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海外事例調査の概要

⚫ グローバルにおける水素動向は、昨年度の各国においてグリーンリカバリー政策の目玉として位置づけられた
段階から、今年度は実装に向けた実証段階への移行が活発になってきている。行政・民間の双方において
水素を実サイトでいち早く利用することにフォーカスした取組が加速している。

⚫ 国内よりも進捗が早い諸外国の多様な取組事例を調査して、①国レベル、②面的エリア、③利活用に分
類して整理した。
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①国レベルの取組⚫ カーボンニュートラルが国際的なコン
センサスとなり、欧州・米国・中国を
中心に脱炭素のキーテクノロジーとな
る水素の産業化等の政策を策定

⚫ 水素の社会実装に向けて政策から
具体的な導入施策が動き出し、地
域・企業・ユーザー等による本格的
な実証事業が進み始めた

⚫ 導入施策や実証事業による成果で、
様々なエリアでの水素社会の先行モ
デルが現れる可能性

2020年度の主な動向

2021年度の主な動向

今後の見通し

事例の分類・代表例

②面的エリアの取組

③利活用の取組

欧州では基幹水素パイプライン整備を計画

⚫ 天然ガスパイプラインを活用した水素の長距
離輸送用基幹パイプラインの構想が進む
（2040年までに2万3千キロ整備の計画）

中国では複数の水素モデル都市が実証を準備

⚫ 山東省では「水素を万戸へ」として工業団地
や地域コミュニティにおける水素利用実証事業
を実施すると発表

米国では商用モビリティの量産体制構築が進む

⚫ 北米トヨタでは2023年から現地工場で大型
商用トラック用のFCモジュール組み立てを開始
すると発表



①国レベルの取組事例（１）-１

⚫ 欧州では、グリーン水素の製造から域内での輸送や供給、利用に至る水素サプライチェーンの各段階にお
いて、本格的な社会実装を見据えた政策や構想が動き出している。

⚫ 豊富な洋上風力のポテンシャルを活かすための発電と水素製造とパイプラインをセットにしたプロジェクトの
検討、既存天然ガスパイプラインを活用した欧州・周辺地域までを結ぶ基幹水素パイプライン整備やエネ
ルギー輸入港での水素輸入ハブの計画、欧州全域を対象とするスマートモビリティ－戦略などが具体化。
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欧州 基幹水素パイプライン整備の計画

天然ガスパイプラインを活用して100％水素の長距離輸送用基幹パイプライン整備構想が始動。

⚫ 欧州の主要ガスインフラ企業11社は欧州・周辺地域を結ぶ
基幹水素パイプライン整備のロードマップを発表

⚫ 既存の天然ガスパイプラインへの水素混入ではなく、水素
パイプラインへの転用により根本的な脱炭素の取組につな
げ、既存インフラが座礁資産となることを防ぎ、新たな付加価
値を創出させる取組

⚫ 2030年までに6,800km、2040年までに2万3千kmの
基幹水素パイプラインを整備する目標であり、このうち75％
は既存の天然ガスパイプラインを使い、25％は新設する計画

⚫ EUと連携して水素戦略を策定する業界団体では、2050年
のカーボンニュートラルの実現に向けて、2030年時点で欧
州域内で40GWの水電解装置を導入するとともに、周辺
国の再エネ適地にも40GWを導入し、そこから欧州向けに
グリーン水素を輸入する構想を描いており、基幹水素パイプ
ライン構想は重要な位置づけ ＜2040年までに整備を描く基幹水素パイプライン＞



①国レベルの取組事例（１）-２ 4

欧州 オランダのロッテルダム港が目指す水素輸入ハブの構築

化石燃料から再生可能エネルギーへの転換と、北西ヨーロッパの水素輸入ハブになることを目指す。

⚫ オランダのロッテルダム港湾局は豪州との間でグリーン水素の輸出
入に関する実現可能性調査についての覚書を締結

⚫ 現在の化石燃料輸入港から水素輸入港への転換を図り、欧州
の近隣諸国に供給する水素輸入ハブとなることを目指してインフ
ラ整備や供給ネットワーク構築の計画を進めている

