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【燃料電池・水素特集】水素の供給経路

EUと近隣諸国をむすぶ「水素エネルギー経路」の評価 
－ ENCOURAGEDプロジェクトの概略成果報告書より －

はじめに

 ENCOURAGEDプロジェクト（Energy corridor optimisation for European markets 
of gas, electricity and hydrogen：欧州のガス、電気、水素市場向けのエネルギー経路の
最適化）は、第 6次研究開発フレームワーク計画(FP6)に基づき、欧州委員会(EC)が資金
を拠出するプロジェクトで 2005 年初頭に発足した。プロジェクトは欧州の 10 の研究機
関によるコンソーシアムにより実施されている。その目的は、EUと周辺国間の経済的に
最適なエネルギー経路の明確化と評価を行うことである。プロジェクトの目標は次の通り

である。

①EU と近隣諸国を結ぶ、経済的に最適なエネルギー経路（電気、ガス、水素）及び
関連するインフラの評価を行う。

②EU と近隣諸国を結ぶ最適なエネルギー経路を構築する上での、障害と利益を明確
にし、計量し、評価する。

③投資と地政学的な枠組みに注目し、望ましいエネルギー経路を構築する上で必要な

政策を提案する。

④プロジェクトの結果や新たな発見について討議・評価し、科学者、利害関係者、NGO
のコンセンサスを図るために、関係者間のワークショップやセミナーを開催する。

プロジェクトの成果報告書は 2006 年に執筆されており、それを元に、概略成果報告書
（Energy corridors. European Union and Neighbouring countries：エネルギー経路 － 
EUと近隣諸国）が翌 2007年に発表された。

本稿は、概略成果報告書の中から、水素経路に関する部分を紹介する。資源に乏しい我

が国も将来、水素社会へと進んでいくことを考えると、このようなアプローチは参考にな

ろう。
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4. 水素の長距離供給の実現性
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1． 水素エネルギー経路評価の目的 
今日のエネルギーシステムおよび輸送システムは、主に化石燃料を基盤としているが、

これらは将来、より持続可能なものへと変わることが求められている。

エネルギーの安定供給、気候変動、地域の大気汚染に対する懸念や、エネルギーサービ

スの価格高騰が政策決定に与える影響は、世界の至るところで大きくなっている。その点、

クリーンエネルギーである水素は、クリーンな原料で製造される限りにおいて、広範なメ

リットを提供するという見方が強まっている。したがって、大規模な水素マーケットを創

出できれば、温室効果ガスの排出削減とエネルギー供給の安定化という、2 つの目的を同
時に達成できる効果的な策となろう（水素は最終利用の段階で、温室効果ガスをほとんど

排出しない。製造するには別の一次エネルギーを必要とする二次エネルギー担体であり、

携帯型、定置型、可搬型など、様々な形での応用が可能である）。

EU 域内のエネルギー源には限りがあるため、EU 域外で水素を製造し、域内の消費者
に長距離輸送するという選択肢について、「経済効率性があるか？」「持続可能な方法

か？」と問うことは、妥当な問題提起である。

2． EU域内の潜在的な水素需要 
欧州の水素に対する長期需要を予測するにあたり、水素エネルギーの普及率が低い場合

と高い場合の2つの想定シナリオを用いた（共に期間は2050年まで）。これらのシナリオは、
HyWaysプロジェクト（水素に関する欧州のロードマップ作成をめざしたEUの統合事業）
1の研究に基づいている。同プロジェクトでは、6ヵ国（ドイツ、フランス、イタリア、イ
ギリス、オランダ、ノルウェー）における水素需要を算出している。欧州委員会(EC)の
「ENCOURAGEDプロジェクト」の研究では、上記の国々での水素需要を基に、人口比
を考慮してEU25ヵ国2の水素需要を計算した。水素は主に輸送部門で利用されると想定し

ている。

図1は、EU25ヵ国の2050年までの水素需要予測を、水素普及率の高低に応じた2通りの
シナリオに基づき示したものである。比較のため、2030年時点でのEU25ヵ国の天然ガス
需要および電力需要に関するECの公式シナリオ3も示している。この比較により、水素需

要の予測は2030年以降、拡大することが明白となった。
むろん、水素が実質的なエネルギーシステムの一部となり得るかどうかは現時点では断

定できないため、水素需要の将来予測は不確実性を考慮しなければならない。ECの公式な
エネルギーシナリオでは、水素はまだ重要なエネルギー担体と見なされていない。

以上の他に、2050年までの世界のエネルギー展望を予測するプロジェクト（WETO H24

                                                
1 http://www.hyways.de/ 
2 編集部注：EU加盟国は 2007年 1月にブルガリアとルーマニアが加わって全 27ヵ国となったが、このレポ
ートでは 25ヵ国の統計データを用いている。

