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【個別特集】水素インフラ 燃料電池 
 

水素関連インフラの整備状況（欧州） 
 
本稿は、NEDO海外レポート 1041 号（燃料電池・水素特集号）で取り上げた記事「水

素関連インフラの整備状況（米国・カナダ）」注
F

1
Fの後編であり、欧州の状況、スマートグ

リッドやマイクロCHP、産業用燃料電池・水素について取り上げる。 
 
1. 欧州 

 
北米以外で設置されている水素ステーションの半数以上が欧州に設置されている。2007

年時点では、ドイツで稼働中のステーションが 20 ヵ所、欧州の他の国で稼働中のステー

ションが 15 ヵ所であった。Fuel Cells 2000 のリストによると、2008 年末時点で、ドイ

ツのステーション数は 26 に増加した一方、欧州の他の国のステーション数は 31 へとほぼ

倍増し、さらに計画中のステーションは 23 である。Linde AG 社（水素及び水素製造設備

の欧州大手の供給会社）は、燃料電池(FC)インフラが実用的であるためには、欧州でステ

ーションが 2,800 ヵ所必要との試算を出している。 
水素は様々な原料から製造されるが、殆どの場合温室効果ガス排出量を削減できないので

はないか、実際には排出量が増加するのではないか、と疑問を呈する専門家もいる。水素の

製造方法は様々なステーションでテストされる予定である。製造方法として、太陽光発電／

風力発電／原子力発電からの電力による水の電気分解や、石炭ガス化を利用した改質などが

テストされる。様々な原料から生産されるバイオ燃料（例えば、近年人気の投資金融商品で

ある藻類から生産するもの）は、水素燃料電池向けの様々な原料の一つである。 
 
1.1 スカンジナビア水素ハイウェイ 

 
「スカンジナビア水素ハイウェイ・パートナーシップ(SHHP: Scandinavian Hydrogen 

Highway Partnership)注F

2
F」は 3 つの国家プログラム（HyNor（ノルウェー）、Hyfuture

（スウェーデン）、Hydrogen Link（デンマーク））をリンクさせることを目的として 2006
年に設立された。SHHPの中で最初に建設予定の水素補給ステーションは、ノルウェー南

部の沿岸からスウェーデン西部の沿岸を南下し、デンマーク各地とドイツに建設される。

デンマークで稼働中のステーションは 6 ヵ所、計画中のステーションは 9 ヵ所ある。最初

の目標はまず、2012 年までに水素ネットワークを作ることである。次の目標はスカンジナ

ビアの他の地域にもステーションを配備することである。2007 年 5 月、SHHPは経験と最

優良事例をカナダBC州水素ハイウェイ(British Columbia Hydrogen Highway)と共有す

ることをめざし、覚書(MOU: memorandum of understanding)に署名した。二つのグルー

                                                 
注1 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1041/1041-06.pdf 
注2 http://www.scandinavianhydrogen.org 
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プは、規格に合意し製品の仕様を調整することにより、燃料電池技術と製品がより容易に

民間に受け容れられることを期待している。 
 

 Hydro 社（旧 Norsk Hydro 社）は、ノルウェーのポルスグルンに水素補給ステーショ

ンを開設した。これは HyNor 水素ハイウェイの下で計画されていた 5 ヵ所のステーショ

ンの内の最初のものである。HyNor プログラムでは、オスロから、ドランメン、ポルスグ

ルン、Lyngdal を経てスタバンゲルまで 580km（360 マイル）の水素回廊が形成されてい

る（「Hydrogen & Fuel Cell Letter」誌の 2007 年 7 月の記事参照）。この新ステーション

では、Quantum Fuel Systems Worldwide 社（カリフォルニア州アーバイン）がトヨタの

ハイブリッド車「プリウス」を水素内燃エンジン用に改造した車両 9 台に燃料が供給され

ている。Hydro 社は、Quantum 社の株を 19.9％保有しているゼネラル・モーターズ(GM)
社と戦略的協力関係にある。同ステーションの運用は Miljobil Grenland 社が行う。水素

