用する際の系統安定化という
制約下で、ローカルな蓄エネルギーとしての重要なオプション：
ローカルH2

再生可能エネルギー由来の分散電源によるPtoGでは、
「キャリア製造＋脱水素」に関するコスト分、CO2排出量分が不要
一方で、グローバル水素製造用の再エネ由来電源に比べてPtoG用電力が高価

（日照時間の長い地域での太陽電池電力は安価）

日照時間の長い地域などでの安価な太陽電池電力を使ったPtoGにより水素を生成

-- 水素エネルギー利用の2つのオプション --

27
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グローバル H2

エネルギーとして
の水素利用

 グローバルに地域性の高い再生可能エネルギー

 再生可能エネルギーのグローバルな有効活用

 安く水素が製造できる場所で製造して、
必要な場所に輸送

エネルギーキャリア
による水素の輸送

水素の製造

 褐炭＋CCS技術（ Brown coal with CCS ）
 風力発電（Wind turbine）
 太陽光発電（Solar cell）

 エネルギーキャリア（川崎重工業株式会
社・液化水素運搬船）
（液化H2、NH3、MCH… ）

 燃料電池自動車（トヨタ自動車・ MIRAI ）
 家庭燃料電池（エネファーム）
 H2タービン（川崎重工業株式会社）

出典：川崎重工業株式会社ホームページ（http://www.khi.co.jp/stories/hydrogen/）
28
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ローカル H2

 地域で水素をつくり、使うローカル水素

 再生可能エネルギー由来（太陽電池、
風力発電など）の電力を使った水電解に
よる水素生成

 余剰電力でH2製造 or 稼働率を上げる
ために専用で水素製造（系統での役割を
システムとして要設計）

 オンサイトでエネルギーを水素として
蓄え、活用（FCEV、FCなど）電力として
系統で送る

Energy balance model in PV and P2G system

PV EC

Comp

Tank

FC

Daytime Night

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

(6)

Electricity demand

Solar radiation Grid power

Curtailment

H2

H2

H2

P
o
w

e
r 

[k
W

]
Time [h]

(1)

(2)

(6)

(3)

(4)

(5)

FCVなどへのH2
の直接活用

マイクログリッド内での
電源の運用パターン例）
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Energy conversion efficiency of car with popular gasoline engine (gasoline basis)
：About 16％

Energy conversion efficiency of Hybrid car (gasoline basis)
：About 37％

Fuel consumption: 

40km/L (JC08mode)

Case1 :各デバイスの強みを生かしたシステムデザインと制御で効率が2倍以上に

--システムデザイン制御の有効性--

出典：トヨタ自動車（http://toyota.jp/prius/style/）30
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Tokyo Tech “Environmental Energy Innovation Building”

Case2 :東工大 環境エネルギーイノベーション棟（EEI棟）

--システムデザイン制御の有効性--

東京工業大学

環境エネルギーイノベーション棟

基本構想：東京工業大学 環境エネルギー機構

デザインアーキテクト：

塚本由晴研究室(意匠)、竹内徹研究室(構造)、

伊原学研究室（環境・エネルギー）

設計：東京工業大学施設運営部＋日本設計
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太陽電池
約650kwシステム

リン酸型燃料電池
100kW 排熱利用吸収式冷凍機

（FC高温排熱利用)

排熱利用デシカント空調
（FC低温排熱利用）

自然換気地中熱利用
ヒートポンプ

太陽電池パネルによる日射遮蔽

風量制御ドラフト
チャンバー クリーンルーム人感センサー制御 ガス排気バイパス制御

個別デシカント空調＋高顕熱ビル用マルチ LED照明（共用部） 人感・照度センサー制御照明

ペアガラス＋高断熱エネルギー分析による効率的運用 個別クーラント排気 など

クール・ヒートピット

東工大 環境エネルギーイノベーション棟のエネルギー設備概要
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日本および世界にて必要となるH2量のシナリオ依存性
-- 水素社会の将来像、GRAPE 分析（経済最適化分析） --

こちら、非公開資料となります
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大規模水素導入ケースにおける
世界の水素需給

 日本などでは、グローバルH2、ローカルH2が活用され、世界全体では、ローカルH2が主に活用される
 仮に水素社会が到来すると大きな経済効果(水素需要のみで100-200兆円/年＠世界、2050年、RTSシナリオ、30円/Nm3)

 電力/自動車で３６兆円規模/年@国内も可能
 輸出を考慮すると自動車産業は経済波及効果が大
 原油の輸出入とは大きく異なる流れ

→エネルギー安全保障上のメリット

エネルギー輸出入の流れも大きく変わる！

経済最適化モデルによる水素エネルギーの輸出入の流れと経済効果
-- 水素社会の将来像、GRAPE予測 --

出典：東京工業大学・産業技術総合研究所・エネルギー総合工学研究所による
「NEDO水素利用等先導研究開発事業 トータルシステム導入シナリオ調査研究」
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2050年に予想される水素需要を決定する要因