⚫ 現在欧州域内で消費されるエネルギーの約13％がロッテルダム
港を経由して供給されており、本港でグリーン水素の新しいサプラ
イチェーン構築がグリーンエネルギーへの移行につながる ＜ロッテルダム港が目指す水素輸入ハブ＞

政府の要請を受けてガスインフラ会社が水素ネットワーク構築のための国家的インフラ開発を行うと発表。

欧州

⚫ オランダのGasunieは政府の要請を受けて、2027年を目処に
水素ネットワーク構築を目指す計画（HyWay27）を発表

⚫ 全体の85％は既存の天然ガスパイプラインを活用することで、
新設に比べてコストを1/4に抑えることができる

⚫ オランダの産業全体のエネルギー消費量の約25％に相当する量
の水素を扱う計画であり、将来的には圧縮技術により更に多くの
水素を扱うことも可能となる

⚫ 天然ガス消費量の減少によりパイプラインの多くを水素輸送に
転換できると見込む

オランダでは国家的な水素インフラの開発PJが始動

＜2030年時点での水素ネットワーク構想＞



①国レベルの取組事例（１）-３ 5

欧州 「洋上風力×水素製造」のAquaVentusプロジェクト

再エネの中でも稼働率の高い洋上風力と水素製造を両輪とした導入検討が進む。

⚫ AquaVentusプロジェクトでは、北海に設置する洋上ウィンド
ファームで発電した電気で、同じく洋上に設置する大規模水電解
装置を稼働させる構想を発表

⚫ 総容量10GWの水電解装置により、2035年までに100万ト
ンのグリーン水素を製造する計画

⚫ ヘルゴラント島をハブとしてパイプラインにより水素をドイツ本土へ
輸送して利用する計画で、最初の実証プロジェクトでは14MWの
風車2基を設置して島内に水素を供給

＜AquaVentusプロジェクト＞

欧州委員会は交通体系を持続可能なものにするスマートモビリティ戦略を具体化させた政策パッケージを発表。

欧州

⚫ 欧州委員会は2050年までの気候中立を目指す欧州グリーン・
ディールに対応する新たな交通政策パッケージを発表

⚫ 域内の共通交通圏の創設に向けた、鉄道・道路・水路・海路・
交通ターミナル・港湾・空港などからなる複合的な交通インフラ整
備計画を改正する案で、公共交通の利便性向上や排出ゼロに
向けた取組を促進させる指針を示す

⚫ 対象となる424の都市を対象として、2025年末までに排出ゼロ
の交通手段を重視した持続可能な都市交通計画の策定を加
盟国に求めている

グリーン・ディールに対応した交通政策パッケージ

＜商用サービスが開始されているFC旅客列車＞



①国レベルの取組事例（２）

⚫ 米国では、水素を様々なエネルギー資源を統合する役割をもつエネルギーと位置づけて、産業分野の脱炭
素化を推進するため、水素エネルギーの活用に95億ドルを投じる戦略を発表した。

⚫ 特にグリーン水素の量産化と社会普及を目指した取組が注目されており、10年以内にグリーン水素のコ
ストを1kgあたり1ドルにすることを目指している。

⚫ 米国西部では太陽光・風力・地熱のポテンシャルを活かした大規模水素製造・貯蔵プロジェクトが進む。
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米国 グリーン水素の量産化と社会普及を目指した取組が加速

米国でもカーボンニュートラルへ、クリーンエネルギーの第1候補としてグリーン水素が浮上。

⚫ バイデン政権は就任直後にパリ協定に復帰し、2050年まで
にカーボンニュートラルに取り組むことを発表

⚫ 米エネルギー省は低炭素化の目標を達成するためのプログラ
ム「Energy Earthshots Initiative」を創設し、第1段とし
てグリーン水素の量産化と社会普及を目指した
「Hydrogen Shot」を立ち上げた

⚫ 10年以内にグリーン水素のコストを80％低減し、1kgあた
り1ドルにすることを目指しており、コスト低減により水素需要
を5倍に拡大し、2050年までにCO2排出量を16％低減す
ることでカーボンニュートラル目標の達成に寄与する

