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視察の目的 

 戦略ロードマップのフェーズ2,3で想定される水素発電及びCO2フリー水素の製造・利用の取り組みを中心に、
欧米の最新動向とその背景について情報収集し、今後の我が国の戦略方向性を検討する際の参考とする。 

地域 訪問機関名（プロジェクト名） 取り組み概要 

欧州 
 
視察日程 
11月20日－11月24日 
 

Verbund（H2FUTURE） 
製鉄プロセスでのグリーン水素利用 
（水素直接還元） 

Hinicio（CertifHy） 
EUでのグリーン水素の「定義」および認
証制度の検討 

Salzgitter Mannesmann 
Forschung（GrInHy） 

製鉄プロセスでのグリーン水素利用 
（可逆形高温水電解を利用） 

Uniper リファイナリーでのグリーン水素利用 

Nuon 水素発電の実証 

 
米国 
 
視察日程 
11月27日－12月1日 
 

Proton Onsite PEM形水電解装置の開発 

Southern Company 
（Kemper project） 

IGCC＋CCSの発電所での実証 
※計画変更により現在プラントはIGCCではなく、天然
ガス火力へ移行 

NREL（H2@scale） 
米国内での水素需要ポテンシャルの研
究、水電解装置の研究開発等 
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 なぜ各機関において、「CO2フリー水素」への取り組みを実施しているのか？ 

CO2フリー水素利用に向けた取り組みの背景 

CO2フリー水素利用に向けた取り組みの詳細 

 欧州、米国共にCO2フリー水素利用への問題意識やその背景は日本とは少しずつ異なると考えられ、我が
国の取り組みを検討する上では、それらの差を把握する必要がある。 

 視察に当たっての「観点」は以下の通り。取り組みの「背景」、「技術・制度詳細」、「課題と展望」を主とする。 

 プロジェクトの目的・スコープは何か。要素技術の確立が主か、事業化を見据えた検討が主か。 
 

 技術水準は現状ではどの程度か。たとえば水電解装置の容量、耐久性、応答性はどの程度か。 
 

 CertifHyにおいて、グリーン水素定義、認証制度の決定に至る議論の経緯はどのようなものだったか。 
 
 CO2フリー水素利用の取り組みに向けた課題と今後の展望 

 CO2フリー水素利用拡大・事業化に向けどのような要素が重要か？（規制緩和、技術開発等） 
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２ 産業部門でのCO2フリー水素利用に関する動向 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

2-1 製鉄でのCO2フリー水素利用 
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 オーストリアの製鉄業者Voestalpineは低炭素化の手段として中長期的に水素利用を図る計画を発表。 

 天然ガス利用は「Bridge technology」であり、2035年以降の将来の製鉄プロセスにおいてグリーン水素
による直接還元やプラズマ精錬プロセスでのグリーン水素利用が検討されている。 

出典：Verbund資料をもとに作成 

既存の炭素/天然ガスベースの技術 
 従来型の高炉による製鉄 
 従来型の直接還元法 
 プロセス最適化・省エネによる

CO2削減は限界あり 

ブレークスルー技術 
 再エネ水素の技術開発・実装 
 PEM形水電解装置での水素製造 
 水素直接還元と電炉による製鉄プ

ロセス 
 水素プラズマ精錬などの新たなプ

ロセス技術 
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 オーストリアではFIT終了後に風力発電所が不採算になる恐れが存在。 

 FIT終了後の対策として、風力発電からPower to Gasでグリーン水素を製造する試みが検討されている。 

 以上の背景の下、H2FUTUREプロジェクトではPEM形水電解装置の製鉄プロセスへの統合の検証を実施。 

• オーストリアでは風力向けFITの価格が€90－97/MWhと高価だが13年で終了する。 
• 現状電力価格は高くなく、風力発電事業者が電力市場で得うる利益は€25/MWh程度。 
• ウィンドファームの発電コストは€20-35/MWhなので、FIT終了後を考えると一部の事業

者は非常に厳しい状況。 
• このような状況下で、Power to GasがFIT終了後の有力なオプションとして考えられている。 

Verbund 

H2FUTUREプロジェクトの目的 

グリーン水素利用の背景 

 PEM形水電解装置の
製鉄プロセスへの統合
の検証 

 予備力市場への予備
力供給の検証 

 出典：H2FUTURE 

（オーストリアのエネルギー事業者） 
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 欧州では現状主に高炉を用いた製鉄が行われている。 

 直接還元法の採用は低炭素化に寄与すると考えられており、天然ガスによる直接還元では高炉の65％の
CO2排出量、水素直接還元では高炉の20％未満のCO2排出量を実現できる。 

出典：Voestalpine 

直接還元法 高炉による還元 
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 製鉄業での低炭素化に向けた動きの背景として、2021年に控えたEU-ETSの規制強化が挙げられる。 

