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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） 
－水素の輸送と貯蔵－ 

 
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。 
 
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ー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。 
 
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

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。ここでは、同報告書の第 4章 1節の水素技術の現状から、4.1.3水素の輸送と配布
と 4.1.4 水素貯蔵 4.1.5変換と最終消費の部分を紹介する。 
 
4.1.3 水素の輸送と配布 
 
水素の生産に関係する技術問題、経済問題および環境問題に加えて、水素経済への

遷移は、生産地から消費地までの水素の輸送と配布の解決策を必要とする。水素が大

きな中央集中化工場で生産される場合、水素の輸送および配布は特に重要である。水

素が消費の場所(例えば充填スタンド)で生産される場合、水素の輸送および配布はそれ
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ほど重要ではない。この場合、水素を生産するエネルギーフローは、天然ガスまたは

電力の既存の配布インフラストラクチャーからもたらされる。 
 
水素は、圧縮ガス(CGH2：Compressed Gas H2)あるいは液体(LH2：Liquid H2)とし

て輸送される。水素のエネルギー対質量比は非常に高い1。しかし単位容積当りのエネ

ルギー量は低い2。したがって、自動車用途の実際的な燃料になるのと同様に、輸送す

るためには水素は圧縮するか液化しなければならない。圧縮や液化には大きなエネル

ギーを必要とする。また、これが水素利用の経済に影響を与える。 
 
水素は利用可能な技術で安全に輸送し配布することができる。ボンベとパイプライ

ンは、半世紀以上にわたる優れた安全記録を持って、水素ガスの輸送に使用されてき

ている。水素は、宇宙計画のために大きな液化工場が米国や欧州で建造された 1960
年代以来、産業規模で液化されている。道路での液体水素輸送のために低温タンカー

が最近開発され、何台かは既に欧州で動いている。この経験にもかかわらず、エネル

ギー・システムへの大規模な水素の導入は、新しい問題を提起し、技術的問題の解決、

コスト縮小、安全性確保のために、かなりの研究開発(例えば材料)が必要である。積極
的な欧州研究プログラムが産業界や研究所に存在する。 
 
欧州委員会によって資金提供された“NaturalHy 研究プロジェクト”3は、水素が、

既設のパイプラインネットワークに天然ガスに混合して、その後、消費地で分離して

配布するシステムの危険性の限界を識別しようと努力している。このプロジェクトは、

欧州のガス企業やガス研究所を含んでいる。このシステムは、既存の広範囲の天然ガ

スネットワークの使用により比較的低価格で、水素の円滑な短期導入を可能とする。

このことは、水素専用の新しいパイプラインへの大きな投資を回避するだろう。この

欧州研究は、さらに水素の輸送および配布に関して特に重要な安全性、法規制、基準

および標準の問題を取り扱っている。 
 
水素ガス(CGH2)の配布 

 
水素ガス(CGH2：Compressed Gaseous H2)は、加圧ボトル4(通常 20～30MPa)や、

タンクトレーラー(通常 20MPa)、またパイプラインによって輸送することができる。
配布用パイプラインの圧力は 1.1～30MPaで、一方、長距離輸送のための圧力は 0.01
～2MPaの範囲にある。 

 
水素は、何 10年間も、300km位までのパイプラインで輸送されてきている。1000km

                                                  
1天然ガスの 0.045GJ/kgに比べると 0.11GJ/kg。 
2天然ガスの 0.036GJ/m3に比べると 0.01GJ/m3。 
3http://www.naturalhy.netを参照。 
4シングルボトル、バンドルあるいはバンドルトレーラー。 
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以上の産業用水素パイプラインは、主として米国および欧州(フランス、ドイツおよび
ベルギー)で、世界的に運転されている。これは、長距離にわたる大量輸送の最も適切
でコスト最小の方式である。コストの 2 つの主要な構成成分は、資本費用と運転費用
である。 