 制約の強さ (CO2 排出量、系統に与える電力変動…）
 世界、日本における電力需要

 水素の供給コスト、水素を燃料とする電源による電力コスト
 他の電源による電力コスト

2050年に向けて、エネルギー技術革新の加速が必要！

Thermal power without CCS: 7%
Thermal power with CCS: 4%
Nuclear: 18%
Renewable power: 47%
Hydrogen turbine:  20%

経済最適化モデル（GRAPE)による2050年日本の電源構成の”計算例”

 電力需要量に応じて、安い電力から使われ、
制約条件が強ければ高い電力でも導入が必要となってしまう

 −８０％のCO2排出量削減を実現するため、
将来のエネルギーシステム（エネルギー社会）は大きく変わる

出典：東京工業大学・産業技術総合研究所・エネルギー総合工学研究所による
「NEDO水素利用等先導研究開発事業 トータルシステム導入シナリオ調査研究」
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Informatics 
x Energy

Synergy

東工大 InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアムの設立 2019.11

企業会員：25社
海外大学会員：
15 大学

私たちは、
“ビックデータ科学”（AI解析+データ科学）を活用してエネルギー要
素/システム/シナリオ研究を、教育プログラムと一体で推進し、新し
いサステイナブルなエネルギー社会をデザインします。

約70名のエネルギー・
情報関連の東工大
教授・准教授が参画
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EV蓄電池
EV燃料電池

太陽光発電
固定型蓄電池ガスエンジン・

コジェネ

エネルギーリソースアグリゲーション

風力発電

Power to Gas to Power
（水素エネルギーによる蓄エネデバイス）

人の動き
(モニタリング)

車の動きビックデータ
(モニタリング)

↓
蓄電/放電可能量

既存交流電力グリッド

AIを使った
エネルギービック
データ解析技術

分散型エネルギーネットワーク１

発電/需要ビックデータ 発電/需要ビックデータ

系統の安定化のた
め連携して制御

電力会社

変動型再エネ電
源の大量導入

系統の安定化技術が必要

1〜数万kW程度のマイクログリッド

”系統協調/分散リアルタイム
スマートエネルギーシステ
ム”

”グローバル水素”による水
素タービン発電など

”ローカル水素”の利用

広い範囲のグリッド単位ではデマンド予測は可能。しかし、このサイズはエネルギービックデータの活用が必須、課題

特高単位、意思決定可能な単位

変革に必要な投資を分散

（例）フリーコスト電力、ネガティブコスト電力…

(低炭素の価値、ｋWhの価値、ｋwの
価値、Δkwの価値、時間帯の価値…）

電力自由マーケット

人の動き 《ビッグデータ》
(モニタリング)

車の動き 《ビックデータ》
(モニタリング)

発電/需要 《ビックデータ》 発電/需要 《ビックデータ》

再生可能エネルギーを中心とするエネルギーを、
IoT、ICTおよび、エネルギービックデータの AI解
析などによって賢く利用し、エネルギービック
データを活用した多様なサービスの創出によって、
エネルギーコストやCO2排出などのエネルギー利
用の制約から解放された人間中心のエネルギー社
会と定義する。

InfoSyEnergyコンソが提案する

Ambient Energy Societyとは？

東工大 InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアムが目指すエネルギー社会
エネルギーコスト、CO2排出量の制約からの解放

エネルギー価値の多様化

分散型エネルギーネットワーク2
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私たちは、
“ビックデータ科学”（AI解析+データ科学）を活用してエネルギー
要素/システム/シナリオ研究を、教育プログラムと一体で推進し、新
しいサステイナブルなエネルギー社会をデザインします。

9つの重点研究分野を設定
教育と研究の一体運営

2019年11月21日
東工大 InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシ
アム発足講演＠東工大くらまえホール

代表 伊原学 （物質理工学院教授）
運営統括 竹下健二 （科学技術創成研究院教授）
運営統括 中井検裕 （環境・社会理工学院長）

教授・准教授70名以上が参画

300名以上の
出席者

全学体制でのエネルギー
研究・教育の推進

2020年7月21日
東工大 InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアム
第1回ワークショップ Zoomによるオンライン開催
同日開催
東工大 InfoSyEnergy 研究/教育コンソーシアム
アドバイザリ-委員会

60名の企業会員
と意見交換

173名の参加者（会員限定)
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【企業】

（株）IHI
NTTデータカスタマーサービス（株）
（株）NTTファシリティーズ
住友商事（株）
デロイトトーマツコンサルティング合同会社
東芝エネルギーシステムズ（株）
パナソニック（株）
アズビル(株)
鹿島建設（株）
昭和電工（株）
ブラザー工業(株)
岩谷産業(株)

NTTデータビジネスシステムズ（株）
川崎重工業（株）
ソニー（株）
東京電力（株）
（株）トクヤマ
三菱商事（株）
ENEOS(株)
JFEエンジニアリング(株)
千代田化工建設（株）
（株）東芝
みずほ情報総研（株）
三菱電機（株）

【公的機関】
ユーリッヒ研究所 (ドイツ)ドイツ航空宇宙センター (DLR)(ドイツ)

独立行政法人 国際協力機構(JICA) (日本) 原子力・代替エネルギー庁
、Liten (フランス)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 (AIST) (日本) タイ国立科学技術開発庁(タイ)

