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エネルギー分野

水素社会―その意味と実現可能性
一般に日本は「水素社会」の実現に向かって世界をリードしていると思われている。しかしテクノバは、
むしろ水素社会を先に実現するのは日本ではなく、欧州（特にドイツ）になる可能性が高いと考えてい
る。その背景には、「水素社会」の目的とアプローチが日本と欧州で違うことが挙げられる。
本レポートでは、日本や世界がめざす「水素社会」の違いを指摘しつつ、日本で水素社会を実現する
ための方策を検討し、結論を以下とした。

 結論

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



「水素社会」の実現を標榜しているのは日本と欧州のみである。このうち日本は、産業政策と
してFCVというアプリケーションを重視した展開をめざした政策を行ってきた。一方欧州は、
CO2削減政策の一環として低炭素水素の展開を重視した政策を行ってきた。



ドイツは、2050年のCO2排出量80～95％削減を確実にするための研究を実施し、2050年に
は大量の再生可能エネルギー由来水素が発生するという結果が得られている。



日本では水素社会の実現には困難が伴うと考えられる。日本が水素社会を実現させる方策
として、「地産地消」に着目した地域展開は有望である。
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水素社会―その意味と実現可能性

Ⅰ 水素社会とは何か
日本では官民挙げて水素社会をPRしているが、そもそも「水素社会」とは何な
のか。水素社会の類型化から日本と欧州の水素社会の違いを明らかにする。

1. 日本と世界の「水素社会」の違い

表１：東京宣言の内容

1. 水素供給コスト及びＦＣＶ等の製品価格の低減

官民で水素社会をPRする日本

加速化に向けた技術のコラボレーション、基準や
規制の標準化やハーモナイゼーションの必要性

一般に日本は、水素社会構築で世界をリードしてい
ると考えられている。2020年に開催する東京オリンピッ

2. 水素ステーションや水素貯蔵に関する水素の安

ク・パラリンピックのレガシーは、一般に「水素社会」とさ

全性の確保や、様々な地域特性に応じたサプラ

れる。2014年6月に策定（2016年3月に改訂）された

イチェーンの構築など、水素利活用の増大に向

「水素・燃料電池戦略ロードマップ」は、「水素社会の実

けて、各国が連携して取り組んで行くべき研究開

現に向けた取組の加速」と銘打たれ、水素社会実現に

発の推進

向けた３つのフェーズが示されている（図１）。また2017

3. 水素社会実現に向けた認識の醸成・共有に資

年12月26日の「水素基本戦略」（図2）の決定の際に

する水素ポテンシャル、経済効果及び CO2 削減

安倍首相は、「日本が世界をリードして水素社会を実

効果に関する調査・評価の意義
4. 水素ビジネスの投資拡大等につながる社会受容

現する」ように指示している。これを受け、2018年10月

性向上のための教育や広報活動の重要性

23日に世耕経済産業大臣が議長となり「水素閣僚会
議」が開催され、国際的な「水素社会」の実現に向けた

出所： 経済産業省「水素閣僚会議」（2018年10月）
https //www.meti.go jp/press/2018/10/20181023011/20181023011 html

議長声明「東京宣言」を発表している（表１）。
図１：水素・燃料電池戦略ロードマップの「水素社会実現
に向けた３つのフェーズ」

世界で最初に燃料電池自動車（FCV： Fuel Cell
Vehicle）の量産を実現したのはトヨタ自動車であるが、
2015年2月24日のMIRAIラインオフ式で豊田章男社
長は、「今日は私が2010年にリコールに関して米国の
公聴会に出席した日で、われわれは“トヨタ再出発の
日”としている。あえてこの日にラインオフ式を行うの
は、水素社会の実現に向けた新たな1歩を踏み出す日

出所：経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（2016年3月）

にしたいとの思いからだ」と述べている。

https //www.meti.go jp/report/whitepaper/data/20160322001.html

またホンダの八郷隆弘社長は2016年3月17日の

図2：水素基本戦略の「シナリオ」

Clarity Fuel Cellの経済産業省への納車に当たり、「今
後もさらに技術を磨き、お客様がよりお求めやすい価格
の魅力あふれるFCVをお届けしていくことで、FCVの普
及と水素社会の実現に貢献してまいります」と述べてい
る。
このように「水素社会」という言葉は、国でも民間でも
広く活用されている。しかし、その具体的なイメージは
果たして共有されているのか。先の水素・燃料電池戦
略ロードマップ（図１）や水素基本戦略（図2）には、技術

出所：経済産業省「水素基本戦略」（2017年12月）

の展開や普及・コスト目標は記載されているが、どのよ

https //www.meti.go jp/press/2017/12/20171226002/20171226002 html
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 日本の「水素社会」

うな社会が水素社会なのかの具体的イメージを与えて
くれない。

日本は、2014年に世界で最初にFCV量産を達成

「水素社会の実現」を問う前に、まず「水素社会」を

し、現在ではFCバスやFCフォークリフトの量産も始まっ

問う必要がある。

ている。また家庭用燃料電池（エネファーム）も2018年
7月時点で25万台普及している。このように日本は、ま

「水素社会」という言葉が意味するもの

さに水素アプリケーションを主として水素社会の実現を

よく言われるように、20世紀は「石油の世紀」であり、

めざしていたわけで、アプリケーションを支えるものとして

石油が産業だけでなく、国際政治も動かした。21世紀

水素サプライチェーンの構築を考えてききた。このよう

は地球温暖化が現実化する中で、世界で脱化石エネ

な考えは、日本の水素・燃料電池戦略ロードマップに強

ルギーと再生可能エネルギー導入が加速している。

く反映されている（図3）。

しかし、20世紀を「石油社会」とも呼ばないし、21世

実際に、いわゆる国立研究開発法人 新エネルギ

紀を「再生可能エネルギー社会」とも呼ばない。第一、

ー・産業技術総合開発機構（NEDO）のプロジェクトでも

現在の最終エネルギーの形態の多くは電気であるが、

ＦＣスタックや水素ステーション周辺システム開発が

「電気社会」という言い方もしない。

R&D テーマ の 中 心 であ り、NEDOが水 電 解技 術 の

「○○社会」という用語は、「自動車社会」や「インタ

R&Dや、海外からの大規模水素サプライチェーン実証
を開始するのはごく最近のことである。

ーネット社会」、さらに「高齢化社会」や「低炭素社会」
のように、○○という存在が社会のあり方を根本的に変

なお日本では、水素の利活用の意義を「3E+S（エネ

えてしまうことを意味している。よって「水素社会」という

ルギー安定供給、経済性、環境適合性＋安全性）」と

言葉も、これを使っている人がその意味を理解している

して説明することが多いが、日本の主たるモーチベーシ

かどうかはともかく、本質的には水素によって社会が変

ョンは基本的に産業政策（FCVや定置用FC産業の育

わる可能性があることを示唆している。

成）であり、水素によるCO2 排出量削減やエネルギー
多様化を図るというのは二次的な目的であった。

つまり「水素社会」とは、「水素による社会変革」、あ
るいは「社会変革をめざした水素展開」であるといえる。

図3：水素・燃料電池戦略ロードマップが描く「水素利活
用技術」

水素社会のパターン
日本は従来から「水素社会」という言葉を多用する
が、最近では欧州でも「Hydrogen Society」（ドイツ語で
はWasserstoff-Gesellschaft、フランス語ではSociété
de l'hydrogène）なる言葉を聞くようになった。しかし、
日本の「水素社会」と欧州の「水素社会」は、その目的
や考え方が全く異なることに留意する必要がある。
結論から言うと、日本の「水素社会」はほぼ「FC社
会」と同義であり、水素サプライチェーン構築は、FCV
などのアプリケーションを支援するインフラとして考えら