 欧州でも製鉄プロセスは現状高炉が主であり、水素直接還元を直ちに導入することは難しい。 

 ドイツの製鉄事業者Salzgitter Mannesmann Forschungは将来に向けて、製鉄所での排熱を利用し
た高温水電解による水素製造技術の実証に取り組む。 

• 2021年には欧州ではEU-ETS（排出権取引制度）の規制が強化される見通しであり、
今後製鉄事業でも一層の低炭素化が必要になる。 

• Salzgitter AGも将来の低炭素化技術として直接還元法の研究開発に取り組んでいるが、
現状では直接還元法を直ちに既存の高炉による製鉄プロセスに導入することは難しい。 

• 新技術の導入に向けては、水素の利用のみならず水素製造も同様に重要である。 
• 我々は製鉄プロセスの排熱を利用した高温水電解での水素製造の実証としてGrInHyに

取り組んでいる。 

Salzgitter  
Mannesmann 
Forschung 

GrInHyプロジェクトの目的 

グリーン水素利用の背景 

 可逆型高温水電解装置の製鉄
プロセスへの統合の検証 

 再生可能エネルギーからのグリーン
水素製造の実証 

出典：GrInHy 

（ドイツの製鉄事業者） 
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 いずれのプロジェクトでも世界最大級の容量を持つ装置が投入され、水電解装置の技術検証（耐久性、応
答性）が主目的の一つとされている。 

出典：Verbund、GrInHyヒアリングに基づく 

項目 H2FUTUREプロジェクト GrInHyプロジェクト 

水電解装置の 
種類 

PEM形水電解装置 
（Siemens社 SILYZER 300） 

高温水蒸気水電解（可逆型） 
（Sunfire社製） 

装置外観 

  

容量 
６MW 

(現状では世界最大級） 
150kW 

(現状では世界最大級） 

水素製造能力 
1200Nm3/h 40Nm3/h 

グリッドサービス 
FCR市場での予備力提供を想定 

 
提供も可能 

（可逆型のためFCモードでの電力製造も可能） 

プロジェクトの運転計画 
6000時間程度運転を予定 

（2019年から26ヶ月の運転を予定） 
7000時間の運転を計画 

（2018年7月までに完了予定） 

プロジェクト検証内容 
・６MW級水電解装置の製鉄プロセスへの統合 
・水電解装置耐久性の検証 
・市場への予備力提供の検証 

・電解効率80%(LHV)の実現 
・FCモードでの効率50％（LHV）の実現 
・10000時間以上の寿命の実現 

出典：Siemens 出典：Sunfire 



MHIR Confidential 

グリーン水素普及に向けた課題 

10 

 現状では欧州においてもグリーン水素利用へのインセンティブを与える制度は存在しない。 

 普及に向けてはGOスキームによるグリーン水素の認証や、排熱利用等の新たな技術によるグリーン水素製造
に対する認証などの水素の環境価値を適切に評価する制度の重要性が指摘された。 

グリーン水素普及に向けた課題 

Verbund 

• 現状ではグリーン水素に対してインセンティブを与える制度は存在しない。 
• GOスキームや、投資を促すような補助がグリーン水素の普及に向けて必要。 

• 現状ではグリーン水素に対してインセンティブを与える制度は存在しない。 
• グリーン水素の製造法として排熱を利用したものは現状認められておらず、これを認めてもらう

ことも重要である。 

Salzgitter  
Mannesmann 
Forschung 
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項目 オーストリア 
（H2FUTUREプロジェクト） 

ドイツ 
（GrInHyプロジェクト） 

 日本 
（Course50プロジェクト） 

CO2フリー水素
利用形態 

製鉄所内プロセスで利用 
（水素直接還元を含む） 

製鉄所内の焼きなまし雰囲気ガスとして利用 － 
（所内で発生したコークス炉ガスの水
素濃度を増幅して利用） 

CO2フリー水素
利用の背景 

FIT切れを控え、不採算となる恐れのあ
る大量の風力発電の存在。 
（グリーン水素製造で付加価値向上） 
 
低炭素化の必要性 
中長期的には水素直接還元などの新た
な技術の導入も検討している。 

低炭素化の必要性 
（EU-ETS（排出権取引）の規制強化） 
 
既存の高炉利用の製鉄所で直接還元法の導
入は直ちには難しいという立場から、プロセス内
の排熱を利用して、効率的に高温電解槽由来
水素を製造・利用するための技術検証が必要
と考えている。 

低炭素化の必要性 
省エネの進む国内製鉄業において、
2030年以降の低炭素化には革新的
な製鉄プロセス技術が必要。 

プロジェクトの 
概要 

PEM形水電解装置で、アンシラリーサー
ビスを兼ね余剰電力から再エネ由 
来水素を製造する実証を実施。 

再エネ余剰電力から可逆形高温水電解・燃
料電池により効率80％（LHV）以上での再
エネ由来水素製造を実現し、焼きなまし時の
雰囲気ガスとして製鉄プロセスで利用。 

