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氢能优势显著 水素エネルギーのメリット
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◼ 氢是二次能源，作为能源载体具有显著优势

水素は二次エネルギーであり、エネルギーキャリアとして大きなメリットがある

01 02 03 04

05 06

零碳
ゼロ・カーボン

高效
効率が高い

能源互联媒介
エネルギー相互接続

メディア

可储能
エネルギー貯蔵

丰富的应用场景
幅広い応用シーンに

対応

安全可控
安全でコントロール

しやすい
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转化的物质闭环
最終生成物は水だけで、エネルギー
変換の物質ループを閉じることがで
きる

电，热，气之间转化的媒介，是
在可预见的未来实现跨能源网络
协同优化的唯一途径
電気、熱、ガス間の変換メディアは、エネル
ギーネットワーク全体で最適化を達成する唯
一の方法である

可再生能源电解水制氢，实
现能源消纳与储存
再生可能エネルギーによる水の電気分解
で、エネルギー消費と貯蔵に必要な水素
の製造

热值是汽油三倍
燃料电池效率 60%
ガソリンの3倍の発熱量
燃料電池効率60％

虽然氢气燃烧点能量低，但密度小，易挥发易扩散，扩散系数是
汽油的12倍，发生泄漏时迅速向上逃逸并扩散稀释浓度。
水素は燃焼点エネルギーが低いものの、密度が低く揮発しやすく、拡散係数がガソリンの
12倍と高く、漏れが発生するとすぐに上方に逃げて拡散し、濃度を希釈してしまう。
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その他

交叉的应用网络，将大幅降低其使用成本
アプリケーションネットワークの横断、使用コストを大

幅に削減する



氢能燃料电池优点 水素燃料電池のメリット
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◼ 氢燃料电池具有加氢快、续航里程长、重量轻、回收易

水素燃料電池は、燃料補給が早く、航続距離が長く、軽量でリサイクルしやすいという特徴があります。

◼ 普通电池充电存在时间长、续航短、后处理难、质量/体积能量比较低

一般的な電池は、充電時間が長い、寿命が短い、再処理が困難、質量・体積エネルギーが低い

氢能燃料电池
水素燃料電池

普通电池
一般的な電池



氢燃料电池商业前景 水素燃料電池の商用化展望
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◼ 交换膜燃料电池(PEMFC)被认为最有商业运用前景的燃料电池

PEMFCの実用化が最も期待されている燃料電池

⚫ 重量轻、能量密度高 軽量・高エネルギー密度

⚫ 电堆本身无运动电极部件 スタック本体に可動電極部分がない

⚫ 运行温度低：60-80 度为主要运行温度 低動作温度：主な動作温度として60〜80度

⚫ 启动快、时频响应快 高速起動、高速時間周波数応答

⚫ 输出功率：由瓦级、至百千瓦 出力電力：ワット級から100kWまで

⚫ 可用于便携电源、分布式发电、交通运输等 ポータブル電源、分散型発電、交通

機関などに利用可能
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国际高度关注氢能产业 水素エネルギー産業に国際的な注目
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◼ 全球能源正在加速向清洁化、低碳化转型，美国、欧盟、日本、韩国等高度重

视氢能领域发展 世界のエネルギーはクリーン化、低炭素化への移行が加速しており、米国、EU、

日本、韓国は水素エネルギー分野の発展を重要視している

美国：技术成熟，产业政策及路
线图完备，加州等地区基础设施
建设超前
米国：成熟した技術、整備された産業
政策とロードマップ、カリフォルニア
などの先進的なインフラ開発

欧洲：基础设施网络规划完备，
率先开始可再生能源制氢、掺入
天然气管网的商业示范运营
ヨーロッパ：計画的なインフラ網、再
生可能エネルギーによる水素製造の商
業的実証運転を最初に開始、天然ガス
パイプラインネットワークに混合。

日本：燃料电池汽车与发电装置已市场化应用
，关键技术开发及产业装备制造较为成熟
韩国：已实现示范运营， 2019 年底前 4000
辆氢燃料电池车上路
日本：燃料電池自動車、発電機が販売・使用され、主
要技術開発・産業機器製造が成熟している。
韓国：実証運転を達成、2019年末までに水素燃料電池
車4,000台を走らせる予定



