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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） 
－水素技術のブレークスルーと研究の優先順位－ 

 
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・キャリアー(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 3 節の水素技術のブレークスルーと
研究の優先順位の部分を紹介する。 

 
水素技術の現在と将来予測したコストならびに化石燃料価格において、欧州の水素

大規模利用に必要な経済的状況は、短期的には現れないということがこれまでに説明

されている。市場への水素の浸透を妨害する特定の技術的ボトルネックは識別されて

おり、これらの技術のブレークスルーは水素の展開を加速するであろう。いくつかの

技術クラスターは決定力を持っている。水素の生産と配布に関係するある技術クラス

ターが、先に説明した 2 つの経路を特徴づけている。例えば燃料電池技術などは、水
素の使用はコスト効率が良いかどうかを決定し、水素概念全体に関する基本的なもの

である。 
 
 
1．水素の生産 
 
水素生産の問題 

－ 消費者への特にカーボンフリー電力からの水素コストを競合し得るレベル
まで低減する：現在のコストは従来燃料の 3～8倍である。 

－ 分散化された水素生産コストの低減 
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重要な技術クラスター 

－ CO2捕捉と貯留 
－ ガス化 
－ 電気分解 
－ 再生可能電力 
－ 水素生産の代替ルート 
最初の 2つの技術クラスターは、集中化化石燃料基盤水素生産経路へ特に関連
している。さらに、2 番目はバイオマスガス化にとって重要である。最後の 3
つは、主として電力に基づいた水素生産経路で必要である。 

 
CO2の捕捉と貯留 

 
水素が気候変動問題対応の実行可能な部分になるためには、化石燃料からの生産は

CO2 の捕捉・貯留と結びつけなければならず、このことはコストを増加させる。CO2

の捕捉・貯留は石炭や天然ガスから水素の生産コストを約 20%増加させる。 
 
天然ガスの水蒸気改質からの CO2の捕捉・貯留は、大規模な集中化生産に制限され、

小さな分散化した水素生産や現地でのコンパクトな改質器はコスト効率が良くない。

従って、2015／2020年頃からの船舶や航空機のための大規模供給には適用可能かもし
れないが、水素燃料補給の基盤設備の初期の立ち上げの経路には適切ではない。 

 
貯蔵可能な CO2の量は、適切な構造体の入手可能性によって制限される。最良の構

造体は、枯渇した石油やガス層か、地下水層である。欧州では、最も好ましい石油や

ガス田が、ノルウェー、英国、オランダおよびデンマークにある。適した地下水層は

ほとんどのヨーロッパ諸国で存在するだろう。ほとんどの場合、電力セクターからの

毎年の CO2排出に対して、確認された貯蔵容量の比は、30～100年分である。 
 
CO2 の輸送・処理コストは、現地の地質に依存するが、捕捉コストに比べて一般に

低い。地質の可能性は、捕捉の費用を除いて、現地への輸送および貯留層への注入を

含むコストの大部分は、3～10Eu/tCO2になるであろう。捕捉・貯留ルートの現在の全

費用の見積りは、30～50Eu/tCO2の間にある。欧州委員会によって採用された中期目

標は、この値を 20Eu/tCO2 以下にすることである。もし CO2 が使用されるならば、

CO2の捕捉・貯留の費用効果は向上する。もし CO2が生産中の油井に貯蔵される場合、

それは油井の能力を増加させて、原油増進回収(EOR)により経済的利益をもたらすだ
ろう。 

 
CO2はまた、採掘することができない石炭層にガスを吹き込むことにより炭層メタン

回収に使用できるであろう。CO2による原油増進回収は、米国とカナダの大きな透水性
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構造体の中で証明されている。しかし、北海のように透水性が低く断層の多い構造での