【自治体】
川崎市

InforSyEnergy研究/教育コンソーシアム 会員機関
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【大学】

スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)(スイス) ジョージア工科大学(米国)

一橋大学(日本)インペリアル・カレッジ・ロンドン(英国)

リヨン国立応用化学研究所(INSA) (フランス) 韓国科学技術院(韓国)

マサチューセッツ工科大学(米国) プリンストン大学(米国)

南洋理工大学(シンガポール) アーヘン工科大学(RWTH)(ドイツ)

清華大学(中国)カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (米国)

ケンブリッジ・ジャッジ・ビジネス・スクール(英国)

シュトゥットガルト大学(ドイツ)

ニューサウスウェールズ大学 (オーストラリア)

InforSyEnergy研究/教育コンソーシアム 会員機関

ウプサラ大学 (スウェーデン)
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本学にて、開発、実証す
るスマートエネルギーシ
ステム“エネスワロー”

東工大キャンパスを実験場とした、エネルギービッグデータを活用したエネルギーシ
ステムの開発と次世代エネルギー情報プラットフォームの構築

全学電力検針システム
（GreenTerminal）の
フロアごと電力データ

東工大大岡山キャンパスの分散電源の設置
（赤表示ビル屋上に太陽電池設置）

太陽電池：1.388MW (EEI 棟 650kW+738kW)
ガスエンジン：35kW×3＝105kW
リチウムイオン蓄電池：48kWh×2=96kWh
（96kW×3=288kW）
全分散電源の容量: 1.881MW, 
大岡山キャンパス契約電力：約10MW（1万kW）

キャンパス全体に広がる分散電源

コンソーシアムの共同研究にて、
水電解/燃料電池による水素蓄エネル
ギーシステムの導入とデータ解析、
制御システムの開発を予定

エネルギービッ
グデータの集約

EEI棟の分散電源、
電力データ

+ デバイス研究における多様な実データ

コンソーシアムで接続を
検討する電気自動車、燃
料電池自動車

 TSUBAME3.0の活用
最先端の大型GPUクラスタを活用した

ビッグデータ解析

 学術国際情報センター（GSIC）TSUBAME3.0
と実“エネルギービッグデータ”の活用

約8,000pt/sec or minものビッグデータ

 キャンパスのエネルギービッグデータの活用

ビッグデータグリーン スパコン

東工大TSUBAME3.0

 世界初のスパコンへのGPU搭載
の歴史

 2017年「グリーン500」で世
界第一位

 ビッグデータのAI処理に適して
いる
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太陽電池の垂直設置を考慮したローカル水素エネシステムの最適設計
東工大 伊原研： JST未来社会想像事業「超スマート社会の実現」領域

42
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燃料電池排熱利用を考慮した水素蓄エネシステムの設計最適化設計
東工大 伊原研： JST未来社会想像事業「超スマート社会の実現」領域

43

こちら、非公開資料となります
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エネルギー先端研究と人材育成の両輪による持続可能社会への駆動

ビッグデータ科学を活用した
エネルギー、

要素研究・システム研究

地球温暖化の抑制 X  経済的優位性/経済成長

“Ambient Energy Society”

文科省/JSPS
卓越大学院プログラム

“マルチスコープ・エネルギー
卓越人材”2020年度採択

エネルギー・情報卓越
教育院（仮称）の設立

教育 研究

15 海外トップ大学
25 会員企業

70名のエネルギー、
情報関連の教授・准教授

両立

専⾨力
(discipline)

多元的エネルギー学理
スコープ
→アナロジーによる知識
の分解と再体系化による
俯瞰力、知識の再利用

未来

現在

要素
(ナノ)

システム
(キロ)

社会構想スコープ
現状分析と
将来ビジョン

ビッ グデータ
解析スコープ

→AI解析+
データ科学

学理
データ

マルチスコープ

44



登壇者映像
スペース

END
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本日のプログラム

登壇パート

亀山 秀雄氏 東京農工大学 名誉教授（一般社団法人 水素エネルギー協会顧問、元会長）

p.3 「水素とは？」

伊原 学氏 東京工業大学 物質理工学院応用化学系 教授 (東工大 InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム 代表）

p.17「水素、ビッグデータを活用する将来のエネルギー社会とは？」

大谷 直人氏 環境省

p.47「水素社会実現に向けた日本の取組とは？」

武川 晴俊氏 神奈川県 産業労働局産業部エネルギー課 課長

p.65「産官連携による、新たな水素活用の取組とは？」

1
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水素社会実現に向けた日本の取組

令和2年11月

地球環境局 地球温暖化対策課
地球温暖化対策事業室

47



登壇者映像
スペース

気候変動

世界気象機関（WMO）
2015－2018年の世界平均気温は観測史上最高、工業化以前から世界平均気温+1℃
熱波・豪雨の増加は、温室効果ガスの濃度の上昇による長期的な傾向と一致

出所：環境省「2100年 未来の天気予報」（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/2100weather/）
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 「国連持続可能な開発サミット」
で採択（2015年）

