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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） 
－水素の生産－ 

 
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。 
 
世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書の第 1 章に記述された標準的予測は、

安全で確かなエネルギー・システムを作り出すという難しい問題や、気候変動を止め

持続可能な開発を可能とするという困難な問題に、世界が直面していることを示して

いる。新しいエネルギー技術はそのための欠くべからざる要素である。 
 
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。 
 
このような経路を設計し分析することは、電力、石油製品および天然ガスと平行し

て、エネルギーキャリアとしての水素の使用を引き起すメカニズムについてのよりよ

い理解へと導く。これらのトリガーは、技術的や経済的、環境的あるいは政治的かも

しれない。この研究の目標は、その前提となる必要条件を決定するのではなく、最小

の組み合わせの条件達成がいわゆる「水素経済」への特定経路の展開を促進する様に、

経路として記述される緊密に結び付いた技術集合の起動メカニズムを単に識別するこ

とである。 
 
これらの経路の概念形成は、ある程度まで任意なカテゴリー分類を必要とする。技術

的・経済的な定常状態として解釈される「水素経済」それ自体の概念は不明瞭である。

なんとなれば、他に取り得るこのようなシステムの明細を想像することができるからで

ある。従って、確定した経路は、市場への水素技術の浸透の速度によると同様に、与え

られた経路だけでなく長期的な安定した技術的・経済的形態によっても評価される。 
 
世界エネルギー技術の展望 WETO H2報告書のセクション 4.1では、生産場所から

使用場所への輸送および貯蔵を通じて、水素チェーンの様々な段階の技術の状況を示
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している。それはまた、商業化の範囲ならびに水素技術の研究開発の見通しも検討す

る。セクション 4.2 は、この研究で考慮された実際的な水素経路の定性的・定量的な
説明を行っている。セクション 4.3 の水素経路に必要な技術ブレークスルーが、これ
らのブレークスルーが実現するための条件と共に示される。最後に、セクション 4.4
では、欧州および世界での水素の展開およびエネルギー需要と関連した CO2排出に関

する変化に対する技術的ブレークスルーと経路の結果について議論している。 
 
ここでは、同報告書の第 4 章 1 節の水素技術の現状から、4.1.2 水素の生産と 4.1.2 

CO2捕捉と貯留(CCS)の部分を紹介する。 
 
水素技術の現状 

 
水素は宇宙で最も一般的な元素である。しかし、地球上では、他の元素との組合せ

以外においては有意量としては存在していない。水素は、水の中では酸素と、また天

然ガス、石油、石炭あるいはバイオマスの中ではカーボンと結合している。水素は、

100 年以上も工業目的に生産され使用されてきている。水素の最大の生産者は化学・
石油工業である。”水素エネルギー”1は、いまだ存在していない。 

 
エネルギーキャリアとしての水素の導入は、膨大で継続した課題になるであろう。

しかし、気候変動やエネルギー安全保障に対する懸念は、世界的に、特に欧州におい

て、水素をエネルギー研究および政策の最前部へもたらした。水素経済への遷移は、

生産、配送と貯蔵の社会基盤、変換および最終使用での多くの技術的課題、経済的問

題および社会的問題に直面する。ここでは、水素チェーンの種々の段階に関しての、

主要な水素技術の現在の状況および利害関係者の戦略について記述する。 
 
1. 水素の生産 

 
自然な水素の埋蔵は地球上には存在しないので、他のエネルギー源から生産する必

要がある。自然界における水素は、他の元素に強く結合している、元素の水素を生産

するためには、これらの結合を破らなければならない。そして、これには相当なエネ

ルギーが必要である。これを行う幾つかの方法があり、いくつかのプロセスは既に商

業用途にあるが、その一方で他のものは開発途上、あるいは、いまだ研究中である。 
 
水素は、電力を使用してあるいは熱プロセスにより、水を含んだ多様な配列の供給

材料から生産することができる。水素は、今日、天然ガス(あるいは LPG)の水蒸気改
質から、また石炭や重質油のガス化により、あるいは水の電気分解によって生産され

                                                  
1 すなわち、電力のようなエネルギーキャリアとして、あるいは軽油やガソリンのような輸送燃料とし
て使用される水素。 
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る。他の生産技術も研究されている。水素への光電気分解は、太陽光の直接変換によ