⚫ 米国西部では豊富な再エネ電力（太陽光・風力・地熱）
のポテンシャルを活用して、この余剰分で水素を製造し、岩
盤内に長期間貯蔵するプロジェクトも進んでいる
（Advanced Clean Energy Storage Project）

＜水素によるクリーンエネルギー貯蔵プロジェクト＞



中国

①国レベルの取組事例（３）

⚫ 中国では、自動車産業における全面的な電動動力化・水素動力化を推進する電動化技術ロードマップが
発表され、2035年における具体的な目標等が示された。

⚫ 2035年までに新エネルギー車の販売台数比率を50％以上としたうえで、燃料電池車の保有台数を約
100万台とする目標を設定、特に商用車（バス・トラック等）については水素動力へのモデルチェンジを実
現するとしている。
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全面的な電動動力化・水素動力化を推進

国家目標に先立って2035年までの自動車技術ロードマップを発表。

⚫ 中国自動車エンジニアリング学会は2020年10月、「省エネ
ルギー・新エネルギー車技術ロードマップ2.0」を発表、2035
年における具体的な目標として以下を設定

① 自動車販売台数に占める新エネルギー車の割合を50％
以上にする

② 新エネルギー車の販売台数のうち純電動車の割合を
95％以上にする（新エネ車：BEV・PHEV、省エネ車：
FCEV・REEV・HEV）

③ 燃料電池車の保有台数を約100万台にする

④ 商用車は水素動力へのモデルチェンジを実現する

⑤ 伝統的エネルギー（ガソリンなど）動力の乗用車を全てハ
イブリッド動力にする

＜上海汽車集団が発表した燃料電池車＞



①国レベルの取組事例（４）-１

⚫ 豪州・中東・南米では、豊富な再エネ資源等を活かして水素の輸出大国となることを目指した取組が盛ん
に進められている。

⚫ 豪州では再エネ資源によるグリーン水素だけでなく褐炭を活用したブルー水素の製造・輸送の実証、サウ
ジアラビアでは建設が進む大規模スマートシティーの中でグリーン水素・アンモニアプラントの計画、チリでは
砂漠の太陽光や南極付近の風力を活かした世界最安レベルのグリーン水素を作る戦略が進行。
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その他 豪州の褐炭利用の水素製造プロジェクト

ビクトリア州では褐炭ガス化・水素精製設備が稼働し、神戸港との間を往復する。

⚫ オーストラリアは太陽光や風力などの豊富な再エネ資源を持
ち、石炭や天然ガスなどの化石燃料資源にも恵まれているこ
とから、これらを活用した水素を次世代のエネルギー産業に
育てようとする戦略に国を挙げて取り組んでいる

⚫ ビクトリア州では水素投資プログラムを策定し、州内で生産
する褐炭を活用した水素サプライチェーン、CCS、再エネ活
用プロジェクトを支援

⚫ 「Hydrogen Energy Supply Chain」実証では、豪州企
業と日本企業がコンソーシアムを形成し、褐炭をガス化炉に
よって水素ガスを精製した後、液化水素に変えて港から水
素輸送船で神戸港に運ぶプロジェクトが進められており、神
戸港とヘイスティング港との間の輸送を開始

＜水素エネルギーサプライチェーン実証＞



①国レベルの取組事例（４）-２ 9

その他 チリの水素戦略、資源輸出国化を目指す

再エネ発電コストの安さを活かして、水素を通じたエネルギー輸出国への転換を目指す。

⚫ チリでは、中部～北部の砂漠での太陽光発電や、南極付近での
風力発電のポテンシャルが非常に高い

⚫ 現在のグリーン水素製造コストは1kgあたり4～5ドルであるが、今
後10年で1.5ドルまでコスト低減が可能で、原油等の化石燃
料よりも価格面で競争力を持つようになるとの見通しを示している

⚫ 2050年までに水素や関連製品の輸出額で年間300億ドルを目
指す計画を立て、世界中から投資を募っている

＜チリが目指す水素輸出港イメージ＞

中東諸国もグリーン水素・グリーンアンモニアの輸出プロジェクトをスタート。

その他

⚫ 産油国が豊富な再エネ資源を活かしてグリーン水素を製造、輸出
し、石油に変わる新産業として育てようとする動きが進んでいる

⚫ サウジアラビアの紅海沿岸で建設が進む大規模スマートシティプロ
ジェクト「NEOM」の一環となるグリーン水素プロジェクトでは、
4GWの再エネ電力をもとにグリーン水素を製造する計画が進む