経済的実現の可能性は、十分には実証されていない。炭層メタン回収のための CO2使用

の潜在性および経済的実現可能性は、さらに証明されなければならない。どんな場合に

おいても、捕捉必要量と比較して、使用することができる CO2の量は小さい。 
 
ガス化 

 
石炭からの水素生産は、商業化前の段階で証明されテストされなければならない。

バイオマスや廃棄物からの生産は可能である。しかし、完全な運用システムはまだ実

証されていない。プロセスをよりコスト効率良くするために、変換効率は、供給材料

の単位質量当たりの水素産出および熱力学的効率の点から、増加させなければならな

い。さらに、生産された水素リッチガスの品質を向上させることは重要である。この

ガスの特性は、それ以上の処理を加えずに何に使用することが可能かを決定し、また

それを輸送し配布する方法を決定する。 
 
最初の熱分解と最終ガス化処理を行う 2 つのサイトの間でガス化を分割することが、

現実的であるかどうかを明確にすることは重要である。大規模な集中化工場では最初

の処理を行うことができ、小さな分散ユニットで続いてガス化することができる容易

に輸送可能な熱分解油を配送できる。この分離は、水素輸送の問題を低減する。単一

段階プロセスの利用可能性は、水素の輸送および配布のための安全で信頼でき経済的

な技術の入手可能性に依存する。 
 
どのような場合でも、ガス化に基づいた水素生産は、比較的大きな地域設置におい

てのみ経済的に生存可能である。もし種々の供給材料を受け入れることができれば、

これらはより費用対効果が高くなる。その結果、同じ設備で石炭とバイオマスをガス

化することができるかもしれない。 
 
水処理プラント、埋立および食品加工サイト(100～500 kWe)のような施設の廃棄物

から得られたバイオガスで作動する燃料電池は証明されている。水素と電力の現地併

合生産を持った統合アプリケーションは、配布と受け渡しの未発達な基盤設備により

制限されていない初期段階の経済的に生存可能な分散システムの展開を支援するため

に促進されるべきである。 
 
電気分解 

 
水の電気分解は、中・長期での水素生産のよく確立したプロセスである。この方法

は何年にもわたって産業界で使用されてきている。電力の消費が大きく、電力コスト

は全生産費の 70～90%を占める。水素へのこの経路は、原子力あるいは再生可能資源

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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からの廉価な炭素フリー電力に依存する。 
 
資本の年換算コストは電気分解水素の全コストの小さな割合である。資本コストの

大きな削減が達成されても、この経路採用の決定要因にはならないであろう。寿命、

効率および信頼性における改善はさらに重要であり、これらは学習効果によって誘発

される。 
 
再生可能エネルギー 

 
再生可能エネルギー源の主な利点は、その豊富で無尽蔵なまた広範囲な分布である。

特に発電のための欠点は、その多種類で広がった性質にある。電力補助発電はグリッ

ドのための大規模発電に必要とされる。多くの再生可能エネルギー源の持つ断続性の

問題は、水素の生産調節と貯蔵によって管理することができので、再生可能エネルギ

ーが占めるエネルギーセクターにおいて水素は電力に対してエネルギーキャリアとし

ての長所を持っている。 
 
ほとんどの再生可能エネルギー技術は発電に適合する。電気分解による水素の生産

は、再生可能エネルギーを輸送に使用する良い方法である。輸送は世界的に急速に成

長すると予測され、現在石油生成物が大部分を占めているので、輸送は環境のための

重要セクターである。 
 
商用開発が色々な段階にある広範囲の再生可能エネルギー源が存在する。水力発電

は、多くの場合にコスト効率が良く、これまでによく確立している再生可能技術であ

る。他の可能性は、太陽エネルギー、地熱エネルギー、風力エネルギー、バイオマス

および潮流や波からの海洋エネルギーがある。これらの技術の導入は限定されていて

変化しやすい。発電については、これらは、石炭、ガスあるいは原子力とまだ競合し

得ない。長期的に太陽および風力エネルギーは、電気分解用電力の可能な資源で、広

く分布している。 
 
太陽エネルギーからの発電に対する 2つの主要な選択肢は光起電力発電(PV電池)と

太陽熱発電である。太陽エネルギーからの発電コストは、変換プラントの低い利用率

と低い効率のために高価である。太陽エネルギーは、夜間や雲によって中断されるの

で、断続的である。装置の効率は設計と自然によって変わるが、一般にわずか 12～16%
である。太陽放射強度は低く、また、変換プラントは、同程度の従来の発電所より大

きくなければならない。この問題は低い効率によって悪化する。結果として、太陽エ

ネルギーは多くの土地を必要とする。 
 
1000MWeの太陽電力は少なくとも 20平方キロメートルの集光器を必要とする。こ
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の土地利用の問題は、太陽熱と光起電力プラント共に同様である。しかし、光起電力

システムの資本コストはより高い。太陽光起電力電池からの電力コストは、現在 1.0
～1.5Eu/キロワット時の間にある。太陽熱プラントからの電力は、0.18～0.30Eu/キロ
ワット時で生産され、コスト低減の可能性を持っている。世界には 350MWe太陽熱プ
ラントがあり、現在までに発電された太陽電力の合計の 80%を生産している。 