って進行する。光生物学プロセスでは、水素は有機体の代謝の副産物として生産され

る 2。熱化学プロセスでは、水は高温度で水素および酸素へ分解される。必要な熱は、

原子力あるいは太陽エネルギーから提供することができる。 
 
水素生産に関する多くの研究に関する詳細な調査に基づいて、5 つの水素生産技術

あるいは技術グループが選択され、POLESモデルに含まれている。以下がその技術グ
ループである： 

 
－ 天然ガスの水蒸気改質 
－ 石炭ガス化 
－ バイオマスのガス化 
－ 水の電気分解 
－ 熱分解 
 
これらの技術は、次の 50年にわたって、大規模水素生産の最も代表的で有望なもの

と考えられている。各々の技術は、価格、CO2 排出、実現可能性、規模および物流の

点から、その性能を含んで、以下に簡潔に述べる。 
 

天然ガスの水蒸気改質法 

 
水蒸気改質法では、水素、一酸化炭素および二酸化炭素を生産するために、触媒が

存在する状態で高温(700-1000℃)の水蒸気と天然ガスを反応させる。続いて起こる一
酸化炭素と水蒸気との間の水性ガスシフト反応は、水素の量を増加させて、ほとんど

の一酸化炭素を二酸化炭素に変換する。二酸化炭素は、その後、吸収や膜処理によっ

て混合体から分離され、中程度の純粋な水素をもたらす。 
 
天然ガスの水蒸気改質は、現在、最低価格の水素への道であり、商業用途で最も一

般的な方法である。水素を使用するところで生産するために、既存の天然ガス社会基

盤と共にこの水蒸気改質プロセスを使用することができるであろう。水蒸気改質器は、

よく理解されており、容易に拡張が可能である。20,000 Nm3/h(Nm3：m3 at 0°C and 1 
bar)から 350,000 Nm3/hの間の生産能力を持った大きな工場で作られた水素は、パイ
プラインによる圧縮ガスやトラックの圧縮ガス、あるいはトラックの液体水素として

輸送できるであろう。数 10年間もの産業施設での運用は、この生産と輸送システムの
優れた安全性の記録を実証している。 

 
小規模の改質器は、100～20,000Nm3/h の生産能力で、使用場所に接近して設置す

                                                  
2 EUプロジェクト「SolarH」および「BioHydrogen」はこれらの領域の研究を支援している。 
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ることができる。この場合、水素は恐らくガスとして配送されるだろう。小規模水蒸

気改質器での水素液化は、技術的に実現可能であるが、高価で広い空間を必要とする。

水素ガソリンスタンドでの水素生産に適した小規模改質器は、大規模システムの規模

縮小あるいはコンパクトであるがわずかに低い効率のガス化および水蒸気改質の組合

せである自己熱改質器のいずれかである。近年、小規模水蒸気改質器の価格が下がり、

また、信頼性と効率が改善した。ほとんどの工業プラントは目的設計されている。連

続生産はまだ確立されていない。 
 
拡張性のために、天然ガスからの水素生産は輸送応用において興味ある選択肢であ

る。大規模、中規模の生産工場は、大量の自動車群、航空機や船舶輸送および列車に

適している。分散された生産工場は、乗用車、少量の自動車群や列車のための充填ス

タンドに適している。天然ガスからの水素生産は、少量の水素処理量の応用には適し

ていない。 
 
改質は、天然ガスの入手可能性に左右される。これは、適切な容量を持った天然ガ

スパイプラインあるいは十分な量の LNG が利用可能である場所に接近して工場が設

置されるべきであることを意味している。欧州連合は、この点に関して広範囲の天然

ガスパイプラインネットワークや LNG施設の計画的展開を特に良くやっている。2030
年-2040 年以降の長期においては、天然ガスの供給低下は、輸送のための水素燃料の
主要資源としての潜在性を制限する。EU の現在の天然ガス消費は、現状の道路輸送