⚫ 1日あたり650トンの水素を製造し、それを基に年間120万トン
のグリーンアンモニアを製造するプラントが2025年から稼働予定
で、世界各地にグリーンアンモニアを輸出する

サウジアラビアのグリーンアンモニアプロジェクト

＜グリーン水素・グリーンアンモニア輸出PJ＞



②面的エリアの取組事例（１）

⚫ 米国では、再エネ導入拡大により余剰電力が課題となっているカリフォルニア州などにおいて、更に再エネ導
入を拡大するための対策の一つとして、P2Gによるグリーン水素活用を模索する動きが始まっている。

⚫ ガス供給会社のSoCalGasでは、既存のガスインフラを活用することで水素を長期間・大量に貯蔵するこ
とが可能としており、大学キャンパス内に構築したマイクログリッドによるP2Gと水素混合利用の実証や、
ミニチュアマイクログリッドの水素ハウスの建設に取り組んでいる。
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米国 再エネ余剰電力に対応するグリーン水素製造と地域水素活用

カリフォルニア州では再エネ導入拡大による余剰電力が課題となり、グリーン水素活用の動きが進む。

⚫ カリフォルニア州では2020年時点で電力供給に占める再エ
ネ比率が33％を超えているが、45年までに州内で販売され
る電力全てを再エネとゼロカーボン資源で賄う法律を制定

⚫ 再エネ余剰電力の深刻化が進んでおり、対策の一つとして
P2Gによるグリーン水素活用の動きが進んでいる

⚫ ガス供給会社のSoCalGasでは、大学キャンパス内にマイク
ログリッドを構築してPV余剰電力によるグリーン水素を製造
し、キャンパス内で天然ガスに混ぜて利用する実証実験を実
施、また、PV・蓄電池・水電解装置・定置FCを導入したミニ
チュアマイクログリッドの水素ハウス「H2 Hydrogen 
Home」の建設を始めている

⚫ 同社では、既存のガスインフラを活用することで水素を長期
間・大量に貯蔵することが可能で（13TWhに相当する電
力貯蔵容量）、再エネ余剰問題の解決と州全体のカーボン
ニュートラル化に貢献できるとしている ＜SoCalGasのH2 Hydrogen Home＞

＜University of California Irvineのマイクログリッド＞



②面的エリアの取組事例（２）

⚫ 中国では、水素の普及に向けて水素モデル都市群を選定した。各モデル都市において、それぞれの特徴的
な実証事業計画が進められている。

⚫ 上海市では、2025年までにFCV1万台以上の目標設定のうえバス・大型トラック・空港・港湾・鉄道分
野におけるFCV技術の応用を推進するとしている。山東省では、「水素を万戸へ」として水素の高速道路・
港・普及拠点・工業団地・地域コミュニティの分野に導入する目標をたて建設・実証をスタートしている。
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中国 複数の水素モデル都市による実証事業の具体化

政府による選定を受けて、複数の水素モデル都市が各地域での実証事業の具体化に向けた取組を始動。

⚫ 中国政府による、北京市と上海市、広東省仏山市を先導
都市とした水素モデル都市群を選定を受けて、各地域で実
証事業の具体化に向けた取組が進められている

⚫ 先導都市はモデル都市群の計画策定や役割分担などで中
心的な役割を担う都市であり、複数の省をまたいで連携し
た都市群としての取組が計画されている

⚫ 上海市では、2025年までにFCVを1万台以上、水素STを
70箇所以上稼働させる目標を設定したほか、FCVのモデル
応用としてバス・大型トラック、空港・港湾・鉄道分野におけ
る利用を推進する

⚫ 山東省は「水素が万戸へ」技術実証プロジェクトを進めており、
2025年までに水素高速道路1つ、水素港2つ、科学普及
拠点3つ、水素工業団地4つ、水素コミュニティ5つの導入
目標を定め、建設および実証をスタートさせている