 
資本費用の主な成分はパイプと圧縮機であり、主な運転費用は圧縮機の運転である。

パイプラインの資本費用は、単位長さ当りで計算され、パイプライン直径に比例して

増加する。水素の物性のために、また、水素は最新の天然ガスパイプラインで使用さ

れている鋼とは反応するので、水素のためのパイプラインは天然ガスよりも複雑でよ

り高価となる。 
 
ポンプ費用は、水素のより低い体積エネルギー密度のために天然ガスよりも高価で

あり、一定量のエネルギーを搬送するためには、より多くのガスを輸送しなければな

らない。そのためには、水素はより高速度で送らなければならないので、より多くの

圧縮動力とエネルギー5を必要とするか、あるいは、パイプラインの直径をより大きく

しなければならない。従って、CGH2 パイプライン化は、単位エネルギー当り、天然

ガスの 1.5～2倍くらいのコストがかかる。より高い運転効率は、高圧の水電気分解槽
や気化器の高入力圧力(通常 2～3MPa)の使用により期待される。これは、パイプライ
ン入り口での水素圧縮を 5倍少なくすることができる。 

 
水素専用の新しいパイプラインシステムの大きな費用のために、既存または新しい

天然ガスパイプラインを使用する方法を見つけるための多くの取り組みがある。研究

には 3つの主要な流れがある： 
(1) 既存の炭化水素パイプラインの水素サービスへの転化、 
(2) 既存の天然ガスパイプラインの水素と天然ガスの混合使用(例えば NaturalHy

研究プロジェクト)6、  
(3) 水素互換の新しい天然ガスパイプラインの建設。 
 
この中でも最初の 2つのオプションは、注意深い冶金学と安全性分析が必要である。

3 番目のオプションは、天然ガスサービス期間中は正当化が難しいかもしれない、直
径や耐圧強度を拡張したパイプラインの追加的な資本費用が存在する。これは、ロシ

ア、中国および日本を接続する新しい北東アジア天然ガスパイプラインシステムで考

慮されている。 
 
過渡期には、水素はトラックによって運ばれるであろう。30MPaで使える複合材料

で作られていたボトルは、10年間使われている。圧縮水素ガスのタンクトレーラー輸

                                                  
5 同じ等価エネルギーの輸送には、約 3.5倍のより大きな圧縮エネルギーが必要。 
6 この場合、H2は消費地点で分離される。 
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送は、現在約 6000Nm3まで可能である。この方法はエネルギー効率が低いので、短距

離(200km未満)や小容量で少ない頻度の利用に制限される。 
 
圧縮水素ガスの供給コストは、輸送方式および距離に強く依存する。利用可能な研

究によれば、トラックでの流通経費は 10～30Eu/GJで、パイプラインは 6～20Eu/GJ
である。しかしながら、インフラストラクチャーへの必要な投資を行えば、相当に低

い値になるであろう[Castello and Tzimas]。この大きな範囲の問題は、距離による変
化や大規模な水素輸送や配布の少ない経験を反映している。学習効果と規模の経済が

今後このコストを縮小するであろう。 
 

液体水素(LH2)の配布 
 
液体水素(LH2：Liquid H2)は、トラックや鉄道のみによって配送することができる。

液体はより高密度なので、トラックは圧縮ガスより液体としてより多くの水素を運ぶ

ことができる。今日、LH2 は、極低温コンテナあるいは温度が－253℃の 41～53 m3

の大きさのトレーラーで運ぶことができる。40m3の LH2トレーラーは、21m3の CGH2

タンクトレーラーの約 5倍分の水素を輸送する。 
 
液体水素が低密度でも、タンカーは極度に熱絶縁されていなければならないので、

１台のトレーラーでわずか約 2,000～4,000kg しか輸送できない。これは、400～800
台の自動車を満たす量である。今日、欧州には大型 LH2トレーラーが 20 台以下しか
ない。成熟した水素システムでの経済的継続性はコストを 30%～50%縮小するだろう。
現在、トラックで液体水素を輸送するコストは、1～3Eu/GJの間にある。これは水素
ガスを輸送するコストよりはるかに小さい。しかし、液化それ自身はエネルギー集約