の燃料消費に近い、増加するガスで石油製品の予測下落を補うことができるのは疑わ

しい。 
 
天然ガスから水素を作るという別の欠点は、プロセスが CO2を排出するということ

である。このルートからの温室効果ガス(基本的に CO2)の「油井から燃料タンクまで
(Well-to-Tank)」の排出 3 は、90～150g/MJと見積られる 4。CO2の輸送と貯蔵とに関

係する規模の経済と後方支援のために、カーボン捕捉・貯留(CCS：carbon capture and 
storage)システムは大規模水素生産工場でのみ実現可能である。 

 
最後に、水蒸気改質の比較優位性は、水素の最終使用に依存する。例えば、輸送分野で

最も適しているプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)は、特に硫黄や一酸化炭素(CO)のよう
な水素燃料中の不純物に敏感である。硫黄は石炭や炭化水素中で見つかり、一酸化炭素は

水蒸気改質の副産物である。PEMFCでの使用を意図した改質からの水素は、一酸化炭素
を除去するためにさらに処理をしなければならない。もし、水素が COにやや敏感でない

                                                  
3 つまり、輸送燃料の生産と輸送から使用場所(水素、ディーゼル機関など)までに生じる排出。自動車の
燃料使用に関係する排出は、"燃料タンクから車輪まで"と呼ばれる。 

4 下の数値は、中央工場での EUの天然ガス混合改質からの水素ガス生産で搭載貯蔵圧力 70MPaの充填
スタンドへのパイプラインによる輸送に対応している。上の数値は、中央工場での天然ガス改質から
の液体水素生産とトラックによる充填スタンドへの輸送を仮定している。 
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内燃機関や固体電解質型燃料電池で使用される時には、この処理は必要ではない。 
 
天然ガスの水蒸気改質は、現在、水素を生産する最も安い方法である。ガス価格が 2

～4 ユーロ/GJ の間であるとすると、大規模工場からの水素の価格は 5～8 ユーロ/GJ
になる。この数字は CO2捕捉・貯留装置(CCS)を含んでいない。CCSは、この価格に
約 20%を加える 5。 

 
生産原価は、さらに改質器の大きさに依存する。エネルギー環境研究所[IE、2004

年]によれば、小規模(1,000 Nm3/h)と大規模(150,000 Nm3/h)水蒸気改質器からの価格
比は 2から 3の間にある(カーボン貯留装置無しの場合)。 

 
天然ガスの水蒸気改質は、現在最も安い水素生産方法であるだけでなく、さらに現

在価格でも、既存の市場で車に水素を供給するための最も価格効率の良い経路である。

自動車へ圧縮水素ガスを供給する価格(つまり「油井からタンクへ」の価格)は、生産と
輸送の両方の概念に依存する。よく確立された市場では、充填スタンドへのパイプラ

イン輸送による大規模天然ガス改質は、最も価格効率の良い選択肢である。 
 
もし充填スタンドが、生産工場の半径 50km内にあり、水素の生産が年 18万トン(石

油換算)ならば、供給価格は 14～18ユーロ/GJ(CO2捕捉・貯留装置無し)の間になると
推測されている。より長距離においては、価格は相当に高くなる。現地での水素生産