• 人間、地球及び繁栄のための
行動計画として、2030年までの
目標を掲げる

• 17の大きな目標と、それらを達成す
るための具体的な169のターゲットで
構成される

持続可能性に関する世界的動向

出所：UNFCCC The Paris Agreement, UN Sustainable Development Knowledge Platform、
環境省「COP21の成果と今後」

パリ協定

「第21回締約国会議(COP21)」
で採択(2015年）

• 地球の気温上昇を産業革命前比
2℃未満に抑制

• 努力目標として気温上昇を
1.5℃未満に抑制

• 参加国に対し、排出量や取組
について報告を義務付け

持続可能な開発目標 (SDGs)
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気候変動対策としての水素

◆ 水素原子は様々な物質に含まれているため、多様な資源からつくることが可能

つくる

つかう

◆ 水素からエネルギーを取出す時に排出されるのは水だけ

化石燃料の水蒸気改質 バイオガスの改質

再エネ由来の電気による
水の電気分解

副産物の回収

Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｈ

ＯＯ

Ｏ

Ｏ

Ｈ

Ｈ

Ｈ
Ｈ

電気

 水素は、様々な原料から作ることができる。

 再生可能エネルギーを使って、水素を作れば、トータルでCO2の排出
がゼロになることも可能。
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世界各国の動向

日本は世界に先駆けて水素・燃料電池に関する計画を公表。本年は世界的に多くの動きが見られる

日本
水素基本戦略、

水素・燃料電池戦略ロードマップ
2017/12、
2019/3改訂

「水素基本戦略」にて水素・FC政策の大枠やアプリ導入目標を定め、
「水素・燃料電池ロードマップ」にて水素サプライチェーン全体の技術目標を提示

 韓国（2019/1）
「水素経済活性化ロードマップ」
2040年までに水素経済を活性化

 中国（2020/10）
「省エネルギー車と新エネルギー車の技術ロードマップ2.0」
モビリティに特化した水素・燃料電池政策を推進する
ロードマップ

アジア

 オーストラリア（2019/11）
「Australia’s National Hydrogen Strategy」
水素の輸出を重要視

オーストラリア

 オランダ（2020/4）「Government Strategy on Hydrogen」
①法律・規制、②コスト削減・グリーン水素のスケールアップ、
③最終需要家の持続可能性、④政策の4分野

 ノルウェー（2020/6）「The National Hydrogen Strategy」
CO2大幅削減に向けグリーン水素、雇用創出を重要視

 ドイツ（2020/6）「The National Hydrogen Strategy」
水素関連分野へ€90億を投資

 欧州連合（2020/7）「A hydrogen strategy
for a climate-neutral Europe」

2050年までのカーボンニュートラルの達成と新型コロナウイルス
からの回復のため、再エネ由来水素活用を重要視

 フランス（2020/9）「French Hydrogen Strategy」
2030年までに水電解装置を6.5GW導入と野心的な目標を提示

 スペイン（2020/10）「Hydrogen Roadmap: a commitment 
to renewable hydrogen」

2030年までに水電解装置を最低4GW導入、特に産業部門では再
エネ由来グリーン水素の12.5万トン以上の利用を目指す

ヨーロッパ

名称 特徴 策定時期

 カリフォルニア（2020/6）
「Roadmap for the Deployment and Buildout of Renewable 
Hydrogen Production Plants in California」
2050年までに再エネ由来水素需要が高まるとの予測から、
供給側を整備（2020年から2030年に注力）

アメリカ
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水素ステーション

燃料電池車

家庭用燃料電池

燃料電池タクシー

地域再エネ水素ステーション
燃料電池鉄道車両

燃料電池バス

燃料電池トラック

燃料電池フォークリフト

水素トレーラー燃料電池連節バス

太陽光

風力

水素製造プラント

業務・産業用燃料電池

燃料電池バイク

再エネ資源

需要

水素社会とは

水素が家庭・産業・運輸など、様々な部門において広く利用される社会
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気候変動への取り組み

菅内閣総理大臣 所信表明演説（第203回国会 2020年10月26日）

3. Ｇ２０エネルギー大臣は、IEAの水素レポート等の関連国際機関の報告書に留意しつつ、経済成長
を支えるよりクリーンなエネルギーの将来を促進するため、水素を含むエネルギーキャリア及び貯蔵
の機会を認識する。Ｇ２０エネルギー大臣は、研究開発の協力、水素の技術的及び経済的可能性評価、
コスト削減の道筋、並びに規制及び基準を含む様々な課題への対処を含む、クリーンで、安定かつ安
全なエネルギー源としての水素の可能性を開拓するための既存の国際的努力を強化する。

G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する
関係閣僚会合閣僚声明 （2019年6月15-16日於：軽井沢）

37． ・・・我々はまた、水素、並びに、各国の状況に応じて、「カーボン・リサイ
クル」及び「エミッション・トゥ・バリュー」に関する作業に留意しつつ、二酸化炭
素回収・利用・貯留（CCUS）を含む、エネルギー転換に向けた革新的、クリーンで
効率的な技術の更なる発展によってもたらされる機会を認識する。・・・