的である。水素ガスのエネルギーのおよそ 3分 1が液化中に失われる。 
 

水素充填スタンド 

 
水素は、4つの主な方法で充填スタンドに供給することができる。 

(1) LH2または CGH2トレーラーによって 
(2)天然ガスの改質によって 
(3)水の電気分解による現地生産によって 
(4)パイプラインによって 
トレーラーおよびパイプライン供給は、液体燃料あるいは圧縮天然ガス(CNG)の従

来の供給経路と同等である。水素の現地生産は、天然ガスや電力供給の既存インフラ

ストラクチャーを使用する代替アプローチである。 
 
LH2 の供給方式は、石油製品の現在の取り扱いに類似している。LH2 燃料は、通常



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 

68  

水素生産工場に隣接している集中液化装置で作られる。LH2 は、トレーラーまたはコ

ンテナで充填スタンドに配送され、配送した容器か円筒の固定施設のいずれかにその

場貯蔵される。 
 
LH2は、低温水中ポンプで 3 分以内に、従来の 100～140 リットルの水素乗用車の

燃料タンクに転送することができる。LH2 の燃料補給は、完全自動化燃料補給インタ

ーフェース、あるいは手動燃料補給インターフェースによって行うことができる。こ

れらのインターフェースの大きさと重量は、今日使用中の CNG やガソリン燃料補給
ノズルと同程度である。 
 
液体水素を圧縮ガス(LCGH2)として配送するために、LH2は、ガス化され、70MPa

までの要求される貯蔵圧力でガスを配送する低温水中ポンプによって圧縮される。低

温ガスで燃料補給する時は、CGH2 燃料補給で行われるように過剰加圧による温度補

償は不要である。LH2 と CGH2 の両方を同じ充填スタンドから提供する場合、CGH2

自動車の LCGH2燃料補給が好ましい。高圧 CGH2燃料補給は、近年著しく進歩して

いる。LCGH2燃料補給あるいは液体窒素(約-200℃)の CGH2低温冷却は、高速 CGH2

燃料補給にはもはや必要ではない。 
 
現地での水素燃料の生成は、上流の炭化水素供給へのアクセスを必要としない燃料

供給の斬新な経路を提供する。あらゆる独立した燃料プロバイダーが、水素生産のた

めに天然ガスや電力を購入し、そのお客に水素を売ることができる。これは新しい関

係企業にこのセクターを公開し、新しいビジネス機会を提供する。 
 
搭載型圧縮水素貯蔵は、70MPa(自動車用)あるいは 35MPa(バスまたは多用途車用)

以上の圧力で水素を供給することができる燃料補給ステーションを必要とする。これ

は、次には需要パターンと一致する規模でのステーションに適切な圧縮機および貯蔵

装置を必要とする。いくつかのステーションが、現在運転中で、水素の異なる形式と

圧力を試験している。欧州(CUTE プロジェクトの枠組み)、アメリカ、日本およびシ
ンガポールでステーションが実証されている。商用ステーションは、既に 2003年の春
にレイキャビク(アイスランド)で構築されている。水素チェーンのこの段階において、
活動的なのは主として石油供給国である。 

 
4.1.4 水素貯蔵 

 
水素は、ガスの圧縮か液化により、あるいは、貯蔵材料に物理的あるいは化学的に

結び付けることにより、少量でも大量でも貯蔵することができる。少量の水素ガスは、

ボトルあるいはタンクに貯蔵することができる。より多い量はガスタンクに、さらに

非常な多い量は地下水層、岩塩空洞あるいは枯渇した石油やガスの埋蔵層に貯蔵する
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ことができる。 
液体貯蔵は、いわゆるクライオスタット中には少量が、中規模の容量は 10～100立