＜山東省で運転開始した150台のFCバス＞



②面的エリアの取組事例（３）

⚫ 韓国では、政府が定めた水素モデル都市がそれぞれのビジョンを掲げて水素産業の育成や水素利用の拡
大プログラムを進めている。

⚫ 特に公共交通や公用車におけるFCモビリティの活用、既存車からの切り替えが各都市で注力されて進め
られている。また、全州市・完州群は、集合住宅を対象として水素による大規模かつ面的な熱電供給を
行う方針で、2030年までに計13,000世帯に供給する目標が設定されている。
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韓国 集合住宅と公共交通による水素利用

韓国の全州市・完州群は現代自動車と連携して、集合住宅と公共交通での水素利用に取り組む。

⚫ 全集市・完州群は水素モデル都市として、水素集合住宅モ
デルの開発、FCバスを基盤とする広域型交通システムの構
築・運用、捕集したCO2を利用するスマートファームの造成、
FCドローンを利用した河川管理のテスト事業を行う

⚫ 2030年までに全集市の集合住宅6千世帯と完州群の集
合住宅7千世帯にFCによる電気と熱を供給する目標を設
定

⚫ 現代自動車の全州工場では、2025年までにFCモビリティ
1,600台を生産する計画であり、全集市内の路線バスを毎
年15台以上、FCバスに切り替える計画

⚫ 完州郡は自治体として初めて公用FCバスを購入して高齢
者施設向けのシャトルバスとして利用するほか、「燃料電池は
走る空気清浄機」とのキャッチコピーで郡内の小型商用車を
順次FCモビリティに切り替える取組を推進

＜現代自動車による第3世代のFCバス＞



③利活用の取組事例（１）-１

⚫ 欧州では、FC商用モビリティの商用化に向けた取組が進む。Daimler Truckは液化水素タンクを搭載し
た大型トラックの2027年商用化を目指して、量産体制およびインフラ構築を進めている。バスやタクシー
については実証プロジェクトにより各地で数百台規模以上の導入計画が進んでいる。

⚫ 商用モビリティ以外の用途では、欧州の鉄道網の46％を占めるディーゼル列車をFC化した車両の導入、
分散型電源としての定置用燃料電池の本格的な生産準備が進む。
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トラックメーカーが燃料電池車の開発を加速

独Daimler Truckは2021年から燃料電池トラックの公道走行テストを開始。

⚫ Daimler Truckは燃料電池トラックのコンセプトカー
「GenH2トラック」を発表、公道走行テストを開始

⚫ 液化水素タンクを搭載し、1回の充填で1,000km以上の
航続距離を達成することを目指しており、EUの燃料電池ト
ラック導入目標に合わせて、2023年に顧客向けの走行テス
ト、2027年頃の商用化を計画

⚫ 同トラックの量産計画に合わせて、スウェーデンVolvoグループ
との合弁会社「Daimler Truck Fuel Cell」を設立して、ト
ラック向け燃料電池システムの量産体制を構築

⚫ 水素インフラについても、Shellグループと共同でグリーン水素
のトラック向け供給インフラを整備すると発表、Shellグループ
は2030年までに150ヶ所のトラック向けグリーン水素ス
テーションを建設する計画 ＜GenH2トラック＞

欧州



③利活用の取組事例（１）-２ 14

パリ市内へのFCタクシー集中導入

フランスではパリ五輪の開催に向けて、パリ市内へのFCタクシーの集中導入計画が進む。

⚫ タクシーはトラックやバスと同様に、タクシー事業者が水素充填場
所を決めてしまえば、そこをハブとして効率的に集中導入するモデ
ルが描きやすいなどの理由で注目されている

⚫ 欧州トヨタはAir Liquide、index、STEPと共同でHysetCOを
設立、パリ市内へのFCタクシー導入を推進しており、2024年ま
でに1万台の導入を目指している

＜パリ市内のFCVタクシー＞

EUは複数の実証プロジェクトを通じて2020年代初頭までに欧州の22都市に300台のFCバスを配備する。

⚫ EUが2010年代後半に立ち上げた「JIVE」、「JIVE2」、
「MEHRLIN」等のプロジェクトにより域内の各都市においてFCバ
スの実証がスタート

⚫ 英国ロンドン交通局では2階建てFCバス「StreetDeck」等20台
を導入して3つのバス路線での運用を開始している

⚫ 燃料電池システムメーカーなど企業コンソーシアムによる
「H2BUS」プロジェクトでは、2023年までにデンマーク、ラトビア、
英国に計600台のFCバスを配備する計画を進めている

