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【水素・燃料電池特集】 

エネルギー科学技術の指標と基準－水素（EU） 

－欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より－ 

 

技術 

現在、水素の製造および使用量は年間6,000億Nm3でありその大半が工業用（アンモ

ニア／メタノール合成、石油精製）である。20世紀前半まで、ガスの供給は全て都市
ガスと石炭ガスによるものであり成分の50%以上が水素であった。このため水素の製
造および処理技術はよく知られており開発も進んでいる。しかしながら、生活のあら

ゆる場面で水素を主要エネルギー担体として利用するエネルギー経済の実現は極めて

挑戦的である。エネルギー効率、コスト、安全性および環境に対する要求は高く新た

な解決策が必要である。例えば、移動・携帯用部門における水素の利用には妥当な価

格である高効率・軽量・小型の貯蔵システムが必要である。長期的には再生可能なエ

ネルギー源から水素を製造することが目標とされている。しかし、バイオマスや再生

可能エネルギー電力からの水素製造の可能性は短期および中期的には限られている。

したがって太陽熱化学水素製造（solar thermo-chemical hydrogen production）注１、 
バイオ光分解（biophotolysis）あるいは発酵といったこれまでにない再生可能な水素
製造技術の特性についての研究が必要である。炭酸ガス排出に関しては、化石資源か

らの水素製造におけるCO2の回収・貯蔵が重要な役割を果たすことになるであろう。

技術的な観点から見ると、化石資源からの水素製造における燃焼前の炭酸ガス隔離が

有名かつ開発もされており、製造プロセスにおける標準的な一段階となっている注2。 
表1は実用化、実証およびR&Dの各段階における水素技術を示している。尚、この研
究では太字で示された技術のみに焦点を当てている。 
 
技術的および社会経済的なボトルネック 

・ 熱化学水素製造（thermo-chemical hydrogen production）は、金属酸化物に基づ
いた二つの段階から成るプロセスであり、水分子から酸素を分離してそれらを金属

格子内に可逆的に結合させる。最初の段階では、摂氏600～800度の水蒸気を金属
酸化物に通すと酸素が結合して水素が放出される。第二段階では、摂氏1200～1300
度で金属酸化物から酸素が放出される。高温は集光太陽熱（concentrated 

                                                  
注１同技術は原子力発電所においても実用可能である。 
注 2水素を化石燃料から製造する場合、改質、部分酸化またはガス化いずれの方法においても

H2と COを主成分とする合成ガスが生成される。ガスに含まれる COを CO2に変化させるこ

とにより主に水素と二酸化炭素から成るガスが生じる。このガスは水素製造において水素ガス

と二酸化炭素を主成分とするガスに二分される。CO2は、圧縮、輸送および貯蔵の前に乾燥さ

せて他の成分と分離する必要がある。しかしながら、これらの段階は水素製造とは別個のもの

であり、報告書の「二酸化炭素の回収・隔離」の章で取り上げている。 

< 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971号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/971/
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表1 水素の最新技術一覧 
製造 化石資源からの水素製造 バイオマスガス化＊ 熱化学水素製造 
  水電気分解   高温電気分解 
      バイオ光分解＊＊ 
      発酵＊＊ 
      光電気分解注 3 
      NGSA電気分解注 4 
状態 液化     
  圧縮     
流通 パイプライン     
  液体道路輸送     
貯蔵   高圧貯蔵（700バール） カーボンナノ構造＊＊ 
    液体水素貯蔵 複合水素化物注 5 
    金属水素化物（移動式用途）   
  実用化 実証 R&D 
＊報告書のバイオマスの章を参照 

＊＊報告書の分野横断的技術の章を参照 

 
solar radiation）( EU プロジェクト Hydrosol )または原子炉の利用によりもたら
される。同技術のこの段階における主なボトルネックは、水素製造にかかる高コス

トと金属酸化物コーティングの長期耐久性である。 
・ 高温電気分解（high temperature electrolysis）は基礎研究の段階にある。太陽集
光や原子炉などの外部熱源の利用により、発電効率を従来の電気分解よりも格段に

向上させることが可能になる。高コストと並ぶ同技術の主なボトルネックは劣化に

起因する寿命の短さである。 
・ 気体水素貯蔵（gaseous hydrogen storage）は、認可を受けた700バールのタンク
構想（Quantum Technology 社 , カリフォルニア州）が利用可能である。これら
のタンクは、内側がスチール、アルミニウムあるいはプラスチック（内張）で出来