は Rafnes 町の近郊にある塩素製造プラントの副生物として製造される。2008 年末時点で

ノルウェーで稼動しているステーションは 2 ヵ所であるが、計画中のステーションは 6 ヵ

所であった。 
 
 Hyfutureプログラムでは、スウェーデン西部の沿岸を車でマルメーまで南下し、デンマ

ークまで運転するのに十分な数の燃料補給ステーションが建設される。水素は石油化学プ

ラントの副生物である。スウェーデンの自動車産業の殆どはこの地域にある。このプログ

ラムの詳細は、他の二つのプログラムよりは具体性に乏しい注
F

3
F。2008 年末時点にスウェ

ーデンで稼働中のステーションは 2 ヵ所、計画中のステーションは 1 ヵ所である。 
 
1.2 デンマーク 
  

Hydrogen Link プログラムでは最大で 15 ヵ所の水素補給ステーションが計画されてい

る。2007 年 7 月、デンマーク政府は「エネルギー計画 2025(A Visionary Danish Energy 
Policy 2025)」の一環として、水素自動車に対する税額控除を行うことを発表した。新た

に設定された目標には、2025 年までに総エネルギー消費量の 30％を再生可能エネルギー

源で賄うこと、2020 年までに輸送燃料の消費量の 10％をバイオ燃料で賄うことなどが含

まれている。風車と低エネルギー消費建物も同エネルギー計画（2007 年から 2010 年まで

の研究開発予算：1 億 6,000 万ドル）の一環である。デンマークは世界の主要な風力発電

技術の供給国である。最初のステーションの建設はホーブロに予定されていたが、現在も

まだ計画段階に留まっている。ホーブロの後には、2007 年末までに、ホルステブロ（稼働

中）、Ringkøbing（未開設）、Hvide Sande（未開設）へのステーション建設が予定されて

いたため、試験用燃料電池車 7 台と補給ステーション 6 ヵ所を支援するために必要な資金

を調達する試みがなされた。Sydthy にある Nordic Folkcenter は、燃料電池試験用の水素

製造の実現を目指して、既存の風力発電電力を利用した水素製造設備をアップグレードす

                                                 
注3 http://www.hyfuture.eu 
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る計画を立てた。現在アップグレードは完了し、稼動中である。デンマークには総計で、

稼働中のステーションが 6 ヵ所、計画中のステーションが 9 ヵ所ある。 
 
 他の興味深い取組みは、デンマークの町村における様々な再生可能エネルギー源を利用

した水素インフラを構築する取組みである。ロラン島水素コミュニティ (Hydrogen 
Community Lolland)は、燃料電池を利用するコミュニティ水素試験プロジェクト（全 3
フェーズから成る）である。2007 年の第 1 フェーズでは、風力発電もしくはグリッドか

らの電力を用いて水の電気分解を行い、水素を製造する目標が立てられた。風力は間欠的

な再生可能エネルギー源であるが、風力発電電力を水の電気分解に利用することで、エネ

ルギーを水素と酸素の形で貯蔵でき、必要な時に使用することができる。この第 1 フェー

ズでは、発電電力と熱の大部分が廃水処理設備で使用される予定であった。2007 年後期の

第 2 フェーズでは、ナクスコウ市の既存の住宅 10 軒に、マイクロ CHP（熱電併給）エネ

ルギー変換装置を設置し、新しい水素ネットワークに組み入れた。 
 

2008 年の第 3 フェーズでは、農村部の住宅 25 軒を水素コミュニティに組み入れること

を目標としていた。これにより、システム評価のための基礎データが得られ、見学者は実

証例を見ることができる。プロジェクトは、2012 年まで実施される予定である。デンマー

クエネルギー庁、燃料電池開発会社の IRD A/S 社（デンマーク、スベンボル）、および LOKE 
Holding A/S 社（ナクスコウ市が設立した持ち株会社）が資金援助を行い、再生可能エネ

ルギーおよび省エネ技術に関連する地域イニシアティブを支援する。その他の参加企業に

は、Danfoss A/S 社（燃料電池のアクチュエータとバルブの大手供給会社）、DONG Energy 
A/S 社（デンマーク、フレデリシア：ナクスコウ市およびデンマーク最大のエネルギー会

