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【エネルギー】水素経済社会 

 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書（EU） 
－水素技術の経路－ 

 
EUの「世界エネルギー技術の展望報告書(WETO-H2)」は、2050年までの世界エネ

ルギー、エネルギー展開および CO2排出の加速要因と制約を分析するために整合性あ

る枠組みを提供しており、2050年までの将来の世界エネルギーシステムの 3つの異な
るシナリオ、標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを示している。同報

告書は、新しいクリーンエネルギー技術を進展させる間に、競争力を維持し続けるた

めに欧州が直面する、主要な将来のエネルギー、環境および技術的挑戦に取り組んで

いる。 
 
水素は、未来のエネルギーキャリア(運搬体)として、しばしば提案されている。

WETO-H2 プロジェクトの目標は、世界のエネルギーシステムに水素を組入れる可能な

方法を例証するために、技術的・社会経済的な代替経路を設計し評価することである。 
 
世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書の 4章では水素経済へ向けた様々な問

題を検討している。ここでは、同報告書の第 4 章 2 節の水素技術の経路の部分を紹介
する。 

 

これまでの水素と燃料電池技術の説明に基づいて、主として輸送燃料市場への水素

の浸透をもたらす 2 つの異なる対照をなす経路が分類された。それぞれの経路は、首
尾一貫した妥当性のある水素エネルギーシステムへのルートについて記述している。

この 2 つの経路は互いに矛盾はしていない。2 つの経路の間の主な違いは、水素を生
産する方法にあり、その経路は、主として世界の様々な地域での利用可能なエネルギ

ー資源によって次に決定される。 
 
最初の経路は、化石燃料からの集中的な水素生産を仮定している。また、第 2 の経

路では、水素は主として電力から作られると仮定している。重要で明確な特徴は水素

の供給に関係しているが、また、各々の場合の水素需要の発展の仕方と世界エネルギ

ー市場の一般的な進化にもまた違いがある。 
 
各々の経路構築での主要な仮定は、ほとんどの利害関係者が主要な選択肢であると

考える、一次エネルギーの熱化学変換ならびに水の電気分解による水素生産の 2 つの
方法の性能とコストに関係している。水素変換の性能とコストや化石燃料や電力価格

の展開および専用水素基盤設備の開発に関して、各ケースに関係する仮定の組み合わ

せがある。この 2 つの経路の中で使用された現在と将来の数字は、JRC/IPTS 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1000号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1000/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1000,  2007.5.23 

74  

[2003;2004]によって最近作成された特別な技術-経済評価と同様に、燃料電池および水
素技術の見通しに関する公表された解析に由来している。 

 
この利用可能な情報は、2 つの一貫性ある経路の定義とその潜在的な技術的・経済

的・環境的利点の定義を可能とする。さらに、それは、水素と燃料電池の大規模導入

の主な障害と境界条件を識別することを可能とする。境界条件はこれらの経路の実際

の実現にとり決定的に重要である。輸送での水素の導入に重要な 5 つの問題を識別す
ることができる。 

 
燃料電池コストの 50-100 ユーロ/kW という恐らく楽観的である目標へ向けた一定

の技術的改善の結果として、燃料電池車のコストおよび燃料としての水素のコストは

将来下がり続けると予想される。コスト削減の重要な条件は、車輌と燃料両方の生産

に規模の経済が達成されることである。従来のまたは他の輸送燃料と比較した水素コ

ストは、市場における成功への主要決定因子である。水素が競争的優位性を持つ境界

条件は、高い石油価格が低い天然ガス価格あるいは低い電力価格のいずれかと重なる

ということである。 
 

・ 燃料電池と水素自動車は、従来の技術に対していくつかの固有の長所を持っている。
燃料電池は、補助電源装置やいくつかのニッチ産業で大きな利点を提供する。これ

らの利点は、ユーザー選択を決定するのにそれ自身では十分ではない。水素および

燃料電池の大きな浸透は、アクセス可能で信頼できる基盤設備を持ち、コストに見

合った性能に依存する。 
 

・ 水素の流通と貯蔵の準備は重要な問題である。燃料補給ステーションの広いネット
ワークは不可欠であるが、水素の利用可能な需要の必要量を必要とする。水素配布

コストを低く維持することと、その導入が重いことは、無視できない。従って、そ

の投資は必然である。 
 

・ 水素生産に使用される一次エネルギーに依存して、水素からの著しい環境上の利点
が存在する。電気分解に使用される電力が炭素フリー燃料から発電されるなら、電

気分解からの水素のみが地球環境に役立つ。もし燃料電池の効率が非常に改善され

ていない場合、化石燃料改質からの水素は地球環境におおよそ中立である。したが

って、輸送での水素の導入は、発電のために低価格な再生可能エネルギー利用の場

合や、あるいは、低価格の天然ガスやバイオ燃料と結合した高性能燃料電池の場合

にのみ地球環境に役立つ。 
 
・ 産業界の受け入れは政策によって影響を受ける。将来の市場展望が明らかな場合の
み、産業界の重要な利害関係者である、自動車製造業者、精油所および燃料供給業
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者、インフラストラクチャー提供業、車両管理者が、新技術に投資する。したがっ