はより高価である(19～22ユーロ/GJ)。また、中央工場からの液体水素輸送は約 25ユ
ーロ/GJであろう。 

 
展望を示すために、現在の軽油自動車燃料の生産コストは、5～7 ユーロ/GJ の間に

ある。しかし、税を含む欧州消費者のための最終価格は、約 1ユーロ/リットル(つまり
30ユーロ/GJ)である。 

 
石炭ガス化 

 
部分酸化(すなわちガス化)は、固体の炭素に富んだ供給材料をガスと残留物へ分解す

るプロセスである。現代のガス化炉では、石炭は制御された量の空気あるいは酸素を

持った高温高圧の水蒸気と反応する。これらの条件の下では、水は水素に分解される。

そして、石炭中の炭素は、一酸化炭素と二酸化炭素に変換される。水素の割合を増加

させるために、ガス生成物は、その後、一酸化炭素と水蒸気が二酸化炭素と水素に変

換される水性ガスシフト反応にさらされる。その後、水素は分離される。 
 

                                                  
5 数字は 150,000 Nm3/hの水素工場能力に適用できる[IE、2004年]。これらの価格は 2005年の高騰前
のガソリン価格に相当する(現在価格はおよそ 6ユーロ/GJである)。 
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このクラスのプロセス内では、3 つの異なった概念がある。その 2 つは、もっぱら
水素を生産する。また、3 番目は水素と電力の両方を生産する。最初の概念は、湿式
ガス洗浄を使用する従来の大規模なシステムである。従来の設備で使用されているガ

ス化システムのうち、噴流床ガス化炉は、固定床や流動床ガス化炉よりも高い炭素転

換率を持ち、また高い水素産出をするので水素生産に最もふさわしいものである。 
 
中期的から長期的なものとしての、第 2 の概念は、システム高温ガス洗浄および膜

分離技術を使用する先進的大規模システムである。このガス清浄は約 350～650℃の温
度で行われる。水素分離は従来の湿式ガス洗浄工程よりも効率的である。水性ガスシ

フト炉も、さらなる浄化ステップも必要ではない。しかしながら、この概念は、いま

だ研究開発レベルにある。 
 
3 番目の概念は、統合ガス化複合サイクル (IGCC： Integrated Gasification 

Combined Cycle)に基づいた、水素と電力の複合生産である。このプロセスは、従来
のガス化に似ているが、電力を発生するために複合サイクルガスタービンを組み合わ

せる。IGCCシステムは、200～800MWe容量が既に市販されている。周知の技術に基
づいているが、水素と電力の複合生産はいまだ技術的な改善を必要とする。商用の複

合生産システムは 2015年から 2020年の間で利用可能であろう。複合生産システムの
概念は、さらに水素と電力の間の出力バランスを変化することができ、化石燃料発電

を将来の断続的な再生可能資源の大規模浸透へより良く適応させることを可能にし、

弾力的運用の可能性を提示する。 
 
石炭ガス化は、水素生産の有望な選択肢である。しかし、主として大規模な工場内

での選択肢である。既存の従来システムは、水素が約 130,000 Nm3/h以上の容量を持
っている。この技術の高度な複雑さとカーボン捕捉・貯留システムの統合は、小規模

生産工場を経済的・環境的な理由の両方から魅力ないものにしている。 
 
これらの問題を克服するために研究開発が必要である。優先順位は以下のとおりである： 
－ ガス化炉を小規模にすること 
－ ガス化炉の熱変換を向上させること 
－ ガス浄化を向上させること 
－ より好ましいガス組成の達成 
－ ガスタービン中の燃焼向上をさせること 
－ 廃水処理および空気分離プロセスを向上させること 
これらの理由から、石炭からの水素の小規模生産は、この研究では考慮していない。 
 
石炭の入手可能性は、数十年間は石炭ガス化の潜在性を制限しない。世界的には石

炭埋蔵量は膨大であるため数世紀間は保つが、欧州の石炭生産は低下すると予想され、
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欧州では輸入に依存することになる。この依存の問題が、EU のエネルギー供給のセ

キュリティを害するという懸念があるかもしれない。世界の石炭資源の比較的一様な

分布と、石炭世界市場の安定した価格を示す歴史的証拠により、この懸念は減るに違

いない。 
 
石炭ガス化の別の潜在的な制約は、それが多くの二酸化炭素を排出するということ

である。気候変化が制約する場合、石炭からの水素生産は、カーボン捕捉・貯留と相

まって単に環境上の理由から存在が可能である。石炭に基づいた水素の「油井から燃

料タンクまで」の排出 6 を、天然ガスの水蒸気改質からのものと比較することは興味

がある。石炭からの水素生産は、CCS のレベルに依存して 50～250g/MJ を排出する
(4.1.2を参照)。天然ガスの水蒸気改質からの排出は、カーボン捕捉・貯留のない場合、
90g/MJである。 