出所：経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ」（2016年3月）

れている。いわば「水素アプリケーションが主、水素イン

https //www.meti.go jp/report/whitepaper/data/20160322001.html

フラは従」である。
一方欧州の「水素社会」は「低炭素社会」とほぼ同

 欧州の「水素社会」

義であり、CO2削減政策として再生可能エネルギー由

実は欧州も、2010年頃までは、FCVや定置用FCと

来水素の普及を目指しており、FCVなどのアプリケーシ

いったアプリケーション開発をメインに据えていた。しか

ョンの普及は二次的である。いわば「水素インフラが

し今日では、まだ欧州の自動車メーカーからはFCVが

主、水素アプリケーションが従」である。
以下、この二つの差を詳しく見ていこう。
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販売されておらず、定置用FCの展開にも苦戦している

画 」 では 、FCVを含む 新エネルギー 車（NEV： New

など欧州では水素アプリケーションが拡大していない。

Energy Vehicle）の普及が掲げられている。

しかしその一方で、欧州では2050年を見据えたCO2

このような国の方針のもと、中国はFCスタック製造に

削減のために、エネルギーシステムを変革していこうと

積極的な投資を行っている。上海重塑能源科技はカ

しており、その一環として低炭素水素の普及拡大が議

ナダのFCスタックメーカーBallard Power Systemsと

論されている。今日、欧州人が「水素社会」というとき

提携し、年間5,000台のFCスタックを製造している。ま

は、それはほぼ「低炭素社会」と同義である。

た北京億華通はカナダHydrogenicsと提携し、2022年

この関係は、まさに、低炭素水素の普及を主とし、水

の冬季北京オリンピックで稼働する150台のFCバスに

素アプリケーションを従とする関係である。

FCスタックを供給する計画である。
しかし中国の場合、FCスタックというアプリケーション

 米国の水素展開

の量産に邁進しているものの、米国同様に水素供給体

米国の連邦政府は、水素政策を日本と同様にFCV

制（水素インフラ）をどのように構築していくかのビジョン

実用化のための産業政策として実施してきたといえる。

は薄い。つまり「水素社会」を構築する動きはないとい

実際にブッシュ政権下の2002年以降の水素政策は、

える。

極論すればGMやFordの意向を受けた日本自動車メ
 水素社会を目指すのは日本と欧州

ーカーへの対抗策であった。後のオバマ政権はEVとプ
ラグインハイブリッド重視に転じたが、連邦政府の立場

以上のことから、明確に水素社会（水素による社会

の重点はFCVやFCフォークリフト、定置用FCといった

変革）を目指しているのは日本と欧州であること、ただし

アプリケーション開発が中心であった（ただし現在のトラ

その両者の目的は異なることがわかる。このことを下表

ンプ政権となり、水素政策の継続も危ぶまれている）。

にまとめる。

その一方で、政策の一貫性があるのはカリフォルニ
表2：日本と欧州の「水素社会」

ア州である。1990年代から大気質向上を目標にゼロエ
ミッションビークル（ZEV）の導入をめざしてきており、

パターン 日本型水素社会

欧州型水素社会

ZEV政策の一環として、FCV普及の支援や水素ステ

主たる

FCV などの水素アプ

CO2 削減のための低

ーション整備を行ってきた（現在、カリフォルニア州には

目的

リ ケーシ ョ ン の市 販

炭素水素の普及

化、産業化

FCVが4500台普及している）。その意味ではカリフォル
ニア州も、FCVというアプリケーション展開を主とした水

従たる

水素アプリケーション

低炭素水素を活用す

素社会の構築を進めているように思われる。

目的

を支える 水素イン フ

る水素アプリケーショ

ラの整備

ンの展開

アプリケーション開発

水素インフラ整備

→水素インフラ整備

→アプリケーション

ただし、連邦政府もカリフォルニア州も、FCVというア
流れ

プリケーションを世に出すことが主であり、水素供給体
制（水素インフラ）をどのように構築していくかのビジョン
は薄い。つまり米国は、日本や欧州のような明確な「水

出所：テクノバ作成

素社会」の実現を目指しているわけではないといえる。

2. 水素社会の実現性と課題

 中国の水素展開
中 国 は 、 2015 年 に 「 中 国 製 造 2025 」 を 発 表 し 、

上述のように世界には、日本型水素社会と欧州型

2025年までに中国を製造強国（先進工業国）にさせる

水素社会を目指す動きがある。では実際に、それらが

ことを掲げている。ここで10大産業が示されているが、

目指す水素社会はどれだけ実現性があるのか。

ここにはIT産業やバイオ産業、航空宇宙産業に加え、

結論から言えば、欧州の方が水素社会の実現性は

自動車産業（次世代自動車）が含まれている。また

高いといえる。

2017年4月に発表された「自動車産業中長期発展規

4

水素社会―その意味と実現可能性

欧州型水素社会の実現性と課題

 欧州型水素社会の課題

 欧州型水素社会の実現性

欧州型水素社会の構築における課題は水素の利用

欧州にとってCO2排出量削減は中心的な政策で、

拡大である。再生可能エネルギー由来の水素が大量

あらゆる手段を講じて2050年に80～95％の削減を達

に生産されても、それが化石燃料を代替し、利用拡大

成する予定である。そのため欧州では、CO2の排出権

がなされなければ、CO2削減に寄与しない。

取引市場を導入するなど、強制力の強い政策を実施し

その意味では、水素を活用する製品やサービスの投

ている（この排出権取引市場は、長く排出権価格が5ユ

入が強く望まれており、CO2排出量取引やカーボンプラ

ーロ/トン程度と低迷して機能していなかったが、来年か

イシングなどの強制的な低炭素水素導入措置が必要

ら市場の余剰排出権を棚上げする方針が出され、市

になると想定される。よって欧州の水素社会は、CO2

場価格は現在20ユーロ/トン程度に上昇している）。

排出量規制とともに進行し、企業や市民の自発性によ
る普及拡大は望めないともいえる。

次章で詳述するが、欧州（特にドイツ）では将来的に
大量の再生可能エネルギー由来水素が生産され、こ
の活用を通じて水素社会が実現される見込みがある。