 
断続性の再生可能エネルギーで動作するスタンドアロンシステムはエネルギー貯蔵

設備を持っている必要がある。エネルギーは、バッテリー内の電力、あるいは水素と

して貯蔵することができる。両方共に、貯蔵装置からのエネルギー出し入れには損失

が伴いシステム全体の純効率は低下し、貯蔵設備の資本コストを増加させる。より安

価でより効率的な太陽電池を開発し、かつ太陽発電システムをより効率的なエネルギ

ー貯蔵装置と連結する研究が進行中である。 
 
風力はまた無風期間に対処するためにバックアップを必要とし、また広い面積の土

地を必要とする。これらの欠点にもかかわらず、世界中で動作し中の 25000MWeの風
力タービン容量がある。風力の電力平均コストは、現在、欧州の平均発電原価のわず

か 10～20%増である。つまり 0.10～0.13Eu/キロワット時の平均発電原価と比較して、
風力発電は 0.12～0.18Eu/キロワット時である。 
 
ほとんどのヨーロッパ諸国はいくらかの風力エネルギーの可能性を持っている。

EU25 ヵ国の有用な海上風力発電資源の容量は、約 900PJ/year と見積られる。2004
年には、8,321MWe の風力発電が世界的に設置されている。これまでで最大の年間設
置の増加である。これらの風力発電はほとんどすべてグリッド電力用である。しかし、

水の電気分解によって水素を生産する 2 つの試験計画が欧州にある。それはギリシャ
およびカナリア諸島にあり、資金はRES2H2欧州プロジェクトの下で提供されている。 

 
他の再生可能エネルギー資源については、異なる国々あるいは地域において利用可

能な資源に依存するので、状況はより異なっている。 
 
水力発電は、電力の 60%が水力発電からであるカナダのような大規模な資源を持った

わずかな国々は別として、世界電力の 17.5%を提供している。水力発電は容易に運転／
停止ができるので、水力発電の能力はピーク負荷要求を満たすために通常使われている。

水力発電の主な利点は、高い季節需要と毎日のピーク負荷を取り扱う能力にある。 
 
約 6,000MWeの地熱エネルギー発電容量が、現在世界中で運転している。高熱マン

トルが地表に近く、電力を生産するために地下への水の注入と水蒸気の回収に見通し

があるいくつかの地域が世界中にある。 
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フランスやロシアのように大きな潮差があるいくつかの海岸線においては、潮流を

ダムによってコントロールし、発電のために使用することができる。環境への影響の

ために、新しい大きな潮流ダムの可能性はほとんどない。大きな沿岸潮流の独立した

タービン設置はより多くの可能性がある。 
 
波力は圧縮された風力である。発電機は浮力装置につなぐか、空洞のコンクリート

構造中の波によって置換えられた空気によって作動させることができる。商業ベース

にのったプロセスを思い描くことができる前には、克服するべき多くの技術的問題が

まだ存在している。 
 
これらの炭素フリー再生可能エネルギー資源は、前節で記述されたような水素経済

の第 2 の経路に沿った動きへの技術的ポテンシャルを提供する。しかし、コストは長
い道のりを越えなければならない。CO2 の捕捉貯留装置を含んでいる場合でさえ、天

然ガスの石油改質からの水素と競合可能な再生可能エネルギーに基づいた電気分解水

素をもたらすためには、1ケタの平均的コストの低減が必要である。 
 
水素生産の代替手段 

 
水素を生産する代替手段は、現在研究開発中である。熱－化学生産法は、高温で動

作する熱－化学反応において水を水素および酸素へ分割することから成る。温度の選

択は、好ましい反応速度と格納容器の激しい化学腐蝕の間のバランスから決まる。反

応を促進する触媒が高温材料の必要性を減らすかもしれない。 
 
重要な問題は高温での反応生成物を分離することである。有効な膜材料を見つけな

ければならない。これらの問題のために、この技術は商用開発にはほど遠い。また、

これらのトピックに関する息の長い研究開発努力がいまだ必要である。 
 
水素への生物ルートの興味ある可能性が存在する。藻や微生物のようなある種の単

細胞生物は、大気温度で水素を効率的に生産する。この分子プロセスは、ごく最近部

分的に識別された複合タンパク質構造が関係している。この自然のメカニズムが新し

い研究イニシアティブの根拠である。これを工業プロセスに変換することはまだ概念

だけであるが、しかし、もし成功すれば、経済的で環境持続可能な水素生産システム

の多くの可能性を開くであろう。 
 

2．水素の配布と貯蔵 
 
基本的問題は、消費者への最終水素コスト内の配布コストと貯蔵コストの大きな割

合を減らすことである。集中化方式と分散化方式との生産様式は、配布と貯蔵に異な
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ったシステムを要求する。天然ガス・ネットワークに対する信頼性は、特に現地での