コークス炉ガスの水素濃度を増幅して、
高炉内での還元に利用。 

技術詳細 
PEM形水電解：6MW 
予備力市場参入を予定：
Primary/Secondary/tertiary想定 

SOEC形水電解：150kW 
水素製造：40Nm3/h － 

プロジェクト 
目標 

現状最大級の6MW級PEM形水電解
装置の製鉄プロセスに統合しての耐久
性・予備力市場適用性の検証。 

可逆形高温水電解の技術検証 
耐久性：7000時間運転の確認。 
寿命：10000時間以上の寿命実現。 
効率：電解効率80％LHV以上（目標） 
     FC効率50％LHV以上（目標） 

コークス炉ガスでの還元技術検証 
コークス炉還元によるCO2排出量
10％削減が目標 
2030年頃の水素還元炉一基投入、
2050年頃の実用化が目標 

制度的課題 
インセンティブやグリーン水素認証制度な
どが現状不在。政府援助が必要。 

排熱を利用した低炭素水素製造が現状制度
で評価されていないため、評価が必要。 

－ 
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２ 産業部門でのCO2フリー水素利用に関する動向 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

2-2 リファイナリーとしてのCO2フリー水素利用 
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 欧州では環境規制の下で輸送用燃料のグリーン化・低炭素化が進められている。 

 強い環境規制に加え燃料自体が高価格な商品であることから、リファイナリーにおけるグリーン水素利用は
Power to Gasのビジネスケースとして早期に有力となると期待されている。 

• 欧州では、FQD（燃料品質指令）やRED（再エネ指令）といった環境規制により燃料
をグリーン化・低炭素化する必要がある。 

• Power to Gasのビジネスケースとしても、（最終的な製造物となる）燃料が高価格であ
ること、現状既に強い環境規制が課されている分野であることからリファイナリーでのグリーン
水素利用が早期に有力となりうると考えている。 Uniper 

従来方式 新たな方式 

化石燃料由来水素 

グリーン水素 

リファイナリー 

リファイナリーでのグリーン水素利用 

低炭素燃料 

バイオ燃料 

 リファイナリーでは石油製品を製造する
際に利用する水素の大半を天然ガス改
質で製造。（右図「従来方式」） 
 

 利用される水素を再生可能エネルギー
由来のグリーン水素に転換することで低
炭素化を実現（右図「新たな方式」） 
 

 CO2削減効果は９割減に至るという試
算も存在。 

 

排出量比較 

従来
方式 

新 
方式 

出典：Uniper 

（ドイツのエネルギー事業者） 
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 Power-to-gas技術の中でも燃料（Power-to-Fuel）が特に価格が高いこと、また輸送用燃料には強い
環境規制が課されていることから、Uniperはリファイナリーにおけるグリーン水素利用がビジネスとして比較的
早期に成立する可能性があると考えている。 

出典：Uniper 

【Uniper社の描くグリーン水素利用ロードマップ】 

リファイナリーでの水素利用 
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 現状では欧州においてもリファイナリーでのグリーン水素利用の環境価値は規制において認められていない。 

 普及・事業性向上に向けた課題としてはGOスキームによるグリーン水素の認証制度の必要性や、水電解装
置の利用時に現状は託送料金が発生することから、それを免除する制度などの必要性が指摘された。 

グリーン水素普及に向けた制度面の課題 

• 現状リファイナリーで利用される水素は天然ガス改質で製造されたものがほとんど。価格は
様々な条件に依存するが€2-3/kg程度ではないか。 

• リファイナリーでのグリーン水素利用がビジネスとして成立するためには、規制においてのグリーン
水素の環境性評価に加えて、水電解装置利用時の託送料金免除などの制度も必要。 

• FQDでは排出量削減目標（2020年に2010年比で6％削減）が課されているが、FQD
目標の達成の手段としてリファイナリーでのグリーン水素利用が認められていない。これを認め
てもらうことが非常に重要である。 

• グリーン水素の環境性評価としてCertifHyの取り組みは重要と考えている。Phase２では
我々もパイロット実証にFalkenhagenのPower to Gasプラントを利用して参加する。 Uniper 

リファイナリーでのグリーン水素利用の事業性向上に向けた課題 
 

Uniper 
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 水電解装置の耐久性・応答性検証、および運用技術の知見を蓄えることを目的に、Uniperは2013年から
FalkenhagenでPower to Gasの実証を実施。 