G20大阪首脳宣言（2019年6月29日）

三 グリーン社会の実現
菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力してま
いります。我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち
2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。

（中略）
省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力施策を
進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を
抜本的に転換します。
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地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況

出所：環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html）
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脱炭素経営に向けた取り組みの広がり

RE100に参加している国別企業数グラフ
（上位10カ国）

[出所]Science Based Targetsホームページ Companies Take Action

（http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/）環境省より作成

SBT国別認定企業数グラフ
（上位10カ国）

[出所]TCFDホームページ TCFD Supporters（https://www.fsb-

tcfd.org/tcfd-supporters/）環境省より作成

※2020年10月19日時点

【建設業】
積水ハウス㈱ / 大東建託㈱ / 大和ハウス工業㈱
/戸田建設㈱ / ㈱LIXILグループ / 住友林業㈱

【食料品】味の素㈱

【電気機器】コニカミノルタ㈱ / ソニー㈱ / パ
ナソニック㈱ / 富士通㈱ / 富士フィルムホール
ディングス㈱ / ㈱リコー
【化学】積水化学工業㈱
【医薬品】小野薬品工業㈱
【その他製品】㈱アシックス

【情報・通信業】㈱野村総合研究所

【小売】アスクル㈱ / イオン㈱ / J.フロント
リテイリング㈱/ ㈱丸井グループ

【不動産】三菱地所㈱

 世界で1,471の金融機関、企業、
政府等が賛同表明(うち日本で
311機関)

 世界第１位（アジア第１位）

TCFD賛同企業数
（上位10の国・地域）

TCFD SBT RE100
 認定企業数：世界で488社

(うち日本企業は75社)
 世界第2位（アジア第１位）

 参加企業数：世界で263社
(うち日本企業は40社)

 世界第2位（アジア第１位）

[出所] RE100ホームページ（http://there100.org/）
環境省より作成

TCFD、SBT、RE100のすべてに取り組んでいる企業一覧

出所：環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html）
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水素基本戦略 （2018）

背景、目的

• 政府全体として水素関連施策を展開していくための方針
• 2050年の将来ビジョンと、その実現に向けた2030年までの行動計画を明示
• 水素コストを、従来エネルギー（ガソリンやLNG等）と同じように使えるところまで

安くする

関連府省等 再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議 期間 現在から2050年頃

国内再生可能エネ
ルギーの導入拡大

と
地方創生

低コスト
水素利用の実

現

国際的な
水素サプライ
チェーンの開

発

電力分野での
利用

モビリティで
の利用

産業プロセス
・熱利用での
水素活用の可

能性

燃料電池
技術活用

革新的
技術活用

国際展開
国民の

理解促進、
地域連携

基本戦略のポイント

出所：水素基本戦略56
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令和３年度 環境省重点施策 概要 ～ 「３つの移行」 による経済社会のリデザイン(再設計) ～

3．東日本大震災 からの復興・創生と未来志向の取組

令和3年は東日本大震災から10年。復興・創生に取り組むとともに、環境省と福島県の連携協力協定(令和2年8月)
に基づき未来志向の取組を推進する。

環境再生に向けた
取組の着実な実施

未来志向の復興加速
-希望ある未来へのリデザイン-

１．「３つの移行」 による持続可能で強靱な経済社会への 「 リデザイン (再設計)」

近年、国内外での異常気象が発生。今年6月、環境省は政府として初めて「気候危機」を宣言。

ウィズコロナ・ポストコロナ時代において「脱炭素社会への移行」「循環経済への移行」「分散
型社会への移行」という「３つの移行」による、持続可能で強靱な経済社会への「リデザイン
(再設計)」を強力に進めていく。３つの移行は経済社会の「エンジン」(競争力の源泉)であり、
「ワクチン」(地球環境リスクへの予防)である。

リデザインの重要性は”Platform for Redesign 2020”(令和2年9月)で世界各国と認識を共有。
既にゼロカーボンシティが人口の半数を超える7,000万人に至っているなか、
３つの移行を具現化する「地域循環共生圏」(ローカルSDGs)の創造を、ポストコロナの変化や
ニーズを梯子に進化させていく。

2.「３つの移行」を支える横断的取組

ESG金融・ナッジ等を
活用した社会変革

ウィズコロナ・ポストコロナ社会
の基盤となる健康と環境を

守る取組
環境外交の強化

循環型経済

脱炭素社会分散型社会
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環境省の脱炭素構築に向けた取組
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広がる水素の使い道1

燃料電池バスの実用化
（2017年3月運行開始）

FCフォークリフト市場投入
（2016年11月市場投入）

技術開発が進む
水素発電・燃料電池

燃料電池車の市場投入
（2014年市場投入）

開発が進むその他のモビリティー

水素専焼
ガスタービン

環境省で技術開発・実証を実施 環境省で技術開発・実証を実施

環境省で技術開発・実証を実施

H2

循環型
経済

脱炭素
社会

分散型
社会

燃料電池

燃料電池
バイク

燃料電池船

燃料電池ゴミ収集車

燃料電池トラック

燃料電池鉄道車両
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広がる水素の使い道2

災害時にも自立可能なシステムとして、電気と熱を供給する自立・分散型エネルギーシステムを支援しています

循環型
経済

脱炭素
社会

分散型
社会

画像提供：東芝エネルギーシステムズ（株）

【補助事例②】（平成31年 環境省補助事業より）

水素利用蓄電設備「Hydro Q-BiC」を導入予定の
清水建設（株） 北陸支店新社屋

【補助事例①】（平成30年 環境省補助事業より）

自立型水素エネルギー供給システム［Ｈ２Ｏｎｅ™］

画像提供：清水建設（株）

2018年9月の北海道胆振東部地震で
は、燃料電池の非常時自立運転機能
が起動し、燃料電池自動車や燃料電
池フォークリフトを活用しながら電
力を供給することができました。