方メートルの円筒に、あるいは数 1000立方メートルのより大きな球状あるいは円筒へ
の貯蔵が実現可能である。 

 
物理的貯蔵は金属水素化物において可能である。金属水素化物は、手頃な圧力でま

た高いエネルギー効率で比較的多くのガスを貯蔵することができる。不運にも、ほと

んどの金属水素化物は高密度である。したがって、貯蔵システムは重い。高温水素化

物は、最大で重量比 8%までの重量比貯蔵密度を示す。しかし、その 200℃以上の放出
温度のために、自動車用途にはふさわしくない。低温水素化物で、低い重量比貯蔵密

度は達成することができるが、自動車用途とは互換性をもたない。100℃～200℃の間
の放出温度を持った中温水素化物は、自動車の要求に最も適しているように見える。 

 
いわゆる化学水素化物(例えばメチルシクロヘキサン、トルエンおよび水素化硼素ナ

トリウム)中の化学貯蔵は、定置応用での水素貯蔵が検証済みの概念である。しかし、
これはまだ商業開発されていない。 

 
鉄道、船舶および航空機のような大規模移動用途については、液体水素貯蔵が、唯

一の現実的なオプションであるように見える。他の方法では、必要な貯蔵容量が、サ

イズ、重量およびコストに大きな問題を引き起こす。道路走行車輌に搭載される水素

貯蔵のための最新技術は、圧縮または液体の水素貯蔵である。より珍しい技術には、

古典的金属水素化物(例えば低温チタンあるいはバナジウム)および斬新な金属水素化
物(例えば高温アルミニウムあるいはマグネシウム)がある。その一方で未来の技術は、
カーボン構造への水素吸着がある。 
 
これらの貯蔵方法はすべて、ボートや小型船舶と同様に路面電車や地域の列車でも

使用することができる。CGH2貯蔵タンクの 35MPaの圧力は、ほとんどの市街バスや
都市部の他用途車向けには十分であると見なされている、一方、運転距離7や乗員スペ

ースからの拘束のために乗用車には 70MPaが必要である。他の拘束には、タンクの注
入に必要な時間(目標は 4～5分)およびタンク重量を含んでいる。 

 
貯蔵装置のコストは、貯蔵システムと使用材料によって大きく変る。高価な材料や

複雑な貯蔵構造を使う場合、コストは最も高い。複雑な生産プロセスが必要な多くの

絶縁層を持った液体水素貯蔵コンテナがこの場合である。LH2 貯蔵システムの受け入

れ可能なコスト達成には、大量生産が重要である。適度な低温で手頃な圧力の活性炭

材料が、一般的な利用で受け入れられるなら、コストを下げるかもしれないことがま

た期待される。 
                                                  
7現在 600kmの自律走行が目標。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.999,  2007.4.25 

70  

複合材料が高圧貯蔵槽の製造に使用される。これらの材料のコストは現在非常に高

価である。しかし、大量生産はコストを移動用途向けに受け入れられる水準に引き下

げる。初めての大量生産自動車が市場に参入する時に商業利用が起こる。それは 2010
年あたりと予想される。目標は、単一貯蔵タンクで今日の 25,000Eu と比較して
200-500Euである。 
このようなコスト低減のための必要条件は、1 製造ライン当たりで 1 年間にオーダ

ーが数 10万ユニットの大量生産である。 
 
この調査報告では、水素貯蔵が水素経済への遷移を達成するために、克服されなけ

ればならない技術的・経済的障害にいまだ直面していることを示す。最も成熟した技

術は、タンク中の圧縮水素貯蔵である。液体水素貯蔵は容積を節約するが、液化でエ

ネルギーの 3 分の 1 を失うので、より費用効率を高める必要がある。水素貯蔵につい
てのより進んだ研究の必要にもかかわらず、いくつかのシステムは、既に市場に存在

している。例えば、いくつかのメーカーが 70MPaの自動車搭載貯蔵システムを提供し
ている。欧州研究は、活動的に水素貯蔵の問題に参加している8。 

 
4.1.5 変換と最終消費 

 
燃料電池での電力への水素の変換は、しばしば水素経済の重大な要素として見なさ

れている。発電のため(しばしば熱回収を行う定置 FC)および輸送セクターのため(移動
用 FC)の燃料電池応用がある。水素はまた、ガソリンやディーゼル油のような内燃機
関の中で使用することができる。 