 
最後に、水蒸気改質で、石炭の部分酸化は不純物を生産し、最も多いのが硫黄と一

酸化炭素である。水素がプロトン交換膜燃料電池の中で使用される場合、これらは削

除されなければならない(以下を参照)。 
 
石炭価格 1.5ユーロ/GJに基づいて、カーボン捕捉・貯留のない石炭ガス化によって

大量の水素を生産するコストは、技術に依存して、8～10ユーロ/GJ 7の間にある。CCS
はコストを 20%程度増加させる[Tzimas and Peteves, 2005]。充填スタンドが生産工
場から 50km以内にある場合、ユーザーへの供給価格は 19～21ユーロ/GJと見積られ
る。メタンや他の炭化水素も水素を作るために部分的に酸化することができる。その

生産コストは石炭ガス化あるいは天然ガスの水蒸気改質のいずれよりも高い。 
 
IE[2004]によれば、大規模な従来システムと先進システムの資本費用は類似してい

る。しかし、運転と保守(O&M)コストの先進的概念は 50%高い。カーボン捕捉・貯留
は、従来システムの資本費用を約 15%また O&Mコストを 80%増加させる。比較可能
な数値は先進的概念に関しては利用可能ではない。複合生産システムのコストは、水

素に焦点を置いたシステムよりも著しく高い。コスト比は、資本および O&M コスト

の両方共におよそ 2.5 である。CCS のコスト負担はそれほど劇的ではない。そのコス
ト負担は、資本費用に約 6%および O&Mコストに約 50%の増加である。 

 
バイオマスガス化 

 
バイオマスは化石燃料代替としての重要な選択肢である。重要な利点は、成長と使

用のサイクルにわたって、二酸化炭素の正味の排出がないということである。バイオ

                                                  
6 報告された排出数値は充填スタンドへのパイプラインによる水素ガス輸送を仮定している。 
7 この数字は 150,000 Nm3/hの水素工場容量に適用できる[IE, 2004]。 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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マスは原理的には石炭と同じ様にガス化することができる。種々様々のバイオマス資