FCバスの商用化に向けた複数の実証プロジェクトが進む

＜ロンドン交通局のFCバス＞

欧州

欧州



③利活用の取組事例（１）-３ 15

定置用燃料電池の本格普及が進む

ドイツのボッシュは2024年から定置用燃料電池の本格生産を開始する。

⚫ 独自動車部品・電動工具メーカーのボッシュは、SOFC技術による
定置用燃料電池システムの本格生産を2024年に開始する

⚫ 分散型電源としてSOFCの市場が拡大すると見ており、街中、工
場、店舗、データセンター、電気自動車（EV）向け充電施設な
どに設置されて、各所に電力を供給する

⚫ SOFCの生産は3拠点で行われる予定で、生産能力は年間
200MWを目指すとしている

＜ボッシュのSOFCシステム＞

欧州では鉄道網の46％でディーゼル車両が用いられており、低炭素化の動きが進む。

⚫ Alstomは世界初のFC旅客列車を発表後、2018年にCoradia 
iLintのドイツでの商用サービスを開始しており、2021年以降に独
ニーダーザクセン州で14台を導入する予定（時速140kmで航
続距離1,000km）

⚫ Siemensは2023年から水素を動力とする列車Mireo Plus H
をドイツ鉄道とともにバイエルン州でパイロット運用して、2024年
から正式に旅客サービスに入る予定（時速160kmで航続距離
600～1,000km）

FC鉄道の商用化に向けた取組が進む

＜Mireo Plus H＞

欧州

欧州

＜Coradia iLint＞



③利活用の取組事例（２）-１

⚫ 米国では、FCフォークリフトが先行して普及していたが、FC商用モビリティも本格導入に向けた準備が進む。
北米トヨタでは2023年から現地工場で大型商用トラック向けのFCモジュールの組み立てを開始する。

⚫ FCモビリティに供給する水素のグリーン化も並行して取り組まれており、Plug Powerは各地にグリーン水素
製造プラントを建設し、FCフォークリフトの顧客向けに供給する水素のグリーン化を推進している。

⚫ Universal Hydrogenは水素タンクモジュール化によりシンプルで安全なネットワーク構築を目指す。
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米国 商用FCモビリティの量産体制構築

北米トヨタは2023年からケンタッキー州でFC大型トラック用の燃料電池モジュールの生産を開始予定。

⚫ トヨタ・モーター・ノース・アメリカ（北米トヨタ）は2023年から
ケンタッキー州の工場（TMMK）で大型商用トラック用の
デュアルFCモジュールの組み立てを開始すると発表

⚫ 第2世代の燃料電池システムを用いたモジュールにより最大
160kWの電力を連続供給可能で、クラス8の大型トラック
を480km以上走行させることが可能

⚫ FCキットには高電圧電池、モーター、減速機、水素貯蔵シス
テムなどが含まれて他のトラックメーカーにも外販される予定
で、トラックメーカーはトヨタの技術サポートを受けて自社プラッ
トフォームにFCを組み込むことができる

⚫ 北米トヨタでは米トラックメーカーのケンワースとの共同開発、
米国日野販売・米国日野製造との共同開発など、貨物用
のFC大型トラックの量産化に向けた取組を進めている

＜トヨタと日野が共同開発するFC大型トラック＞



③利活用の取組事例（２）-２ 17

米国 モジュール化した水素タンクの開発

Universal Hydrogenはシンプルで安全な水素ロジスティクスのネットワークを構築

⚫ Universal Hydrogenはモジュール化した水素タンクを開発して、
様々な航空機等への導入を目指している

⚫ 同社の技術は、グリーン水素をモジュール化したカプセルに入れて、
生産拠点から世界中の空港まで既存の貨物ネットワークにより輸
送することで新しいインフラを必要とせず、柔軟でスケーラブル、かつ
投資負担の少ない水素物流を実現する