 
燃料電池は、酸素と水素を電気化学的に結合させて、水、電力および熱を生産する。

それらは、使用する電解質によってしばしば分類される。それは、電池セル、必要と

される触媒、電池が作動する温度領域、必要とされる燃料および他の要因の中で行わ

れる化学反応を決定する。いくつかの形式の燃料電池が開発中であり、各々それ自身

の制限や潜在的な応用を持つ。 
 
商業応用でのいくつかの有望な概念は次のとおりである: 
アルカリ形燃料電池(AFC：Alkaline FC)、プロトン交換膜型燃料電池（固体高分子

形：PEMFC：Proton Exchange Membrane FC)、リン酸形燃料電池(PAFC：Phosphoric 
Acid FC)、溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC：Molten Carbonate FC)、固体電解質形燃料
電池(SOFC：Solid Oxide FC)。主な特性を、以下のテーブル中に要約する。 

 
 
 

                                                  
8例えば"StorHyプロジェクト(www.storhy.net)"と"NessHyプロジェクト"を参照。 
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表 7．温度と電解質による燃料電池の分類 
 
形式 温度(℃) 電解質 H2の

状態 
用途 

 標準値 範囲   定置 輸送 
低温燃料電池 
アルカリ形燃料

電池(AFC) 
80 60-120 水酸化カ

リウム 
液体 Yes 

(120kWまで) 
Yes(自動車、
宇宙船、ボー

ト、小型船舶)
プロトン交換膜

形燃料電池

(PEMFC) 

80 50-120 高分子膜 固体 Yes 
(250kWまで) 

Yes(列車、自
動車、ボート、

小型船舶、 
軍用船) 

中温度燃料電池 
リン酸形燃料電

池(PAFC) 
200 160-220 リン酸 

 
液体 Yes(kW及び

MW領域) 
－ 

高温燃料電池 
溶融炭酸形燃料

電池(MCFC) 
650 620-660 炭酸アル

カリ 
液体 Yes(kW及び

MW領域) 
Yes(軍用船) 

固体電解質形燃

料電池(SOFC) 
950 800-1000 酸化セラ

ミック 
固体 Yes 

(100kWまで) 
Yes 

(補助動力源)
 
定置型燃料電池 

 
プロトン交換膜形燃料電池(PEMFC)、アルカリ形燃料電池(PAFC)および固体電解質

形燃料電池(SOFC)の 3つの形式の燃料電池が定置応用に適切である。 
 
PAFCは現代の燃料電池の第一世代と考えられる。PAFCは、1970年代にテストさ

れ、最も成熟した燃料電池技術の 1 つであり、商業利用された初めての燃料電池であ
る。PAFCは、kW領域から MW領域が市販されている。PAFCは、特に 200kW規模
が、世界的に最も生産され設置されている燃料電池の形式である。 

 
PAFC は、発電効率が 40%で、熱電併給システムで 85%までになる。PAFC の欠点

は、出力密度が低いということである。これは、比較的大型で重く、高コストである

ことを意味する。 
 
PEMFC は、PAFC より燃料電池に与えられた体積や重量に対してより多くの電力

を提供し、したがって、よりコンパクトで軽量ある。しかし、PAFCのように、PEMFC
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は高価な白金触媒を使用している。産業界の展望から、PEMFC は、移動応用と定置
応用の両方に使用することができるという特別な長所を持ち、研究開発において「規

模の経済」をもたらしている。 
 
SOFC は、産業での熱と電力応用の結合および公共の電気にうまく適合する高温燃

料電池である。SOFC は、発電効率は約 50-60%で、熱電併給で 80～85%の総合効率
を達成することができる。高温動作の SOFCは貴金属の触媒を必要としない。これは
PAFC や PEMFC と比較して、コスト上での利点である。固体電解質形燃料電池は、
比較的開発の初期段階にある、しかし、その高い効率がより多くの研究開発取り組み