3 European Energy and Transport Energy Trends to 2030 (2003) を参照のこと。
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-kr/gdv/03/trends_2030.pdf 

4 http://ec.europa.eu/research/ fp6/ssp/weto_h2_en.htmを参照のこと。
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など）や、IEA発行の「世界エネルギー展望(WEO)」5などがあるが、これらの予測では、

気候変動に対する厳格な政策があり、石油およびガス価格が高騰し、さらに燃料電池や水

素貯蔵の分野で画期的な技術開発があった場合にのみ、水素エネルギーが普及すると推定

している。

3． EU域外の潜在的な水素製造原料 
既存の研究分析を基に、様々なステークホルダーや政策立案者の水素に対する見通しを検

討した結果、今後の詳細分析の対象として、EU域外の8つの水素製造拠点および6種類の製
造原料を選定した。製造原料については、再生可能エネルギー（太陽熱エネルギー、風力、

地熱、水力、バイオマス）に焦点を当てる。例外として、褐炭6をベースとする水素経路を

本研究に含めた。安価な褐炭は賦存量が多く、輸送してもエネルギー担体としての発熱量が

低く、代替燃料とはなりえない。ただし、褐炭を水素に転換できれば、欧州のエネルギー供

給の多様化や、エネルギー安全保障の強化に結びつくという見方も可能であろう。

今回の検討用に選択した欧州域外の水素製造拠点は、モロッコ、アルジェリア、アイス

ランド、ノルウェー、ルーマニア、ブルガリア、トルコ、ウクライナである7。図2に、そ
れらの供給経路を示す。

                                                
5 IEA 2004 
6 編集部注：不純物や水分が多く、石炭化度の低い低品位な石炭。重くて体積が大きく、輸送コストがかかる
割に、発熱エネルギーは得られない。しかし世界の石炭埋蔵量の約半分は、褐炭が占める。これまでは、採
掘地付近の火力発電所の燃料などに使用されてきた。

7 編集部注：ルーマニア、ブルガリアは 2007年に EUに加盟している。本レポートは 2006年に執筆されてい
るため、EUの近隣諸国としての扱いになっている。

図 1 EU25ヵ国の需要予測（長距離輸送された水素、天然ガス、電力）
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選択したEU域外の12の水素製造オプションについて、当該国で水素を製造する為に必
要とされるかもしれない原料や電力の追加ポテンシャル（もし開発された場合）について、

詳細な分析を行った。また、水素の年間製造可能量も算出した。

ここで追加ポテンシャルとは、「実用可能なポテンシャル」（現存する全ての障壁が除

去され、全ての推進要因が有効だと仮定した場合、ある年における理論上実現可能なポテ

ンシャル）から「達成されたポテンシャル」（当該エネルギー源の今日の内陸総製造量）を

減じたものである。追加ポテンシャルが最大な拠点は北アフリカ（風力と太陽熱）で、そ

れにトルコ（バイオマス）とノルウェー（水力）が続く8。

図3を見ると、12の水素製造拠点で製造される総ポテンシャルは、水素普及率が低いシナ
リオでは、2040年に水素総需要量に達し、普及率が高いシナリオでは、需要のほぼ半分に達
することがわかる。すなわち、欧州の全車両が燃料電池で走るようになる（高普及率シナリ

オ）と仮定すると、12拠点の水素製造量は、欧州全体の半数の車両の動力となりうる。

                                                
8 編集部注：追加ポテンシャルが高いという事は、エネルギー源としての開発の余地が豊富に残されている事
を意味する。
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4． 水素の長距離供給の実現性
水素経路の必要性をより正確に把握するために、EU 内外における異なる水素製造原料
の供給コストを査定し、比較する必要がある。図 4は、欧州内の異なる経路による、2040
年までの水素供給コストを示したものである。これらのデータは、水素経路の実現可能性

のベンチマーク（基準）となる。水素経路の費用には製造コストや長距離輸送コストが含

まれる。アルジェリアの水素製造は、太陽熱による水の分解であり、電気分解の際に必要

となる電力や原料コストは不要である。船舶輸送に関しては、水素の液化コストも含まれ

ている。電力を高圧直流送電(HVDC: High Voltage Direct Current)し、欧州内で電気分解
により水素を生産する選択肢も計算した。欧州内で水素を生産する選択肢では、コストに

