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１．欧州のエネルギー政策
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欧州における再生可能エネルギーの導入状況

出典:The European Power Sector in 2018より作成

○ EUにおける再生可能エネルギーの導入は年々増加傾向。現在、現在の電源構成に占める
再エネの割合は33％。再エネの中では風力の割合が大きく、水力、バイオマスが続く。伸びが
大きいのは風力と太陽光。
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欧州のエネルギー政策の方向性

〇温暖化効果ガス排出： 1990年比で40％削減

〇再生可能エネルギー： 終エネルギー消費における割合 32％

〇エネルギー効率化目標：1990年比で32.5%向上
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（出典：欧州事務所による調査からの抜粋）

2030年における目標

○ EUではエネルギー安全保障、域内市場統合、再生可能エネルギーの導入（脱炭素）促進を域
内全体として取り組む「エネルギー同盟」を長期戦略として2014年に採用し、その実現を図ってい
るところ。

〇 政策パッケージとして、2016年に Clean Energy for all Europeans Package” を発表。再エネ指
令、エネルギー効率化指令、電力市場規則等の8つの立法措置が含まれている。 2018年末で4つ
が採択済みで、2019年末までの審議終了を目指している。

〇 再エネ導入の拡大等により、2030年までに温暖化効果ガスの40％削減の目標を打ち立ててい
る。更には、 「2050年までに、世界の主要経済圏として初めて二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質
ゼロにする」方針も打ち出している。



（参考）欧州主要国のエネルギー政策の動向
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○EU全体の方針のもと、各国ともエネルギー政策の見直しを行っているところ。

仏は2019年1月、エネルギー・プログラム計画（エネルギー複数年プログラムPPE）の改定案を公表。
電源構成として原子力に大きく依存（原子力約72%）していたが、これを2035年までに50%に引き下
げる目標（当初の2025年の目標を先送り）。併せて再エネ比率の大幅な増加を計画。

独は2010年、「エネルギー・コンセプト」おいて、再エネを主導電源とする目標を決定。また福島事故
等を契機に、2022年までの脱原子力を決定。現在主力エネルギー源である石炭についても2038年
までに石炭火力発電所の撤廃する方針を発表。また、電力部門と交通、熱部門をつなぐ「セクター
カップリング」により、３部門全体での再エネ向上を試みる。
なお、風力が豊富な北部と産業集積する南部間の電力融通などが課題。

英は元々は化石燃料資源に恵まれていたが、北海油田等の枯渇から再エネ、省エネ、原子力を推
進。 再エネでは洋上風力の比率が高い。EU離脱後に再エネ目標を廃止するなど新たな計画を作
成する見込み。

スペインは電源構成に占める再エネの比率は西欧主要国の中でも も高い。FITにより急激に再エ
ネの導入したが、2011年以降制度を廃止し、現在はオークション制度に移行。2028年までの原発全
廃,2020年までの石炭火力閉鎖の方針。

イタリアは再生可能エネでは風力よりも太陽光を重視。半島のため、系統は太くない。



欧州における水素の位置づけ
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○温暖化対策目標の達成の観点から、水素は
①増加する再エネの中長期の大容量エネルギー貯蔵手段、
②電力のみならず運輸、熱利用に跨る横断的なエネルギー転換（セクターカップリング）の手段
として、欧州での期待は高い。

〇インフラについては、天然ガス向けの既存のパイプラインや貯蔵施設を 大限活用（天然ガスと
のブレンド、一部は水素専用施設への転換も検討）することを想定。



２．EUにおける研究開発動向
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EUにおける取組み（FCH-JU）
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欧州燃料電池水素共同実施機構（FCH-JU）

○ 2008年に欧州委員会と産業界が共同で設立した官民パートナーシップ（R&D実施団体）。 FP7及び

Horizon2020の下、欧州全体の水素・燃料電池技術開発・実証をリード（総予算：13.3億ユーロ（2014-2020年））。

○ EU、Hydrogen Eurpe（業界団体）、Hydrogen Europe Research（研究コミュニティ）がメンバー。

○ 運輸とエネルギーシステムを中心に包括的に研究開発・実証プロジェクトを実施。

自動車用燃料電池

定置用燃料電池

Power to X

産業利用

輸送技術

その他

（資料） FCH-JUのHP

JIVE、H２ME

PACE、ComSos

H2Future

FLHYSAFE

HySTOC

ADASTRA

主な分類 代表的なPJ名称

Transport demo
Transport research
Energy demo
Energy research
Cross‐cutting

FCH-JU予算内訳
（総額844millionユーロ（※））

273

111177

236

47

各国のプロジェクト参加団体数

※2008～2017年における227プロジェクト予算の合計



（参考）水素ロードマップ①
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○ FCH-JUが中心に欧州における水素活用のロードマップを取りまとめ