によい誘因を提示している。 
 
現在の熱電併給・燃料電池の資本費用は、例えば小さな団地で、ガス前処理、電池

スタックおよびインバーターを含んで、6,000～10,000 Eu/kWの間にある。市場の継
続性と学習効果は将来コストを縮小するであろう。欧州水素&燃料電池技術プラット
フォーム European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform)9によって策定され

た配備計画(Deployment Strategy)によれば、適切な仮定の投資コストは、マイクロ
CHP(Combined Heat and Powe：熱電併給)システム用が 2000 Eu/kWに、産業用や
商業用 CHPは 1,000 Eu/kWに達するであろう。収益性の閾値はまだ遠いが、車輌応
用より定置応用システムの達成のほうが容易である。 

 
今日運転中の殆どの定置型 FC は天然ガスまたはアルコールを使用し、水素を生産

するために改質器(リフォーマー)を組込んでいる。改質器でのエネルギー収支は、クリ
ーナーと水素が豊富な燃料で良くなる。炭化水素の混合は技術的にそれほど適切では

ない。しかし、十分な水素インフラストラクチャーが利用可能にならない時には、こ

のオプションは遷移に戦略的な役割を果たすことができる。 
 
開放サイクルタービンの 30-35%、複合サイクルタービンの約 60%と比べて燃料電池

は 80%の高い変換効率を持つので、燃料電池は発電において水素の使用が最も有望なオ
プションである。従来の熱および発電技術の代わりとなる能力は、2 つの重大な要素に
依存する：資本費用(まだあまりにも高い)と寿命(まだ短すぎる：4万動作時間以下)。 

 
民間および欧州委員会による共同資金提供のどちらの研究計画も、種々の形式の定

置燃料電池の性能とコストを向上させるだけでなく、実社会でそのシステムの実現可

能性を探求することを目標としている。例は、9 つの欧州研究と産業パートナーを持
ったドイツの暖房企業によって実施されている仮想 FC 発電所 EC プロジェクト
(Virtual FC Power Plant EC project)がある。主要な目標は、実験室 FC技術を実用技
術に移転することであった。それは、ドイツ、オランダ、スペインおよびポルトガル

                                                  
9https://www.hfeurope.org/677/687/HFP_DS_Report_AUG2005.pdf 
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で、29ヵ所のマイクロプラントを操業させた。これらは、個別暖房、冷房および電力
生産用に、多世帯住宅、小企業および公共施設に設置された、相互結合分散住居型マ

イクロ CHPである。 
これらのプラントは、これまでに電力 160MWhと熱 300MWhを生産した。 

 
移動用途燃料電池 

 
燃料電池の主な移動用途は、輸送向け、および携帯電話、ラジオおよびラップトップ

コンピュータのような携帯機器への電力供給向けである。燃料電池は、徐々にポータブ

ル応用で従来のバッテリーに取り替わる。燃料は、水素、メタノールあるいはエタノー

ルである。燃料電池の最も大きな利点は、従来のバッテリーより長い動作時間にある。

そのような低エネルギー消費応用については、温暖化ガス削減の可能性は低い。 
 
燃料電池は、ほとんどの交通機関に適応できるであろう。道路車輌については、開

発取り組みは PEMFC に注目している。PEMFC は、輸送セクターのための最も有望
な技術の 1 つである。PEMFC は、他のタイプの燃料電池に比較して、コンパクトで
軽量である。PEMFC は、80℃程度の比較的低温で動作する。このことは運転を素早
くスタートさせ、必要な電力の変化に急速に応答することを可能とする。PEMFCは、
電車、列車、ボートおよび小型船舶での使用、および自動車やトラックの補助電源と

