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E-FUEL（合成燃料） 
～E-Fuelに対する欧州と日本の乖離の原因はなにか～ 
 

一部のメディアでは、現在の自動車エンジン技術がそのまま使えるE-Fuel（合成液体燃料）に対する期待が

高い。解説記事の中には、「E-Fuel」があたかもシルバーバレット（銀の弾丸：万能の武器）にように記載するも

のもあるが、はたしてそうなのか。欧州の政策の実際をみると、そのような見方は誤っており、欧州がリードす

るCO2削減政策の流れのなかでは、日本のE-Fuelがガラパゴスになる可能性もあると懸念される。 

1. E-FUELに対する誤解 

欧州の水素戦略はE-Fuelのためか 
新型コロナ禍の中、ドイツは2020年6月に国家水素戦略を発表し、欧州連合も7月に「気候中立のための水素

戦略」を発表した。ほかにも2020年1月以降、オランダ、ノルウェー、フランス、ポルトガルで水素戦略やロードマップ

が発表されている。このような欧州各国の水素展開は、2050年にCO2排出の実質ゼロ化と再生可能エネルギー

（再エネ）の大量普及において、水素の大規模利活用（CO2フリー水素の産業利用）が必須と考えられているから

である。 
しかし日本では、主に自動車系ジャーナリストや研究者を中心に、これらの一連の欧州の水素展開を「E-Fuel推

進が目的」と解説する記事が多い。その主張のポイントは以下のようなものである。 

① 欧州の一連の水素戦略は、再エネ水素からE-Fuelを合成することが目的 

② E-Fuelはカーボンニュートラル燃料としてCO2削減に寄与する 

このような主張をする人が必ず言及するのが、Audiの取り組みである。Audiは2014年から合成メタン（E-Gas）
や合成ディーゼル（E-Diesel）の実証を進めている。 
しかし欧州の実際の動きを見れば、欧州はE-Fuelのために水素戦略を策定したわけではなく、またE-fuelがカー

ボンニュートラルと認めるには厳しい条件をクリアしなければならないことが分かる。そして日本でカーボンリサイクル

の一環として考えられているE-Fuelは、世界的にはカーボンニュートラル燃料とは認められない可能性さえある。 
 

E-Fuelの定義 
議論に先立ち、E-Fuelの定義を確認しておく。E-Fuelという用語は2010年ごろに欧州で生まれた。「E」は

Electricのことで、再生可能エネルギーで水電解した水素を用いていることを示す。E-Fuelの観念は上述のごとく

Audiの実証によって世界に広まった（なお、米国では2010年以前にE-Fuelというバイオ燃料製造企業が出現して

いるが、この場合の「E」はエタノールのことであり、今日のE-Fuelではない）。 
ドイツ自動車工業会（VDA）が2017年に発表した「«E-FUELS» STUDY」によると、E-Fuelは「水素、メタン、合

成ガソリン、合成ディーゼルなどの、再エネ電力から製造されたガス燃料あるいは液体燃料」とされる。 
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欧州石油環境保全連盟（Concawe）はE-Fuelを「再エネを利用した水電解で得られたグリーンまたはe水素と、

産業の排出源から回収されるか、空気から直接回収されたCO2を反応させて得られた合成燃料」としている。 
欧州連合が2020年7月に発表した「欧州水素戦略（A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe）」に

はE-Fuelという表現はなく、代わりに「水素由来合成燃料（Hydrogen-derived synthetic fuels）」という言い方で、

「水素と炭素から製造される多様なガス・液体燃料を指し、それが再エネと認められうるには水素が再エネベース

であることが必要である。水素由来合成燃料には、航空機用ケロシン、自動車用合成ディーゼル、化学合成・肥

料用原料を含む」とある。 
日本ではE-Fuelに決まった定義はないが、日本機械学会では「（再エネの）余剰電力により製造した水素や、そ

の水素と濃縮回収した二酸化炭素やバイオガス中の二酸化炭素を原料として合成・製造したカーボンニュートラ

ルな燃料」としている。 
VDAの定義ではE-Fuelに水素自体を含むが、これは少数派である。この論考では、E-Fuelは再エネ由来の水

素とCO2から合成された液体あるいは気体の合成燃料」とし、具体的には合成ディーゼル、合成ガソリン、合成ア

ルコール、合成メタンを指すこととする。それは、日本のモータージャーナルの「欧州の水素戦略は、再エネ水素か

らE-Fuelを合成することが目的」という主張の検証にも適当である。 
 

2. E-FUELに対する誤解の検証 
以下、冒頭にあげた2つのモータージャーナルの主張を順に検証する。 
 

① 欧州の一連の水素戦略は、再エネ水素からE-Fuelを合成することが目的か？ 
欧州で発表された一連の水素戦略における「E-Fuel」の位置づけを確認する。 
この検証において最も重要なのは、自動車大国であるドイツの水素戦略（Hydrogen National Strategy）であ