日本型水素社会の実現性と課題

これを正しく理解するには、「Power-to-Gas」と「セクタ

 日本型水素社会の実現性
日本の水素社会はアプリケーション主導であるので、

ーカップリング」という用語を理解する必要がある。
「Power-to-Gas」とは、再生可能エネルギー由来電

その実現には第一に消費者メリットのある製品やサービ

力を水電解にて水素を製造し、さらに必要に応じてメタ

スの投入が大前提となる。現状において水素社会を代

ンやそのほかの化学物質に変換するプロセスをいう（最

表するアプリケーションは、MIRAIをはじめとするFCVで

終 的 に 液 体 燃 料 ま で 合 成 す る 場 合 は 「 Power-to-

あり、この製品の魅力を向上させるか、さらなる新製品

Liquid 」 、 化 学 物 質 に 変 換 す る 場 合 は 「 Power-to-

（新FCV）を投入することが必要である。

Chemicals」と言うこともある）。これは2013年頃から欧

上述のように、エネファームは着実に普及台数が拡

州で使われ始めた言葉で、欧州で水素といえば

大しており、特定のユーザーにはメリットもある。ただし、

Power-to-Gasと同義といってもよい。

確かにユニット内部で製造した水素を使っているもの
の、都市ガスやLPGを燃料とするため、水素社会を実

「セクターカップリング」とは、電力部門における再生

現するためのアプリケーションとは言い難い。

可能エネルギーを別の形態に変換し、電力以外のエネ
ルギー需要部門で活用することを指す（図4）。日本語

FCVやエネファーム以外の新たなる製品としてFCバ

の定訳はないが、「部門結合」や「部門連携」などと訳さ

スやFCフォークリフトなどもあるが、これらは商用の製

れている（ただしテクノバは、その意図するところから「部

品であり、既存製品の代替（ディーゼル車両やバッテリ

門間エネルギー融通」という訳が正しいと考える）。

車両の代替）がメインとなる。企業ユーザーはコスト意
識が高く、燃料が水素というだけでは広くユーザーに訴

欧州ではこの「Power-to-Gas」と「セクターカップリン

求する製品になるとは考えにくい。

グ」によって生じる再生可能エネルギー由来水素が、
CO2削減の切り札として考えられている。

現実問題として、FCVという水素アプリケーションの
魅力が少ない以上、アプリケーション主導型の水素社

図4：Power-to-Gasとセクターカップリングの関係
電力
貯蔵

会の実現はかなりハードルが高いと言わざるを得ない。

電力部門

 日本型水素社会の課題
日本型水素社会の課題は、おそらくそのアプローチ
熱部門

ガス貯蔵

熱貯蔵
Power-to-Gas

メタノール
貯蔵

燃料
貯蔵

自体にある。上述のように、アプリケーションの魅力だけ

運輸部門

で社会を変革していくことは難しい。よって日本も、欧州

化学部門

ガス部門

のようにCO2削減などの政策の下で、水素インフラ構築

出所：ドイツノルトライン=ヴェストファーレン州のプレゼンの一部を修正

を前面に出していく必要もあろう。

「MefCO2 Energy Storage Europe 2017」におけるプレゼン資料
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現状では、水素は天然ガスやナフサの改質で製造さ

場合でも、川崎重工業と千代田化工建設という民間企

れている。化石燃料から製造されるためCO2を排出し

業の事業に依存せざるを得ないというのが実態である。

ており、水素政策自体に疑問を呈する人も多い。先の

民間二社に立脚した水素社会構築は、政策的にはき

水素・燃料電池戦略ロードマップ（図1）では、フェーズ2

わめて脆弱といえる（現状ではこの二社以外に大量の

（2020年代後半から2030年）には海外からのCO2フリ

水素を輸入する計画はない。また後述するように、海

ー水素の調達を、フェーズ3（2040年頃）には海外調

外の再生可能エネルギーでアンモニアを製造して輸入

達に合わせて国内の再生可能エネルギーによる水素

するアイディアもあるが、日本で水素として分離するわ

調達を想定している。つまり直近の2030年までは、海

けではないので、正確には水素キャリアとは言えない）。

外CO2フリー水素に頼った展開になっている。

なお日 本の政策 では 、当然の よ うに水 素が将 来

このような海外CO2フリー水素は、現状で2社が供給

「CO2フリー化」するように記載されているが、これは日

する見込みである（図5）。川崎重工業は、オーストラリ

本の産業界で合意があるわけではない。「CO2フリー水

アのビクトリア州に大量に存在する褐炭をガス化して水

素」は、これまで水素ステーション展開でFCVメーカー

素を製造し、液化水素として日本に輸入することを計

に協力してきた石油会社（JXTGエネルギー等）や都市

画している。本格運用開始は2030年である。褐炭のガ

ガス会社（東京ガス、大阪ガス、東邦ガス等）の水素ビ

ス化時に副生するCO2 は、ビクトリア州のプロジェクト

ジネスを否定することになる。実際に、世界の水素社

「CarbonNet」にてCCS（炭素回収貯留）することで、

会構築の議論と異なり、日本ではCO2排出量削減と水

CO2フリーの水素とする。

素展開を紐づけることに対して強い反対もある。そのた

一方、千代田化工建設は、現在はブルネイで天然

め国も、将来の水「CO2フリー水素」を掲げつつ、直近

ガスを改質して水素を製造し、有機ハイドライド技術（ト

の水素供給のあり方には明確な方向性を打ち出せな

ルエンと水素を反応させ、メチルシクロヘキサンに変換

いでいるのが現状である（実際に、トヨタ自動車内でも、

する技術）にて日本に輸入するサプライチェーンの構築

水素供給のあり方については意見が分かれている）。

を目指している。なお、当初の計画ではＥＯＲ（石油増
図5：日本で想定されている水素サプライチェーン

進回収法）にてCO2を処理する予定であったが、現状
ではＥＯＲを水素製造プロセスに組み込めておらず、
CO2フリーとは言えない。ただし同社も、将来のサプライ
チェーン拡大ではEORやCCSを活用するとしている。
このように海外から大量に水素が持ち込まれれば、
日本のエネルギーシステムを大きく変革させる可能性
があり、新たに水素発電（CO2を排出しないゼロエミッシ
ョン電源）が実現できたり、エネルギーや交通分野で
CO2を大幅に削減させることができ、欧州のようなイン