• Hydrogen Europeや１７の企業・団体とともに、FCH-JUが作成

• 2つのシナリオを伴う、水素・燃料電池の開発に関する初の包括的な欧

州の考えをまとめたたもの

－野心的であるが、現実的な“2度シナリオ”と“BAU

シナリオ“

－長期の可能性

－中間マイルストーンを伴うロードマップ

－推進するための提案

（資料） FCH-JUのHP



（参考）水素ロードマップ②
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○ 2050年では総エネルギー需要の24％（2250TWH）を水素が供給する見通し（野心的ケース）。

（資料） FCH-JUのHP
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（参考）水素ロードマップ③

○ 各アプリケーションの導入時期の見通し等も示す。

（資料） FCH-JUのHP



FCH-JUのプロジェクト①：Power to X （H2Future）
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○ 固体高分子（PEM）形水電解技術を使った 大規模かつ 新の電解槽によるグリーン水素の生

産、更には製鉄プロセスでの水素活用を行う実証プロジェクト。

• PEM水電解装置（６MW）により水素製造し、

生産された水素は産業向け及び電力リ

ザーブ市場のバランシング用途に活用。加

えて製鉄のプロセスにを適用してCO２削減

を図る。

• 適用電力は水力発電が中心。水素製造プ

ラント稼働後、送配電ネットワークに接続し

て電力の安定化を図りながら、製鉄プロセ

スに水素を適用してCO2削減を検証する。

＜実証地＞オーストリア・リンツ

＜期間＞2017-2021年

＜予算＞1700万ユーロ

＜参加者＞フェアブント（墺・電力）、シーメンス、

フェストアルピーネ（鉄鋼）等

シーメンスの水素製造装置「SILYZER 200」

水素が供給される予定のフェストアルピーネの製鉄所

（資料） H2FutreのHP



FCH-JUのプロジェクト②：電解槽技術(Pretzel）
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〇 操作性向上と低コスト化を実現するPEM型水電解槽のモジュールスタック設計の研究開発

プロジェクトの実施体制

・PEMによる水電解技術は、現時点ではコスト、

効率、寿命、操作性の観点からFCHJUの

KPIを達成できない。このため市場需要に応

えるため効率と操作性を大幅に向上させる革

新的な高分子電解質膜電解槽（PEMEL）を

開発する。（TRL3～5のR&D）

・目標：油圧圧縮の新しい原理に基づく高圧

PEMELスタックの開発やシステム設

計等を通じて、100 barの出力圧、

大90℃の給水温度で4.5 m 3/hの水素

H 2を生成する、 大25 kWの電力消

費を持つ新しいPEMELシステムを開

発する。

・期間：2018年1月～2020年12月

・予算：200万ユーロ

（資料） PretzelのHP



FCH-JUのプロジェクト③：低炭素水素認証スキーム（CertifHy）
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○ 「CertifHy」プロジェクトにおいては、低炭素水素の定義（製造時のCO2排出量によりプレミアム水素を定義）、及び、

認証スキーム（認証機関がプレミアム水素を認証）を構築するための実証事業等を実施。

プレミアム水素の認証スキームイメージ

（出典：CertifHyのHP）

＜プレミアム水素の定義＞

〇水素製造時のCO2排出量が36.4g・CO2/MJ（※）より低いものを“プレミアム水素”と定義。

〇更に、再エネ由来のものを“グリーン水素”、非再エネ由来のものを“低炭素水素”に分類

※天然ガス改質による水素製造時のCO2排出量 （91.6g・CO2/MJ ）の6割減を閾値と定義

・プレミアム水素に関して、認証機関が
発電源証明（Guarantee of Origin:GO)の
認可を与え、EU内のプレミアム水素証書
の取引のスキームを実証。

・期間：2014-2016（第1期）
2017-2019（第2期）

・参加者：Hinicio(ベルギー・コンサル）、
LBST（独・コンサル）、Grexel（フィン・
TSO）、TNO（オランダ・研究機関）、エ
アーリキッド（仏）