石油改質の水素品質が許容できる高温燃料電池の定置応用には十分であろう。もし水

素純度が重要である場合、現地での精製装置が設置されるであろう。この分散化の解

決策は、いくぶんか水素配布コスト問題を出し抜くかもしれない。 
 
最大の水素市場は輸送であると予想される。また、輸送は、多くの分散した消費者

からの拡散した要求を提供する非常に密な配布網を必要とする。合理的なコストでか

つ適切な条件の下で、この市場に水素を供給することは、大変な課題である。それは、

基盤設備やネットワーク資産の管理および開発のための新しい手続き開発への大きな

投資を必要とする。 
 
生産地とガソリンスタンドを結び付ける圧縮水素ガス (CGH2)を運ぶパイプライ

ン・ネットワークは、長期的には最もコスト効率の良い解決策であろう。資本費用は

巨大で投資が遅れるかもしれない、しかし、規模の経済は、1Eu/GJ以下にさえも、低
い長期限界配布コストを可能とする。 

 
EC代替燃料コンタクトグループの結論から作業が進められた HyNetロードマップ

報告書は次のことを推測している。技術的選択および実施戦略に依存して、500～900
万台の車輌(1 万ヵ所の水素ガソリンスタンド)に供給する全欧州水素ネットワークの
コストは、70～140 億ユーロの間である。最初の実証プロジェクトは、水素ミニグリ
ッドと選ばれた戦略水素軸のまわりで展開されるべきである。 

 
第二の長距離配布オプションは、トラックあるいは鉄道による、タンカーの圧縮あ

るいは液体水素の配布である。これは現在、短距離・中距離での小量の水素ガスを配

布する最も安い方法である。液体水素へこの方法を適応させる際に、水素の揮発性と

液化のエネルギー損失の問題がある。しかし、液体の容積あたりのエネルギー密度は

ガスよりも高いので、このプロセスは長距離では経済的になりえる。これら 2 つの長
距離輸送オプションは、短期間の液体水素容器や CGH2タンクのバッファ貯蔵装置と

組み合わした分散化生産と長期間でさえも共存することができる。 
 
最終的に普及する配布方法は、液体か圧縮ガスかのいずれかと、自動車で発展する

搭載貯蔵装置の形式によって強く影響を受ける。次々に、採用される搭載貯蔵装置の

型式は、自動車メーカーが水素自動車群の実証を決定する方法に依存する。貯蔵装置

のための空間は、バスやトラックよりも小型車で大きな拘束である。この様相を変更

するかもしれない技術ブレークスルーは、複合金属水素化物のような代替貯蔵概念の

成功か、現在試験済みの 350バールを越える 700バールに到達する安全で手頃な高圧
タンクの開発である。 

 

< 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1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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3．最終使用技術 
 
燃料電池 

 
燃料電池は水素経済にとって重要である。燃料電池は、化学エネルギーを中間の熱

力学反応やそれに伴うエネルギー損失無しで電力に変換する。この高い変換効率がエ

ネルギーシステムのパラダイムを変更する。最も大きな障害はコストであり、性能と

耐久性に関して付随する問題がある。 
 
発電と熱電併給(CHP)の定置応用での燃料電池のコストは、かなりの市場参入をも

たらすためには、8,000～10,000Eu/kWから 500Eu/kWまでオーダを越えて低減しな
ければならない。いくつかの技術的問題が存続しても、この低減は大量生産によって

達成されるであろう。 
 
固体電解質型燃料電池(SOFC)あるいは溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)のような高温

燃料電池が、分散化電力あるいは熱電併給に適している。これらの高温燃料電池は、

現在、天然ガスで作動し、水素配布基盤設備なしで展開することができる。基本的障

害はコストである。 
 
輸送は長期的に燃料電池の主要市場であり、この応用では、内燃機関やハイブリッ

ド・エンジンと競合できるコスト低減が一層必要である。高分子基盤低温燃料電池

(PEMFC)のコストは、現在 7,000～9,000Eu/kWの間にあり、これは、競合し得るため
には 50～100Eu/kWへとほぼ 2桁下げなければならない。このタイプの燃料電池では、
コスト低減の最も大きな困難さは、燃料電池スタック中の高価な性質の材料である。 