出所：経済産業省「平成28年度エネルギーに関する年次報告
（エネルギー白書2017）」

フラ主導の水素社会構築の可能性はある。ただしその

https //www.enecho meti go.jp/about/whitepaper/2017html/1-2-2.html





「水素社会」の実現を標榜しているのは日本と欧州のみ。米国と中国は、水素社会
のビジョンを持っていない。
日本型水素社会は「水素アプリケーションが主、水素インフラは従」という展開で
あり、これまで産業政策としてFCVというアプリケーションを重視した展開をめざ
した政策を行ってきた。
欧州型水素社会は「水素インフラが主、水素アプリケーションは従」という展開で
あり、CO2削減政策の一環として低炭素水素の展開を重視した政策を行ってきた。
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Ⅱ 欧州が考える水素社会の姿
欧州はCO2削減目標達成の手段としての、政策主導型の水素社会構築を目指し
ている。その先陣を走っているのがドイツである。ここでは欧州（特にドイ
ツ）の水素社会のビジョンと企業の動きを紹介する。

1. ドイツが考える水素社会

下図は、ドイツの現状と各シナリオでの将来の電源構
成の分析結果である。ここで注目すべきは総発電量で

ドイツが考える水素社会の姿

ある。現在のドイツの総発電量が550TWh程度である

 ドイツの政策目標

のに対し、2050年の総発電量は、シナリオ間で違いは

ドイツは国策として、CO2削減を強く打ち出している。

あるものの、880～1,050TWhと軒並み増加している。

同国の2030年削減目標（パリ協定の目標）は1990年
図6：ドイツにおける2050年の発電量予測試算結果

比で55％減であり、2050年目標は80～95％減であ
る。
この目標達成ための中心的な政策は、再生可能エ
ネルギーの大幅拡大である。特に電力系統における再
生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電、水力発
電、バイオマス発電）の比率は、2030年に50％、2050
年に80％としている（現在約3割程度）。
 目標達成のためのシミュレーション結果

出所： フランホーファーISE「The Role of Hydrogen in an
Integrated Energy System」（WHEC 2018）を翻訳

2050年のCO2 排出量80～95％削減を確実にする
ために、ドイツ政府は2017年3月から1年かけて、将来

この傾向は、発電容量（発電設備の容量）の2050年

シナリオ検討研究「統合エネルギーコンセプト2050」を

予想でより顕著である（図7）。ドイツの現状における発

実施した。この研究には、ドイツの代表的研究機関であ

電 容 量 は 約 200GW で あ る が 、 2050 年 に は 450 ～

るフランホーファー太陽光システム研究所や、水素・再

700GWに拡大することになる。つまり発電容量は現在

生可能エネルギー分野で有名なコンサルティング会社

の2.5～3.5倍に拡大し、そのうち太陽光は50GWから

LBSTなどが参画している。まだ正式報告書は発表さ

200 ～ 260GW へ 、 風 力 発 電 は 50GW か ら 180 ～

れていないものの、成果の一部は様々な機会で発表さ

300GWへと拡大することになる（なお、化石燃料による

れているので、その内容を紹介する。

発電容量はほぼ変化なしである）。

まず本研究では下表のシナリオを仮定している。

図7：ドイツにおける2050年の発電容量試算結果

表2：ドイツ「統合エネルギーコンセプト2050」のシナリオ
シナリオ A

2050年の電力需要は現状程度と想定しつ
つ、再生可能エネルギーを系統に大幅導入

シナリオ B

再生可能エネルギー由来水素を運輸部門で
大量利用するために、再生可能エネルギー
を系統に導入

シナリオ C

再生可能エネルギー由来水素をメタン変換
し、運輸部門や熱部門で大量利用するため
に、再生可能エネルギーを系統に導入

シナリオ D

出所： フランホーファーISE「The Role of Hydrogen in an Integrated
Energy System」（WHEC 2018）を翻訳

エネルギー効率の最大化
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このような「発電量の拡大」の理由は、下図をみれば

イツの現状の政策では、系統運営会社は出力抑制さ

明らかである。現在は、再生可能エネルギー発電と化

れた電力量についても、その対価を発電事業者に支払

石燃料発電でほぼ電力需要を賄っており、総発電量に

わなければならない。2016年の抑制電力に対する補

対する再生可能エネルギーの割合は1/3程度である。

償額は3.7億ユーロ（480億円）となっている。

この再生可能エネルギー割合を2050年に80％に増大

このような背景から、大量の余剰電力を系統から

するには、太陽光が射さない時間や風が弱い時間も加

「除去」する手段として水素変換が想定されている（い

味して、再生可能エネルギーによる発電容量を大幅に

わゆるPower-to-Gas）。

拡大する必要がある。これは同時に、電力需要的に不

このシナリオ研究のシナリオA（最も余剰電力が少な

要な「余剰電力」が大量に発生することになる。先の図

いシナリオ）でも、年間の余剰電力量は200TWh以上と

6において、2050年の総電力需要が現在と変わらない

なる。仮に200TWhの電力で水電解を行うと、400万ト

とすると（550TWh）、年間を通じた余剰発電量は230

ンの水素が発生する（水電解装置の水素製造原単位

～1,000TWhも発生することになる。

を50kWh/kg-H2とすると、200TWh÷50kWh/kg-H2
=400万トン）。これはMIRAI（年間水素需要約90kg）

 2050年のドイツにおける水素普及の必然性

換算で4,500万台に相当する量となる。

このような大規模な電力のアンバランスの調整に

もちろんそれだけのFCVがドイツで普及することはあり

は、蓄電池は役に立たない。蓄電池は、短期的な変動

得ない（現在のドイツの乗用車保有台数は約4,650万

による系統安定化や、数時間～数日におけるピークシ

台）。よって、水素は様々な産業用需要（アンモニアや

フトのための電力貯蔵には有効であるが、2050年のドイ

メタノールなどの化学品生産、製鉄利用、熱需要）に活

ツで求められているのは、電力貯蔵ではなく、大量の余

用されることになる。これらの水素は再生可能エネルギ

剰電力の「系統からの除去」である。

ー由来なので、需要先でCO2削減に寄与することにな

電力除去には、先に九州電力が実施したような「出

る。これで、いわゆる「セクターカップリング」が実現され

力抑制」（再生可能エネルギー由来電力を系統から遮

ることになる。ドイツはこのように、系統の大部分を再生

断）という方法もある。実際にドイツでは、2016年には

可能エネルギーとすることで発生する膨大な余剰電力

3.7TWhの出力抑制電力が発生している。

を水素化することで、国全体のCO2を削減させようとし
ていると考えられる。

しかし2050年には、余剰電力量が膨大過ぎて（実需
要の50～100％）、出力抑制は現実的ではない。またド
図8：ドイツの将来の総発電量と発電容量の関係
現在

2050年

発電容量[GW]