 ２MW級アルカリ形水電解装置（Hydrogenics社製）を導入、3年間問題なく運転を継続。製造した水
素はガス網に注入して利用。 

 電力はWind Farmから直接供給、水電解装置の追従性もアンシラリーサービス提供に十分と結論を得た。 

出典：Uniper 

項目 Uniper社のFalkenhagenでの取り組み 

プロジェクト
目的 

Power to Gasのプロセスのサプライチェーンの実証 
・アルカリ水電解装置の運用についての技術的知見を得ること。 
・変動する風力発電に対する運転計画の最適化 
・2018年からはFCHJUプロジェクト“Store&GO”においてメタネーションの
実証を新たに開始。 

実証プラント
の諸元 

水電解装置容量：２MW級（Hydrogenics社製HyStat60×6基） 
水電解効率：65％ 
水素製造量：360Nm3 
水素利用手段：天然ガスパイプラインへ注入。堆積割合として2％程度。 
水素圧力：55bar（パイプライン注入時に昇圧） 

プロジェクトの
成果 

3年間の安定した運用を実現。 
FRS（Frequency reserve service）も提供可能なことを確認。 

今後の展望 
同プラントでメタネーションの実証を実施（Store&GOプロジェクト） 
CertifHy パイロット実証に参加 

Falkenhagenのサイトと水電解装置 

アルカリ水電解装置の負荷追従性検証 
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項目 Uniper社の取り組み 

CO2フリー水素利用形態 
製油所内の水素利用プロセスで利用。 
現状利用されている天然ガス改質による水素に比べてCO2排出量を9割削減す
ることが可能。 

CO2フリー水素利用の 
背景 

輸送用燃料に対する環境規制 
輸送用燃料に対するRED（再エネ指令）、FQD（燃料品質指令）といった再
エネ導入量およびCO2排出量削減に関する環境規制。 

プロジェクトの概要 
ドイツのLingenでBP社と共同でFSを実施。 
オランダのロッテルダム港にて、洋上風力発電から製造したグリーン水素をBP社
のリファイナリーにて利用するFSを実施。 

プロジェクト目的 
リファイナリーでのグリーン水素利用の事業性検討 
ドイツ、オランダそれぞれで規制やプラントの特性等の諸条件が異なるため、複数の
FSを行い事業化に向けた課題を抽出することが目的。 

制度的課題 
グリーン水素へのインセンティブやGOスキーム等の認証制度などが現状不在。 
また、水電解装置利用時の託送料金免除などの処置が必要。 

 ドイツのエネルギー事業者であるUniperはPower to Gasの実証に積極的に取り組んでおり、近年はリファイ
ナリーでのグリーン水素利用の実証事業に積極的に取り組んでいる。 

 現在までにドイツのLingenやオランダのロッテルダム港におけるFSの実施計画を発表、FSはBP社をはじめとす
る他企業との共同で行う予定。 

【Uniper社によるリファイナリーでのグリーン水素利用の取り組み】 
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 オランダでは発電部門で2030年目標として90年比50％以上のCO2削減が必要。 

 再エネだけで目標達成は難しく、エネルギー貯蔵技術・輸送技術が重要となり、水素が重要度を増している。 

 環境規制の強化、NGOの反対によるIGCCプロジェクト中止などの影響も存在。 

• 太陽光発電、風力発電だけではCO2排出削減目標が達成できない。エネルギー貯蔵・輸
送技術が必要になる。Nuon社は向こう10年で100％脱化石燃料を目指す。 

• また、EU-ETSやカーボンプライシングなどの規制の影響も大きい。 
• （過去に計画していた）IGCCプロジェクトはNGOの反対を受けて中止となった。 

Nuon 

出典： Final Report Power-to-Ammonia, 2017 

（オランダのエネルギー事業者） 
オランダにおけるCO2排出量の実績及び目標 

-40% -80% 紫：電力 
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 現在天然ガス火力発電所であるMagnum発電所にて燃料を転換しての水素発電の実証を計画。 

 ガス改質とCCSを組み合わせたサプライチェーンを構想しており、エネルギー事業者と共同で実証を実施。 

Magnum発電所 

特徴 
 437MWのGTCC（三菱日立パワーシステムズ製）を3基備える。 
 ガスタービンは多種燃料対応が可能。 
 200万世帯への電力供給力を持つ。ノルウェーへの送電網も利用可能。 
 当初IGCC実証を計画していたため、45haの敷地には余裕がある。 
 こうした特徴に鑑みて、非常に地理的に恵まれたプラントである。 