社が所有している、風力発電技術の提供会社）、SEAS-NVE 社（デンマーク、Svinninge）、
Dantherm A/S 社（デンマーク、スキーべ）、Topsøe Fuel Cell A/S 社（デンマーク、Lyngby）
などがある。 
 
 ロラン島のプロジェクトの成功例の一つは、世界中の類似コミュニティに向けて、成果

を拡大する努力を行ってきたことが挙げられる。多くの政府が温室効果ガス排出量の低減

や、再生可能エネルギー源への転換を目標に掲げてきたが、多くの場合、その実施に苦労

してきた。大きな教訓の一つは、認可の手続きをいかに迅速化するかである。例えば、ロ

ラン島の場合、以前は 3～4年かかった認可取得が現在では 3～4ヵ月まで短縮されている。

水の電気分解による水素製造に関して、その他の興味深い点は、そこで得られる酸素も廃

水処理設備用に役立てることができることである。報道によると、水素、酸素のパイプラ

インや電力ケーブルは、意図的に地上に建設される予定である。これは、実証プロジェク

トを一般市民と見学者が目で見ることができるようにすることを目的としている。  
 
 2005 年の水素燃料電池国家戦略(2005 National Hydrogen & Fuel Cell Strategy)の一

環として、デンマークエネルギー庁は、水素経済の創設のために初めて 2 億ドルを資金提
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供すると発表した（燃料電池の年間開発費 3,300 万ドル、水素自動車に対する課税の撤廃

を含む）。パイロットプログラムは、一連の水素補給ステーションの建設・検証を行ってき

た（FuellCell Today、2007 年 1 月 22 日の記事も参照されたい注
F

4
F）。 

 
1.3 ドイツのリーダーシップ 
  

稼動中の水素補給ステーションは、ドイツが最も多い。様々な自動車製造業、石油会社、

及び産業ガス会社が水素製造を支援し、様々な方法で水素を製造している。幾つかの企業

（Aral 社、BMW 社、BP 社、ダイムラー(Daimler)社、フォード(Ford)社、MAN 社、Opel
社、Linde AG 社、Hydro 社など）は、ベルリンの標準的な石油補給ステーションを水素

補給ステーションに変える取組みを行ってきた。水素は水の電気分解によってオンサイト

（現場、この場合は補給ステーション）で製造され、圧縮ガスの形で貯蔵されるが、極低

温水素もサイトに搬入されている。燃料電池車だけでなく、改良型内燃エンジン車もこの

サイトを利用している。ドイツ北部のバルト（メクレンブルク＝フォアポメルン州）のス

テーションは、太陽光発電電力を利用して水の電気分解を行い、水素を製造している。

Isenbüttel（ニーダーザクセン州）のフォルクスワーゲン(Volkswagen)社技術センターで

は、太陽光発電を利用して水素を製造する評価プログラムを実施（生成した水素は圧縮ガ

スの形で貯蔵）するとともに、液体水素を利用するステーションも設置した。その他、ド

イツ全域の様々なステーションが、フォード社、Opel 社、BMW 社、ダイムラー社などの

企業の燃料電池車実証プログラム用に配備されている。そこでは、Linde 社、Air Products
社などの企業が搬入したガスが使用される場合が多い。 
 
 他の国と同様、ドイツの自動車産業も新しい自動車技術のパラダイムが出来れば脅威を

うけるかもしれない。ドイツ本国では石油資源が不足しており、天然ガスの大部分はロシ

アなどの国に依存している。また、少なくとも今のところは、原子力発電は後退している。

このことから、ドイツ政府は将来のエネルギーを懸念してきた。ただし、ドイツはこれま

で太陽光エネルギーの使用を促進してきたリーダー国の一つであり、太陽光パネルの製造

や導入に関連した雇用も創出されてきた。このため、太陽光発電による水素製造プログラ

ムは、二重の意味で躍進できる可能性がある。ドイツの化学会社、ガス会社、エレクトロ

ニクス企業は、存続可能な燃料電池車産業や水素インフラ構築のために必須の要素技術を

提供している。 
 
 
 
 
 
 
                                                 
注4 http://www.fuelcelltoday.com 
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1.4 イタリアの水素経済ビジョン 
 