して提案され開発されている。 
 
高温固体電解質形および溶融炭酸形燃料電池は海上での使用に適しており、軍用船

舶では戦術的な利益を提示する。また大型船舶では特にガスタービンと結合して熱効

率を高くする。AFCは、ボートや小型船舶のニッチ応用に適している。現在よりはる
かに高い出力密度を持った燃料電池は、航空機推進の展望に必要である。 

 
自動車製造業者は、燃料電池の研究や実証において活動的である。ECの研究プログ

ラムもまた、輸送用途の燃料電池の研究開発を支援している10。燃料電池により動力供

給されるほとんどの実証車輌は、燃料電池メーカーと自動車製造業者の間の協力の結

果である。これは、新しいモデルの自動車や燃料電池を作るために必要な研究開発費

がハイレベルなためである。燃料電池メーカーが、自動車製造業者に燃料電池と技術

支援を提供している。しかし、ほとんどの場合、それらはさらに他の市場でも行われ

ている。 
ほとんどのメーカーは、PEM燃料電池、燃料電池エンジン、輸送応用の燃料電池部

                                                  
10例えば Fueroプロジェクト(車輌の燃料電池システムと部品に関する自動車製造業者のプログラム)、

Hyfleet-Cutプロジェクト (バスのデモンストレーションプログラム)、Hychain-Minitransプロジェ
クト (小型バス、軽自動車およびスクーター)、Zeroregioプロジェクト(2020年にフランクフルトとマ
ントヴァで H2燃料 5%を目指す実証プログラム)、Hytranプロジェクト(2015年までに 55%の効率を
目指す新しい FC原型)、Felicitasプロジェクト(大型トラック)を参照。 
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品および電気駆動システムを構築し売るだけでなく、また発電用の移動用・定置型燃

料電池の発電機やパワーエレクトロニクスも構築し売っている。 
 
燃料電池車のコストに関する信頼できる最新の情報は不足している。いくつかのコ

スト評価は、90年代中頃に、自動車産業、燃料電池メーカーおよび研究センターによ
って報告された。燃料電池車が商業化に近づくとともに、詳細な技術的進歩や生産コ

ストに関する情報はほとんど公にならない。しかしながら、利用可能な研究によれば、

現在の生産コストは、商業化のコスト目標よりさらに高く、製造量に大きく依存して

いる。1 年当たり 500～50 万台の自動車の製造増加は、単位原価を半分にするであろ
う[DTI, 2002]。 

 
燃料電池自動車の使用コストは、固定費用によって支配される。変動費用は、現在

の原価構造でさえ、燃料電池自動車は従来の自動車よりさらに低い。水素価格を

40Eu/GJ、ガソリン価格を 30Eu/GJ、また、PEMFC自動車および標準内燃機関自動
車の燃料消費量を各々0.0014GJ/km および 0.0023GJ/km を仮定すると、対応する変
動費用は、各々約 0.055Eu/kmおよび 0.070Eu/kmとなる。 

 
固定費用が含まれる場合、その比較はより困難である。燃料電池車の伝動機構のため

の特別な PEMコストは、今日 8,000から 12 ,000 Eu/kWの間にあるかもしれない。水
素貯蔵および燃料取り扱いの追加費用は、水素燃料供給自動車で 60Eu/kW、また搭載
改質器を持った圧縮天然ガス燃料供給燃料電池自動車で 3,000 Eu/kW であろう。これ

らのコスト評価は、PEM燃料電池車輌で約 3.5Eu/km、天然ガス改質器搭載燃料電池車
輌で 4.5Eu/km および標準ガソリン内燃エンジン車輌で 0.25Eu/km の、平均 km コス
トとなる。この計算は、平均年間マイル数を 1年当たり 15,000kmと仮定している。 

 
大量生産と学習効果が将来の原価を縮小すると予想される。欧州水素&燃料電池技

術プラットフォームは、年間 15 万車輌の全生産で、PEMFC 伝動機構の原価が 2020
年までに約 100Eu/kW にまで下がると予測している。その後、1 年当たり 15,000km
の距離をカバーする燃料電自動車の平均コストは、水素価格が 40Eu/GJから 20Eu/GJ
までさらに低下すると仮定して、0.2～0.3Eu/kmの間になるであろう。 