ており、外側は樹脂で固めた炭素繊維からなっている。この技術の主なボトルネッ

                                                  
注 3 光電気分解（photo-electrolysis）が PV（photo voltaic system：太陽光発電システム）や
電気分解の統合システムの効率性に勝るかどうかは明らかでない。設備および維持コストは依

然としてより高くなる可能性がある。これは装置の被覆・密閉を余分に要するガスよりも電気

を容易に得ることが可能であるためである。基礎研究を行い手法の実行可能性を模索すること

が必要である。( SRA 2005 ) 
注 4 NAGA（natural gas assisted steam electrolysis：天然ガスの水蒸気電気分解）は、陽極
側において酸素を天然ガスの部分酸化に直接用いることにより全体の効率を 80%まで高める
ことが期待できる。この技術は未だ実験段階であり基礎研究を要する。（SKH2 2004） 
注 5 複合水素化物（LiBH4、Al(BH4)3など）は非常に興味深く取組甲斐のある新しい水素貯蔵
材料である。体積および重量の貯蔵密度はガス、液体または金属水素化物による貯蔵システム

を超えることが期待できる。しかしながら、その安定性、収着速度および可逆性についてはほ

とんど知られておらず、基礎研究を進めて固体と水素の相互作用を理解し水素貯蔵に適した材

料を見つけ出すことが必要である。（SRA 2005 , Züttel 2004） 
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クは非常に高いコストにある。現時点でこのシステムにかかるコストの80%以上が
タンクの材料関連コストであり、全体に占める製造コストはごく僅かである。炭素

繊維はタンクの主要材料であるとともに最も高価格の材料である。これらは日本で

製造されておりその大部分は利益率の高いニッチ市場向けである（ゴルフなど）。

より利益率の低い大量生産への関心は日本では低く、ヨーロッパでは材料の性質や

製造プロセスあるいは複合構造設計についてほとんど知られていないため、利用の

可能性が制限され高コストにつながっている。したがって炭素繊維の材料研究のた

めのR&Dが特に必要である（Opel 2004）。 
・ 液体水素貯蔵（liquid hydrogen storage）の主なボトルネックもまたコストである。
水素は高断熱材（二重壁、真空、アルミホイル）を施したステンレス製のタンクに

貯蔵される。用いられる材料は高圧貯蔵タンクと比べて非常に安価である。液体水

素貯蔵のコスト要因は一般的に手作りで行われるタンク製造プロセスにある。現時

点で製造プロセスはコスト全体のおよそ60%を占めているが、断熱施工の自動化に
より大幅なコスト削減が可能である。この技術のもうひとつのボトルネックは蒸発

損である。タンク構想を長期間蒸発損が発生しないように、または少量かつ持続的

な蒸発損を目指して最適化することが可能である。( Opel 2004 , Linde Gas AG 
2004 ) 

・ 金属水素化物（LaNiH6 , Mg2NiH4 , TiFeH2など）による水素貯蔵（hydrogen 
storage in metal hydrides）は、気体および液体水素貯蔵と比較して開発の進んだ
技術であり利点が多い（体積密度が高い、損失がない、安全面のリスクがない）。

この技術のボトルネックは高コストと重量であり、特に輸送時の利用において著し

い。これらのボトルネックを示す要因は材料コストと重量密度 ( gravimetric 
density )である。したがって、研究活動の主眼は類似の性質を持つ軽量で安価な材
料を新たに探し出すことに置かれている（HERA 2004）。 

・ 共通の規格・基準の欠如とパブリックアクセプタンスの不足が燃料電池および水素

技術の主な社会経済的ボトルネックである。EUで行われている実証プロジェクト
の総件数がパブリックアクセプタンスの水準を間接的に反映している（表6）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 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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重要なボトルネックを特徴づける要因 

表2は認識されているボトルネックについて数値化できる要因を一覧にしたものである。 
 
表2 計画対象期間における重要なボトルネックを特徴づける要因 
ボトルネック要因 単位 2004 目標 目標年 
熱化学水素製造 出典[1]         
水素製造コスト c/kWh 12-18 ＜10 2030 
長期耐用性（稼働時間は晴天に限定） h ＜330 33,000 2010 
高温電気分解 出典[2]         
水素製造コスト注 6 c/kWh － － － 

投資コスト注 7 €/kW － 400 ＞

2015 

寿命 h 100-1,000 40,000 ＞2013 
気体水素貯蔵（700バール） 出典[3,4]         
投資コスト(タンクシステム、5kg H2 
貯蔵) € － 1,000