FCH-JUのプロジェクト④：輸送技術（HySTOC）
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○ 液体有機水素キャリア（LOHC）を用い、フィンランドにあるVoikiskiの商用水素供給ステーション

への輸送・貯蔵の実装を目指す。

• 水素流通・貯蔵に関する液体有機水素キャ

リア（LOHC） 技術の実現可能性を実証。

• LOHC としてジベンジルトルエン（DBT）を利

用するため可燃性が低く、非爆発性である

ため、既存の補給ステーションで大量の水

素を貯蔵することが可能。

• また難燃性の特性を活かし、標準の高圧技

術（200バールのチューブトレーナー）と比

較して5倍の貯蔵容量の増加と、輸送コスト

を 大80％削減予定。

・実証地：フィンランド、ドイツ、オランダ

・期間；2018-2020年

・予算：249万ユーロ

・参加者： Hydrogenious（独・エンジニア企業）、

HｙGear（オランダ・水素供給企業）等の5社
http://www.hystoc.eu/

http://www.hystoc.eu/Project-Objectives/



FCH-JUのプロジェクト⑤：燃料電池自動車（JIVE、JIVE2）
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○ 欧州の水素燃料電池バスの商業的実現可能性を促進。 2020年初めまでにヨーロッパの22都市

に約300台のゼロエミッション型燃料電池バスと関連インフラを整備。

• フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ラトビア、

ノルウェー、スウェーデン、オランダ、イギリスな

どの各都市で合計300台を展開。

• 車両とインフラの大規模展開による燃料電池バ

スの実用化を進め、プロジェクト終了時までにバ

ス事業者が補助金なしで燃料電池バスを保有

出来るようにする。

＜目標＞

・車両の価格を62万5千ユーロ以下に低下

・水素燃料補給ステーションを展開・運用し、ほぼ

100%の信頼性を得る。

・少なくとも3年間で車両の50%を稼働

・共同調達プロセス等により、メーカーに燃料電池

バスの開発と改良を奨励 等

＜実証地＞欧州各地

＜期間＞2017-2023年

＜予算＞210百万ユーロ JIVE1は142台、JIVE２で152台導入予定
（上図はJIVE１のもの）



FCH-JUのプロジェクト⑥：自動車向けPEMFC（PEGASU）
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○ 低コスト化のため、自動車用途の白金族を含まないカソードに基づくPEMFCの開発。

・現在の PEMFCにおいて、白金は高温 膜/電極接合体

(MEA) 水のコストの多く（半分以上）を占める（特に正極側）。

・この白金及び他の重要な原材料の除去、および、代替材料

への置き換えを目指し、技術的・経済的な目標を置きつつ、

新規の触媒材料および構造に関する実用化の可能性を提示

することを目指す。

・期間：2018-2021年

・予算：282万ユーロ

・参加者：仏・CEA、独・DLR、独ミュンヘン工科大学、デンマー

ク・IRDFueCell、トヨタ欧州等の7機関



FCH-JUのプロジェクト⑦：定置用燃料電池（PACE）
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○ 欧州10か国で燃料電池マイクロ熱電供給設備の大量導入実証を実施。欧州の有力サプライ