源(例えば木材、林業副産物、麦わらおよび都市固形廃棄物)が水素生産に使用すること
ができる。また、これらの資源の分散は、水素生産工場を、コスト削減の可能性を持

って、使用する場所に近い場所の設置を可能とするかもしれない。 
 
バイオマスは石炭よりもさらに複雑でより変化する供給材料である。また、ガス化

のプロセスはそれに従って適応させる必要がある。石炭に比較してバイオマスの揮発

性物質(石炭の 30%と比較して約 80%)の高い内容と低い密度は、炉の設計に影響を及
ぼす。揮発成分の持つ問題は二段階ガス化工程で取り扱うことができる。 
 
まず初めにバイオマスは、空気のない状態で熱分解され、熱分解油と水を生産する。

その後、熱分解蒸気は、水素の多いガスを生産するために水蒸気で改質される。その

プロセスは、バイオマス原料の性質に依存して、単一の反応炉(固定床か流動床)あるい
は二段反応炉の中で進められる。 

 
単一段階ガス化工程に対して二段階バイオマス熱分解/ガス化工程の利点は、ガス化

とは異なる場所で熱分解を行うことができるということである。熱分解油はバイオマ

ス資源の近くで生産され、次に、ガス化のために水素消費地に輸送されるであろう。 
 
バイオマスのガス化には、生産されたガス中の水素密度が高いというような、化石

燃料のガス化に対して、いくつかの重要な潜在的長所がある。しかし、供給材料の複

雑な化学や広い範囲の特性に関連した多くの問題が存在する。現在得られる原料ガス

の品質は、発電には適当であるが、水素供給の要求は満足していない。最良にコント

ロールされた最も好ましい供給材料でさえ、水素生産のためのガス清浄/前処理システ
ムが不可欠である。ガス清浄方法の技術的複雑さは、より大規模な運転が発電用の水

素生産に必要である。大規模な水素生産のためのバイオマスガス化だけが、現在考え

られる。 
 
現在、バイオマスガス化システムは、熱と電力生産のための原料ガスを生成するた

めに設計され運転されている。欧州において利用可能なシステムは、技術的に成熟し、

水素生産のために商業的に運転されているものは存在しない。プロセス最適化や研究

開発の大規模な可能性がある。多くの研究開発課題は、石炭ガス化と似ている。炭化

水素の改質および水性ガスシフトの最適化を含む、高温ガス処理のさらなる研究が必

要である。 
 
2020年以降になれば、65%以上の総合効率が期待されるであろう。IGCCシステム

での水素と電力の共同生産は、石炭ガス化に記述されたものと同様の長所を持つであ

ろう。 
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水素生産コストは一段法と二段法で類似している。現在の推定値は、2 段法に少し
の利点があり、9～12 ユーロ/GJ の間にある。投資コストおよび供給材料コストの両
方共に不確かである。バイオマスガス化水素生産の商用プロセスがないために、また、

評価が難しい技術が成熟中であり、コスト削減に大きな可能性があるので、投資コス

トは不確かである。供給材料のコストは変動費を占め、バイオマスとその入手可能性

のタイプに依存して大きく変る。高い変換効率を持った向上したプロセスは、全体中

の供給材料コストの部分を縮小する可能性を持っている。しかし、この傾向は、バイ

オマス前処理用追加費用によって部分的に相殺されるであろう。これらの予測に基づ

いて、現段階の化石燃料価格を仮定する化石燃料および CCS(以前を参照)を使用する
ほとんどの概念に対して、バイオマスガス化からの水素コストは競合し得なかった。 

 
水の電気分解 

 
水の電気分解は、水に電流を通過させ、水を水素と酸素へ分解する。水素ガスは負

のカソードに、また酸素ガスは正の陽極に集まる。天然ガスの水蒸気改質の次は、水

の電気分解が水素生産の最も一般的な方法である。また、産業界の何年もの運転は優

れた安全性を実証している。電気分解は容易に拡張可能であり、1 MWe (約 250Nm3/h
の水素生産に対応)から 150MWe(35,000 Nm3/h)までの容量を持ったユニットが市販
されている。 
 
過去 10～15年の間に、電気分解は重要な技術的進歩を達成した。効率は向上し、ま

た、運転は変動する電力(例えば風力発電)でも達成されている。より高圧力への傾向も
見ることができる新しい電解層は、水素輸送用の最初の圧縮段階を回避するために、

通常 1～3MPaで運転される。先進技術が性能の向上とメンテナンスの単純化を約束す
るが、まだ長期間の運転は実証していない。 

 
最近の研究開発の取り組みは、現地水素生産のために、MW 規模ユニットの高度な

電解層と小規模ユニットに注目している。これらの小規模ユニットは、130～270kWe
電気入力(つまり 30～60Nm3/h容量範囲)の間にあり、過去 5年にわたってより信頼出
来るようになった。大量生産スキームと比較して、現地での水素生産という大きな利

点は、それが水素輸送の必要性を除去するということである。上記の小規模開発に基

づいて、いくつかのメーカーは、水素スタンドが路上走行車および他の自動車用途に

圧縮した水素ガスを供給するために電気分解システムを研究している。 
 
水の電気分解の主な欠点は、それが大量の電力を必要とするということである。効

率を増加させて、かつ電力使用を削減する努力がなされている。例えば、700～1000℃
の間の温度と高圧で運転された電解槽はより効率的である。しかし、これらのシステ

ムの研究はまだ研究開発段階にある。 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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一次エネルギーで熱化学変換と比較した水の電気分解の利点は、より低い資本費用

