
2015年度　定置用燃料電池発電システム 
出荷量統計調査報告

1．調査の目的

本統計は、燃料電池発電システムの出荷量を継続して
調査・把握することにより、会員各社へタイムリーな市場
情報を提供するとともに、経済産業省等関連外部機関や
ユーザへ普及状況の実態について公表することを目的と
している。一般社団法人日本電機工業会（JEMA）の自
主統計として、1998 年度の出荷量実績から調査を開始し、
現在に至っている。

本年度も引き続いて、JEMA 会員の燃料電池メーカに
加えて、JEMA 会員以外の燃料電池取扱い各社のご協力
を得て、定置用燃料電池発電システムの出荷量統計調査
をまとめることができた。

2．調査の概要

2．1　調査対象
（1）対象機種

固体高分子形燃料電池（PEFC）、固体酸化物形燃
料電池（SOFC）、りん酸形燃料電池（PAFC）、溶
融炭酸塩形燃料電池（MCFC）　以上 4 機種

（2）対象用途
定置用燃料電池発電システム

（3）調査対象会社
アイシン精機株式会社、京セラ株式会社、JX 日鉱日
石エネルギー株式会社、住友精密工業株式会社、東
芝燃料電池システム株式会社、TOTO 株式会社、日
本ガイシ株式会社、日本特殊陶業株式会社、パナ
ソニック株式会社、富士電機株式会社、三菱日立パ
ワーシステムズ株式会社、三菱電機株式会社、三浦
工業株式会社、東京貿易株式会社、三菱ガス化学株
式会社　以上 15 社（順不同）

（4）対象期間
2015 年度（2015 年 4 月〜 2016 年 3 月）出荷分

2．2　調査内容
下表記載の項目に分けて、調査を実施した。

機種別容量別出荷量 明　　細

機種、容量（定格出力）
区分、出荷台数、出荷設
備総容量

機種、単機定格出力、台数、製造業者、用
途、設置場所、発生電力の用途、燃料種別、
熱供給の有無、排熱形態、熱の用途、補助
金制度適用有無、導入支援補助金の対象／
非対象、実証研究の対象／非対象

2．3　回答
全 15 社からご回答をいただいた。

3．調査結果

3．1　出荷量
2015 年度の出荷量（台数・定格容量）を表 1 に示す。

2015 年度の合計台数は 55,942 台（2014 年度：41,359
台）、容量は 40,098kW（2013 年度：33,177kW）となっ
た。2014 年度に対して、台数で 135％、容量で 120％と
順調に導入が進んでいる。内訳を見ると、台数で 99.9％
以上のエネファームが容量でも 97.6％を占めた。種類別
では、PEFC と SOFC が定置用小形、PAFC が業務用大
形として製品化されているが、MCFC の出荷量はゼロで
あった。

表 1　2015 年度燃料電池発電システム出荷量

内　訳 台　数 容　量（kW）

エネファーム 55,912 39,138

エネファーム以外 30 959

合　計 55,942 40,098

図 1 に 17 年間（1999 年度〜 2015 年度）の定置用
燃料電池の出荷容量の推移を示す。2009 年以降着実に
増加し、2011 年度には初めて単年度の出荷量が 10MW
を超えた。さらに 2015 年 度は 40MW を超え、累計
は 160MW を超えた。2009 年度からの増加は急激で、
2009 年度から市場導入された家庭用燃料電池発電シス
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テム「エネファーム」が全体を牽引している。この背景と
して、東日本大震災の影響による自家発電設備および地
球温暖化対応機器としてのニーズの高まりが、燃料電池
発電システムの出荷量を増加させていると考えられる。

定置用小形燃料電池システムについては、そのほとん
どがエネファームであり、発生電力を自家で消費し逆潮
流なしの契約をしている。また、SOFC、PEFC にかかわ
らず、すべての機種で温水（低温）の給湯（コージェネ
レーション）を行っている。

図 2 に「エネファーム」として商用化された 2009 年度
からの出荷量推移を示した。図から、累積台数が 18 万
台を超え、家庭用燃料電池発電システム全体が大きく伸
長していることがわかる。PEFC／SOFC 比率は、PEFC
が比率、伸び率とも SOFC を上回る状況が続いている。
また、燃料種別では、都市ガス／ LP ガス比率は、おお
むね 88/12 であり、都市ガスを燃料とする機種が多い。

一方、業務用大形燃料電池システムの出荷量は増減を
繰り返しており、2015 年度は PAFC のみの機種となって
いる。

3．2　用途
燃料電池発電システムは、コージェネレーションとして

の特長を生かした上で、さまざまな用途に適用できるよう
開発が進められている。

エネファームでは、コンパクト化の開発が進められ、
戸建住宅用だけでなく集合住宅のパイプシャフトに設置
可能な機種が発売された。また、停電時には自立運転に
切り替わり、非常時にも電気と熱を供給できる非常用電