ヤーと、それを支える研究パートナー、電力事業者等が参画。

・家庭や小規模企業向けに、燃料電池マイク

ロ熱電供給設備の大量導入実証を実施し、

設備メーカーの生産規模拡大（生産コスト

30％削減）及び燃料電池の性能(エネルギー

効率、耐久性等)向上に寄与。

＜目標＞ 2021年までに欧州10か国において、

2,800台以上の燃料電池マイクロ熱電

併給設備を導入。

＜期間＞2016年6月～2021年8月

＜予算＞8,377万ユーロ

＜参加者＞

(サプライヤー) BDR Thermea、Bosch、

SOLIDpower、 Sunfire、 Viessmann

(支援機関) COGEN、DTU、 Element Energy、

EWE
PACEプロジェクトの実施体制



FCH-JUのプロジェクト⑧：航空機向け燃料電池（FLHYSAFE）

18https://www.flhysafe.eu/

○ FLHYSAFEプロジェクトでは、燃料電池による航空機向け非常用動力源（EPU）を開発中。

• Horizon2020の下、コスト削減を行いながら、機

能 性及び安全性を高めた燃料電池システムを民

間航空機向け非常用電源装置を開発。現在の航

空機設計に統合し、質量・体積・整備上等の制約

に準拠することも目指す。

＜目標＞

①15-60kwの燃料電池によるEPUを設計

②TRL6のFCシステムの開発・実証

③実運用へのロードマップの準備

＜開発期間＞2018年1月～2020年12月

＜予算額＞737万ユーロ

＜参加者＞仏サフラン（コーディネーター）、

仏Zodiac Aerospace、仏・原子力庁（CEA）、

独・航 空宇宙センター（DLR）等



FCH-JUのプロジェクト⑨：SOC基礎研究（AD ASTRA）
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○ 固体酸化物型電池（SOC）の寿命予測アルゴリズムの実現に向けた加速試験を規定するための

劣化メカニズムの解析。

・燃料電池モードと電気分解モードの両方で動作する固体酸化物型電池（SOC）スタッ

ク内の劣化部品に関する加速応力試験（AST）のプロトコルを定義することを目的とす

る。特に燃料極と酸素極の問題と相互接続の接触ロスに対応する。

・FCHUJプロジェクトで収集された関連情報とともに、欧州大手SOCメーカが蓄積した

サンプルを利用する。プロジェクトの成果物は標準化関連機関での採択に向け、正式

にまとめる。

・統合された結果は、SOCの劣化を定量化し予測することを可能にするテストプロトコ

ルに変換される。

＜期間＞2019-2021年

＜予算＞300万ユーロ

＜参加者＞コーディネーター：イタリア・新技術エネルギー環境局（ENEA）、

仏・CEA、デンマーク工科大学、スイス、ドイツ、イタリアなどの９研究機関



ドイツにおける取組み（DENA、P2G等）
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○ 再エネの増加に直面するドイツは欧州の中でも特に電気事業者等が主導するPower-to-Gas実

証事業等など水素関連の取組みを積極的に実施。天然ガスグリッドを活用した水素の輸送等も

検討。

緑：実証中、黄色：計画中、赤：終了事業
○：水素、□：メタン、☆：水素／メタン

欧州におけるPower-to-Gasの実証プロジェクト（2016）
DENA（独エネルギー機構）

（資料）European power to gas HPより

欧州で合計70件近いプロジェクトを実施。
ドイツが全体の約6割を占める ・DENAは省エネルギー・再生可能エネルギーに

関する研究調査、企業・行政へのコンサルティン

グ・情報提供を実施する機関

・2017年6月、 Power-to-Gas推進のためのロー

ドマップを公表。2020年までの大規模Power-to-
Gasの投資環境整備を目指し、規制改革、税制

改革、インフラ整備の重要性等を示す。

H2 Mobility

・独における水素ステーションとFCV普及にかか

わる官民パートナーシップ

・2030年の1000箇所の水素ステーションを目標

に、戦略立案、ステーションの建設を実施。



（参考）Power-to-Gasの実証プロジェクト例
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プロジェクト名・場所 電解装地 容量(KW) 開始時
期

TR
L

国 特徴等

Hybrid power plant 
Falkenhagen

アルカリ 2,000 2013 ７ ドイツ メタネーション、
ガス管

Wind Gas Hamburg PEM 1,000 2015 7 ドイツ ガス管

Energie Park Mainz PEM 6,000 2015 7 ドイツ ガス管

Bio Power2 Gas PEM 1,200 2015 6 ドイツ バイオ、メタ
ネーション、ガ
ス管

Bio Cat Project/PowerStep アルカリ 1,000 2016 7 デンマー
ク

バイオ、メター
ネーション、ガ
ス管

Ingrid‐Store&GO Italy PEM 1,000 2016 7 イタリア メタネーション、
ガス管

Swisspower Hybridkraftwerk ‐ 1,000 2018 6 スイス バイオ、メタ
ネーション

Energy valley PEM 12,00 2018 7 オランダ

H2V Product アルカリ 100,000 2020 8 フランス ガス管

○ ドイツを中心に様々な国でギガ・ワットクラスの実証プロジェクトが進められている。

（資料）Review of power-to-Gas projects in Europe, Christina Wulf



フランスにおける取組み（水素戦略）
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課題は水素のコストの低減