水素発電プロジェクトの概要 

• 天然ガス改質＋CCSで水素（またはアンモニア）を製造、岩塩ドームに貯蔵。利用時には
水素に変換して使用するサプライチェーンを検討している。 

• Gasunie（オランダのガス事業者）とStatoil（ノルウェーの石油メジャー）と共同で実施。 

Nuon 項目 

担当 水素製造時のCCS担当 発電所への水素供給担当 水素発電担当 

問題意識 
（Nuon談） 

カーボンフットプリント低減に
興味がある。 

ガス需要減少の中「天然ガ
スの次」は水素と考える。 

発電部門の大幅な低炭素
化の必要を感じている。 
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 2023年にMagnum発電所のGTCCのうち一基を水素発電に転換。再エネ由来水素/アンモニアについては
2030年以降に利用の見通し。 

 Nuonは段階を踏んだスケールアップは行わず、直ちにMagnum発電所で商用規模の実証を予定。 

 安全対策については、従来技術で問題なく対応可能と考えている。 

実証の規模について 
• 規模に関して、小スケールで技術検証を行うなど段階を踏んだスケールアップの予定はない。 
• 水素発電に関しては、工業プラントなどで過去に取り組みの例があるため技術的には問題な

く対応可能と考えている。 
安全対策について 
• 水素供給時の安全面については、水素パイプラインはオランダ南部で複数実績がある。 
• 発電所では安全検知や防爆対応は必要になるが、従来の技術で対応可能と考えている。 

Nuon 

GTCC一基を
水素用に転換 

投資に関する
判断を実施 

許認可プロセス
の開始 

GTCCの残り二基
を水素用に転換 

再エネ由来水素/アン
モニアの製造 

水素発電プロジェクトのタイムライン 

プロジェクト 
の開始 

出典： Nuon 
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 IGCCのプロジェクト当初、10年ほど前は、天然ガスは100万BTUあたり$10と石炭より高価であった。しかし、
現在は天然ガスが同$3ドルまで低下、コスト的にIGCCの事業の継続は非常に難しくなった。 

 IGCCとしては224日稼動し、65万トンの石炭を消費、1時間あたり200tのCO2回収、66,000トンの灰処
理を実施、CCS技術については設計の目標の満たしたことを実証済。ただし、（石炭と異なり）天然ガス焚
きGTCCの場合にはCO2の回収は米国で義務付けられておらず現在、CCSも稼動停止中。 

 CCUSに関しては、米国政府の税の優遇措置が重要なドライバーとなる。現行ではCO2を地中に注入した
場合は$20/CO2 t、EORに利用した場合は$10/CO2 tの減税になるが、現在提出中の45Q法案ではそ
れぞれ$50/CO2 t、$35/CO2 tとなり、CCSにとって経済的な状況は好転する見通し。 

 しかし、燃焼後のCO2の回収は$70～80/CO2 tで以前としてコストが掛かり、IGCCの発電コストは天然ガ
スや再生エネルギーよりも高価。 

出典：Southern Company Kemper 発電所外観 
Southern Company社概要 

米国内19州で総発電量44GW、
総送電距離44万kmを有し、天然
ガスパイプライン網も8万km所有 
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米国におけるIGCC＋CCSに関する取り組み状況（TRIGTM技術） 
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出典：Southern Company TRIGTMと他社（噴流床ガス化炉、流動床ガス化炉）との比較 

 TRIGTM（Transport Integrated Gasification）はASTM規格におけるSub-bituminous coal
（亜歴青炭）以下の品質の石炭のために技術開発。これらの低品質な石炭は、オーストラリア、インドネシ
ア、米国、東欧、ドイツに豊富。 

 1000℃またはそれ以下で動作し、循環があるため変換効率が良く、ガス化装置の中に合成ガスの冷却装
置や燃焼バーナーが不要（装置加熱のためのスタートアップバーナーのみ）であるなどの特徴 

 耐久性、信頼性が高く、非常に厳しい条件でのパイロット運転では2万時間以上で耐火性断熱鋼製パイプ
（RSP）のデザイン変更を実施したのみ（最初の一年間の稼働率は90%）。 
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米国におけるIGCC＋CCSに関する取り組み状況（Kemperプロジェクトの展望） 
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今後の事業戦略 

• TRIGTMの技術をライセンシングすることを検討。インドネシアのように海底に炭鉱がある場合は
そこで採掘して運ぶことも可能。米国のSub-bituminous Coalを輸出したいというところはあ
るが、輸送コスト面で難しい。 

• Kemperは地理的に海まで距離があり陸上輸送コストが掛かるが、副生成物の価値、税制
優遇を差し引けば、Kemperから日本へのサプライチェーンを実現可能性について検討の価
値がある。 

• 日本では、豪州の褐炭を用いたサプライチェーンが検討されているが、豪州については検証が
始まったばかりであり、既に実績のあるKemperを選択肢の一つとして考慮してはどうか。 

Southern 
Company 

 ミシシッピ州政府の決定に基づき、発電所は
IGCCとして再開されない。 CCSは、EORのため
のCO2の販売や現地でのCO2貯蔵による税制
優遇の機会を考慮して、代替製品の製造と関
連して再開することが可能。 