＊ － 

材料コスト €/kg 20-200 ＜8＊ 2015 
液体水素貯蔵 出典[3,4]         
投資コスト(タンクシステム、5kg H2 
貯蔵) € 10,000- 1,000

＊ 
＞

2015 
    50,000     
蒸発損 %/d 0.7 注 8 0.07＊ 2015 
蒸発損が発生しない期間 d 2-3 ＞14＊ 2015 
金属水素化物 出典[5,6,7]         
投資コスト(タンクシステム、5kg H2 
貯蔵) € － 1,000

＊ － 

材料コスト（合金） €/kgH2 ＞1,000 200＊ － 
重量密度 重量% 1.5-2 6-13＊ － 
＊政策目標 
[1]DLR 2005       [4]Linde Gas AG 2004       [7]SKH2 2005 
[2]EDF 2005       [5]Züttel 2004 
[3]Opel 2004       [6]HERA 2004 

 
今後の改善に向けた重要指標の分析 

この段落では、認識されているボトルネックを克服するための特定の研究方法を挙げ

るとともにより一層の発展に向けた重要指標を可能な限り示す。方法と指標は対応する

ボトルネックの各要因に示されている。また各表は研究が必要とされる技術要素も示し

                                                  
注 6 開発初期段階のためシステムコストと水素製造コストの完全な試算はできない。 
注 7 コストは材料の性質に大きく左右される。標準的な炭素繊維のコストは 20ユーロ／kgとされるが、
現在の強化炭素繊維の最高コストはおよそ 200ユーロ／kgである。 
注8 2日から3日の蒸発損が発生しない期間後  
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ている。一覧表にはすべての改善方法と指標は含まれず、最も重要かつ有望な方法およ

び指標のみを含む。情報は主に技術プロバイダーまたは研究機関とのインタビューに基

づいている。現在行われている研究およびウェブサイトからの情報も含まれる。 
 

表3 今後の改善に向けた重要な指標－熱化学水素製造 
ボトルネック 

技術要素 
要因 

改善への重要な指標 コメント 

システム 水素コスト  投資コスト削減   投資は太陽光利用施設 

       2005 目標 目標年 (50%)と集光太陽反応炉 

     投資コスト 700 450 2030 およびプロセス工学（25%） 

     [€/kWth]注 14       が占める。左記コスト削減 

     概算注 15       のうち約 55%は大型化と大 

    (DLR2005)    量生産により達成可能で 

             ある。 

システム 水素コスト  運転温度の低温化   低温化は下記により実現 

       2005 目標 目標年 可能である。 

     温度[℃] 1,200- 1,000- 2006 ・より低温で酸素を放出す 

       1,300 1,100    る新たな金属酸化物組成 

     (DLR2005)     の開発/現在使用されてい

          る組成の強化 

         ・コーティング手法の改善 

         低温化により材料の低コス

         ト化と熱損失の低減が実現

             する。 

集光太陽 水素コスト  集光太陽反応炉設計の最適化  集光太陽反応炉最適化は 

反応炉    指標はシステム効率性：  下記により実現可能。 

       2005 目標 目標年 ・適切な光学部品の使用 

     効率 ≤40 45 2010 (補助的集光器など) 

     (太陽放射に       ・プロセス戦略の最適化 

     対する水素)       ガス供給、余剰熱回収、 

     [%]       温度管理）、放射吸集材／

     (DLR2005)       変換ユニットの改良 

金属酸化 長期耐用性  金属酸化物コーティング長期耐用性の向上 金属酸化物コーティングの 

物および      2005 目標 目標年 長期耐用性向上は下記に 

コーティ    熱化学サイ ＜500 50,000 2010 より実現可能 

ングシス    クルの数       ・金属酸化物およびコーティ 

テム    （回）        ングシステムの改良 

     (DLR2005)    ・運転スキームの最適化 

          (運転温度の最適化など) 

         ・質流量、集光器形状と放射

              光プロファイルの最適化 

 
 
 
 

< 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971号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/971/
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表4 今後の改善に向けた重要な指標－高温電気分解 

技術要

素 
ボトルネッ

ク要因 改善への重要な指標 コメント 

システム 投資コスト  運転温度の低温化   
       2005 目標 目標年 
     温度[℃] 850 700 ＞2008 
           (実験) 
           ＞2013 
           (試作品)
     (EDF2005)       

基本的に SOFC（平面設
計）と同じ研究原理が適用

される。但し、開発初期段

階のため現状の投資コス

ト、熱サイクル数や起動お

よび冷却時間のデータは

ない。 
  

システム 投資コスト  電力効率の向上（電力に対する水素）   

       2005 目標 目標年   

     効率[%] 90 100 2008   
           (実験)   
           2013   
           (試作品)   