（現状4~6ユーロ/kg→2～3ユーロ/kg@2028目標）

○ 2018年6月、フランス政府は水素戦略を作成。原子力依存度を下げ、再エネを拡大支える重要な

ドライバーとして水素を位置づけ。

仏の水素戦略のポイント

①産業分野での低炭素水素

・グリーン水素の産業利用を2028年までに 大

40%に引き上げ（現行5％程度）

②クリーンモビリティ

・2028年までに 大5万台の商用車、2千台のト

ラック、1千箇所のステーション

③電力系統への柔軟性、ガスグリッドの脱炭素化

・ガス配管への水素供給条件の決定

・Power-to-gas実証の規模拡大

・海外の仏領土での実証スケーリングアップ

○水素展開のため毎年1億ユーロ投入（インフラ

投資やFCV購入支援等）。

○国際協力（特にドイツや中国と協力）



産業界の動向（燃料電池列車）
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ドイツの列車の50%程度

が非無電化区間ディーゼ
ルが走行中）

ディーゼル車をFC車に変
えることで30%弱のエネ
ルギー消費を低減

車両の屋根上に設置された燃料タンク内の水素を大気中の酸素と反応させて電気
を生産。これにより床下に設置されたリチウムイオン電池を充電し、この電池を動
力として走行する。低騒音も特徴の一つ。水素燃料満タン時の連続走行距離は
大800キロメートルで、乗客定員は 大300人、 高速度は時速140キロと、通
常の在来線並みの水準。

○ 2018年9月、仏の重電アルストムの燃料電池列車「コラディア・アイリント（Coradia iLint）」がドイ

ツ北部ニーダーザクセン州で商業運転を開始。燃料電池列車として世界初（日本では鉄道総研が

小規模にテストのみ）。

※フランスも電化率が低

い（50%程度）ことから着目

され始めている。



産業界の動向（水素還元による製鉄プロセス）
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○ 2019年3月、アルセロールミタルが製鉄プロセスでのCO2排出を削減させるため、水素還元によ

る製鋼プロジェクトを開始することを発表。

• 投資額は6500万ユーロ（80億円）。

• ドイツハンブルク拠点に実証プラントを数年

以内に建設。

• ・年間生産量10万トンを実証（ミッタル全体で

は年間約7000万トンの粗鋼を生産）。

• 将来的には、再生可能エネルギー由来の・

水素を用いることも視野に入れる



産業界の動向（水素発電）
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○ オランダのヌオン社（スウェーデン・バッテンフォール社の子会社）が運営するガスタービン・コン

バインドサイクル発電所（MHPS製ガスタービン）の一部を2023年までに100％水素専焼の発電

所に切り替える計画。

• マグナムガス発電所には、440MWの3基

の複合サイクルガスタービン（CCGT）があ

り、 この一つを水素発電に切り替える。

• 初期ＦＳで、水素燃焼への転換が可能である

ことは確認済み。

• 年間130万トンのCO2を排出しており、転

換によりほとんどを削減可能。

• プロジェクトには、親会社のバッテンフォール

社、Ｓｔａｔｏｉｌ社（ノルウェー石油会社）、

Gasunie社（オランダ・ガス会社）が参画。

• 発電で用いる水素はＣＣＳを組み合わせた、

天然ガスの改質より製造予定。



まとめ
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○ 温暖化対策の観点から、再生可能エネルギーの大幅な導入が進む欧州において、エネル

ギー貯蔵、および、横断的なエネルギー転換の手段として、水素への関心が大変高まって

いる。

○ 政策的にも、EUが科学技術プログラムの中で、積極的に研究開発・実証の支援。

Horizon2020(2014-2020年）では13.3（1700億円程度）の予算規模。実施主体としては、官

民パートナーシップのFCH-JUが中心に活動。運輸とエネルギーシステムを中心に、研究

開発から実証まで広範囲なプロジェクトを実施。（基礎研究も行っているが、応用開発・実

証の方が金額的には大きい印象）

○ EUだけではなく、ドイツやフランスなど主要国も独自の取り組みも実施。特に、ドイツは風

力など再エネの大幅な導入が今後も進んでいくため、各州あるいはエネルギー事業者の

関心も高く、 Power-to-Gas実証事業等なども多数見られる。独、仏などでのFCVステー

ションの整備なども進めている。

○ また欧州排出量取引制度（EUETS）の中で排出削減目標が課されている産業界（産業界

（製鉄など）も独自つの対策として、水素の活用を進める動きもある。他方、欧州自動車業

界はメルセデスやアウディなどFCVの開発を行っているところもあるが、多くのメーカーの

関心はEVに集中している。