発電容量[GW]

再生可能エネルギーに
よる発電（変動性）

再生可能エネルギーに
よる発電（変動性）
電力需要
化石燃料発電
（調整電源）

電力需要

再生可能
エネルギー
による発電
（変動性）

化石燃料発電
（調整電源）
化石燃料発電
（調整電源）

時間

化石燃料発電
（調整電源）

時間

出所： テクノバ作成
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なお一般に欧州では、2030年頃の水素コスト目標を

学物質を合成する「Carbon2Chem」プロジェクトを実

3～4ユーロ/kg程度に設定しているが、この実現には電

施中である。このプロジェクトには、Covestro（Bayerの

力価格を5～8ユーロセント/kWh以下にする必要がある

素材部門）やAkzoNobel（蘭）などの化学品メーカーも

（水素1kgを製造するには45～55kWhの電力が必要と

参画している。

されるため）。そのため、このような余剰電力（系統から

な お Thyssenkrupp は 、 水 電 解 メ ー カ ー で あ る

除去される電力）は、実需としての電力とは別の値付け

UhdeChlorine Engineersを買収しており、Power-to-

になると想定されている。

Gas事業にも乗り出している。将来は鉄鋼からのCO2
削減に、再生可能エネルギー由来水素の活用も視野

ドイツにおける民間の取り組み

に入れている。

以上のように、ドイツではCO2削減の一環として水素
図10： Thyssenkruppの「Carbon2Chem」
プロジェクト

社会の実現に向かっているとことがわかる。ここでの課
題は、その実現に向かって、産業界が製品開発（水素
の利活用）を進める意思があるかどうかである。
以下、事例的にドイツ企業の水素の利活用に向けた
動きを紹介する。これらの企業は、CO2削減の社会的
制約が強くなることを見越して、低炭素水素の利活用
に乗り出していることがわかる。
① Vattenfall

出所： Carbon2Chem

ドイツ四大電力会社の一角であるVattenfall（本社は

https //twitter com/#!/search/%23Carbon2Chem

スウェーデン）は、2050年には供給電力の100％を再

③ Audi

生可能エネルギーにするとしており、その時の余剰電

Audiは、ドイツ国内でCNG車を製造・販売している

力で水素を製造、将来は水素販売も行うとしている。

が、その燃料である天然ガスの大半はロシアから輸入さ

実際にVattenfallは、このビジネスモデルの検証のた

れており、またCNG車は運転時にCO2を排出している

め、ハンブルグで水電解装置を併設した水素ステーシ

ので、そのビジネスの将来性が懸念されている。

ョンを運営している（現時点では、電力会社が運営する

Audiは、北部ドイツで風力発電の電力で水素を製造

水素ステーションは世界的にも珍しいものであるが、同

し、バイオマス由来CO2と反応性させてメタンを合成し

様の水素ビジネスを検討しているドイツの電力会社は

て天然ガス網に注入、CNG車ユーザーに低炭素CNG

複数ある）。

を提供する「Audi e-Gas」プロジェクトを実施している。
現状ではあくまでも実証レベルであるが、このような

図9：Vattenfallの水素ステーション

低炭素CNGの提供は、同社が将来もCNG車を製造
販売していく上において、有望な仕組みと考えられる。
図11： Audiの「Audi e-Gas」プロジェクト

出所： 独Clean Energy Partnership
https //cleanenergypartnership de/en/h2-infrastructure/cep-filling-stations/

② Thyssenkrupp
鉄鋼・エンジニアリング会社のThyssenkruppは、ドイ
ツ政府のファンドを得て、再生可能エネルギー由来水
出所： Audi「Aktualisierte Umwelterklärung 2012 für den Audi
Standort Neckarsulm」

素とバイオマス由来CO2からメタノールなどの有益な化
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2. フランスが考える水素社会

3. 欧州連合のCertifHyプロジェク
ト︓低炭素水素の認証制度

原子力発電に多くを依存するフランスであるが、現
在のエマニュエル・マクロン大統領は、ドイツのようにエ

現在欧州委員会では、再生可能エネルギー由来・

ネルギー転換を進めており、2030年には系統の40％

あるいは原子力発電を用いた水素を、低炭素水素とし

を再生可能エネルギーとすることを目指している。よっ

て認証し、CO2削減に寄与するものとして認める枠組

てフランスでも、ドイツと同様の状況が発生してくる。

みができつつある。

フランスはこの6月に「エネルギー転換のための水素

欧州連合における水素・FC関連プロジェクトは、燃料

展開計画」を発表した。その内容は、再生可能エネル

電池・水素共同実施機構（FCH JU：Fuel Cells and

ギー拡大を進めるために、蓄電池と水素を活用すると

Hydrogen Joint Undertaking）が実施している。これは

いうものであり、長期的（2035年以降）には水素が系統

2008年に設立された官民パートナーシップで、それま

安定化に必須としている。つまりドイツと同様に、再生可

での官僚機構による研究開発の方針が企業ニーズを

能エネルギーの大量導入によって発生する余剰電力

反映していないとの反省から、意思決定に民間企業を

を「除去」するために、水電解で水素を製造するという

加えたものである。

考えである（Power-to-Gas）。製造された再生可能エ

FCH JUは2013～2016年に「CertifHy」プロジェクト

ネルギー由来水素は、当面は産業部門で活用し、

を実施し、プレミアム水素（低炭素水素）の定義を定め

徐々に運輸部門やガス部門で活用するとしている（セク

た。これによると、天然ガス改質で製造される水素の

ターカップリング）。

CO2 排出量（91g-CO2/MJ-H2 ）をベンチマークとし、こ

このようにフランスでも、CO2削減の視点に基づく水

れより製造時のCO2排出量が60％以上少ない水素を

素社会のビジョンを打ち出している。

プレミアム水素（低炭素水素あるいはグリーン水素）と
定義している。

図12：フランスにおける水素需要の拡大
年間水素
消費量
[ton/年]

FCH JUはこの考えをさらに推し進め、プレミアム水
水電解装置
CAPEX 水素価格
[€/kW] [€/kg]

素には特定の証書を発行し、これを取引することで、プ
レミアム水素の製造・利用の拡大と、CO2削減に寄与
す る こ と を 目 指 し て い る 。 実 際 に 2018 年 か ら は 、

自動車利用で競合可能な水素価格

CertifHyに基づく水素取引の試行が行われている。

産業利用（ガス網混入）で競合可能な水素価格

将来的には、プレミアム水素市場を欧州連合域内
排出量取引（EU ETS）と連動させることが計画されて
いる。この仕組みは、プレミアム水素の産業界での利用
■ 水素の産業利用 [ton/年] ■ 水素の運輸利用 [ton/年]
- - - 水電解装置CAPEX [€/kW] --- 水素価格 [€/kg]