中国具有良好氢能发展基础 中国は水素エネルギー開発の
ための良い基盤を持っている
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◼ 中国已是世界第一大制氢国 中国はすでに世界最大の水素生産国である

煤气化制氢(约6-10元/公斤)    石炭ガス化から水素(約6-10元/kg）

1000万吨 1000万トン

天然气制氢(约13-23元/公斤)  天然ガスからの水素(約13-23元/kg）

300万吨以上 300万トン以上

电解水制氢(约19-80元/公斤) 電解水からの水素(約19-80元/kg）

100万吨 100万トン

工业副产气(约10-16元/公斤) 工業用副生ガス(約10-16元/kg）

约800万吨 約800万トン

石油制氢(约18元/公斤以上) 石油からの水素(約18元/kg）

300万吨 300万トン



中国具有良好氢能发展基础 中国は水素エネルギー開発
のための良い基盤を持っている
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◼ 中国氢能及燃料电池产业领域有多家高校、科研院所和企业正在开展制、储、

运、加氢、燃料电池和车辆等研发工作

中国の水素エネルギーおよび燃料電池産業では、多くの大学、研究機関、企業が、製造、貯蔵、輸送、水

素充填、燃料電池、自動車に関する研究開発作業を実施している

氢能研发代表性单位
水素エネルギー研究開発機関



氢能燃料电池运用场景丰富 水素燃料電池はさまざまな
シーンで活用されている
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◼ 凡是需要电力或动力的地方，均可采用燃料电池 燃料電池は、電気や電力が必要な場所

で使用することができる

燃料电池基站后备电源
燃料電池基地局用バックアップ電源

燃料电池分布式发电系统
燃料電池分散型電源システム



氢能燃料电池运用场景丰富 水素燃料電池はさまざまな
シーンで活用されている
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◼ 全球各大汽车公司均在研发燃料电池汽车 世界の主要自動車メーカーが燃料電池車を開発中

◼ 2015年燃料电池车开始商业化量产（本田、丰田、现代，上汽路演）2015年に燃

料電池車の商用量産開始（ホンダ、トヨタ、ヒュンダイ、SAICロードショー）

氢能叉车
水素フォークリフト

氢能家用轿车
水素自動車

氢能大巴车
水素バス



氢能动力轨道车研制历程 水素鉄道の歴史

2016年， 中车唐山公司，氢能源动力现代有轨电车
CNR唐山、水素で走る最新型路面電車

2018年， 阿尔斯通，Coradia iLint 氢能源动力列车
アルストム、水素で走る列車「Coradia iLint」

2006年， 日本JR东日本公司，氢能源动力列车
JR東日本、水素で走る列車

2013年， 西南交通大学牵头，氢燃料电池电动机车
西南交通大学主導で、水素燃料電池電気列車を開発

2019年， 中车青岛四方公司，氢能源动力有轨电车
CNR青島四方、水素で走る路面電車

2006年

2013年

2016年

2018年

2019年



氢能燃料电池运用场景丰富 水素燃料電池はさまざまな
シーンで活用されている
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◼ 近年来，氢能燃料电池机车发展迅速 近年、急速に発展している水素燃料電池列車