とモジュール式の性質にある。電解槽は、ほとんどどのような寸法でも効率の低下な

しに運転することができ、水素の需要と電力供給を調節することができる。別の利点

は、プロセスが非常に純粋な水素をもたらすということである。バイオマスまたは化

石燃料から生産された水素中にある、少量の CO に敏感な固体高分子(PEM)燃料電池
で水素を使用する場合には、このことは重要である。電気分解による生産は、他の手

段より高価であるが、燃料電池での追加費用を回避できる。 
 
電気分解による水素生産のコストは電力の価格によって占められる。これは、石炭

や原子力の電力を使用すると総生産コストの約 30%で、また海上風力発電を使用する
場合は 80%程度である。電気分解は電力が安く発電される場合にのみ、例えば、電力
グリッドからの閑散時電力、あるいは断続的な風力や太陽資源からの超過電力生産が

ある場合、経済的に実現可能である。Nitsch[2003]および IE[2004]は、1000Nm3/hで
20年間の技術的寿命の能力を持った工場からの電気分解による水素生産のコストを評
価した。彼等は、石炭または原子力からのベース負荷電力を使用して約 22～25ユーロ
/GJのコストを、風力発電を使用して約 30～50ユーロ/GJを、また、より高価な再生
可能資源である、例えば太陽光発電や高温太陽熱発電 8を使用して 90～450ユーロ/GJ
の間のコストを計算している。 

 
電気分解からの温室効果ガスの排出は、使用される電力資源に依存する。もし電力

が原子力あるいは再生可能資源からである場合、水素は CO2の排出がない。もし電力

が化石燃料からならば、CO2排出は大きい。従って、「油井から燃料タンクへ」の温室

効果ガス排出は、広い範囲内に横たわる。もし、水素ガスが風力発電を使用して現地

の電気分解によって生産される場合、その範囲は、0g/MJ の近くから始まり、また、
EU の燃料ミックスから発電された電力を使用して、中央の電気分解工場から生産さ

れた水素を液化してトラックで充填ステーションへ輸送した場合、240g/MJ まで増加
する。 
 
熱分解と熱化学サイクル 

 
水が 2,500℃以上に加熱されると、水素と酸素へ分解する。この温度で動作させるに

は材料に困難な問題がある。このプロセス温度は、直接分解と電気分解または化学サイ

クルを組合せることにより低下させることができる。電気分解との組合せは、水蒸気電

気分解あるいは高温電気分解として知られている。既存の電気分解に対するこのプロセ

スの利点は、水を分割するために必要とされるエネルギーのうちのいくらかが、電力の

代りに熱として加えられるということである。熱は電力より安いので価格を削減する。 
 

                                                  
8 この推定値は、より高い効率と組み合わせたスタック設計における期待される改善に基づく。 
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熱分解もまた低温で水を分割するために化学反応と組み合わせることができる。分

割を促進するために水に中間体が加えられる。それらはプロセスで消費されるが、回

収し再生成することができ、そして再使用できる。一連の反応は熱化学サイクル 9 と

呼ばれる。水を分割する多くの可能なサイクルがある。しかし、電気分解ほど効率的

なものはない。研究の取り組みは、商業的に実現可能な低価格で高効率のプロセスの

開発に注目している。 
 
ヨウ化硫黄(S-I)サイクルは有望である。それは、850℃以上の温度を必要とするが、

高効率を提供する。熱化学サイクルでは、化学反応は体積に比例する。しかし、電気

分解では、反応はむしろ表面積に比例する。したがって、規模の経済は熱化学の手段

が好ましい。原子炉からの熱を使用して、大量生産を達成することが提案されている。

このプロセスは、欧州 10、日本および米国で研究、開発されている。 
 
別の有望なサイクルには、ZnO/Znプロセスがある。これは、高温ガス分離を必要と

せず、約 29%のエネルギー変換効率があるので、太陽熱に適している。他の熱化学サ
イクルでのように、ZnO/Znプロセスは、固形材料の大量の流れの取り扱いが必要であ
る。一層の開発研究が、現在、太陽化学反応器のモデル化と、Zn回収のよりよい急冷
法の設計に集中している。 