環境省補助事業紹介

災害時の活用事例紹介

環境保全センター
チョウザメ飼育設備の

稼働を維持できました。
画像提供：鹿追町環境保全センター60
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【浪江町】
FH2Rの水素を

使った実証

地域連携・低炭素水素技術実証事業の採択案件

：実証が行われている都道府県
（2020年３月現在）

京浜臨海部での燃料電池フォーク
リフト導入とクリーン水素活用モデル
構築実証（トヨタ自動車）

京浜臨海部PJ

家畜ふん尿由来水素を活用した
水素サプライチェーン実証事業
（エア・ウォーター）

鹿追町PJ 小水力由来の再エネ水素の導入拡大と
北海道の地域特性に適した水素活用
モデルの構築実証（東芝ESS）

白糠町PJ

建物及び街区における水素利用普及を
目指した低圧水素配送システム
実証事業（大成建設）

室蘭市PJ 富谷市における既存物流網と純水素
燃料電池を活用した低炭素サプライ
チェーン実証（日立製作所）

富谷市PJ

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（トクヤマ）

再エネ電解水素の製造及び水素混合
ガスの供給利用実証事業
（NTTデータ経営研究所）

能代市PJ

山口県PJ

：既存インフラを活用したサプライ
チェーン事業（2020年から）

（北九州市、浪江町）

【北九州市】
ごみ処理発電と太
陽光で再エネの弱

点を克服

使用済みプラスチック由来低炭素水素
を活用した地域循環型水素地産地消
モデル実証事業（昭和電工）

川崎市PJ
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地域の特性に応じた水素サプライチェーン

低炭素な水素源 様々な利用特性に応じた輸送

地域資源を活かした水素サプライチェーンの構築により、災害に強い自立分散型の社会を形成すると共に、
地域経済・雇用の活性化をする

災害に強い
自立分散型社会の形成

地域経済・雇用の活性化

循環型
経済

脱炭素
社会

分散型
社会

つかうためる・はこぶつくる

風力 太陽光 水電解

苛性ソーダ 生成時 など

バイオガス、廃プラスチック など

水の電気分解

副生ガス精製

改質生成

圧縮水素

配管輸送

液化水素

水素吸蔵合金

H2

モビリティ

家庭・産業利活用

水素発電

H2

燃料電池
（家庭用・業務用）

水素発電
（混燃・専焼）

FCV フォークリフト

水素吸蔵合金

液化水素ローリー

パイプライン

カードル圧縮水素トレーラー

配送トラック

電気

住宅、公共プール、
学童クラブ、ホテル、
チョウザメ養殖施設等
で活用

※既存物流網の活用
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環境省による水素事業の詳細については、
環境省 低炭素水素サプライチェーン・プラットフォームより

ご参照ください

https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka
_saisei/lowcarbon-h2-sc/index.html

環境省 低炭素水素サプライチェーン・プラットフォームリンク、QRコードはこちら↓
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本日のプログラム

登壇パート

亀山 秀雄氏 東京農工大学 名誉教授（一般社団法人 水素エネルギー協会顧問、元会長）

p.3 「水素とは？」

伊原 学氏 東京工業大学 物質理工学院応用化学系 教授 (東工大 InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム 代表）

p.17「水素、ビッグデータを活用する将来のエネルギー社会とは？」

大谷 直人氏 環境省

p.47「水素社会実現に向けた日本の取組とは？」

武川 晴俊氏 神奈川県 産業労働局産業部エネルギー課 課長

p.65「産官連携による、新たな水素活用の取組とは？」

1
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産官連携による、新たな水素活用の
取組とは

2020年11月11日@環境省オンライン水素シンポジウム

神奈川県産業労働局産業部エネルギー課 課長 武川晴俊
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神奈川県のすがた