含まれるのは、生産コストのみである。欧州の原材料や電力源のコストにはバラツキが大

きい為、高価格と低価格の両方で想定している。欧州での水素の流通や使用場所における

圧縮／液化のコストは、含まれていない。というのは、このようなコストは欧州内で水素

を製造する場合にも必要なコストであり、今回のエネルギー経路検討ケースに特有のもの

ではないからである。

図 3 HyWaysシナリオに基づく水素需要と 12の製造拠点からの最大輸入予測（2040年）
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次に、いくつかの水素経路を選び、そのコストを既存の輸送燃料（すなわちガソリン）

と比較したのが図 5である。
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比較のため、欧州内の水素配給費用と水素補給ステーションでの圧縮費用を加えた。さ

らに、化石燃料ベースの経路については、炭素排出の負の影響を、CO21トンあたり 20ユ
ーロと仮定して、コストに加えた。現時点では、輸送部門は欧州の排出権取引の対象とな

っていないが、将来的に排出権取引あるいは他の気候変動の政策ツールの対象となる可能

性は排除できないだろう。

エネルギー源を有する近隣諸国の様々な水素経路の可能性、経済的な実現可能性を解析

し、また EU域内で水素を生産した場合とのコスト比較を行った結果により、以下の結論
を導き出す事ができよう。

水素の輸入供給ルートは、水素が再生可能エネルギー源をベースに製造された場

合、特にメリットが大きい。もし持続可能性（サステイナビリティー）の追求が

主要な目的であるならば、エネルギーの安定供給や温室効果ガスの排出抑制とい

う ECの政策目的に、著しく貢献する。
2015年以降に水素が輸送用燃料として導入された後、再生可能水素の輸入は特定
の供給源（ノルウェーやアイスランド）から開始されるだろう。

輸送燃料としての水素需要が相当程度に達したら（例えば 2030年から 2040年の間

図 5 既存燃料と水素の比較－2040年まで
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に、全車両に占める水素自動車の割合が 10％を超えるなど）、水素の大量供給の具体
化も可能（EU域内の水素に加え、ほぼ再生可能な原料をベースとする水素を輸入す
るなど）。これにより、EUの化石燃料輸入依存の増大傾向が抑制されるだろう。
たとえ再生可能原料が利用されたとしても、水素の供給コストは現在のガソリン

より少なくとも二倍となるため、バイオ燃料に適用されているような刺激策（イ

ンセンティブ）が実施された場合においてのみ、経済的に成り立つ。

水素のコストには輸送コストが含まれる為、大規模な供給方法に限って検討し、

コストの削減を図る事が重要である。

分析対象としたエネルギー経路の中で、水力あるいは地熱発電をベースとしたア

イスランドからの水素供給が、最も低価格であると同時に、障壁が少ない。次に、

ノルウェーおよびルーマニアの水力による水素供給が続く。北アフリカの風力あ

るいは太陽輻射による水素や、ルーマニア、ブルガリア、トルコからのバイオマ

ス発電による水素も有望だが、限界もある。前者は潜在的可能性は高いがコスト

も比較的高く、後者は比較的安価だが、競合する選択肢が多数存在する。

水素は電力の輸送媒体としては適さない。もし電力が最終製品として求められる

のであれば、水素を製造・輸送し、発電（例：燃料電池）するよりも、電気自体

を送電した方が、効率的かつ通常は経済的である。

ガス、核燃料、石炭などの化石燃料を水素生産の原料に使用する場合、水素に変

換してから輸送するのではなく、そのままの形で輸送すべきである（核燃料の場

合は電気に変換してから）。この理由は、①水素はエネルギー密度が低い事、②ガ

スと石炭輸送のインフラが既にある事である。

原子力を利用して水素を生産し、欧州内で水素を長距離輸送する方法には制約がある。

例えば、ウラニウムや濃縮ウランを輸送したり、電力の形で輸送したりする方が安い

からである。さらにいくつかの国では、原子力の利用に関して、強い反対がある。

 本調査では、異なる水素製造の可能性に関し、そのエネルギー源や電力の選択肢につい
て多岐にわたり分析した。北アフリカの海洋エネルギーや沖合での風力を利用した水素製

造については、遠い将来の可能性を否定することはできない。したがって、様々な新しい

エネルギー源からの水素製造コストについて、解析を続ける事が望まれる。

 全体を通し、EU域外からの水素輸入を考える際、次の事がEUにとって基本的に重要である。
① 周辺諸国とのエネルギー対話を深める事。

② 水素としてではなく、電力として輸入し、EU域内で（水の電気分解等により）
水素に変換する選択肢もある。この為に必要な事は、電力系統の統合である。

出典：EUROPEAN COMMISSION “Energy corridors European Union and Neighbouring 
countries” 2007  http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/b07016.pdf

翻訳：京 希伊子