 
コストの約 70%は、プロトン交換膜、貴金属触媒、ガス拡散層およびバイポーラプ

レートである。更に、特に材料が高温運転領域に入ると、自動車燃料電池の繰り返し

条件下の高分子膜の性能は急速に劣化する。現在、劣化メカニズムはごく部分的にし

か理解されていない。燃料電池スタックの寿命は現在 2,000 時間未満であり、これは
少なくとも 2倍にしなければならない。 

 
高温燃料電池中では、SOFC が有望である。固体酸化物は、カソードから陽極まで

酸素イオンが透過する膜を提供する。高分子基盤燃料電池と比較して、SOFC のより
高い運転温度は長所を持っている、例えば、水素以外に炭化水素のような燃料を使用

する可能性がある。ある条件では長い寿命と恐らく 85%以上の高い効率を持っている。
欠点は、自動車用途に典型的な拡張熱サイクル下では、PEMFC ほど耐久性がないと
いうことである。そのような繰り返しのない応用により適している。 
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研究ニーズは、燃料電池の部品(カソード、陽極、電池膜、膜電極アセンブリー、バ
イポーラプレート)によって分類して、以下で取り扱う。 

 
カソードと陽極についての優先順位は、酸素減少による過剰電圧の低下と、不純物

に対する耐久性の向上がある。最初のトピックは、酸素減少の好ましくない電気化学

動力学を反映している。それは、電池の適切な電流を得るために、追加駆動力が必要

であることを意味する。2 番目のトピックは、それほど純粋でなく安価な水素を使用
することができるように、不純物に対してより高い耐性を達成することが目標である。 

 
膜の優先順位は、コスト、強度、耐久性およびイオン電導度を向上させることであ

る。PEMFC のような低温燃料電池は、運転のために高分子電解質が水和している必
要がある。複雑な高圧力システム無しでは、水和作用は 80℃以上で失われる、しかし
120℃での運転は電池からの伝熱を促進する。高分子膜も、高出力や熱繰り返し下で容
易に劣化する。さらに、高分子膜は、金属部品の腐食によって生じたイオン不純物の

影響を受ける。 
 
SOFC のような高温燃料電池についての優先順位は、腐食と熱応力を減らすために

低温動作のシステムを開発することである。 
 
膜・電極一体構造(MEA)は、電子、プロトンおよびガスの輸送経路を持った触媒粒

子アレイである。電極の受け入れ可能な能力を作り出すために、これら 3 つの浸透ナ
ノスケール・ネットワークを最適化しなければならない。 

 
カソード触媒層内の質量移動の限界は、今日の燃料電池の基本的制約因子である。

もしよりよい触媒が利用可能になれば、MEAのこの様相を向上させることが、次の重
要な目標になる。 

 
最後に、他の新しく現れる燃料電池技術が、斬新な材料の発見によって可能になる

かもしれない。潜在的で斬新な 3つの技術は次のとおりである： 
 
－中間温度電解質(200-500℃) 
この技術は、低貴金属のあるいは非貴金属触媒の使用ならびに相当量の CO を含ん

でいる燃料の使用を可能とする。その候補材料は、無機プロトンや酸素イオン導電体

あるいはハイブリッド複合膜構造がある。 
 

－アルカリ環境燃料電池 

アルカリ電池は、効率的でかつ強健であると知られている。しかし、不純物に対す

る耐性が低く、酸素源として空気の使用ができない。 

< 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1001号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1001/
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－無電池膜燃料電池 

無電池膜燃料電池は、生物環境中の低電力で短期間の使用が実証されている。研究

課題は、電極設計が非常に特殊なので、無電池膜概念が高電力で長寿命のシステム開

発が可能かどうかテストすることである。 
 
水素パワートレインの代替概念 

 
水素動作の内燃機関を持った自動車の広範囲の実証は、輸送用燃料としての水素の

浸透を加速することができる。この技術は今日、技術的・経済的実現可能性が近い。

車輌群の実証は、開発すべき水素チェーンの残りを刺激することができる。 
 
また水素燃料供給内燃機関エンジン車輌にハイブリッド車概念を適用することがで

きるであろう。ハイブリッド化は、水素車輌の効率を増加させて、もし水素の資源が

カーボン集約的でなければ現在のエンジンおよび燃料と比較していくつかの環境的利

益を提供するだろう。その利益は、より効率的な燃料電池車輌ではより大きい。しか

し、ハイブリッド内燃機関エンジン車輌もその利益を提供する。 
 

 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf , pp94-100) 

 
・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 

・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－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1000/1000-11.pdf 
 