人 口:約921万6千人
世 帯 数:約421万3千世帯
（神奈川県人口統計調査結果：令和２年９月１日現在）

県内総生産（名目）
約35兆5898億円

（平成29年神奈川県県民経済計算）

京浜臨海部

２

３

総面積
約2,416K㎡

（県勢要覧：平成30年10月１日現在）

1

※県内総生産：県内で１年間に新
たに生産された財やサービスの付
加価値の合計額のこと。国内総生
産（ＧＤＰ）の県内版。

京浜臨海部には、高度なも
のづくり技術や世界有数の
環境技術を持つ企業が集積。
（神奈川県HP）

★
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かながわスマートエネルギー計画策定に至る経緯

背景

福島第一原発の事故に伴う電力需給の逼迫に対応し、安全・安心なエネ
ルギーを将来にわたり安定的に確保するためには、中長期の総合的なエ
ネルギー政策が必要

2011(平成23)年９月～

「かながわスマートエネルギー構想」を推進

３つの原則

原子力に過度に依存しない

環境に配慮する

地産地消を推進する

電力会社を中心とした集中型のエネル
ギー体系から、地域が中心となった

分散型のエネルギー体系へ

原則１

原則２

原則３
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かながわスマートエネルギー計画

策定の経緯

2013(平成25)年７月に制定した「神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進に関

する条例」に基づき、エネルギー政策に関する基本的な計画として2014(平成26)年

４月に策定

基本理念

地域において自立的なエネルギーの需給調整を図る分散型エネルギーシステムを構築

し、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを推進するとともに、エネルギーの安定

供給と関連産業の振興を図り、県経済の発展と県民生活の安定につなげます。

集中型

原子力発電 火力発電

出典：日本原子力発電株式会社、大阪ガス株式会社

分散型

太陽光発電 風力発電 ガスコージェネレーション
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かながわスマートエネルギー計画（2014年４月策定）

再生可能エネルギー等の導入加速化

安定した分散型エネルギー源の導入拡大

多様な技術を活用した省エネ・節電の取組促進

エネルギーを地産地消するスマートコミュニティの形成

エネルギー関連産業の育成と振興

基本政策１

 ５つの基本政策

基本政策２

基本政策３

基本政策４

基本政策５
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神奈川の水素社会実現ロードマップの策定

2013年８月
「かながわ次世代自動車普及推進協議会」設置

2014年６月

国が「水素・燃料電池戦略ロードマップ」策定

協議会において、神奈川版のロードマップ策定に向けて検討

2015年３月11日「神奈川の水素社会実現ロードマップ」策定

【策定趣旨】
「水素社会」の実現に向け、関係事業者と行政が、目標や取組の方向性を確認し、共通認識を

持って連携した取組を推進する。

【策定意義】
市場創出による県内産業への波及効果、京浜臨海部における豊富な水素利用実態
水素利活用技術を牽引する企業等の集積

【内容】
・燃料電池自動車の普及目標 ・水素ステーション整備目標
・民間・行政の取組の方向性 ・燃料電池フォークリフト等のモデル事業の実証など
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神奈川の水素社会実現ロードマップの目標

普及目標（2015年時点）
)

 「神奈川の水素社会実現ロードマップ」においては、燃料電池自動車と水素ステー
ションについて普及目標を設定。

 目標達成には産官が連携した中長期的な取組が必要。

現状

現在の普及状況 246台（令和２年８月末） 14箇所
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神奈川県の水素エネルギーに関する取組（①補助制度）

水素ステーション（固定式）

ホンダ「ＣＬＡＲＩＴＹ ＦＵＥＬ ＣＥＬＬ」

トヨタ「ＭＩＲＡＩ」
需要創出相乗効果

燃料電池自動車（FCV）

 燃料電池自動車の普及促進に不可欠な
水素ステーションの整備促進を図るた
め、事業者が神奈川県内に水素ステー
ションを整備する経費の一部を補助。

水素ステーションへの補助制度 燃料電池自動車等への補助制度

 燃料電池自動車等の普及促進を図る
ため、個人や事業者が燃料電池自動
車（FCV)や燃料電池フォークリフト
を導入する経費の一部を補助。

燃料電池フォークリフト
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神奈川県の水素エネルギーに関する取組（①補助制度）

燃料電池フォークリフト用水素供給設備への補助制度

水素供給設備（定置式）

 水素社会の実現に向け水素需要を一層拡大し、燃料電池フォークリフトへの水素供給設備の導入
を促進することで、燃料電池フォークリフトの普及拡大を図る事業。

 県内事業者が燃料電池フォークリフト用水素供給設備を導入する際の経費の一部を補助。

燃料電池フォークリフト

提供：大陽日酸㈱ 提供：㈱豊田自動織機
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関連市場の動向等に係る情報提供や技
術・製品開発に関する個別相談会等を実
施。
（2019(令和元)年度は１回開催）

水素・燃料電池関連製品等
開発促進セミナーの模様

神奈川県の水素エネルギーに関する取組（②産業の育成と振興）

スマートエネルギー関連製品等開発促進事業

１ 開発アドバイザー※によるアドバイス支援

２ 製品開発促進セミナーの開催

《次の内容の助言、指導》
技術開発、製品開発、事業化
NEDO事業等の活用
分野特有の出口を見据えた知財戦略の策定等

※企業、大学、研究機関での実
務経験があり豊富な知識を有す
る専⾨家から構成。
（2020(令和２)年度登録12名）
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子ども向けリーフレット

日本大通りでの試乗・展示会

県内のEV又はFCVの所有
者（使用者）に県有施設
などの一部有料駐車場で
半額の料金割引を実施。

普及啓発チラシの作成

EV・FCV認定カード

神奈川県の水素エネルギーに関する取組（③普及啓発）

積極的な普及啓発
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 水素エネルギーの普及を図るため、簡易型の水素ステーションを県内に導入し、
再生可能エネルギーで製造した水素を利用することで、製造段階から二酸化炭
素を排出しない水素を利活用するモデル事業を創出して普及啓発を行う。