 
 

水素内燃機関(ICE-H2) 
 
輸送のための水素の使用は燃料電池に依存しない。水素はまた、水素の異なる燃焼

性を考慮して改造したガソリンエンジンに似た内燃機関(ICE)で燃焼が可能である。こ
れは、輸送での水素の最初の需要への有望なルートである。現在の車輌技術からスタ

ートし、水素への進歩的な交代を可能とするので、このルートは低リスクのコストオ
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プションである。ガソリンやディーゼル油を使用する内燃機関の長い経験がある。そ

して、この経験は水素に適応されるであろう。 
 
この理由から、水素燃料供給内燃機関は、燃料電池よりも経済的・技術的完成によ

り早く到達することができる。そして水素スタンドや輸送インフラストラクチャーを

開発するのを支援する水素輸送および配布の最初の需要を作ることができる。様々な

自動車製造業者が、水素内燃機関概念(ICE-H2)に取り組んでいる。しかし、各々は、
各自の仕様を持った種々のタイプの車輌を開発している。化石燃料燃焼標準車輌と比

較した内燃機関車輌の追加生産コストは、エンジン全体の熱効率の改善を仮定して、

50～80%の間にある。 
 

水素ハイブリッド車(Hybrid-H2) 
 
輸送での水素の別の有望な見込みは、ハイブリッド車での使用である。ハイブリッ

ド車は、既に商用段階にある。それらは、バッテリーで動力供給された電気推進エン

ジンを持った標準的伝動機構を持っている。各々のエンジンは、全自動車パワーのお

よそ半分を提供する。 
 
全出力では、両方のエンジンは標準的な車両の全動力を一緒に出力し動作する。バ

ッテリーは、ホイール(プリウスの様なハイブリッド)の中で、あるいはグリッド(プラ
グイン・ハイブリッド)からのブレーキ回収エネルギーによって再充電される。都市で
の使用では、電気自動車として車輌は作動し、バッテリーは内燃機関の交流電源から

直接充電される。 
 
水素ハイブリッド車では、電気推進エンジンは、水素燃料供給された内燃機関ある

いは水素燃料供給された燃料電池と組み合わされる。電気推進エンジンとの結合はよ

り小さな内燃機関エンジンあるいは燃料電池システムの使用を可能にするので、伝動

機構全体のコストが縮小される。固定費用は、PEM燃料電池車輌のおよそ半分になり
える。この利点は、技術の大量生産を容易にし、学習を通じたコスト低減を刺激する

であろう。 
 
この章の結論として、以下のテーブルが種々の交通機関への水素技術応用の概観を提示する。 
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表 8．燃料電池と輸送用途の概観 
 
 圧縮 

水素

(CGH2) 

液体 
水素

(LH2) 

プロトン交換

膜形燃料電池

(PEMFC) 

固体電解質

形燃料電池

(SOFC) 

アルカリ

形燃料電

池(AFC) 

水素内燃

機関

(H2-ICE)
自動車 /ヴァン /
バス 推進 

＋ ＋ ＋  ニッチ ＋ 

長距離トラック － (±) ＋  － (＋) 
自動車 /ヴァン /
バス/トラック 
補助動力源 

(±) (±) ＋ ＋ － － 

小型モータ車輌

(スクーター、 
バイクなど) 

＋ － ＋  (＋) ＋ 

都市鉄道 ＋ ＋ ＋  － (＋) 
ボート/小型船舶 ＋ ± ＋  ＋ ＋ 
大型船舶 － (＋) (＋) (＋) － ＋ 
船舶補助動力源 (±) ＋ ＋ ＋ (－) (－) 
＋ 適用可能、 
－ 適用可能でない、 
± 特定の状況下で適用可能。 
()は、評価が予備的で実行可能性研究または実証による確認が必要。 
 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2、  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf, pp78-87) 
 

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 
・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 
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