源対応機種も発売されている。蓄電システムと組み合わ
せることで、運転停止時でも、起動可能となるシステム
も開発された。さらに、一つの PCS（パワーコンディショ
ナ）に燃料電池と蓄電池の直流出力を並列に入力できる
複数直流入力のシステムの開発も進められている。また、
欧州仕様に対応した機種を開発し、欧州への出荷を開始
したメーカもある。

エネファーム以外の定置用小形は、DMFC 等の非常用
電源用、コンビニエンスストア等を対象とした小形業務
用の機種が出荷されている。また、業務用大形では、バ
イオマスを燃料とするものが FIT（Feed-in Tariff）の対
象となることから、下水処理場向けに出荷されている。

4．導入目標とそれに向けた環境整備

4．1　導入目標
2013 年 6 月に開催された安倍内閣の閣議において「日

本再興戦略」が決定された。その中でエネファームの政
策導入目標を 2020 年 140 万台、2030 年 530 万台とし、
国策として普及を進めることが公に提示された。2014 年
4 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」にも同様
の数字が提示され、エネファームの位置付けが明確になっ
た。今回の出荷量調査の結果では、エネファームの累積
導入量は 18 万台を超え引き続き加速傾向にはあるが、国
による目標の達成にはさらに大幅な導入加速が必要な状
況にある。そのために取組むべき最大の課題が低コスト
化である。これに関して、2016 年 3 月に改訂された「水
素・燃料電池戦略ロードマップ」では、エネファームの

図 1　出荷容量推移（1999 年度から）
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将来的な価格目標について、PEFC 型については 2019
年までに 80 万円、SOFC 型については 2021 年までに
100 万円として、2020 年にはエンドユーザーが 7 〜 8 年
で投資回収可能な水準となるよう、市場の自立化を目指
す方針が示されている。

4．2　導入支援
政府による家庭用燃料電池発電システムの導入補助金

は、2009 年度 140 万円／台であったが、2015 年度には、
PEFC：30 万円／台、SOFC：35 万円／台と 1/4 まで減
額された。補助金導入当初は 2015 年度を最終年度とし
て以降は自立することが想定されていたが、価格低減が
十分とは言えない状況でさらなる導入加速を図るため、
2016 年度から新たなスキームで補助金が継続されること
になった。新スキームでは、経済産業省が設定した基準
価格を上回ると補助金が減額され、さらに、別途設定さ
れた裾切価格を上回る場合には補助金が支給されない仕
組みとなっている。基準価格 / 裾切価格は、PEFC 型で
127 万円／ 142 万円、SOFC 型で 157 万円／ 169 万円
であり、新築戸建の基本補助額は PEFC：15 万円／台、
SOFC：19 万円／台である。

4．3　基準・認証制度の整備
定置用小形燃料電池発電システムには、2009 年から

の市場導入に際して、安全性確保の前提として認証制度
の導入が求められたことから、JEMA 内に認証基準を検
討する「定置用小形燃料電池認証システム検討委員会」
を設置して認証の仕組みづくりや国内法令、JIS 等の規

格を元に燃料電池発電システムの安全認証の基礎となる
「定置用小形燃料電池の技術上の基準及び検査の方法」
を作成した。また、ワンストップ認証が可能なように、一
般財団法人 電気安全環境研究所で策定している系統連
系にかかわる認証基準と併せて、定置用小形燃料電池シ
ステムの共通認証基準を 2004 年 12 月に発行した。その
後、改訂を繰り返し 2015 年 9 月に第 9 版を発行するに
至っている。第 9 版では、水素を燃料とする機種を対象
に加え、都市ガス機との構造上の差異を明確化した上で
技術上の基準や検査の方法に反映した。この共通認証基
準をクリアしないと「エネファーム」として扱われないこ
とになっており、認証基準があることで、一般消費者も
安心して購入できる環境を提供している。また、認証基
準ではカバーできない運用面については、日本電機工業
会技術資料 JEM-TR244「小形燃料電池システムの設置・
引渡し及び保守・点検ガイドライン」、同 JEM-TR250

「小形燃料電池システムのリサイクル設計ガイドライン」
等を制定し、安全を担保している。

5．新たな展開に向けて

近年、経済産業省では HEMS（Home Energy Man-
agement System）と家庭内の需要機器やエネルギー機
器との相互接続性強化を進めており、燃料電池について
も、その対象となる重点 8 機器の一つとして、HEMS と
の通信プロトコルである ECHONET Lite の規格整備や
アプリケーションインターフェースの第三者認証制度の立
ち上げが行われている。2016 年 1 月に発足したエネル
ギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会では、
FIT 電源と併設した燃料電池や蓄電池からの逆潮流を可
能とするための計量方法の検討も進められており、燃料
電池を通信で制御することによって実現される新たな活
用法やビジネスモデルの検討が加速している。JEMA も、
2016 年度から経済産業省による事業として開始された

「エネファームのリモート運転に関する国際標準化」事業
を受託して、燃料電池の新たな展開に向けた検討を開始
した。

当委員会では、今後とも信頼性の高い出荷量調査報告
を継続して公表していく計画である。最後に、今回の出
荷量調査にご協力いただいた各社に厚く御礼申し上げる。

図 2　家庭用燃料電池発電システムの出荷台数推移
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