拡大と産業分野でのCO2削減を同時に実現させようと

■ 水素のガス網注入 [ton/年]

出所： 仏エコロジー・持続可能開発・エネルギー省「水素展開計画」

いうもので、先の「セクターカップリング」の考えを制度化

https //www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-hydrogene-outil-davenir-

させたものといえる。

transition-energetique





ドイツは、2050年のCO2 排出量80～95％削減を確実にするための研究を実施。
2050年には大量の再生可能エネルギーが系統に導入され、同時に大量の余剰電力が
発生。この余剰電力で水素を製造し、広く利活用するのがドイツの水素社会の姿。
ドイツ企業も、現在では水素アプリケーションを商品化していないものの、将来の
CO2削減を見据え、再生可能エネルギー由来水素の利活用を実証中。
欧州では低炭素水素の認証と取引が始まり、将来は欧州排出権市場との連動も予定。
10
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Power-to-Gasの観念の違い
Power-to-Gasは、用語的には「再生可能エネ

テクノバが2015年11月に、ドイツの電力網を管

ルギー由来電力」の「ガス（水素）」転換であるが、

轄していている連邦ネットワーク規制庁にヒアリング

実際に社会に実装する上では異なるシステムがあ

したところでは、ドイツは系統にできるだけ再生可能

りうる。実際に、「欧州のPower-to-Gas」と「日本の

エネルギーを導入するために、まず系統増強を優

Power-to-Gas」は、同じ用語でも異なるシステム

先するとのことであった。そのうえで系統の安定化

を意味している（図13）。

のため、①電力市場によるプライシング（電力余剰
時は安価となり需要を喚起する）、②短期的な変

図13：Power-to-Gasの米国・欧州と日本の違い

動対策としての蓄電池、③長期的変動や大幅な
余剰に対応するための水素化、を複合的に組み
合わせて対応するとのことであった。つまりドイツで
は、系統に供給される電力が不安定であることを
前提に、系統安定化の手段として水素化技術を用
いようとしていることがわかる。
ドイツで実施されているPower-to-Gasプロジェク
トを図15に示す。現在、30あまりのプロジェクトが実
施されているが、このほとんどが水素のFCV用利
用やガス網注入、さらにメタン化での活用などの

出所：テクノバ作成

「化学物質としての利用」であり、再電力化（発電）

上述のように、欧州では、Power-to-Gasを系統 に利用するプロジェクトは少ない。つまりドイツの
安定化の手段として検討されている。図14にドイツ Power-to-Gasは、系統の余剰電力を水素に変換
（代表的研究機関であるフランホーファー研究機
構太陽エネルギーシステム研究所）のPower-toGasの観念を示す。電力系統に再生可能エネル

して「除去」するのが主目的であるといえる。
図15：ドイツのPower-to-Gasのプロジェクト

ギー（風力発電、太陽光発電、水力)さらに既存の
化石燃料発電が投入され、系統全体で余剰電力
を吸収（除去）するために、水素転換と水素の利活
用が考えられている。
図14：ドイツのPower-to-Gasの観念

出所： Strategieplattform Power to Gasより作成
出所：フランホーファー研究機構 太陽エネルギーシステム研究所
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日本も、NEDOが2014年度よりPower-to-Gas実

あえていうなら、日本の現状のPower-to-Gas（非

証を行っており、現在6プロジェクトが実施されている

系統型Power-to-Gas）は、水素社会構築には、水

（表3）。NEDOによると、これらの実証の目的は、「再

電解等の要素技術のR&Dや実証としては意義があ

生可能エネルギーなどの出力変動の大きな発電設

るものの、水素社会構築には大きな貢献はないと言

備に対して、電力を一旦水素に変換して輸送・貯蔵

える。なお、NEDOで行われているPower-to-Gasの

することにより変動を吸収し、出力を安定化させるた

実証プロジェクトの枠組みでは、発電設備（太陽光発

めの技術開発」としている（「水素社会構築技術開発

電、風力発電）の設置は支援しておらず、プロジェクト

事業」基本計画より）。つまりNEDOにおけるPower-

事業者は、既設の発電設備を活用せざるを得ない。

to-Gasの目的は、再生可能エネルギーの「変動吸

しかし既設の発電設備は、すでにFITで発電した全量

収」と「出力安定化」であり、あくまでも系統に入らない

を売電できるので、あえて水素化する意義を感じてい

再生可能エネルギーを水素変換するのみである。

ない。実は日本では、FIT制度がPower-to-Gas実証

これは代表的な実証のシステム図を見れば明らか
である（図16）。風力発電を用いた苫前町の実証（豊

拡大の最大の阻害要因になっているのが実態であ
る。

田通商、テクノバ、川崎重工業、NTTファシリティー
ズ、他）では、電力固定価格買取制度（FIT）適用終
了後に北海道電力が「変動電力を買ってくれない」こ

図16：日本の代表的なPower-to-Gasシステム
苫前町での実証

系統に入らない
ので水電解する

とを想定し、安定部分だけを売電すべく、変動部分の
吸収に水素転換を用いる実証を行っている。また太
陽光発電を用いた甲府市米倉山の実証（山梨県、
東京電力他）では、日中の太陽光発電による余剰の
変動分を水素転換で吸収し、安定化させて系統に流
すことを想定している。どちらも「系統に供給する電力

甲府市米倉山での実証
系統に入らない
ので水電解する

の安定化」のために水素化を行っている。
このように、再生可能エネルギーを水素に変換す
る「Power-to-Gas」は、世界（特に欧州）と日本では
全く違う観念で捉えられている。
出所：NEDO資料よりテクノバ作成

表3：日本のPower-to-Gas実証
実証名
北海道に於ける再生可能エネルギー由来不安定電
力の水素変換等による安定化・貯蔵・利用技術の研
究開発
水素（有機ハイドライド）による再生可能エネルギーの
貯蔵・利用に関する研究開発
非常用電源機能を有する再生可能エネルギー出力
変動補償用電力・水素複合エネルギー貯蔵システ
ムの研究開発
再エネ利用水素システムの事業モデル構築と大規
模実証に係る技術開発
稚内エリアにおける協調制御を用いた再エネ電力の
最大有効活用技術
CO2 フリーの水素社会構築を目指した Power to
Gas システム技術開発

参加企業・組織
豊田通商、テクノ バ、川崎重 工
業、NTT ファシリティーズ、フレイ
ン・エナジー、室蘭工大
千田化工建設、横浜国立大学
東北大学、前川製作所、北芝電
機、日本ケミコ、神鋼環境ソリュー
ション
東芝エネルギーシステムズ、東北
電力、岩谷産業
日立製作所、北海道電力、エネ
ルギー総合工学研究所
山梨県企業局、東レ、東京電力
ホールディングス、東光高岳