     (EDF2005)         

システム 投資コスト  出力密度の向上     

       2005 目標 目標年   

     出力密度 300 1,000- 2008   

     [mA/cm2]   2,000 (実験)   
           2013   
           (試作品)   

     (EDF2005)         

電極 投資コスト  寿命低下を伴わない電解質の厚さ 
       2005 目標 目標年 
     電解質厚さ 50-200 10 ＞2008 
     [µm]     (実験) 
           ＞2013 
           (試作品)
     (EDF2005)    
         
         
         
         
         
         
         
         
             

金属保持セル（陽極／電解

質／陰極）を電解質保持セ

ル（第一世代セル）あるい

は陽極保持セル（第二世代

セル）の代わりに用いる発

想。 
これにより薄い電解質で

高いパフォーマンスを実

現し高価なセラミック材

料やニッケルの使用量を

削減できる。これはセルを

構成する三層（陽極／電解

質／陰極）が安価な金属保

持板に層として塗布され

ているからである。しかし

作動には金属腐食による

劣化防止のためにより低

い運転温度を要する。 
(EDF2005) 

システム 投資コスト  より安価な材料およびスチールの活用   
     大型化：電解セルとスタックの大型化   
       2005 目標 目標年   
     セルの 25 2500 ＞2008   
     サイズ[cm2]     (実験)   
           ＞2013   
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           (試作品)   
     スタックの 0.1 7000 ＞2010   
     出力     (実験)   
     [Nm3H2/h]     ＞2015   
           (試作品)   
     (EDF2005)         
電極 寿命  電極の劣化プロセス防止    
       2005 目標 目標年   
     電極劣化 ＞10 ＜0.1 ＞2010   
     [%/1000h]     (実験)   
           ＞2015   
           (試作品)   
     (EDF2005)         
 

 

 

 

表5 今後の改善に向けた重要な指標－水素貯蔵システム 
技術要素 ボトルネック要因 改善への重要な指標 コメント 
高圧貯蔵       
炭素繊維 投資コスト 
    
    
    

低コストで強くかつ軽量な

炭素繊維材料および繊維強

化複合材料のヨーロッパに

おける開発(Opel 2004 ) 

炭素繊維の研究開発により

材料の低コスト化と性質向

上が可能になる。 
  

液体水素貯蔵       
製造 投資コスト 自動製造プロセスの開発   
断熱 蒸発損   
      
    

新しい断熱材とタンク構想

の開発 (液化空気または液
体窒素による断熱など)   

金属水素化物       

材料 コスト／重量密

度   

    

安価で軽量な金属の性質調

査(Züttel 2004 , HERA 
2004)   
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表6 今後の改善に向けた重要な指標－規格・基準／パブリックアクセプタンス 
ボトルネック 

要因 
改善への重要な指標 

規格の欠如 共通規格が不十分または欠如している分野  

  HySociety US DOE SKH2 

  ・オンボード水素貯蔵 ・水素特有の配管設計、 ・水素の製造・取り扱い 

   システムの安全性  設置、教育および認証  および利用 

  ・水素を燃料とする IC ・携帯用および定置型供 ・水素補給ステーション 

   エンジン  給向けの水素貯蔵タン ・水素補給のための 

  ・水素補給ステーション  ク、圧力 700 バールまで  カップリング 

   の用地決定と許認可  の高圧水素の車両運 ・燃料電池 

  ・小型携帯用途  搬に対する新基準   

    ・水素供給の適切な材料   

     選択による公衆の安全、   

     健康、福祉の確保   

    ・燃料の品質判断の試験   

     方法を製造技術から独   

     立した形で規定すること   

     による安全性の確保   

    ・装置の効率性を決める   

     ための水素質量流量定   

     量化法の規定   

    ・既存の配管基準および   

     地下貯蔵の見直しと変更   

  (HySociety 2004 , US DOE 2003 , SKH2 2005) 

パブリック EU15 カ国における実証プロジェクト件数  

アクセプタ 水素および燃料電池 255  

ンス の実証プロジェクト件数    

  燃料電池関連内数 179  

  (出典：HyWays 2005)   

 

以上 
翻訳：NEDO情報・システム部 

( 出典： EUROPEAN COMMISSION：Energy Scientific and Technological Indi
cators and References, http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/estirb
d_en.pdf , pp19-26この報告書の完全版は以下で利用可能である：  
http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf  ) 
 