⚫ まずはリージョナル機から、既存の航空機をベースとした水素燃料
電池パワートレインを搭載するためのコンバージョンキットを開発し、
受注をスタートしている ＜Universal Hydrogenが目指す水素ロジスティクス＞

Plug PowerはFCフォークリフトの顧客向けの水素供給をグリーン水素に切り替え。

米国

⚫ 米国ではこれまでに3万台以上のFCフォークリフト導入実績があり、
物流倉庫や工場等で広く用いられている

⚫ 物流倉庫や工場などのフォークリフト向け等のFCモジュールを販売
するシステムインテグレーターであるPlug Powerでは、既存の顧
客向けの水素供給をこれまでの化石燃料由来の水素から再エネ
由来のグリーン水素に切り替えることで低炭素化を推進している

⚫ 同社は各地でグリーン水素製造プラントを建設しており、2025年
までに1日あたり500トンのグリーン水素供給体制を構築して、同
社が供給する水素に占める比率を50％まで高める目標を設定

フォークリフト向け燃料電池の低炭素化

＜Plug Powerの水素製造・マテハン機器＞



③利活用の取組事例（３）-１

⚫ 中国では、水素モデル都市や北京冬季オリンピックに関連して、FC商用モビリティの大規模な製造と導入
が実現し始めている。他地域同様、大型トラック・バス・鉄道の取組が特に注目されている。

⚫ 河北省の都市建設プロジェクトではFC大型トラック100台が稼働、更に1,000台以上の導入が計画さ
れている。北京冬季オリンピックでは選手や関係者の輸送手段としての800台以上のFCバスが稼働した。
中国初となる水素燃料電池ハイブリッド機関車の実証運行も開始されている。
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各地でFC大型トラックが稼働を開始

FTXT Energy TechnologyによるFC大型トラックが100台規模で稼働。

⚫ 河北省の都市建設プロジェクトでは、FC技術を開発する
FTXT Energy Technologyと車両パートナーである
Dayun、Dongfeng、Fotonが燃料電池を搭載した大型
トラックを100台供給して稼働を開始した

⚫ 河北省ではこのプロジェクトに関連して1,000台以上のFCト
ラックをはじめとする1,300台の燃料電池自動車が用いられ
る計画

⚫ 湖北省の武漢は自動車産業の集積地となっており、本社が
立地するDongfengは商用車分野で多数の燃料電池輸
送車、バス、大型トラック、地方政府用作業車両などを開
発し、2017～2020年にかけて、3115台の燃料電池商用
車を生産・販売した

＜FTXT Energy TechnologyのFC大型トラック＞

中国



③利活用の取組事例（３）-２ 19

FCモビリティの多用途展開

中国初の水素燃料電池ハイブリッド機関車の試験運行開始。

⚫ 中国の電力大手である国家電力投資集団の内モンゴルエネル
ギー社では、中国初となる水素燃料電池とリチウム電池を組み
合わせて電源とするハイブリッド機関車の運行を開始

⚫ コアとなる動力部をはじめとした主要部品の全てを国産化で対応、
時速80kmで24時間半の連続走行が可能で、平地での最大牽
引能力は5,000t

⚫ 中国では複数の水素モデル都市において、自動車以外にも鉄道
や船舶、定置用燃料電池などの導入計画が多数あり、幅広い
分野での水素エネルギー利用に向けた取組が進む ＜水素燃料電池ハイブリッド機関車＞

広東省佛山市では28のFCバス路線で926台のFCバスが運行されている。

⚫ 佛山市はFC商用モビリティの実証応用の分野で中国のトップを
走っており、2020年末時点で、28の水素燃料電池バス路線が
開通しており、合計926台の水素燃料電池バスと500台近くの
水素燃料電池輸送車両が運行されている

⚫ 北京冬季オリンピックでは選手や関係者の移動手段として約
1,000台の燃料電池車が稼働、北汽福田汽車は崇礼競技区
にFCバスを515台、北京公交集団は延慶競技区にFCバスを
212台、トヨタ自動車はFCマイクロバス「コースター」を107台、
MIRAIを140台提供した

各地で多数のFCバスが稼働を開始

中国

中国

＜延慶競技区に導入されたFCバス＞
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