 
太陽熱分解からの水素生産は、まだ実験段階にある。しかし、詳細に報告されたプ

ロジェクトからの利用可能な文献や情報によれば、資本費用は約 3,500 ユーロ/kWh
である。学習効果と技術波及はこの数字を縮小するであろう。このような資本集約的

技術は、50ユーロ/GJ以上の高い水素生産価格をもたらす。 
 

2. CO2捕捉と貯留(CCS) 
 
水素が石炭、石油あるいは天然ガスから生産される場合、二酸化炭素が排出され、

管理されなければならない。CO2捕捉と貯留(CCS：CO2 capture and storage)は 1つ
の選択肢である。CCSは、二酸化炭素を無期限に分離し格納するプロセスである。条
件は水素生産および発電の両方の場合に類似している。第一段階では、水素は主とし

て化石燃料から生産される。したがって、CCSは水素経済にとって重要である。CCS
は、価格、潜在性、信頼性および安全性の点から難問である。これらのトピックスは、

第 5 次・第 6 次欧州研究開発フレームワーク・プログラムによって特に融資された研
究開発プロジェクトの主題である。 

 
                                                  
9 例えば熱/電解ハイブリッド分解プロセスや直接触媒分解のように、温度を下げる目標で研究中の他の
技術がある。 

10 例えば、第 5次 EUフレームワーク・プログラムの欧州 HYTHEC研究計画は、S-I 熱化学サイクル
に専念している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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水素と CO2は、化学溶媒洗浄集塵、物理溶媒洗浄集塵、吸収、メンブレン、低温工

学、化学ループ燃焼およびセラミック膜分離によって分離することができる。予備燃

焼捕捉および天然ガスの水蒸気改質では、水性ガスシフト反応は、水素の多い合成ガ

スと高圧で大きく濃縮された CO2の流れを生成する。そこから CO2を容易に抽出する

ことができる。このための化学プロセスは確立されており、反応膜による高度な概念

が開発されている。規模の経済は重要である。そして、CO2 の分離は、大量の水素を

供給する大規模センター施設でのみ効率的である。 
 
天然ガスの水蒸気改質で、70%から 90%の CO2削減を達成することができる。石炭

ガス化については約 90%である。CCSの使用は、石炭からの水素生産で「油井から燃
料タンクへ」の温室効果ガス(GHGs)排出を 250g/MJ から約 50g/MJ に減らす。また
天然ガスからの水素生産では 90g/MJから約 30g/MJまでに減らす。 

 
一度捕捉したら、CO2 は永続的に貯留されなければならない。可能性は次のものを

含んでいる：地質学的貯留(つまり空の地下埋蔵石炭、石油やガス田、あるいは地下塩
水層中への CO2 注入)、海洋貯留(このオプションの蓄積時間および環境影響に関して
は大きな不確かさがある)、鉱物および生物学的貯留(ケイ酸マグネシウムのような自然
発生の鉱物と CO2を化学的に組合せる)。地質学的貯留の可能性は、米国、カナダおよ
びオーストラリアで評価されており、また EUでも評価中である。 

 
研究は、CCSが充填スタンドでの水素供給価格を 25～30%増加させることを示唆し

ている。いくつかの研究ではさらに高いコストを示している。水素が天然ガスから生

産される場合、燃料価格はこの追加費用が大きな成分である。一方、水素を石炭から

生産する場合、資本費用が最も重要な要素となる。 
 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf , pp70-81) 

参考： 
・1kWhは 3.6MJである。従って 1GJは約 278kWhとなる。京都議定書で合意された我が国
の二酸化炭素排出量削減目標を参考に、1990 年比 6％削減した、我が国の 1 世帯当たりの
光熱費から算定した電気使用量の目標値はおよそ 330kWhである。 

・現在の我が国の家庭用電気料金はおよそ 20円/kWhで発電原価は約 6円/kWhである。 
１ユーロ 155円とすると、発電原価は 10.7ユーロ/GJとなる。 

 
・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 