出所：NEDO資料よりテクノバ作成
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実証場所
北海道
苫前町

使用電力
風力

神奈川県
横浜市
宮城県
仙台市

風力

福島県
浪江町
北海道
稚内市
山梨県
甲府市

太陽光

太陽光

風力
太陽光
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Ⅲ 水素社会の実現に必要な技術
水素社会の実現には、水素の製造、輸送・貯蔵、利用の各種技術が必要であ
る。これらの技術のうち、日本ではFCに代表される水素利用技術が、欧米では
水電解に代表される水素製造技術がキー技術と考えられている。

1. 日本と欧州の水素技術への力点

ドイツの将来シナリオ検討では、2050年までに系統
に137〜275GWの水電解を設置する必要があり、水

水素社会の実現には、水素の製造、輸送・貯蔵、利

電解メーカーが出荷量をGWレベルにすることを期待

用の各種技術が必要である。

するとしている。フランスの「水素展開計画」では、水素

「水素アプリケーションが主、水素インフラは従」という

はもっぱら水電解で製造することを目指しており、水素

日本では、これまで主に水素利用技術（FC）を中心に

コストを現状4～6ユーロ/kgから2028年には2〜3ユー

R&Dが行われており、実際にFCVや定置用燃料電池

ロ/kgに削減するという目標を掲げている。

の実用化を達成した。その一方で、日本は水素製造技

米国（カリフォルニア州）でも、時期は明記していない

術には力を入れてこなかったという現状がある。

が、将来は100％再生可能エネルギー由来で水素を

「水素インフラが主、水素アプリケーションは従」という

製造することをめざしている。

欧州は、むしろ再生可能エネルギーから水素を製造す
 水電解技術の展開の見込み

ることを目的に、水電解技術R&Dに力をいれてきた。

ドイツフランホーファーISE研究所が行った水電解メ

2. 水素関連技術

ーカーへのアンケート調査によると、2020年に向かって
年間500MWレベルの出荷が期待できるのはアルカリ

水素製造技術

水電解メーカーだけである。PEM水電解メーカーの出

 水電解技術のトレンド

荷規模は年間50MWレベルにとどまる。なお、SOECメ

水素は、現在は天然ガスやナフサから製造されてい

ーカーでも1社が50MWレベルの出荷を見込んでいる

るが、製造時のCO2排出量を低減するために、低炭素

（図17）。

水素製造技術にシフトしつつある。
図17：ドイツにおける水電解メーカーの技術レベルと供
給能力予測

前述のとおり、日本は将来の水素調達として、川崎
重工業による豪州産褐炭由来水素に期待している。こ

成熟技術
（製品化済み）
現在の市場化段階

の技術は、大量供給、かつCCSの適用でCO2フリー化
できるというメリットがある（ただし、化石燃料＋CCSとい
う組み合わせは、世界的には評判が悪い）。
一般に欧州は、将来は水素を再生可能エネルギー
由来電力で製造することを考えている。すでに紹介した

初期市場化
段階

デモンスト
レーション
段階

欧州のFCH JUは、2014年に5つのR&D目標を立てて
いるが、その一つに「再生可能エネルギー由来水素を

アルカリ水電解

PEM水電解

SOEC（高温水電解）

2020年における各社の製造能力（市場規模に依存）

製造する水電解のエネルギー効率を向上させつつ、水
素製造・貯蔵統合システムが市場で競合できるように

生産能力

運転・資本コストを削減する」とあり、水電解のR&Dと実

出所： 独NOW「Study IndWEDe – Brief Overview」を翻訳

証に力をいれている。

https //www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/1-nip-wasserstoffund-brennstoffzellentechnologie/181204_bro_a4_indwedestudie_kurzfassung_en_v03 pdf
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水素キャリア技術

FCフォークリフトは35MPaが充填圧力となっており、
様々な水素充填装置が提案されている（図18）。

水素は、体積当たりのエネルギー密度が低いため
（天然ガスの1/3程度）、効率的な水素貯蔵・輸送技術

図 18：FC フォークリフト用充填装置の例

（水素キャリア技術）が必要となる。水素の輸送・貯蔵
には一般には圧縮水素を用いるが、遠方から輸送する

岩谷産業製充填装置（関西国際空港）

には液化水素、有機ハイドライドが検討されている。
液化水素は、水素を-253℃まで冷却して液体状態
にするもので、体積は気体状態の1/800となる。すでに
航空宇宙産業等で広く使われており、確立した技術と
いえるが、液化にエネルギーを多く使うことと、液化した
東京貿易メカニクスが輸入する米国シンプルフューエル製充填装置
（水電解装置内蔵）

水素が徐々に気化するため、圧力上昇を防ぐためにボ
イルオフガスを放出する必要がある。
有機ハイドライドは、水素を化学反応させて液体物
質に変換するもので、で貯蔵するもので、日本ではトル
エン=メチルシクロヘキサン（MCH）系が主流となってい
る。トルエンもMCHも常温常圧で液体なので取り扱い
が容易であり、体積は気体状態の1/500となる。ただ

出所：各社ホームページ

し、MCHを水素とトルエンに戻すときに300℃程度熱源
が必要であり、このときの水素がFCで使用できるほどの

水素利用技術

純度ではないので、別途精製装置が必要である。

日本型水素社会の特長は水素利用であり、FCVや

水素供給技術

FCバス、FCトラック、FCフォークリフトなどの普及が始

水素をアプリケーションに供給するには、いわゆる水

まっている。世界ではFC列車やFCドローン、FCトーイン

素ステーションや水素充填装置が必要である。

グトラックなどの開発も行われている。FCには様々な種
類があるが、純水素を利用するという点では、いわゆる

FCVやFCバスの充填には、70MPaの商用水素ステ
ーションが使用される。2018年11月現在、日本には

固体高分子形燃料電池（PEFC）が中心となる。

110か所の商用水素ステーションが普及している。この

その他に水素利用技術としては、日本では2030年

うち39か所は、移動式水素ステーションによる充填サイ

に向かって水素発電の実用が考えられている。水素発

トであるので、定置式水素ステーションは71か所であ

電は、川崎重工業や三菱日立パワーシステムズが開

る。移動式水素ステーションは過渡的な措置と考えら

発している。ともに海外産水素の利用を想定している。

れており、また1台で複数のロケーションをカバーできる
ので、実は110か所というのは下駄をはいた数字である
（欧米では、移動式水素ステーションがほとんどない）。




水素社会に関する技術では、日本では水素利用技術に、海外では水素製造技術に注力
してきた。
欧州の水電解の市場への供給能力ではアルカリ水電解メーカーが大きい。その一方
で欧州は、PEM水電解やSOECのR&Dに力を入れている。
14
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Ⅳ 日本の水素社会実現に向けて
これまで見てきたように、日本の水素社会の実現性には困難が伴う。日本の水
素社会は掛け声倒れで終わってしまうのであろうか。日本で水素社会を実現さ
せるための方策を検討する。
ここまで見てきたように、日本と欧州では「水素社会」