て、政策決定者の役割は、適切で適時の政策措置、立法および標準を通して不確実

性を減らすことである。水素使用の促進や CO2排出に罰を課することにより、ある

いは特定な分野での従来技術の使用制限により、適切な立法もまたユーザーの選択

に影響を及ぼすであろう。 
 
1．経路Ⅰ：集中型化石燃料基盤水素生産 

 
この最初の経路は、水素が炭化水素や石炭から生産され、次に熱と電力の熱電併給

を含んで輸送と発電の両方の燃料として配布されることを意図している。この最大の

利用は輸送向けである。大きな仮定は、水素市場が、OECD のいくつかの経済圏で比
較的急速に発展し化石燃料から水素を生産するための低コスト技術を推進する、とい

うことである。水蒸気改質天然ガスおよび石炭ガス化などの技術は、既に比較的成熟

しており今日水素を生産する最も安価な方法である。 
 
この経路Ⅰでは、水素は発電を模倣して、主として集中化生産設備で生産されるで

あろう。初めは天然ガス改質が優勢であるが、CO2 捕捉貯留装置を持った石炭ガス化

によって急速に置き替えられるであろう。石炭ガス化は 2020年までには十分に完成し
て実施されていると考えられる。 

 
需要への必要な刺激を短期間で作るために、この経路は、2005年から 2010年まで燃

料電池と水素の両コストの急速な低下を仮定している。さらに、高い炭素量や世界のい

くつかの地域における再生可能エネルギーや原子力エネルギーからの不充分な生成の

ために、この期間を通じて電力価格は「標準予測」の価格を越えると仮定している。 
 
初期の水素需要の大部分は発電向けで、定置型燃料電池を使用した主として産業で

の熱電併給のために使われる。残りの部分は、輸送セクター、初期の水素内燃機関自

動車(ICE-H2)用および市内バスなどの専用の燃料電池車群へ、その後さらに自家用燃
料電池自動車に使用される。重要な仮定は、化石燃料からの水素を使用して定置型燃

料電池から発電された電力は、先端的な石炭発電所と比較してコスト効率が良いとい

うことである。 
 
定置応用での水素の使用は、交通市場で燃料電池自動車が水素内燃機関と最終的に並ぶ

まで、学習効果を刺激し、燃料電池コストをさらに低下させる。これらの技術は、強い規

模の経済を示す長期の資金のかかる投資に依存する。これらの投資が財政的に実行可能に

するために、スタートから水素の需要が急速に増大すると仮定しなければならない。 
水素は、輸送にも電力や熱電併給へも漸増的に使用され、重要で普遍的なエネルギ

ーキャリアになる。水素は、やがて二重の役割を持ち、エネルギーシステムを上流に
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また電力と平行して参入する。水素は、輸送でシェアが増加する最終エネルギーキャ

リア、と同時に限定されているが安定している部分分散発電セクターのシェアとして

の中間エネルギーキャリアになる。 
 
輸送セクターへの水素浸透の原動力は、この経路にとって重要である。初期の需要

は主として専用の車輌群から来る。水素需要は、単体およびハイブリッド・エンジン

の両方の水素で動作する内燃機関によって道を開かれ、税控除のような財政的刺激に

よって駆動される。この政策的手段は、2010～2015 年までの有力な駆動力となる。
2020年から、燃料電池単体およびハイブリッド設計の燃料電池車輌が競合するところ
では、学習効果が燃料電池のコストを標準にもたらす。 
 
手頃な水素輸送が、集中型生産システムにおいて重要である。初期段階では、好ま

しい輸送および配布手段は特別なトラックを使用して道路による。コストは 10～20
ユーロ/GJで、競争可能なのは約 500-800kmまでである。続いて、生産地から配布ハ
ブに水素を移動させるために、パイプラインシステムが発展する(表 9を参照)。 