燃料电池
系统

燃料電池 システム

有轨电车
路面電車

地铁检修车
地下鉄サービスカー

站场调车机车
駅の入換機関車

矿用机车
鉱山用機関車

工程作业车
作業車



技术指标 参数

燃料电池类型 PEMFC

燃料电池功率 150 kW

储氢方式 高压氢罐

储氢压力 35 MPa

储氢容量 23 kg

整车重量 45吨

传动方式 直流-交流
电传动

外形尺寸 13.5m×2.6
m×3.6m

设计时速 65 km/h

中国首辆纯燃料电池电动机车（2013.1）
中国初の純燃料電池電車

西南交通大学 - “蓝天号”机车
西南交通大学-「ブルースカイ」機関車

仕様 パラメータ

燃料電池の種類 PEMFC

パワー 150 kW

水素の貯蔵方法 高圧水素タンク

圧力 35 MPa

容量 23 kg

車両総重量 45吨

トランスミッ
ション

DC-AC電気
駆動装置

外形寸法 13.5m×2.6
m×3.6m

設計速度 65 km/h

../电气与控制工程前沿科技/电气前沿课程2013/国内首辆燃料电池电动机车研制成功.flv


氢能燃料电池调车机车 水素燃料電池入換機関車

燃料电池功率60kW
燃料電池パワー60kW

起动牵引力200kN
起動時の牽引力200kN

时速 80km/h
スピード 80km/h

◼ 中国中车集团研发制造了氢能燃料电池调车机车 中国CNRグループ、水素燃料電池入換機関

車を開発・製造

持续功率700kW，平直道最大牵引载重超过5000吨。可在各类机务段、车辆段、编组站以及大型工厂、矿山、

港口等场所执行运转、调车、救援等多用途的任务。

連続出力は700kW、最大牽引力は平坦な直線道路で5,000トン以上です。 各種機関区、車両区、編成局だけでなく、大規模な工場、鉱山、

港湾などでの走行、分流、救出などの多目的作業を行うことができます。



氢能地铁施工作业车 水素メトロ建設作業車

◼ 中国中铁牵头研制了氢能地铁施工作业车，具有无污染，噪声小，效率高等突出优

点，可有效解决传统内燃作业车隧道作业时污染大、排放高的问题，同时改善施工

人员的作业环境

中国鉄道は、無公害、低騒音、高効率という優れた利点を持つ水素地下建設作業車を率先して開発し、従来の内

燃式作業車のトンネル作業時の高公害・高排出の問題を効果的に解決し、同時に建設作業者の作業環境を改善す

ることができる。



氢能智能有轨电车 水素スマート路面電車

2017年10月26日
世界首列氢燃料电池有轨电车
在河北唐山唐胥铁路首次投入
旅游运营。
世界初の水素燃料電池トラムが、河北省の
唐山鉄道で初めて観光運転を開始しました。

2019年11月29日
世界首条商业运营氢能有轨电车正式
在高明上线。已运营超过5万公里，
平均每天客流超过4000人次。
世界初の商業用水素トラムが高明市で正式
に運行を開始しました。走行距離は5万km
を超え、1日の平均搭乗者数は4,000人を超
えています。

唐胥铁路 佛山高明

运营时间 2017年10月26日 2019年11月29日

车型设计
車両設計

3模块编组
3 モジュールのグループ化

3模块编组
3 モジュールのグループ化

线路全程
ルート

13.84km 6.5km

电池功率
パワー

300kw 200kw

最高时速 70km/h 70km/h

加氢时间
水素充填時間

15min 15min

续航里程 40km 100km

最大载客 354 270

唐山示范线
唐山実証ライン

佛山示范线
佛山実証ライン



氢能燃料电池轻轨车 水素燃料電池ライトレール車両

◼ 株洲投入运行氢能燃料电池轻轨车 株洲市、水素燃料電池軽便鉄道車両を運行開始

株洲车辆段

• 整车功率700kW  パワー700kW

• 起动牵引力65kN   起動時の牽引力65kN

• 时速 80km/h   スピード 80km/h

• 载客量310人 乗客定員310名
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国家能源集团——产业实力 ナショナルエネルギーグループ

20

截止2020年底数据 2020年末までのデータ

煤炭产量5.3亿吨 电力总装机2.57亿千瓦 自营铁路2155公里

职工32.6万人资产1.8万亿

世界最大の石炭生産会社
世界最大の火力発電会社
世界最大の風力発電会社
世界最大の石炭化学会社

石炭
火力発電
新エネルギー
鉄道輸送
石炭化学品
産業技術
省エネルギー、
環境保護
産業金融

従業員総数32.6萬人資産1.8億元船舶62隻港湾処理能力2.7億トン

石炭生産量5.3億トン 電源2.57億㎾ 自営鉄道2155km



高度重视氢能产业，牵头组建中国氢能联盟
水素エネルギー産業を重視し、中国水素エネルギー連盟の結成を主導
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◼ 2018年2月11日，国家能源集团牵头创建中国氢能与燃料电池产业创新联盟(中