る。ドイツは2020年6月に国家水素戦略を発表しているが、E-Fuelに関する記述は限定的で、せいぜい航空機に

対して、「当面は液体燃料依存が続くので、再エネ由来の合成燃料が気候変動対策で重要な役割を果たす」とあ

るのみである。自動車に関してはやはり蓄電池や水素が主体で、E-Fuelの適用を強く打ち出してはいない。 
ドイツの水素戦略の1か月後に発表された「欧州水素戦略」でも同様にE-Fuelに関する記述は少なく、「水素や

合成燃料（カーボンニュートラルCO2利用）は、脱炭素化が困難な航空・海運から、工業用・商業用建物向け燃

料まで、EU経済の幅広い分野に広く浸透する可能性がある」、「長距離航行や深海航行には、大型FC（1～数

MW）や再エネ水素由来合成燃料、メタノール、アンモニアが必要である」とのみ記載されている。ここでも、E-Fuel
（水素由来合成燃料）は、自動車への利用は想定されておらず、航空機や船舶などの分野に留まる。 
このように水素戦略を発表したドイツや欧州連合ではE-Fuelの扱いは限定的であり、航空機や船舶はともあれ、

自動車分野にE-Fuelを大々的に利用していこうという意思は読み取れない。なお、欧州連合が2020年12月に発

表した「欧州持続可能・スマートモビリティ戦略（Sustainable and Smart Mobility Strategy）」は2050年のクライメ

ートニュートラルを達成することを目標にした戦略であるが、ここにはバイオ燃料や水素への言及はあるものの、E-
Fuelへの言及はない。欧州はモビリティ戦略においても、E-Fuelへの期待は低い。 
日本のモータージャーナルが「欧州の一連の水素戦略は、再エネ水素からE-Fuelを合成することが目的」と結

論しているのは全くの誤りである。 
 

② E-Fuelはカーボンニュートラル燃料としてCO2削減に寄与するか？ 
E-Fuelに関しては、日本でもカーボンリサイクルの一貫で、複数の企業がメタンや合成燃料のR&Dに取り組んで

いる。ただし日本のカーボンリサイクルでは、既存の産業（セメント産業、火力発電所、製油所、製鉄）から回収した

CO2の活用を前提としている。 
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E-Fuelの観念を作り出した欧州では、2018年から新しい動きがある。2018年12月に改定された欧州再生可能

エネルギー指令（RED II）では、運輸分野でバイオ燃料とともに新たに「非バイオ由来再エネ燃料（RFNBO：

Renewable Fuels of Non-Biological Origin）」というカテゴリを設けている。RFNBOは再エネを活用したバイオ以

外の交通燃料で、再エネ水素そのものと、再エネ水素から合成された燃料（いわゆるE-Fuel）が含まれるが、RED 
IIではそのCO2排出量が70％減となることが定められている（この規定は、2021年末までに具体化され、メンバー

国を直接縛る委任法令によって規制化される）。化石燃料由来のCO2（例 火力発電所から回収したCO2）を適

用した場合には70％減にはならないことが明らかである（CO2をワントラップしただけなので、良くて半減にしかなら

ない）。現状の解釈は、RFNBOとして認定されるE-Fuel製造のためのCO2は、「カーボンニュートラル性のある

CO2」、つまり直接空気回収（DAC：Direct Air Capture）によるCO2のみとなる（バイオマス由来CO2もカーボンニ

ュートラルであるが、それを用いた燃料は「バイオ燃料」であり、RFNBOの定義から外れる）。  
つまり欧州がこれから導入するRFNBOは、再エネ水素はともかく、合成燃料は必ずDACをしなければならない

ことになる（これは、2021年3月時点での欧州のエネルギー関係者の間での解釈である）。 
このようにRFNBOは非常に厳しい基準であり、水素以上にCO2源の調達のハードルが高い。（なお先の欧州水

素戦略でも、合成燃料に使うのは「カーボンニュートラルCO2」とわざわざ明言している）。 
実際にAudiが実証を行っている合成ディーゼル（E-Diesel）の実証では、CO2はDACで回収していることに着

目する必要がある（図1）。日本のモータージャーナルは手放しでAudiのE-Fuel実証を賞賛するが、Audiがこだわ

っているのは液体燃料そのものではなく、あくまでもCO2削減であり、燃料のカーボンニュートラル性なのである。 
 

 
図 1： Audi の E-Fuel（E-Diesel） 

出所：Audi 
https://www.audi-mediacenter.com/en/photos/detail/audi-e-diesel-10776 

 
なお欧州では RFNBO に加えて「リサイクル炭素燃料（RCF：Recycled Carbon Fuel）」というカテゴリも定義さ

れている。基本はプラスチックなどの回収された化石燃料由来廃棄物から合成された燃料であり、広義にはここに

化石燃料由来 CO2 も含まれる。REDO II には RCF の GHG 削減量の規定はないものの、こちらも RFNBO と同

様に GHG 排出量を 70%削減することが提案されており、今後の動きを見る必要がある。 
以上の RFNBO、RCF と E-Fuel、そして水素とバイオ燃料の欧州における位置づけを図 2 に示す。欧州の
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RFNBO、RCF の定義はまだ暫定的で 2021 年末の決定を待たなければならないが、日本で通常言われている