 水素製造には、PSAと空気分離（O2とN2の分
離）のための2つの装置を追加するだけで対応
可。アンモニア、尿素、メタノールなどの製造も可
能、それぞれの経済性も考慮できる。 

 現在の試算では水素は217,000Mt/yearを製
造することが可能であり、これは米国の2%、世
界の1%に相当。 

出典：Southern Company 
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４ 米国におけるCO2フリー水素関連の動向 
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米国におけるPEM形水電解装置の開発（Proton Onsiteの概要） 
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 2017/6月末にノルウェーNEL社と合併し、水電解装置の会社として世界最大となった。ノルウェー、デンマー
クおよび米国に拠点があり、米国ではPEM形水電解装置を扱っている。 

 累積で数百台の納入実績（合計25MW）、10～30kW級が主力製品。これまで発電所の冷却用、半
導体製造、潜水艦への利用が主だったが、最新ではGrid Storage、移動体用、バイオガス用にも検討。 

 中国・広東省からFCバス向けで13MWの水素製造装置を受注、今年度に一部導入し、残りは来年に導
入予定。2018年時点でRE由来オンサイト水素ステーションとしては最大規模※。 

 今後、リファイナリー、移動体用、バイオマスなど市場で大型の水電解装置が必要とされると想定、大型化に
伴う周辺機器に関する課題は特にないが、薄い電解質膜の開発、貴金属使用量の低減など、効率向上と
信頼性、耐久性向上の両立を図る必要。 

出典：Proton Onsite 
Proton Onsite社外観 水素製造の市場先 

※将来的な潜在市場はかなり大きく無視できないが、技術流
出のリスク、非常に高い関税等の理由で、現地生産が可能な
提携先を見つけることが重要 
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項目 S-Series H-Series C-Series M-Series 
(MegaWatt) 

装置外観 

販売開始年 2000 2004 2011 2015 

反応面積 [cm2] 28 86 210 680 

セル/スタック 10-20 34 65 100 

スタック/システム 1 1-3 1-3 4 per MW 

水素製造能力  
[Nm3/h] 

1.05 6.0 30.0 200.0 per MW 

製造コスト 100 43 28 13 

※250kW/スタック 

 4タイプのPEM形水電解装置を販売、出力別にS/H/C/Mシリーズ、2.5kW～2MWのラインアップ。シリーズ
に合わせてスタックの発電面積は28～680cm2。Mシリーズは4スタック/MWの構成（中国FCバス向け） 

 SシリーズのkW当たりの製造コストに対し、Mシリーズは1/7以下とスケールアップによるコスト低減を達成。 

 高圧（350bar）水電解についても2Nm3/hと小規模であるが、一般用および軍事用に開発を実施中。 
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米国におけるPEM形水電解装置の開発（現状技術レベルと課題） 
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 日本の水電解製造装置のコスト目標が約5万円/kWに対して、DOEの水電解装置の2020年目標（コス
ト300$/kW、システム効率44kWh/kg）は挑戦的。システムコストについては、セル・スタックのスケールアッ
プとスタック改善で▲20%、高電流密度化と合わせて▲40%を見込み、最終的に現在の1/2以下まで低
減することが目標。 

 グリッドサービスへの適用については様々な負荷変動に対してテストしたが、耐久性に問題は発生していない。
現在、数100A/secというスピードでテストしているが、現段階の技術で当面のグリッドのアンシラリーサービスの
要求は満たすことができるレベルにある。 

 AEMは触媒に貴金属を用いないため、コストの大幅低減が期待されるが、アニオン交換膜の耐久性と安定
性、電解効率向上が当面の研究開発課題。セパレータのコストインパクトが増加。 

出典：Proton Onsite 
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米国におけるCO2フリー水素の取り組み（H2@Scaleプロジェクト） 
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H2@Scale：多様な国内産業の成長を可能とし、レジリエンス、国内競争力、数十億ドル規模の新規市場に

おける雇用創出などの主要課題に取り組むために、米国における幅広い水素製造と利活用の可能性を検討 

1. 輸送分野、産業分野および定置用電源アプリのセクター間でのエネルギー調整能力 

2. グリッドサービス、デマンドレスポンス、およびエネルギー貯蔵を通じた電力網の安定性の向上 

3. 水素製造技術とのハイブリッド化による熱エネルギー発生源（例えば、原子力、地熱）の経済性改善 

4. 水素および燃料電池の世界市場におけるリーダーシップ 

5. 石油精製や化学製品製造などの米国産業の成長 

6. 国内のエネルギー安全保障の強化 

7. GHG排出量の削減や水や資源消費などの環境問題への対応 

出典：NREL 

支持レベル 業界 

積極的 Grid/Utilities, Auto OEMs, 
Electrolysis 

やや積極的 Nuclear, Industrial Gas 

限定的 Metals/Steel, Solar 

消極的 Wind, Ammonia, Fossil, 
Fuels Production, Investor 

 電力（グリッド）業界：長期的なスコープに理解があり、グリッ
ドに対する水素活用に興味が高い 

 製鉄：直接還元に天然ガスを利用する方法は開発中、ただし、
水素の利用はコスト面に見合わないのが現状 

 アンモニア：水素キャリアとして想定外、ただし農業用機械の駆
動用、発電用というアイデアはあり 
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５  CO2フリー水素の定義および認証制度に関する動向 
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 欧州では再エネ大量導入を背景に、その対策としての水素（Power to Gas）の社会認知度が増している。 