 イタリアは、一連の研究支援プログラムの構築、「水素パーク」と「ハブ」（燃料補給の

重要拠点）の構築、及び、水素関連事業の全般的な推進に着手し始めた（報道機関はこれ

らを総じて、「水素経済ビジョン(Vision on the H2 Economy)」と称している）。2008 年末

で、イタリアでは稼働中のステーションが 4 ヵ所、計画中のステーションが 3 ヵ所あった。

現在のプログラムと計画中のハブの大部分はイタリア北部（特に、これまでに幾つかのプ

ログラムが実施されていた地域）に設置される見込みである。トリノ市には、燃料電池バ

ス試験プログラムを支援するために、5 年以上前に設置された補給ステーションがある。

このプログラムの支援機関には、ENEA（イタリア新技術エネルギー環境局）、Ansaldo 
Ricerche 社、Irisbus 社、Sapio 社などがある。 
 
ミラノ市近郊の Arese には、燃料電池車両用の補給ステーションが、MCFC（溶融炭酸

塩形燃料電池）発電プラントと併設されている。このステーションは Centro Ricerche Fiat
社、ロンバルディ州及びミラノの政府機関による支援を受けている。さらに、ロンバルデ

ィ州のBicocca近郊にある燃料補給ステーションもMCFC発電プラントと合わせて設置さ

れる予定である。このステーションは、BMW 社、ENEA、及び Zincar Srl 社の支援を受

ける。Bicocca のステーションは天然ガスの改質によって水素をオンサイトで製造する予

定である。EU が助成する 2004 年～2009 年の Zero Regio プロジェクトの一環として、ド

イツのフランクフルトにあるステーションの協力を得ながら、欧州全域の多数の企業と研

究機関がロンバルディ州マントバの燃料補給ステーションの運用に携わる予定である。そ

こでは化学プラントも併置し、天然ガスを改質して水素燃料が製造される。このプロジェ

クトで活動している企業には、Opel 社、Agip 社、Centro Ricerche Fiat 社、Eni 社、Linde
社がある。 
 
 上記以外に水素ステーションが集積している地域はトスカーナ州である。リボルノでは、

トスカーナ州政府、Eni S.p.A 社、及びその子会社の Agip Gas 社がステーションを建設し

た。このステーションでは、風力発電だけでなく太陽光発電も利用して、水の電気分解で

水素を製造する。Ponsacco では、ピサ大学、ポンテデラ市、ピサ空港および Piaggio 社が、

燃料電池車試験プログラム用の燃料補給ステーションを設立した。フィレンツェにも補給

ステーションが一ヵ所ある。このステーションでは水の電気分解とメタンの改質を用いて

水素を製造しており、Nuvera 社、ENEA などから支援を受けている。Fiat 社はフィレン

ツェ近郊のシエナにステーションの開設を計画している。 
 
1.5 英国 
 
 英国は島国であり、電車や車両は島と大陸間を行き来しているが、大陸の電力網や水素

ネットワークと直接接続できる可能性は少ない。しかし英国企業と欧州企業は近い関係に
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あり、技術とプロジェクトで協力することが可能である。例えば、Vestas 社（デンマーク

の世界大手の風力タービン製造業者）は、環境エネルギー技術センター (EETC: 
Environmental Energy Technology Center)のプロジェクトに、同社の 225kW‐V29 モデ