E-Fuel とその開発技術が、そのまま欧州で低炭素燃料と認められる可能性は高くはないと想定される。 
 

 
図 2：欧州における低炭素燃料の位置づけ（RFNBO、RCF、E-Fuel、水素、バイオ燃料） 

（注：日本はグレー水素、ブルー水素、グリーン水素の分類法を採用 

していないが、RFNBO との関連からここでは採用した） 

出所：各種資料より筆者作成 
 

 
3. 日本の対応︓RFNBOにいかに対応すべきか 
ことに再エネやCO2排出の基準に関しては、欧州の影響は大きいのが現実である。そのため、NRFNBO（と

RCF）の基準は、日本に大きく影響するであろう。その時、日本の化石燃料由来CO2のリサイクルを前提とするE-
Fuel（合成メタンを含む）はCO2排出量の点から「アウト」になる可能性が大である。R&Dや実証を行って確立した

技術で、再エネ水素も用いて合成した燃料が、依然として世界的には「化石燃料」として扱われかねない。では日

本はどうすればよいのか。 
 

DACの開発 
日本のカーボンリサイクル政策でも実施されているが、DACは今後、重要な技術になる可能性がある。薄い

CO2濃度から回収するため高コストで高エネルギー消費になるが、技術的には可能である。国際再生可能エネル

ギー機関（IRENA）は「再生可能エネルギーの視点からみた水素（第二回水素閣僚会議（東京）に向け作成）」

（日本語版2019年12月）において、「パイロット規模のDACに関する最近のコスト見積は、これまでの予想よりは安

く、CO2 1トン当たり94～232 USDの水準となっており、2040年までに60 USDを下回る」との予測を挙げている。 
マイクロソフトや先にのべたAudiのような企業も取り組んでおり、今後R&Dと実証が進むことも予想される。DAC

はどのような形であれ「投資してよい」技術である。 
 

E-Fuelとカーボンリサイクル技術の輸出 
菅総理も2050年のCO2排出量の実質ゼロ化において、推進すべきイノベーションの例として次世代型太陽電

池、水素に加え、カーボンリサイクルを挙げている（11月6日の参議院予算委員会での答弁）。日本ではカーボンリ

サイクルへの期待は高い。しかし欧州がRFNBOの基準策定を進める流れのなかでは、ことE-Fuelに関しては日本

のスタンダードは世界から逸脱する可能性がある。 

日本のカーボンリサイクル燃料

水素

グレー水素
（化石燃料由来）

EUが認める自動車用燃料

RFNBO RCF

DAC由来
CO2を用いた
合成燃料

(CO2排出削
減量70％以上
のこと)

廃棄物から回収
したCO2を

用いた合成燃料
(CO2排出削減量
70％以上となる
可能性大)

化石燃料由来CO2を用いた
合成燃料

(CO2排出削減量70％未満)

グリーン
水素

（再エネ由来
水素）

ブルー
水素

（化石燃料由来
＋CCS）

バイオ燃料

（食物と競合し
ないこと、製
造・成長段階含
めて持続可能性
があること）
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その場合、カーボンリサイクル技術（E-Fuel合成技術）は、日本国内での実現するのではなく、中国・アジアやア

フリカ等の発展途上国での燃料転換に適用し、日本は削減されたCO2排出量分のクレジットを確保するということ

が考えられる（二国間クレジットでの移転などを通じて）。上述のように、化石燃料から回収したCO2を用いた場合

には、CO2削減率は50%以下にとどまるが、経済発展目覚ましい中国・アジア・アフリカ等では、ブリッジテクノロジ

ーとして有益である。そのような国際連携スキームであれば、確実に日本のCO2低減に寄与する。 
以上のように、日本のモータージャーナルが持ち上げるE-Fuelはかなりハードルが高いものであり、「欧州の水素

戦略はE-Fuelのため」と浮かれている場合ではない。日本が置かれている立場や世界の潮流を認識するならば、

日本のカーボンリサイクル戦略や脱炭素化戦略で開発する技術の「適用場所」を検討していく必要がある。 
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                 Tel：  03-3508-2280 
 

 欧州の水素戦略はE-Fuelのためではなく、欧州でもE-Fuelの扱いと期待は低い。 
 欧州の「E-Fuel」のCO2源はカーボンニュートラルであるべきで、バイオ由来CO2

を用いた場合は「バイオ燃料」の扱いになり、それ以外のカーボンニュートラルCO2
を用いる場合は「非バイオ由来再エネ燃料（RFNBO）」あるいは「リサイクル炭素
燃料（RCF）」の扱いになる。 

 RFNBOについては、明確にCO2排出量70%削減という基準がある。 
 バイオ以外のカーボンニュートラルCO2は、事実上直接空気回収（DAC）くらいし

かない。 
 DACは将来的には60 USD/トンまで下がる可能性が有る。 
 日本のカーボンリサイクルやE-Fuel技術は、中国や発展途上国で実施すれば、その

国でのCO2削減に貢献し、CO2削減クレジットの確保につながる可能性がある。 
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