 消費者にグリーン水素利用の証明を与える必要が増しており、EU全体での統一的な枠組みが必要。 

 グリーン水素やゼロエミッションの実現に対して強い意欲を持つ企業も現れている。一方で普及のためにはイン
センティブを与えるような制度も必要。 

CertifHyプロジェクトの背景 

Colruyt 
（ベルギーの物流会社） 

• スウェーデンでは人々は（低環境負荷な）バイオ燃料に追加のコストを支払い、それを利用
することを選択する、といった意志が見られる。 

• 我々はゼロエミッションを達成し、企業の責任として顧客にグリーン水素を提供したいと考えて
いる。誰かがリードと責任を取る必要がある。 

• （必ずしも消費者の環境意識が高くないような）オランダなどではエンドユーザーに一定の宣
伝を行うが、さらなるインセンティブを与えることは政府の責任。 

• グリーン水素の消費者にグリーンな水素の証明を与える必要が増してきている。制度としては
グリーン電力制度を参考にEU全体で統一的な定義が必要である。 

• 水素の社会認知も増してきている。再エネの余剰電力は増加し、電力価格も上昇。 
   水素が再エネ大量導入への対策の一つとして注目されてきている。 

Hinicio 
（ベルギーのコンサ
ルティング会社） 
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CertifHyの新たな取り組み 
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 2017年9月から新たな取り組みとして“CertifHy Phase 2”を開始。 

 主な取組内容として、グリーン水素認証スキームの設計とその検証のためのパイロット実証を行う。 

出典：Hinicio 

ステークホルダーから構成される
Stakeholders’ Platformの設置 

EUにおけるグリーン水素と低炭素水
素のGOスキームの設計の完了 

提案されたGOスキームの 
パイロット実証を通じた検証 

EUにおけるグリーン水素と低炭素水
素のGOスキームの実装に向けて、
研究後に実施されるべき取組事項
の抽出 

広く受け入れられるグリーン水素
の定義 

EUレベルでロバストなGOスキー
ムのがどのように設計されるべき
かの決定 

【CertifHyのロードマップ】 
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パイロット実証の概要 
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 “CertifHy Phase 2”では半年に渡り、以下の4つのパイロット実証において実際のGOの製造を実施。 

 主な取組内容として、グリーン水素認証スキームの設計とその検証のためのパイロット実証を行う。 

出典：Hinicio 

パイロット実証 プレーヤー プロジェクト概要 製造されるGO 

プロジェクト1 
（フランス） 

Air Liquide 

天然ガス改質＋CCSによる低炭素水素製造 
フランスジェローム港で水素を製油所用に製造しており、
その量は4500kg/hに及ぶ。 
この際に排出されるCO2を分離・回収して食品産業や
温室へ供給すると共にGOを製造する実証を行う。 

低炭素水素が主だが、（グリーン水素
の原料となる）バイオメタンの供給状況
によってはグリーン水素が製造される。 
 

プロジェクト2 
（ベルギー） 

Colruyt 

フォークリフト・商用車へのグリーン水素供給 
物流センターにおいて、水素を太陽光発電＋水電解装
置（アルカリ形＋PEM形）で製造し、フォークリフトや
FCVに供給。 

グリーン水素のGOは190kgまで製造可
能。これを利用者に供給する。 

プロジェクト3 
（オランダ） 

Akzo Nobel 
Air Products 

風力由来苛性ソーダ製造時の副生グリーン水素製造 
Akzo Nobelはヨーロッパ最大級の苛性ソーダ工場
（200MW）において、副生水素を18kt製造している。
プロジェクトでは水素をモビリティ（バス）用に供給する。 

グリーン水素のGOは年間100t製造可
能。これを利用者に供給する。 

プロジェクト4 
（ドイツ） 

Uniper 

Power to Gasプラントでのグリーン水素製造 
FalkenhagenのPower to Gas実証プラントにおいて、
GOスキームの実証を行う。水電解装置は現状
360m3/hの水素製造が可能。メタネーションプラントも
隣接して建設しており、Synthetic methaneを
57Nm3/h製造可能。利用法はガス網注入 