 
概括すると、この経路の最後の長期間での状態は、大部分が石炭によって燃料供給

され、高炭素量の結果として高い水素および電力価格によって特徴づけられる。この

経路は、水素の効率的な使用を刺激し、燃料電池技術の重要でかつ長期的な浸透のた

めの誘因を提供する。 
 

2．経路Ⅱ：電力基盤の水素生産 
 
この第Ⅱの経路は、水素は主として電気分解によって生産され、当初は内燃機関で

ほとんど全部が輸送に使用されると仮定する。いくつかのニッチ産業の定置型燃料電

池を除いて、電力や熱電併給の大きな需要は無い。水素は、初めは天然ガスの改質か

ら作られる。その後、電気分解からの水素の並列生産は、オフピーク原子力そして次

に再生可能エネルギー電力を使用して展開する。この経路で必要とされる重要な技術

的ブレイクスルーは、安価な電気分解システムの開発ならびに原子力・再生可能エネ

ルギーの炭素フリー電力価格の長期的な大きな低下である。この経路は、安価な炭素

フリー電力に本質的に依存するエネルギーシステムに導く、それは同時に輸送セクタ

ーの最終エネルギーキャリアと中間エネルギーキャリアの役割を果たす。 
 
輸送技術は第Ⅰの経路と同じように発展すると予想されるが、水素内燃機関エンジ

ン市場は 2030年を越えてより長く伸びると予測されている。税控除と補助金が高価な
水素基盤自動車エンジンの開発を促進するために必要とされる。 
このスキームは、少なくとも期間の初期には、第Ⅰの経路で仮定されたほどには燃

料電池技術の急速な改善を必要としない。改善は、電力生産で原子力が比較的高いシ
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ェアの中期に必要とされ、電力の一部分は水素生産に専心する。最終的に、この経路

は、廉価な再生可能エネルギーの入手可能性に依存し、第Ⅰの経路より遅い歩みで発

展するだろう。下の表は、2つの経路の重要な様相を要約し比較している。 
 
表 9 2つの水素経路の主要な駆動要因 
 経 路Ⅰ 経 路Ⅱ 
  

｢集中型化石燃料基盤水素生産｣ 
 

 
「電力基盤水素生産」 

 

水素生産 

 
－ 廉価な CO2 隔離付石炭ガス化技
術の急速な開発 

－ 天然ガスの集中型改質 
－ ガソリンスタンドでの実地改質 

 
－ 実地電気分解の開発 
－ 廉価なオフピーク電力 
－ 手頃な価格の炭素フリー電力の急速な
成長 

 

流 通 

 
－  液体水素トレーラーや軌道車 /コ
ンテナ 

－ 水素ガス用パイプライン 
－ 実地改質用天然ガス・グリッド 
－  実地バイオマスガス化用熱分解
油トレーラー 

 

 
－ 実地電気分解用電力グリッド 
－ 短距離の少量の水素配布、主としてト
レーラーと軌道車/コンテナによる 

 

貯蔵と利
用可能性 

 
－  初期の水素利用可能性の制限(基
盤設備の制限) 

－ 初期の距離制限(搭載貯蔵の制限)
 

 
－ 潜在的に制限のない水素利用の可能性

(実地電気分解) 
－ 貯蔵問題は大量導入の時までに解決 

 

定置応用 

 
－ 水素発電への大規模な使用 
－  高温型燃料電池の寿命と耐久性
の初期改良 

－ 燃料電池 熱電併給特定市場の急
速な広がり 

 

 
－ 高温型燃料電池の寿命と耐久性の向上
－ 産業用・居住用ニッチ産業は輸送応用
の後に発展 

 

輸送応用 

 
－ 標準内燃機関自動車とすぐに競合できる水素内燃機関エンジンのコスト 
－ ハイブリッド技術における改善 
－ 中期的な燃料電池の大規模導入：パワートレインコストの 100倍低下：6,000
時間を超過するスタック寿命 

 

基盤設備
と投資 

－ 基盤設備：天然ガスと水素流通ネ
ットワーク 

－ CO2貯留 
－非化石燃料基盤炭素フリー電力生産 

 

 

 

3．定量的仮定 
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水素関連技術のコスト解析では、その殆どが現在の市場からは遠く離れていると結