国氢能联盟)，致力于提升我国氢能和燃料电池技术的市场成熟度，加快构建氢

能社会的进程 2018年2月11日、国家エネルギーグループは、中国の水素エネルギー・燃料電池技術の市場成熟度を高め、

水素エネルギー社会の構築プロセスを加速するための「水素エネルギー・燃料電池産業革新同盟」を率先して創設した。



◼ 在建的张家口赤城”风氢储一体化“项目是目前国内最大的风电制氢项目 張家口市赤城の
「風力水素貯蔵統合」プロジェクトは、中国最大の風力水素製造プロジェクトです

◼ 制氢工厂计划年内建成，为北京冬奥会提供氢能供应 北京冬季オリンピックの水素エネルギー供
給のため、年内に水素製造プラントを完成させる予定です

在张家口正在建设国内最大的风电制氢项目
張家口で建設中の中国最大の風力発電から水素への変換プロジェクト

22



国家能源集团重载铁路 重荷重鉄道車両

➢ 国家能源集团配属内燃调车机车 ナショナル

エナジーグループ保有する内燃式入換機関車

➢ 主要运用沿线各装车站调车作业，以及管内路

用列车牵引运输任务； 主に沿線の積み込み

駅での入換作業や、管理する道路の列車を運

搬・輸送する業務に使用されています

➢ 国家能源集团配属重型轨道车、接触网作业车、

轨道起重机 ナショナルエナジーグループ保

有する重荷重車両、連絡網作業車、レールク

レーン



氢能源应用技术研发 水素エネルギー応用技術の研究開発

◼ 国家能源集团开展重载铁路氢能源应用关键技术装备研发，研制氢能源动力调车机车、接

触网检测车，代替内燃机车，减少碳排放。 ナショナルエネルギーグループは、「重荷重鉄道におけ

る水素エネルギー応用のための主要技術・設備の研究開発・実証」プロジェクトの研究を行い、内燃機関車の代替と二酸

化炭素排出量の削減を目的とした水素動力入換機関車と連絡網検査車両を開発しました。



大功率燃料电池动力系统研制及在重载铁路装备中的应用研究 燃料電池電源シ

ステムの開発と鉄道重機への適用に関する研究
➢ 燃料电池动力系统优化控制技术研究 燃料電池発電システムの最適化

➢ 多堆燃料电池系统协调优化控制技术研究 マルチスタック型燃料電池システムの協調制御技術

➢ 燃料电池系统故障诊断技术研究 燃料電池システムの故障診断技術

➢ 燃料电池动力系统与重载铁路装备匹配技术研究 燃料電池発電システムと鉄道用重電機器のマッチング技術

➢ 燃料电池系统维护和保养技术研究 燃料電池システムの保守・点検技術

➢ 氢能源动力装备运营、维修状态下氢燃料电池动力系统的安全仿真研究 水素エネルギー利用機器
の運転・保守時における水素燃料電池発電システムの安全性シミュレーション