グリーン水素のGOは年間38t製造可能。
メタネーションで利用しない分をグリーン
水素のGO市場に供給可能。（メタネー
ションとグリーン水素の）供給の配分に
ついては検討中。 

【CertifHyでのパイロット実証の取り組み】 
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 パイロット実証におけるGOの運用体制は下図の通り。 

 第三者認証機関やコンサルなどのPhase1のメンバーに加えてグリーン電力認証で実績を持つGrexelが参画。
GO発行とGOの流通・消費の処理を行う。 

出典：Hinicio資料をもとに作成 

役割名称 パイロット実証での
担当機関 

管轄当局 The Stakeholder 
Platform 

審査者 TUV SUD 

認証機関 TUV SUD 

発行機関 grexel 

レジストリ grexel 
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 CO2フリー水素の「定義」に関しては、排出量ベンチマーク（＝天然ガス改質）の設定や再エネ由来水素と
低炭素水素を区分する方針はスムーズに合意が得られた。 

 一方で、しきい値の設定には議論を要した。最終的に「ベンチマーク6割減」となったが、これはREDでのバイオ
燃料の排出量目標に倣ったもの。 

 今回の定義でCertifHy premium hydrogenとして認められなかった一部の製造法（例：石炭＋
CCS）については、これらはヨーロッパでは取り組みが少ない、などの背景も有る。 

出典：Hinicio 

ベンチマーク（天然ガス改質） 
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CertifHyでの過去の議論の経緯（その他） 

36 

 その他の論点の概要を以下に示す。 

 排出量評価に関しては基本的にRED等の規制基準に従うもの。ただし、FCV用のみならず広いグリーン水素
利用を想定して、システム境界を決定している。 

 Residual Mixに関してはフェーズ２の実証を通じて、取扱を検討する見通し。 

出典：Hinicio 

論点 回答（要約） 

システム境界 製造部分に限った理由としては、自動車以外にも広く
使える基準を目指したため。一方で圧力、純度につい
ては具体的に指定しているが、利用用途ごとに適宜簡
単な比例計算などで調整を想定。 

LCAの結果 REDなどの基準に用いられているものを採用。 

オフセット クリーンな水素製造所を目指すために必要な制度。 

副生水素の排出量分配 欧州ではソーダ工業が排出量の多い産業。仮にこの
ケースで質量配分を行うと水素は（軽いので）ほとん
どゼロ・エミッション。これは公平ではないと考えた。エンタ
ルピーでの配分が公平と考えられる。 

Residual Mixの考え方 パイロットプラントでの実証でも検証予定。 
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【参考】Residual mixに関する課題 
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 グリーン水素証書をグリーン水素製造者が供給している実物の水素と合わせて使う際、証書と分離された「実
物の水素」（Residual Mix）の排出量はCertifHyスキームでベンチマーク以下と保証される。（左図） 

 証書の利用拡大が進み、（当初グレー水素を利用していた）事業者が証書を利用するケースも発生。一
方でCertifHyスキームの外に位置づけられたグレー水素製造者の排出量を把握するのは困難。（右図） 

 結果として、証書と分離された「実物の水素」（Residual Mix）の実質上の排出量が上昇する。 

出典：Hinicio 
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まとめ 
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 欧州では環境規制を背景に電力、産業部門での水素利用が検討され、実証が行われている。 
 また、大量の再エネ対応としての水素利用が注目され、グリーン水素認証制度の必要性が高まりつつある。 
 今回の訪問先はいずれもIGCC（＋CCS）プロジェクトの継続が難しくなっており、水素発電や水素製造プラント

への転換も見られた。 

 

CO2フリー水素利用に向けた取り組みの背景 

CO2フリー水素利用に向けた取り組みの詳細 

 欧州では環境規制を背景に電力、産業部門でのCO2フリー水素利用に向けた実証が進められている。 

 CO2フリー水素の普及に向けては認証制度をはじめ、制度整備による普及支援が必須。 

 CertifHyでも新たな取組が開始。今後の動向が注目される。 

 Power to Gasの実証プロジェクトは水電解装置を中心とした技術検証が主要な目的。 
 大規模な水電解装置を用いた実証例が複数見られ、欧州では水電解装置の大規模化がトレンドとして伺える。 
 予備力提供に十分な応答性や長時間の運転実績を有する事例も複数存在。 
 水素発電に関しても技術的には大きな困難がないとされ、商用規模のプラントでの水素発電実証が検討開始。 
 CertifHyのPhase2が開始。パイロット実証を通じた認証制度の検証が行われる見通し。 

 
 CO2フリー水素利用の取り組みに向けた課題と今後の展望 

 欧州でもCO2フリー水素の環境価値の評価や規制への盛り込みはまだ不十分。普及に向けた制度整備が必要。 
 