論されている。ここでは、水素の経路を可能にするために必要とされるコスト低減に

関する問題を明らかにする。化石燃料および非化石燃料の両方から合理的なコストで

水素を生産するプロセスの開発が、水素経済のための前提条件である。 
 
水素のコストのための適切な基準は、ガソリンまたはディーゼル燃料のような自動

車燃料の期待原価である。EU のガソリン消費者物価は、現在およそ 1 ユーロ/リッタ
ー(30ユーロ/GJと等価)である。ディーゼル燃料の価格は、わずかに低く、およそ 25
ユーロ/GJ である。これらの数字は、最終価格の 60%～80%の間を占める税を含んで
おり、EUのガソリン生産コストは、6～10ユーロ/GJの間にある。 

 
両方の経路は、大量生産と規模の経済を通じてコスト低減を刺激する輸送での大規

模な水素利用を予想している。水素生産への分散経路では、例えば電気分解装置、充

填ノズル、流量計などの多くの同一の部品が必要である。これらの部品は既に存在し

製造されている、しかしまだ大量生産はされていない。市場浸透の増大は、さらに規

模の経済により低いユニットコストを持ったより大規模設置、例えば、自家用自動車

用の大型水素ガソリンスタンドが可能である。 
 
石油製品燃料の現在価格では、もし現在の自動車燃料に使用されている天然ガスの

ための場合のように、水素がガソリンやディーゼル燃料より少なく課税できれば、水

素の大規模利用は競合可能であろう。再生可能エネルギーのコストが継続する商業化

のために確実に低下する一方で、特に石油や天然ガスの化石燃料価格は高く、さらに

上昇すると予想される[WETO、2003 年]。価格は多くの要因に依存しそのうちのある
ものは政治的であるので、両者の正確な展開の予測は難しい。 

 
それにもかかわらず、化石エネルギーのコスト優位は減少し続けるであろうし、再生

可能エネルギー源は最終的により安くなる。結果として、化石燃料からの水素生産のコ

ストは増加し、その一方で再生可能エネルギー基盤の生産コストは減少するであろう。

同時に、従来の自動車燃料のコストはさらに増加する。これらの効果は、ある程度まで

下の表に示されたコスト予測に含まれている。従来の自動車燃料と水素の間の価格格差

は各部門において異なるが、この状況は交通市場の全部門で定性的に類似している。 
 
下の表は、水素チェーンの異なる段階に対して、提案された経路が実行可能なため

に必要なコスト低減を要約している。必要な技術的ブレイクスルーは次の節で議論さ

れている。コスト予測は、時々時間的にずれるが、欧州燃料電池&水素技術プラット
ホーム(EFCHTP、http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_hlg/article_1
261_en.htm)の予測／目標と一致している。両水素技術経路は、水素シナリオの中に
存在しており、現在のエネルギー市場構造、天然資源の恵みおよび承認される政策選
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択により、各国や世界の各地域へ割り当てられる。 
 
表 10 水素経路に関する主要コストの想定 

 経 路Ⅰ 経 路Ⅱ 
技    術 

現 状 2025年 2050年 2025年 2050年
炭素捕捉貯留装置 (CCS) 
(ユーロ/tCO2) 

20-30 4-8 3-6 8-16 6-12 

石炭ガス化水素(CCS無し) 
(ユーロ/GJ) 8-10 7-9 3-5 8-10 6-7 

天然ガス改質水素 
(CCS無し)(ユーロ/GJ) 5-8 5-6 4-5 5-6 4-5 

電解分解のコスト 
(ユーロ/Nm3/d) 120 100 80 80 60 

PEM燃料電池 
(ユーロ/kW) 

8,000 
-6,000 400 40 800 100 

高温型燃料電池 
(ユーロ/kW) 

10,000 
-8,000 800 200 2,000 400 

原子力エネルギー基盤電力 
(ユーロ/GJe) 10-12 7-8 4-5 4-5 3-4 

再生可能エネルギー平均電力(ユ
ーロ/GJe) 30-60 20-40 10-20 10-20 5-10 

水素内燃機関エンジン 
(ユーロ/kW) 100 80 60 40 40 

水素輸送/貯蔵経費[1] 
(圧縮ガストラック)(ユーロ/GJ) 14-22 6 3 8 4 

水素輸送/貯蔵経費[1] 
(パイプライン)(ユーロ/GJ) 10-15 3 2 4 3 

[1] 5000 kg/hr, 800 km 
 
(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf , pp88-93) 
 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書概要（EU） 
－世界エネルギー・システムの 3つの異なるシナリオ、 
標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを解析－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-03.pdf 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－2050 年までの世界エネルギーの要因と制約－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-16.pdf 

・世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書（EU） 
－水素の生産－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/998-16.pdf 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書（EU） 

－水素の輸送と貯蔵－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/999/999-16.pdf 
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