氢能源动力调车机车研制及关键技术研究 水素エネルギーを動力源とする入換機関車の開

発およびキーテクノロジーに関する研究

➢ 整车系统集成技术研究，氢能源动力调车机车技术平台搭建 車両全体のシステム統合技術の研究および

水素駆動分流機関車の技術基盤の構築

➢ 氢能源动力调车机车专项技术研究 水素で動く入換機関車の特殊技術研究

➢ 适用于调车机车的氢燃料电池应用技术氢燃料电池系统集成技术研究 入換機関車への適用技術水素燃料

電池システムの統合技術研究

➢ 高安全性的锂电池系统技术研究 高安全性リチウム電池システム技術に関する研究

基于氢能源动力的调车机车研制 水素エネルギー利用型入換機関車の開発



氢能源动力接触网作业车研制及关键技术研究 水素を動力源とする連絡網作業車の開発
とキーテクノロジー研究

➢ 氢能源动力接触网作业车整车集成研究--技术平台搭建 水素を動力源とする連絡網車両の統合化に関する研

究 - 技術基盤の構築

➢ 氢能源动力接触网作业车整车集成研究--产品平台构建 水素を動力源とする連絡網車両の統合化に関する研

究-製品プラットフォーム構築

➢ 氢能源动力接触网作业车专项技术研究 水素を利用した連絡網車両の特殊技術に関する研究

氢能安全保障技术研究 水素エネルギーの安全・安心技術に関する研究

➢ 氢能加注安全研究 水素充填の安全性に関する研究

➢ 氢能安全储存研究 水素エネルギーの安全貯蔵に関する研究

➢ 氢能安全应用保障技术研究 水素エネルギー安全利用保証技術に関する研究

➢ 氢能源动力装备运营和维修状态下的安全方案设计研究 水素を利用した機器の運用・保守における安全対策

設計に関する研究

基于氢能源动力的接触网作业车研制 水素で動く連絡網作業車の開発



技术条件 技術的条件 技术参数 仕様

环境温度 周囲温度 -30℃～+40℃

海拔高度 標高 ≤1500m

供电系统 電力供給システム
氢燃料电池+锂电池供电

水素燃料電池＋リチウム電池駆動

轴式 シャフトタイプ C0-C0

传动方式 トランスミッション
直-交电传动

直流-交流伝送

最高运行速度 最大動作速度 100km/h

轴重 アクスル重量 25t

最大轮周牵引功率

最大車輪外周牽引力
2400kW

燃料电池功率

燃料電池パワー
400kW

燃料电池容量 燃料電池容量 2000kWh

最大起动牵引力

最大始動時牽引力
560kN

氢能源动力调车机车 水素で動く入換機関車



氢能源动力接触网作业车 水素で動く連絡網作業車

◼ 国家能源集团研发制造氢能动力接触网作业车 ナショナルエナジーグループ、水素で動く連

絡網作業車を開発・製造
技术条件 技術的条件 技术参数 仕様

环境温度 周囲温度 -30℃～+40℃

海拔高度 標高 ≤1500m

供电系统 電力供給システ
ム

氢燃料电池+锂电池供电
水素燃料電池＋リチウム電池駆動

轴式 シャフトタイプ B0-B0

传动方式 トランスミッション
直-交电传动
直流-交流伝送

最高运行速度
最大動作速度

120km/h

轴重 アクスル重量 ≤16t

最大轮周牵引功率
最大車輪外周牽引力

260kW

燃料电池功率
燃料電池パワー

200kW

燃料电池容量
燃料電池容量

800kWh

最大起动牵引力
最大始動時牽引力

64kN

平台作业高度
プラットフォーム作業高さ

≥7000mm

平台作业水平伸出值
水平方向のリーチアウト値

≥4225mm



掌握固态储氢、液态储氢技
术和70Mpa高压储氢加氢成
套技术
固体水素貯蔵技術、液体水素貯蔵技
術、70Mpa高圧水素貯蔵・水素充填
パッケージ技術

高性能、长寿命燃料电池，
车用电堆寿命突破2万小时、
发电电堆寿命突破4万小时
車載用電力スタックでは2万時間、発
電用電力スタックでは4万時間を超え
る寿命を持つ高性能・長寿命燃料電池

储运和加氢
貯蔵と水素添加

燃料电池
燃料電池

太阳能光催化制氢、固体聚合
物电解质电解水制氢等新技术

太陽光光触媒による水素製造、電解水
からの水素製造のための固体高分子電
解質などの新しい技術

新型制氢技术
新しい水素製造技術

关键材料与装备
主要材料・機器

电解水、燃料电池、储氢、输氢、加氢等
涉及的关键材料与装备
電解水、燃料電池、水素貯蔵、水素配送、水素充填な
どに関わる主要材料、機器など

展望—氢能发展需要突破的关键技术
展望 - 水素エネルギー開発で突破すべきキーテクノロジー



谢 谢
ありがとうございます
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