FCVハイヤー

神奈川県内の民間施設

電力

再エネによる発電

水素「製造」

水素「利用」

ＣＯ２
フリー
水素

スマート水素ステーション導入事業

神奈川県再エネ水素ステーション

神奈川県の水素エネルギーに関する取組（③普及啓発）

ＳＨＳで製造した水
素のみで公共交通を
運行するのは全国初。
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横浜市風力発電所（ハマウィング）簡易型水素充填車

78



登壇者映像
スペース

名 称：【環境省】地域連携・低炭素水素技術実証事業
「京浜臨海部での燃料電池フォークリフト導入とクリーン水素活用モデル構築実証」

実証期間：2015(平成27)年度～2020(令和２)年度（６カ年事業）

京浜臨海部での実証プロジェクト概要

実証プロジェクトイメージ図

プロジェクトの名称と期間
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京浜臨海部での実証プロジェクト実施体制

実施体制

※実現可能性の調査・検討

委員会

委員長

横浜国立大学名誉教授
太田　健一郎

副委員長

FS（※）・将来展開検討

神奈川県 トヨタ自動車㈱ 日本環境技研㈱

環境省

事務局
筑波大学名誉教授

内山　洋司

製造 貯蔵・輸送 利用

㈱豊田自動織機

日本環境技研㈱

トヨタ自動車㈱

東芝エネルギーシステムズ㈱

㈱トヨタエナジーソリューションズ

岩谷産業㈱ 横浜市

川崎市
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京浜臨海部での実証プロジェクトのテーマ

風力発電（ハマウィング）により水を電気分解して水素を製造するシステム

最適な水素供給を行うための貯蔵と輸送の仕組み

燃料電池フォークリフトの導入と利用

水素サプライチェーンの事業可能性調査（水素コスト、CO２削減量など）

 実証を開始するにあたり、設定したテーマは以下の４つ。

テーマ１

テーマ２

テーマ３

テーマ４
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京浜PJのイメージハマウィング（横浜市風力発電所）
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実証エリア

水素の配送と利用（京浜臨海部）

簡易型水素充填車

キリンビール(株)

■2019年９月末、日本冶金工業㈱、ナステック㈱終了
■日本山村硝子㈱東京工場は地図外

㈱ナカムラロジスティクス

提供：岩谷産業㈱
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燃料電池フォークリフトの利用

各事業所における利用状況

 青果市場、工場等条件が異なる場面で燃料電池フォークリフトを利用。

場 

所 
横浜市中央 

卸売市場本場 
キリンビール横浜工場 ナカムラロジスティクス ニチレイロジグループ 

狙 

い 

・短距離運搬 

・多頻度使用 

・重量物の運搬 ・低温倉庫内での使用と 

 屋内充填 

・冷凍倉庫での使用 

 

 

稼

働

風

景 

 

 

    

 

主な事業所
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燃料電池フォークリフト導入検討会

燃料電池フォークリフト
導入検討会の様子

協力企業や京浜臨海部に立地する企業が、実証事業終了後、
ＦＣフォークリフトを円滑に実導入できるようにするため開催。

内容は、燃料電池フォークリフトを実際に導入している事例
の紹介、様々な水素充填方法の説明。
【第１回】2019(令和元)年７月31日 11社参加
【第２回】2020(令和２)年10月28日 13社参加

燃料電池フォークリフト導入上の課題
・水素の供給手段の確保とコスト低減。
・未だに脱化石燃料が喫緊の課題と捉えることが出来ていない。
・水素の供給網の整備。

アンケート結果（一部）

開催内容

国・自治体・メーカー等への要望
・TV等で特集を組むなど、情報をもっと出していただきたい。
・ 水素の供給インフラ（配送車や配管、貯槽タンク）、FCフォークリフトの導入、充填設備の設
置についての使いやすい公的助成を要望。
・再エネ由来エネルギーの活用が進むことを期待しているが、日本での調達のほか海外からの調
達の目途が立つようであれば、安価な水素供給を優先して欲しい。
・2050年の目標達成に向け、低炭素化技術の開発を望む。
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水素の新たな取組

燃料電池電源車の実証 燃料電池鉄道車両の開発

提供：トヨタ自動車㈱

無人ｾﾙﾌ水素ｽﾃｰｼｮﾝの運用

提供：日本エア・リキード合同会社

国際水素サプライチェーンの構築

提供：経済産業省資料

提供：東日本旅客鉄道㈱
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「水素社会の実現」に向けて

水素社会の実現により
2050年脱炭素化へ！

天然ガス等の
化石燃料から作る

【グレー水素】

「グレー水素」の
製造過程で生じるCO2
を回収・貯蔵する

【ブルー水素】

再生可能エネルギーで
水を電気分解して作る

【グリーン水素】
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88

御清聴ありがとうございました
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Q&Aセッションパートは、
アーカイブ動画をご参照ください
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