方策２： 水素アプリケーション展開に特化

の考え方が全く異なる。アプリケーション主導型で水素

中国のように、FCスタックの産業化に特化し、社会

社会を構築しようとしている日本は、現状でFCVに代表

変革までは追及しないのも政策的には可能である。

される製品開発・展開に多くを負っており、国としての社

日本はこれまでも、FC・水素を産業政策として実施

会変革の視点は薄い。一方欧州（特にドイツ）は、現状

しており、FCVの実用化とそのためのインフラ整備に邁

では水素アプリケーションの市場化は遅れているもの

進してきた。それが近年になり、「水素社会構築」が政

の、CO2削減政策の一環として再生可能エネルギーの

策の目玉となり、お題目のように唱えられてきたのであ

大量導入が進めば、必然的に大量の低炭素水素が普

る。その意味では、水素社会構築はさておき、FCVや

及する世界が見込まれている。この点を勘案すると、

FCバスなどの水素アプリケーションの展開のみに注力

実は水素社会は、日本ではなく、ドイツが先行して実現

するというのはありうる選択である。

する可能性が高い。

方策３：日本での地方からの展開
（新しい日本型水素社会）

日本の水素社会構築が掛け声倒れで終わらないた
めの方策を以下に示す。

上述のとおり日本は、国全体としては水素インフラ主

方策１： 欧州型水素社会への転換

導による水素社会構築（社会変革）の視点は薄い。し

日本でも、系統への再生可能エネルギーの大量導

かし地方でみれば、別の絵も見えてくる。

入を前提に、欧州型の水素社会を目指そうという議論

環境省は、2015年より「地域連携・低炭素水素技術

はある。特に2017年3月に経済産業省から発表された

実証事業」を実施している。これは低炭素水素（再生

「CO2フリー水素ワーキンググループ報告書」では、海

可能エネルギーや未利用エネルギー由来）を地域と連

外からのCO2フリー水素の調達に加え、電力網におけ

携して実施する実証事業で、現在、7つの事業が進め

る再生可能エネルギーの調整力として、水素を活用す

られている（表5）。

ることへの期待が述べられている。ただしそのためには

これらの地域実証のキーワードは「地産地消」であ

消費者がCO2フリー水素を選択するためのインセンティ

る。特に地方は、エネルギー費用を域外企業に支払っ

ブが必要とされる。電力の非化石価値取引市場での

ており、富を地域外に流出させている。これを地域内に

取引も検討も提言されているが、現状ではアイディア段

留めることができれば、地域内で経済が循環し、地域

階にとどまる。これは、CO2排出権取引市場との連携も

経済が活性される可能性がある。

見据えた低炭素水素取引市場が立ち上がりつつある

これらの地域モデルは、その地域特有の水素源を活

欧州とは大きな違いである。

用するので、特殊解で終わる場合もあるが、それでも地

ただし、日本ではCO2 排出量削減に関する強制力

域プロジェクトの中から、将来に他地域でも展開可能な

（規制）がなく、また上述のように石油・ガス業界を中心

水素ビジネスモデルも現れてくると思われる。かならず

に、「水素＝CO2フリー水素」とすることに対する強い反

しも、欧州（ドイツ）が目指す水素社会とは、規模もその

対がある。そのため欧州型水素社会への転換は非常

趣旨も異なるが、欧州型の水素社会構築が難しく、ア

に困難と考えられる。

プリケーション主導の日本型水素社会の展望も開けて
いない現状では、このような「学び」は貴重である。
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表5：環境省「地域連携・低炭素水素技術実証事業」
実証地域
（連携自治体）

代表事業者

事業期間

水素供給源

トヨタ自動車

神奈川県横浜市
（一部川崎市）

2015 年度～
2018 年度

風力

エア・ウォータ
ー

北海道鹿追町

2015 年度～
2019 年度

バイオガス

トクヤマ

山口県周南市、
山口県下関市

2015 年度～
2019 年度

未利用副生
水素

昭和電工

神奈川県
川崎市

2015 年度～
2019 年度

使用済プラス
チック

日立製作所

宮城県富谷市

2017 年度～
2019 年度

再生可能エネ
ルギー（太陽
光）

NTT データ経
営研究所

秋田県能代市

2018 年度～
2019 年度

再生可能エネ
ルギー（風力）

大成建設

北海道室蘭市

2018 年度～
2019 年度

再生可能エネ
ルギー（風力）

サプライチェーンの概要（予定）
風力発電等により製造した水素を、移動式水素充填設
備により輸送し、地域の倉庫、工場や市場内の FC フォ
ークリフトで利用
家畜ふん尿由来のバイオガスから製造した水素を、水
素ガスボンベを活用した簡易な輸送システムで輸送
し、地域内の定置用 FC 等で利用
苛性ソーダ工場から発生する未利用副生水素を液化・
圧縮等により輸送し、近隣や周辺地域の定置用 FC や
FCV 等で利用
使用済プラスチックから得られる水素を精製し、パイプ
ラインで輸送し、定置用 FC 等で利用
太陽光発電により製造した水素を、水素吸蔵合金やみ
やぎ生活協同組合の既存物流網を活用して輸送し、
地域内の協同組合店舗や一般家庭に設置する定置
用燃料電池に供給し、利用
風力発電により製造した水素を、都市ガスに近似したガ
スに水素を混合し、ガス配管により隣接地に設置した利
用場所へ供給し、市販ガス機器において、水素混合ガ
スを実際に使用
風力発電により製造した水素を、水素吸蔵合金タンク
を搭載したトラックから、建物に設置された定置用水素
吸蔵合金にホース接続により水素を移送し、燃料電池
から建物へ電気・熱を供給

出所：環境省




日本の水素社会と欧州の水素社会は目的もアプローチも異なっており、共通の水素
戦略は成り立たない。
日本では地域レベルの取り組みも拡大していく。地域実証はPR効果もあり、事業経
験の蓄積とビジネスモデル探索も可能であるので、実施を検討する意義は大きい。
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タイトル

著者・編者・出版元

概要
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発・エネルギー省

フランスで初めての国家的な水素戦略
で、フランスがエネルギー転換（原発中心
から再生可能エネルギー拡大）の上で、水
素が有効であることを示す

2018.06

■ 国際会議の発表資料

Japanese-German Energy Day 2018

毎年行われている日本とドイツのエ
ネルギー分野の対話
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合されたエネルギーシステムにお
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