ル風力タービンを供給することに合意した。この EETC のプロジェクトでは、風力発電を

利用して水素を製造し、英国サウスヨークシャー州の新エネルギー産業パークにあるオフ

ィス用の照明と電力の供給を行う。EETC は地域の経済促進機関 Yorkshire Forward が推

進している設立費 870 万ポンドの新しいビジネスインキュベーターである。EETC は再生

可能エネルギー技術、新エネルギー技術の発展に精力的に取り組む企業が同パークで事業

を起こすための支援を行っている。最初に建設された 3 階建てビルディングの敷地面積は

約 2 万 4,000 平方フィート（約 2,200m2）、費用は 525 万ポンドであり、オフィスや研究

所、ワークショップスペースなど、最大 30 の新しい事業が行われる見込みである。風力

発電を利用して水素を製造する「ミニグリッド」システムのコストは、250 万ポンドとな

る見込みである。 
 
 この風力タービンは、風が吹きフル運転となった場合、EETC ビルディングの電力を十

分に供給できる。発電電力の余剰分は電解槽に供給される。Pure Energy Centre（スコッ

トランド、シェトランド諸島アンスト島）製の 30kW アルカリ電解槽は、風力タービンか

ら得られる電力を利用して、水を水素と酸素に電気分解する。風が吹けば水素を 200kg 以

上製造できる。2008 年末までに導入予定の 30kW の PEFC（固体高分子形燃料電池）に

より、風が吹いていない時には、水素から電力を生成する。もし風力タービンによって発

電された電力が、電力用途、あるいは水素生産用途のいずれにとっても余剰になった場合

は、ナショナルグリッドに売電される。貯蔵された水素は、Yorkshire Forward が EETC
に誘致したいと考えている他の水素関連エネルギープロジェクトで使用される可能性もあ

る。建設が完了すれば、風力発電利用の水素製造システムとしては、英国で最大規模とな

る。 
 
2. スマートグリッド、マイクロ CHP 
 
スマートグリッド注

F

5
Fの要件の一つは、電力需要家サイトのスマート電化製品であろう。

スマート電化製品により、公益電気事業者はインターネットを通して消費電力を遠隔から

モニターでき、再生可能（風力、太陽光発電等）発電電源からの電力も勘案しつつ、従来

型発電所の最適な稼働時間を決めることができるようになる等が期待される。また、電力

負荷のピーク時などには、需要家のエアコン温度設定を自動的にコントロールする等も構

想されている。 
需要家は、電化製品の使用エネルギー、太陽光パネルや家庭用燃料電池の発電量などを

                                                 
注5 スマートグリッドについては、最近の NEDO 海外レポート 1039 号にも関連記事を掲載した。 

「FERC はスマートグリッド技術への投資を勧告（米国）」 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1039/1039-13.pdf 
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モニターすることができる。どの電化製品をいつ使用することが省エネ、あるいは電力コ

ストの低減になるかなど、家庭のエネルギー管理に益することができるようになるだろう。

プラグインハイブリッド自動車は通常はグリッドから充電して使用するが、逆に電力負荷

のピーク時には、予備電源として活用することも構想されている。 
以上はスマートグリッドの一側面を示したものである。 
Ceramic Fuel Cells(CFCL)社（オーストラリア、メルボルン）は、1～2kW の SOFC（固

体酸化物形燃料電池）‐マイクロ CHP システムを一般家庭に設置するために、ドイツ、

オランダ、英国、フランス、日本などの様々なパートナーと連携している。同社は、計画

中のシステムにより、インターネットを介して電力のコントロールを行うことができ、グ

リッドの安定化に役立てられるだろうと述べている。 
マイクロ CHP システムによる発電は、約 50％のエネルギー変換効率を達成できる。た

だし、副生物の熱を他の用途（温水など）に利用できる場合、総エネルギー効率は約 80％
にもなる。CFCL 社が Nuon 社（オランダ、アムステルダム）から最初に受注したシステ

ムの台数は 5 万ユニットであり、年産 1 万ユニットの工場で生産される予定である。全ユ

ニットの生産は、ドイツのハインスベルクで 2009 年半ばまでに完了する予定である。最

終的に、年産 16 万ユニットへの生産能力の拡張が見込まれている。CFCL 社は、1kW の

マイクロ CHP ユニットの生産のために、パロマ社（名古屋）とも連携しており、2008 年

8 月、CFCL 社は最初のユニットを研究用にパロマ社に発送した。パロマ社は日本の大手

ボイラー製造業者であり、日本では約 4,700 万世帯のうちの 1,000 万世帯で同社の製品が

使用されている。 
 ClearEdge Power 社（オレゴン州ヒルズバロ）は、家庭用や小規模事業者用の PAFC（リ

ン酸形燃料電池）－マイクロ CHP システム（CE5 モデル、5kW）を販売する予定である。

同社は、このシステムの全出力での運転で、5kW を発電（120kWh／日）し、時間あたり

2 万 btu 相当の熱量を 150°F（約 66℃）で生産した場合、天然ガスからの変換効率は最大

で 80％を達成できると主張している。フルシステムの価格は約 2万 7,000ドル強であるが、

政府の割戻金の支援があるため、購入価格は半分近くまで減らすことができる。同社はカ

リフォルニア州パームスプリングスやポルトラ・バレーなどの地域の、冷暖房の需要が高

くプールやスパが備わった大きな住宅（4,000 平方フィート、約 370m2以上）の所有者を

販売対象に想定しているようである。ClearEdge 社は、同社の燃料電池がプロパンやバイ

オガス、その他の類似燃料で運用できることと、太陽光発電や風力発電のような間欠的な

電源とは異なり昼夜を問わず連続して発電できるとしている。 
 
3. 産業用燃料電池及び水素 
  

多くの産業プロセスでは副生物が生成されるが、この中には水素やその他の化学エネル

ギー資源に変換できるものがあり、燃料電池に使用し発電することができる。廃棄してい

る副生物を有用に使えれば、産業プラントにおける廃棄物処理のコストを引き下げること

になる。ここで、副生物から生成される水素を他の企業に販売する場合、精製、貯蔵、運
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搬のための余分な費用が発生することもあり、これは生産者の利益を引き下げる。 
もし燃料電池用の資源として水素を生産現場で使用、あるいは別の場所で販売できるな

らば、これは生産者にとって魅力的な収入源になるだろう。このようなプロジェクトは今

のところ比較的小規模ではあるが、関心を寄せている州が米国にいくつかある（例えば、

サウスカロライナ州、ノースカロライナ州）。 
また、欧州の様々な水素ハイウェイ・インフラのいくつかの水素補給ステーションでは、

産業からの水素供給に依存していることにも留意する必要がある。 
 

FuelCell Today注
F

6
Fは、2007 年 7 月に大容量定置式燃料電池についての調査を行ってい

る。その結果によると、大容量定置式アプリケーションに関する様々な燃料電池技術は未

だに競争が激しい。近年、動作条件、低品質の水素の利用可能性、技術上のコスト他から

見て、MCFCの利用が最適であると想定されているにもかかわらずである。Ansaldo Fuel 
Cells社、FuelCell Energy社（POSCO社と提携）、GenCell社、及びCFC Solutions社（同

社はFuelCell Energy社から燃料電池スタックを購入している）は、MCFCユニットを多

数売り上げている。特に、低品質な水素の原料である食品や飲料加工残渣からの産業由来

バイオガスや、下水汚泥、あるいはそれ以外の原料の分野においてである。もし 1kW に
つき 1,000 ドルの税額控除が行われ、米国で許可されている加速償却 (accelerated 
depreciation)において、その控除($1000/kW)が優位に働けば、MCFCの$3000 /kW は、

ガスタービンの$1000/kWと匹敵するほど魅力あるものとなるだろう。 
 
 FuelCell Today の解説によると、PEFC は高額すぎるために、大容量の定置用燃料電池

への利用は一般には受け容れられないと考える観測筋もあるが、比較的純度の高い水素を

（塩素アルカリプラントなどから）入手できる場合には、PEFC 技術が適していると考え

る開発業者（Electrocell 社、Hydrogenics 社、NedStack 社及び Nuvera 社）もある。ま

た、アナリストの中には、MCFC が従来の PAFC 技術を凌ぐことを期待する声もあるが、

HydroGen 社と UTC Power 社はユニットの販売で近年成功を収めた。しかし、HydroGen
社は現在の経済状況により、従業員を解雇し、新しい資金を探さなければならなくなった

という事例も存在する。SOFC は、大容量定置式燃料電池の用途向けに、様々な水素原料

を使用することができる。FuelCell Today のレポートには、商業利用において SOFC を

主要な候補としている企業のリストが記載されている（Bharat Heavy Electrical 社、

General Electric 社、三菱重工業、新日本製鐵、Rolls Royce Fuel Cells 社、Siemens Power
社、Versa Power など）。 
 

編集・翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program  

                                                 
注6 http://www.fuelcelltoday.com 


